
 5/21,22  オンライン授業時間割

1 2 3 4 1 2 3 4

 1-1 世界史Ａ 英表Ⅰ 地学基礎 コミュ英ⅠＳ 国総古 数学Ⅰ 現代社会 世界史Ａ  1-1

 1-2 世界史Ａ 地学基礎 英表Ⅰ コミュ英ⅠＳ 国総古 数学Ⅰ 現代社会 コミュ英ⅠＲ  1-2

 1-3 地学基礎 現代社会 数学Ａ 国総古 化学基礎 世界史Ａ 数学Ⅰ 国総現  1-3

 1-4 化学基礎 現代社会 数学Ａ 国総古 コミュ英ⅠR 英表Ⅰ 数学Ⅰ 国総現  1-4

 1-5 数学Ⅰ 英表Ⅰ コミュ英ⅠＳ 現代社会 英表Ⅰ 英表Ⅰ コミュ英ⅠＲ 数学Ⅰ  1-5

 1-6 数学Ⅰ 英表Ⅰ コミュ英ⅠＳ 現代社会 英表Ⅰ 英表Ⅰ コミュ英ⅠＲ 数学Ⅰ  1-6

 1-7 数学Ⅰ 英表Ⅰ 地学基礎 化学基礎 英表Ⅰ 英表Ⅰ コミュ英ⅠＲ 数学Ⅰ  1-7

 1-8 数学Ⅰ 英表Ⅰ 化学基礎 地学基礎 英表Ⅰ 英表Ⅰ コミュ英ⅠＲ 数学Ⅰ  1-8

 2-1文 コミュ英Ⅱ 現代文Ｂ 日地Ｂ 英表Ⅱ 英表Ⅱ 倫理 古典Ｂ 数学Ⅱ  2-1文

2-1理 コミュ英Ⅱ 現代文Ｂ 化学 英表Ⅱ 英表Ⅱ 化学 古典Ｂ 数学Ⅱ 2-1理

 2-2文 英表Ⅱ 古典Ｂ 日地Ｂ コミュ英Ⅱ 古典Ｂ 倫理 英表Ⅱ 数学Ⅱ  2-2文

 2-2理 英表Ⅱ 古典Ｂ 化学 コミュ英Ⅱ 古典Ｂ 化学 英表Ⅱ 数学Ⅱ  2-2理

 2-3 数学Ⅱ 古典Ｂ 英表Ⅱ 数学Ｂ 古典Ｂ 数学Ⅱ 生物基礎 英表Ⅱ  2-3

 2-4文 数学Ⅱ 現代文Ｂ 日地Ｂ 数学Ｂ コミュ英Ⅱ 数学Ⅱ 古典Ｂ 倫理  2-4文

 2-4理 数学Ⅱ 現代文Ｂ 化学 数学Ｂ コミュ英Ⅱ 数学Ⅱ 古典Ｂ 化学  2-4理

 2-5 生物基礎 数学Ｂ 英表Ⅱ 現代文Ｂ 日地Ｂ 英表Ⅱ 古典Ｂ コミュ英Ⅱ  2-5

 2-6 物基／生基 数学Ｂ 英表Ⅱ 化学 物生 英表Ⅱ 地理Ａ コミュ英Ⅱ  2-6

 2-7文 倫理 数学Ⅱ コミュ英Ⅱ 現代文Ｂ 日地Ｂ 数学Ｂ 古典Ｂ 英表Ⅱ  2-7文

 2-7理 物基／生基 数学Ⅱ コミュ英Ⅱ 化学 物生 数学Ｂ 地理Ａ 英表Ⅱ  2-7理

 2-7SG理 物基／生基 数学Ⅱ コミュ英Ⅱ 化学 物生 数学Ｂ 国語総合 英表Ⅱ  2-7SG理

 2-7SG文 倫理 数学Ⅱ コミュ英Ⅱ 古典Ｂ 日地Ｂ 数学Ｂ 現代文Ｂ 英表Ⅱ  2-7SG文

 2-8 物基／生基 数学Ⅱ コミュ英Ⅱ 化学 物生 数学Ｂ 国語総合 英表Ⅱ  2-8

 3-1 公演倫理 英表Ⅱ 現代文Ｂ 公演政経 日地演習 現代文Ｂ 公演政経 古典Ｂ  3-1

 3-2 英表Ⅱ コミュ英Ⅲ 日演 公演政経 コミュ英Ⅲ 公演倫理 公演政経 古典Ｂ  3-2

 3-3文 公演倫理 古典Ｂ コミュ英Ⅲ 数演ⅠA 日地演習 公演倫理 コミュ英Ⅲ 数演ⅡＢ  3-3文

 3-3理 数学Ⅲ 古典Ｂ コミュ英Ⅲ 物化生 数学Ⅲ 地理A コミュ英Ⅲ 数学演習  3-3理

 3-4文 公演倫理 古典Ｂ 現代文Ｂ 数演ⅠA 日地演習 公演倫理 英表Ⅱ 数演ⅡＢ  3-4文

 3-4理 数学Ⅲ 古典Ｂ 現代文Ｂ 物化生 数学Ⅲ 地理A 英表Ⅱ 数学演習  3-4理

 3-5 コミュ英ⅢＲ 現代文Ｂ 現代文Ｂ 日世地Ｂ 化地演習 生物基礎 日世地Ｂ 公民演習  3-5

 3-6 コミュ英ⅢＲ 化学 地理Ａ／倫理 物生 現代文Ｂ 現代文Ｂ 化学 物生  3-6

 3-7文 コミュ英ⅢＲ 古典Ｂ 古典Ｂ 日世地Ｂ 化地演習 公民演習 日世地Ｂ 生物基礎  3-7文

 3-7SG コミュ英ⅢＲ 古典Ｂ 古典Ｂ 日世地Ｂ 化地演習 公民演習 日世地Ｂ 生物基礎  3-7SG

 3-8 コミュ英ⅢＲ 化学 地理Ａ／倫理 物生 現代文演習 現代文演習 化学 物生  3-8

木曜日 金曜日 Ｂ週

５月　　２２日

Ｂ週

５月　　２１日


