
10月3週　　10／18（月）～10／22（金）　時間割　

10月18日（月）３年７限あり

１－１ １－２ ２－１ ２－２ ２－３ ３－１ ３－２ ３－３ ４－１ ４－２ ４－３ ５－１ 5-2文 5-2理 ５－３ 6-1 6-2文 6-2理 6-3

１　限 学活 学活 １　限 学活 学活 学活 １　限 学活 学活 学活 １　限 物基 世界史 世界史 １　限 数Ⅱ １　限

２　限 英語 技術 ２　限 ２　限 社会 理科 数学 ２　限 世界史 物基 英表Ⅰ ２　限 コミ英Ⅱ 総理 数Ⅱ 古典B ２　限

３　限 技術 国語 ３　限 理科 英語 数学 ３　限 英語 国語 社会 ３　限 数Ⅰ ３　限 数Ⅱ 保健 ３　限 コミ英Ⅲ 日・地

４　限 社会 英語 ４　限 国語 数学 美術 ４　限 ４　限 コミ英Ⅰ 国総古 生基 ４　限 総理 地理 ４　限

５　限 音楽 美術 ５　限 英語 社会 国語 ５　限 数学 数学 技術 ５　限 国総現 コミ英Ⅰ 現社 ５　限 日本史 数Ⅱ 物理 化学 ５　限 体育

６　限 美術 音楽 ６　限 数学 国語 英語 ６　限 技術 英語 理科 ６　限 国総古 ６　限 古典B コミ英Ⅱ ６　限 英表Ⅱ

７　限 ７　限 ７　限 国語 技術 国語 ７　限 ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ７　限 ＬＨＲ ＬＨＲ ７　限 ＬＨＲ ＬＨＲ

