
分散登校時間割　１学年

1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7

1 ＨＲ ＨＲ ＨＲ ＨＲ ＨＲ ＨＲ ＨＲ

2 古典 国語 簿記 数Ⅰ 体理 数Ⅰ 国語

奇数 3 世史 数Ⅰ 情処 英語 数Ⅰ 英語 保健

4 英語 情報 国語 生基 情報 国語 数Ⅰ

1 情報 ＨＲ ＨＲ ＨＲ ＨＲ ＨＲ ＨＲ

2 古典 情報 国語 数Ⅰ 体理 数Ⅰ 国語

偶数 3 世史 数Ⅰ 情処 英語 数Ⅰ 英語 保健

4 英語 国語 簿記 生基 情報 国語 数Ⅰ

1 数Ⅰ 世史 情処 国語 生基 情報 英語

2 世史 情報 音楽 情報 国語 英語 生基

奇数 3 英語 情処 情報 世史 数Ⅰ 国語 物基

4 英表 音楽 簿記 保健 英語 数Ⅰ 情報

1 数Ⅰ 世史 情処 国語 生基 国語 英語

2 世史 情報 音楽 情報 国語 英語 生基

偶数 3 英語 情処 情報 世史 数Ⅰ 情報 物基

4 英表 音楽 簿記 保健 英語 数Ⅰ 情報

1 数Ａ 情処 世史 情報 国語 音楽 数Ⅰ

2 現文 世史 国語 家庭 情報 生基 国語

奇数 3 数Ⅰ 英語 簿記 国語 生基 英語 情報

4 生基 簿記 英語 数Ⅰ 世史 世史 音楽

1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7

1 数Ａ 情処 世史 情報 国語 音楽 数Ⅰ

2 英表 世史 国語 家庭 情報 生基 国語

偶数 3 生基 英語 簿記 国語 生基 英語 情報

4 現文 簿記 英語 数Ⅰ 世史 世史 音楽

1 物基 簿記 情報 生基 世史 数Ⅰ 国語

2 数Ⅰ 世史 生基 数Ⅰ 数Ⅰ 物基 生基

奇数 3 生基 生基 保健 体理 英語 情報 英語

4 保健 情報 数Ⅰ 英語 保健 国語 数Ⅰ

1 物基 簿記 情報 生基 世史 数Ⅰ 国語

2 数Ⅰ 世史 生基 数Ⅰ 数Ⅰ 物基 生基

偶数 3 生基 生基 保健 体理 英語 情報 英語

4 保健 情報 数Ⅰ 英語 保健 国語 数Ⅰ

1 数Ⅰ 英語 情処 国語 世史 世史 英語

2 化基 生基 情報 家庭 数Ⅰ 英語 国語

奇数 3 古典 国語 生基 世史 家庭 生基 情報

4 音楽 簿記 簿記 生基 英語 国語 数Ⅰ

5 英表 情報 英語 情報 体理 保健 物基

1 数Ⅰ 英語 情処 国語 世史 世史 英語

2 化基 生基 情報 家庭 数Ⅰ 英語 国語

偶数 3 古典 国語 生基 世史 家庭 生基 情報

4 音楽 簿記 簿記 生基 英語 国語 数Ⅰ

5 英表 情報 英語 情報 体理 保健 物基

５月２６日

（火）

５月２７日

（水）

５月２８日

（木）

５月２９日

（金）

５月１８日

（月）

５月１９日

（火）

５月２０日

（水）

５月２１日

（木）

５月２２日

（金）

５月２５日

（月）



分散登校時間割　２学年

2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7

1 ＨＲ ＨＲ ＨＲ ＨＲ ＨＲ ＨＲ ＨＲ

2 物理生物 簿記 日史 英語 体理 現文 数Ａ

奇数 3 数Ⅱ 日史 簿記 数Ａ 化基 古典日演 古典日演

4 英語 英語 情処 化基 現文 日史 英語

1 現文 ＨＲ ＨＲ ＨＲ ＨＲ ＨＲ ＨＲ

2 物理生物 簿記 日史 英語 体理 現文 数Ａ

偶数 3 数Ⅱ 日史 簿記 数Ａ 化基 古典日演 古典日演

4 英語 英語 情処 化基 現文 日史 英語

1 数Ⅱ 日史 現文 英語 現文 数Ａ 英語

2 古典 現文 日史 政経 英語 英語 数Ａ

奇数 3 物理生物 英語 保健 現文 保健 生物情処 生物情処

4 現文 数Ａ 英語 生物情処 生物情処 保健 現文

1 数Ⅱ 日史 現文 英語 現文 数Ａ 英語

2 古典 現文 日史 政経 英語 英語 数Ａ

偶数 3 物理生物 英語 保健 現文 保健 生物情処 生物情処

4 現文 数Ａ 英語 生物情処 生物情処 保健 現文

1 現文 家庭 簿記 英語 日史 現文 英語

2 物理生物 簿記 情処 体理 現文
数演英演簿

記
数演英演簿

記

奇数 3 地理 英語 数Ａ 生物情処 生物情処 英語 政経

4 数Ｂ 情処 政経 現文 家庭 数Ａ 化基

2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7

1 現文 家庭 簿記 英語 日史 現文 英語

2 物理生物 簿記 情処 体理 現文
