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コミュ英Ⅰ 現代社会 保健 現代文 古典 世界史A 英語会話 科人 実用数学

朝倉 丹羽 森田浩 森田智 河村 出口 勝野 野原 日栄・森西
宮崎・稲妻

古典 実用数学 英語会話 世界史A 現代文 現代社会 科人 保健 コミュ英Ⅰ

河村 日栄・森西
宮崎・稲妻

勝野 出口 森田智 西野 野原 福島 朝倉

世界史A 保健 実用数学 コミュ英Ⅰ 現代社会 英語会話 現代文 古典 科人

佐々木 山口 日栄・宮崎
森知・稲妻

朝倉 西野 勝野 森田智 河村 近藤

世界史A 古典 コミュ英Ⅰ 現代社会 科人 実用数学 保健 英語会話 現代文

出口 河村 朝倉 西野 近藤
日栄・宮崎
森知・稲妻 福島 勝野 森田智

英語会話 現代文 世界史A 実用数学 現代社会 コミュ英Ⅰ 保健 科人 古典

勝野 森田智 出口
日栄・宮崎
稲妻

丹羽 朝倉 山口 近藤 河村

数学活用 保健 現代文B 数学A コミュ英Ⅱ
物基・化基
英演

国語表現 生物基礎 日本史B

日栄・宮崎 島田 小林 城田 伊藤 右田・野原
勝野 穗積 近藤 松山

現代文B 数学活用 日本史B 国語表現 保健 物基・化基
英演・簿記

生物基礎 数学A コミュ英Ⅱ

小林 日栄・宮崎 松山 穗積 島田 右田・野原
駒井・高濵 近藤 城田 伊藤

生物基礎 数学A 国語表現 コミュ英Ⅱ 日本史B 数学活用 保健 数学活用 現代文B

近藤 松岡 穗積 伊藤 濱田 日栄・宮崎 福島 日栄・宮崎 小林

国語表現 コミュ英Ⅱ 生物基礎 日本史B 現代文B 保健 数学活用 コミュ英Ⅱ 数学A

穗積 伊藤 近藤 松山 小林 福島 日栄・宮崎 伊藤 松岡

コミュ英Ⅱ 日本史B 数学A 保健 実践国語Ⅰ 現代文B 化学基礎 古典B 生物基礎

伊藤 松山 城田 福島 穗積 小林 大山 小林 橘

コミュ英Ⅱ 地理B 数学A 保健 化学 現代文B 化学基礎 古典B 物基・生基

伊藤 濱田・出口 森知 福島 野原 小林 野原 小林 右田・橘

地学基礎 コミュ英Ⅱ 生活国語 コミュ英Ⅱ 生活数学 地理A・発保
情科・簿記

数演・実英 現代文B 日本史B 生活数学 日本史B 生活国語

大山 駒井 井上 駒井 森西・松岡
出口・清水
木田・安井

日栄・土性 藤井 佐々木 森西・松岡 佐々木 井上

日本史B 生活国語 コミュ英Ⅱ 現代文B 生活国語 地理A・発保
情科・簿記

数演・実英 地学基礎 日本史B 現代文B 生活数学 コミュ英Ⅱ

丹羽 井上 駒井 藤井 井上
出口・清水
木田・安井

城田・土性 大山 丹羽 藤井 森西 駒井

生活国語 コミュ英Ⅱ 地学基礎 日本史B 現代文B コミュ英Ⅱ 地学基礎 生活数学 地理A
発保・情科

生活国語 数演・実英 日本史B

井上 土性 大山 佐々木 藤井 土性 大山 日栄・菊池
出口

清水・木田 井上 城田・駒井 佐々木

数演・実英 現代文B 日本史B 地学基礎 日本史B 生活数学 生活国語 コミュ英Ⅱ
地理A

発保・情科
コミュ英Ⅱ 生活数学 地学基礎

日栄・土性 藤井 佐々木 大山 佐々木 日栄・菊池 井上 土性 出口
清水・木田

土性 日栄・菊池 大山

現代文B 数学演習 実践英語 英語理解 日本史B コミュ英Ⅱ 日史理解 国演・生物 現代文B コミュ英Ⅱ 英語理解 古典B・生物

藤井 森西
土性
Karleen

土性 濱田 駒井 松山 井上・近藤 藤井 駒井 土性 藤井・近藤

現代文B 数演・数学Ⅲ 化学 英語理解 地理B コミュ英Ⅱ 数学B 物理・生物 現代文B コミュ英Ⅱ 英語理解 物理・生物

藤井 森西・菊池 野原 土性 丹羽 駒井 菊池 右田・近藤 藤井 駒井 土性 右田・近藤
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2-4

家庭学習日
（感染状況により変更の場合あり）

2-3

2-５理

家庭学習日

家庭学習日

3-1

９月１７日（金）９月１３日（月） ９月１４日（火） ９月１５日（水）

1-1

1-2

９月１６日（木）

1-５

3-2

3-3

家庭学習日
（感染状況により変更の場合あり）

家庭学習日
（感染状況により変更の場合あり）

2-1

2-2

3-4

2-５文

3-５理

3-５文