10月19日（火）３年三者面談（各教室・ランチ①）3年7限カット

１－１ １－２ ２－１ ２－２ ２－３ ３－１ ３－２ ３－３ ４－１ ４－２ ４－３ ５－１ 5-2文 5-2理 ５－３ 6-1 6-2文 6-2理 6-3

１　限 道徳 道徳 １　限 技術 国語 数学 １　限 道徳 道徳 道徳 １　限 コミ英Ⅰ 国総現 コミ英Ⅰ １　限 総理 物・生 １　限 現文

２　限 英語 社会 ２　限 数学 技術 理科 ２　限 美術 数学 社会 ２　限 国総古 英表Ⅰ 体育 ２　限 現代文 数B ２　限 古典

３　限 国語 数学 ３　限 国語 理科 技術 ３　限 国語 理科 英語 ３　限 芸術 ３　限 数B コミ英Ⅱ ３　限

４　限 数学 国語 ４　限 理科 数学 社会 ４　限 社会 英語 理科 ４　限 数A ４　限 英表Ⅱ 体育 ４　限

５　限 理科 音楽 ５　限 家庭 英語 英語 ５　限 理科 社会 英語 ５　限 国総現 ５　限 数B 化学 ５　限 日・地

６　限 音楽 英語 ６　限 英語 社会 国語 ６　限 英語 数学 国語 ６　限 英表Ⅰ コミ英Ⅰ 物基 ６　限 古典B 数B 化学 地理 ６　限

７　限 ７　限 ７　限 ７　限 生基 生基 国総古 ７　限 総理 現代文 ７　限 コミ英Ⅲ コミ英Ⅲ

10月20日（水）３年三者面談（各教室・ランチ①）3年7限カット・カウンセラー来校日

１－１ １－２ ２－１ ２－２ ２－３ ３－１ ３－２ ３－３ ４－１ ４－２ ４－３ ５－１ 5-2文 5-2理 ５－３ 6-1 6-2文 6-2理 6-3

１　限 理科 英語 １　限 道徳 道徳 道徳 １　限 １　限 物基 保健 英表Ⅰ １　限 数Ⅱ 情報 １　限 英表Ⅱ 古典

２　限 英語 理科 ２　限 ２　限 数学 英語 数学 ２　限 コミ英Ⅰ コミ英Ⅰ 数Ⅰ ２　限 保健 英表Ⅱ ２　限

３　限 ３　限 国語 国語 社会 ３　限 英語 理科 社会 ３　限 コミ英Ⅰ ３　限 情報 数Ⅱ 化学 現代文 ３　限 コミ英Ⅲ

４　限 社会 国語 ４　限 英語 英語 数学 ４　限 社会 数学 国語 ４　限 現社 国総古 世界史 ４　限 物・生 ４　限

５　限 国語 数学 ５　限 社会 数学 理科 ５　限 理科 国語 英語 ５　限 国総現 現社 物基 ５　限 数Ⅱ 古典B ５　限 英表Ⅱ

６　限 数学 社会 ６　限 数学 理科 英語 ６　限 国語 数学 理科 ６　限 国総古 世界史 コミ英Ⅰ ６　限 日本史 数Ⅱ ６　限 コミ英Ⅲ 体育

７　限 ７　限 ７　限 ７　限 世界史 コミ英Ⅰ 生基 ７　限 コミ英Ⅱ 総理 数Ⅱ 地理 ７　限

10月21日（木）短縮授業(5短)・全統記述⑥(15:10～16:50）

１－１ １－２ ２－１ ２－２ ２－３ ３－１ ３－２ ３－３ ４－１ ４－２ ４－３ ５－１ 5-2文 5-2理 ５－３ 6-1 6-2文 6-2理 6-3

１　限 国語 理科 １　限 １　限 数学 美術 数学 １　限 コミ英Ⅰ 国総現 コミ英Ⅰ １　限 現代文 化学 １　限

２　限 社会 数学 ２　限 理科 英語 英語 ２　限 英語 理科 社会 ２　限 芸術 ２　限 古典B 数B 化学 物・生 ２　限 コミ英Ⅲ

３　限 英語 国語 ３　限 社会 理科 数学 ３　限 ３　限 国総現 ３　限 数B コミ英Ⅱ ３　限

４　限 家庭 社会 ４　限 音楽 数学 国語 ４　限 社会 英語 美術 ４　限 家基 物基 数Ⅰ ４　限 英表Ⅱ 地理 ４　限 コミ英Ⅲ 体育

５　限 数学 英語 ５　限 英語 家庭 音楽 ５　限 ５　限 英表Ⅰ 家基 保健 ５　限 日本史 総理 物理 数Ⅱ ５　限 現文

６　限 ６　限 数学 音楽 理科 ６　限 ６　限 家基 ６　限 数B コミ英Ⅱ ６　限

10月22日（金）３年三者面談（各教室・ランチ①）3年7限カット・７限総合①②

１－１ １－２ ２－１ ２－２ ２－３ ３－１ ３－２ ３－３ ４－１ ４－２ ４－３ ５－１ 5-2文 5-2理 ５－３ 6-1 6-2文 6-2理 6-3

１　限 英語 数学 １　限 理科 国語 社会 １　限 理科 数学 英語 １　限 生基 生基 国総古 １　限 日本史 数Ⅱ １　限

２　限 理科 英語 ２　限 英語 理科 国語 ２　限 英語 社会 数学 ２　限 現社 国総古 体育 ２　限 情報 総理 物理 古典B ２　限 英表Ⅱ 日・地

３　限 ３　限 数学 美術 英語 ３　限 数学 社会 理科 ３　限 家基 英表Ⅰ 数A ３　限 数Ⅱ 情報 ３　限

４　限 数学 家庭 ４　限 美術 社会 理科 ４　限 理科 音楽 数学 ４　限 家基 ４　限 数Ⅱ 英表Ⅱ ４　限

５　限 美術 理科 ５　限 社会 英語 家庭 ５　限 数学 英語 音楽 ５　限 コミ英Ⅰ 家基 数Ⅰ ５　限 コミ英Ⅱ 数Ⅱ 化学 体育 ５　限

６　限 国語 美術 ６　限 国語 数学 数学 ６　限 音楽 社会 英語 ６　限 保健 現社 コミ英Ⅰ ６　限 総理 数B ６　限 古典

７　限 総合 総合 ７　限 総合 総合 総合 ７　限 ７　限 国総古 コミ英Ⅰ 現社 ７　限 コミ英Ⅱ 化学 ７　限 コミ英Ⅲ
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古典B
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ＬＨＲ

芸術 古典B

数A 公民・文系英表

ＬＨＲ

コミ英Ⅱ

古典B

総合理科B/古典

コミ英Ⅲ

体育 世界史・倫理 コミ英Ⅲ

体育 情報 現文・公民 物・生

体育 数Ⅰ 日・地

コミ英Ⅱ 英表Ⅱ

公民・現文 数Ⅲ（③）

体育 古典B 物・生コミ英Ⅱ
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世界史・倫理

数A 現代文

情報

英表Ⅱ 日・地

体育
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