数演英演簿

記
数演英演簿

記

偶数 3 地理 英語 数Ａ 生物情処 生物情処 英語 政経

4 数Ｂ 情処 政経 現文 家庭 数Ａ 化基

1 現文 保健 英語 日史 数Ａ
数演英演簿

記
数演英演簿

記

2 保健 簿記 家庭 生物情処 生物情処 数Ａ 現文

奇数 3 地理 情処 化基 政経 英語 化基 保健

4 英語 政経 情処 数Ａ 日史 生物情処 生物情処

1 現文 保健 英語 日史 数Ａ
数演英演簿

記
数演英演簿

記

2 保健 簿記 家庭 生物情処 生物情処 数Ａ 現文

偶数 3 地理 情処 化基 政経 英語 化基 保健

4 英語 政経 情処 数Ａ 日史 生物情処 生物情処

1 古典 現文 政経 化基 数Ａ 日史 政経

2 数Ｂ 簿記 簿記 数Ａ 英語 英語 化基

奇数 3 物理生物 数Ａ 化基 保健 政経 現文 日史

4 数Ⅱ 化基 情処 家庭 化基 政経 家庭

5 家庭 政経 現文 現文 体理 生物情処 生物情処

1 古典 現文 政経 化基 数Ａ 日史 政経

2 数Ｂ 簿記 簿記 数Ａ 英語 英語 化基

偶数 3 物理生物 数Ａ 化基 保健 政経 現文 日史

4 数Ⅱ 化基 情処 家庭 化基 政経 家庭

5 家庭 政経 現文 現文 体理 生物情処 生物情処

５月２８日

（木）

５月２９日

（金）

５月２０日

（水）

５月２１日

（木）

５月２２日

（金）

５月２５日

（月）

５月２６日

（火）

５月２７日

（水）

５月１８日

（月）

５月１９日

（火）



分散登校時間割　３学年

3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6

1 ＨＲ ＨＲ ＨＲ ＨＲ ＨＲ ＨＲ

2 英語 英語 数Ⅱ 物基 古典公演 古典公演

奇数 3 理演化学 情管 体理 現文 英語 現文

4 数演数Ⅲ 地理英演 地理英演 地理英演 家庭 現社

1 古典 ＨＲ ＨＲ ＨＲ ＨＲ ＨＲ

2 英語 英語 数Ⅱ 物基 古典公演 古典公演

偶数 3 理演化学 情管 体理 現文 英語 現社

4 数演数Ⅲ 地理英演 地理英演 地理英演 家庭 現文

1 政経物演 数Ⅱ 英語 数Ⅱ 現文 音楽

2 数演数Ⅲ 現社 数Ⅱ 現文 数Ｂビ情 数Ｂビ情

奇数 3 古典 地理英演 地理英演 地理英演 現社 家庭

4 英語 現文 物基 現社 家庭 家庭

1 政経物演 数Ⅱ 英語 数Ⅱ 現文 音楽

2 数演数Ⅲ 現社 数Ⅱ 現文 数Ｂビ情 数Ｂビ情

偶数 3 古典 地理英演 地理英演 地理英演 現社 家庭

4 英語 現文 物基 現社 家庭 家庭

1 英語 現文 物基 体理 現社 現社

2 現社 数Ⅱ 数Ⅱ 英語 数Ｂビ情 数Ｂビ情

奇数 3 数演数Ⅲ 物基 現文 数Ⅱ 音楽 現文

4 政経物演 情管 スマ 現文 現文 英語

3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6

1 英語 現文 物基 体理 現社 現社

2 現社 数Ⅱ 数Ⅱ 英語 数Ｂビ情 数Ｂビ情

偶数 3 数演数Ⅲ 物基 現文 数Ⅱ 音楽 現文

4 政経物演 情管 スマ 現文 現文 英語

1 古典 現社 スマ 体理 音楽 英語

2 英語 現文 英語 ス概 現文 音楽

奇数 3 現文 情管 現文 物基 英語 数Ⅱ

4 理演化学 英語 ス概 現社 数Ⅱ 現文

1 古典 現社 スマ 体理 音楽 英語

2 英語 現文 英語 ス概 現文 音楽

偶数 3 現文 情管 現文 物基 英語 数Ⅱ

4 理演化学 英語 ス概 現社 数Ⅱ 現文

1 英表
数Ｂ化学簿
記ビ情

数Ｂ化学簿
記ビ情

数Ｂ化学簿
記ビ情

家庭 英語

2 現社 物基 現文 ス概 現文 数Ⅱ

奇数 3 現文 現社 英語 数Ⅱ 数Ｂビ情 数Ｂビ情

4 英語 英語 現社 スマ 英語 現社

5 理演化学 地理英演 地理英演 地理英演 音楽 現文

1 英表
数Ｂ化学簿
記ビ情

数Ｂ化学簿
記ビ情

数Ｂ化学簿
記ビ情

家庭 英語

2 現社 物基 現文 ス概 現文 数Ⅱ

偶数 3 現文 現社 英語 数Ⅱ 数Ｂビ情 数Ｂビ情

4 英語 英語 現社 スマ 英語 現社

5 理演化学 地理英演 地理英演 地理英演 音楽 現文

５月２２日

（金）

５月２５日

（月）

５月２６日

（火）

５月２７日

（水）

５月２８日

（木）

５月２９日

（金）

５月１８日

（月）

５月１９日

（火）

５月２０日

（水）

５月２１日

（木）


