
１組 ２組 ３組 ４組 ５組 ６組 ７組 ８組

1 数A 国総ａ 情報 ｺﾐ英 体育 体育 化基 国総ａ

2 国総ａ 現社 数A ＢＥ 数A 地基 体育 体育

月 3 化基 ｺﾐ英 国総ｂ 現社 ｺﾐ英 家基 現社 数A

4 国総ｂ 地基 現社 情報 数Ⅰ 家基 数Ⅰ ｺﾐ英

5 ｺﾐ英 家基 体育 体育 情報 数Ⅰ 数A 現社

6 数Ⅰ 家基 ｺﾐ英 保健 国総ａ ｺﾐ英 国総ｂ 情報

7 地基 数Ⅰ ＢＥ 数Ⅰ 化基 現社 保健 国総ｂ

1 ｺﾐ英 情報 ｺﾐ英 化基 数Ⅰ 数Ⅰ 国総ａ ｺﾐ英

2 芸術Ⅰ 化基 美Ⅰ 国総ｂ 芸術Ⅰ 現社 情報 家基

火 3 芸術Ⅰ ＢＥ 美Ⅰ 数A 芸術Ⅰ 国総ａ 化基 家基

4 体育 体育 数Ⅰ 数Ⅰ 数A 国総ｂ ｺﾐ英 情報

5 現社 芸術Ⅰ 化基 芸術Ⅰ 国総ｂ ｺﾐ英 家基 国総ｂ

6 ＢＥ 芸術Ⅰ 国総ａ 芸術Ⅰ 地基 ＢＥ 家基 国総ａ

7

1 柔体 柔体 化基 ＢＥ 地基 芸術Ⅰ 芸術Ⅰ 芸術Ⅰ

2 家基 ＢＥ 柔体 柔体 国総ａ 芸術Ⅰ 芸術Ⅰ 芸術Ⅰ

水 3 家基 数Ⅰ 地基 現社 情報 保健 ＢＥ 数A

4 数A 地基 数Ⅰ 地基 数Ⅰ 情報 地基 ＢＥ

5 数Ⅰ 国総ｂ 情報 国総ａ 体育 体育 数A 数Ⅰ

6 現社 数A ＢＥ ｺﾐ英 現社 数A 体育 体育

7 総探 総探 総探 総探 総探 総探 総探 総探

1 ｺﾐ英 情報 数A 国総ｂ 現社 化基 柔体 柔体

2 保健 数Ⅰ 地基 数A 柔体 柔体 国総ｂ 現社

木 3 化基 国総ａ 家基 情報 ｺﾐ英 ＢＥ 国総ａ 数Ⅰ

4 情報 ｺﾐ英 家基 地基 化基 数A ｺﾐ英 化基

5 国総ｂ 現社 保健 ｺﾐ英 ＢＥ 情報 数Ⅰ 地基

6 ＨＲ ＨＲ ＨＲ ＨＲ ＨＲ ＨＲ ＨＲ ＨＲ

7

1 情報 ｺﾐ英 数Ⅰ 国総ａ 保健 ｺﾐ英 数Ⅰ 化基

2 国総ａ 数A 体育 体育 ｺﾐ英 国総ａ ＢＥ 数Ⅰ

金 3 ＢＥ 化基 国総ｂ 家基 国総ｂ 数Ⅰ 情報 保健

4 地基 保健 国総ａ 家基 ＢＥ 化基 地基 ｺﾐ英

5 体育 体育 ｺﾐ英 化基 家基 国総ｂ ｺﾐ英 地基

6 数Ⅰ 国総ｂ 現社 数Ⅰ 家基 地基 現社 ＢＥ
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