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 3-3理 現代文B 古典B 物化生  数学Ⅲ  英語表現Ⅱ コミュ英Ⅲ 物化生 コミュ英Ⅲ  数学演習 英表Ⅱ  数学Ⅲ コミュ英Ⅲ 英表Ⅱ  地理Ａ  地理Ａ 物化生  情報の科学  数学Ⅲ  数学演習  体育  数学Ⅲ  地理Ａ 英表Ⅱ 古典B  3-3理
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 3-5  数学Ⅱ数学Ⅲ 日世地B  コミュ英ⅢW  コミュ英ⅢR  生物基礎  数学Ⅱ数学Ⅲ 現代文B  現代文B 生物基礎 公民演習  コミュ英ⅢR 日世地B  公民演習 化地演習  体育  数学Ⅱ数学Ⅲ  数学Ⅱ数学Ⅲ 日世地B  コミュ英ⅢTT  コミュ英ⅢR 化地演習 公民演習 現代文B 日世地B  3-5
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