
⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

1 9：30〜10：10 国語・散⽂ 英語MEO 数学・代数 数学・代数 英語 国語・韻⽂

2 10：25〜11：05 理科Ⅰ 理科Ⅱ 美術 国語・散⽂ 数学・代数 英語

3 11：20〜12：00 社会・地理 英語 社会・歴史 体育 ⾳楽 技術家庭

4 13：00〜13：40 数学・幾何 英語 保健

5 13：55〜14：35

6 14：50〜15：30 国語・読書

＊「英語MEO」は各⾃でMEOを使って⾃習をしてください。
＊「国語・読書」は5/14（⽊）のみおこないます。

koida
タイプライターテキスト
中１時間割

koida
タイプライターテキスト



中２オンライン授業特別時間割（５/11~）

⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

1 英語 代数 地理 英語 英語 幾何
9:30~10:10 (鈴・橋・荒・

芦・佐)
（⼤⽉） （⼭下） (鈴・橋・荒・

芦・佐)
(鈴・橋・荒・

芦・佐)
（⼤⽉）

2 理科Ⅱ 体育 理科Ⅱ ⾳楽 体育 技術家庭
10:25~11:05 （⻘⽊） （稲垣） （⻘⽊） （⼤坪） （稲垣） （⾼橋）

3 理科Ⅰ 歴史 国語 古典 代数 ⾳楽
11:20~12:00 (⼭岸・深澤) (内⽥・⾼尾) （古本） （柳井） （⼤⽉） （村上）

4 美術 古典 代数 幾何 国語
13:00~13:40 (下向・室原) （柳井） （⼤⽉） （⼤⽉） （古本）

5 地理 国語 英語 歴史 理科Ⅰ
13:55~14:35 （⼭下） （古本） (鈴・橋・荒・

芦・佐)
(内⽥・⾼尾) (⼭岸・深澤)

6
14:50~15:30

朝礼 9:15〜

昼休み 12:00~13:00



月 火 水 木 金 土

理科Ⅰ 英語 国語 理科Ⅰ 国語 公民

東本 中村/青山 依田 東本/滝沢 依田 三/高/塩

音楽 家庭 音楽 美術

大坪 日高・安達 大八木 大野

代数 理科Ⅱ 英語 古文 理科Ⅱ 英語

大迫 牛込 中村/青山 市川 牛込 友石/坂岩

古文 公民 代数 代数 英語 国語

市川 三/安/入 大迫 大迫 友石/坂岩 依田

体育 武道 体育

余川 喜納 余川

英語 幾何 公民 英語 幾何

MEO

(友石)

中学３年　時間割（5/11～）

先生の敬称略

13:55

～

14:35

14:50

～

15:30 三/高/塩伊藤 MEO

5

6
伊藤

9:15～ 朝礼

10:25

～

11:05

11:20

～

12:00

13:00

～

13:40

昼休み

4

1

2

3

9:30

～

10:10



Ａ組 Ｂ組

（月） （火） （水） （木） （金） （土） （月） （火） （水） （木） （金） （土）

１時間 数学Ａ 地理Ａ ＥＥ 国語ｂ 生物基礎 体育 １時間 数学Ａ 地理Ａ 自習 国語ｂ 生物基礎 体育

伊藤善 山下 橋本季 鈴木彩 石黒 伊藤和 伊藤善 山下 鈴木彩 石黒 伊藤和

２時間 国語ａ 地理Ａ 体育 自習 数学Ａ 生物基礎 ２時間 国語ａ 地理Ａ 体育 自習 数学Ａ 生物基礎

蟹江 山下 伊藤和 伊藤善 石黒 蟹江 山下 伊藤和 伊藤善 石黒

３時間 自習 ＥＣ 自習 保健 自習 ＥＣ ３時間 自習 情報 自習 保健 ＥＥ ＥＣ

中村 久永 中村 加藤郁 久永 橋本陽 岡野

４時間 国語ｂ 情報 国語ｃ 情報 国語ａ 数学Ⅰ ４時間 国語ｂ ＥＣ 国語ｃ 世界史Ａ 国語ａ 数学Ⅰ

鈴木彩 加藤郁 金子 加藤郁 蟹江 斎藤 鈴木彩 岡野 金子 内田 蟹江 斎藤

５時間 ＥＥ 自習 数学Ⅰ 自習 科学と人間生活 ５時間 世界史Ａ 自習 数学Ⅰ 情報 科学と人間生活

橋本季 斎藤 新堀 内田 斎藤 加藤郁 新堀

６時間 科学と人間生活 芸術 家庭総合 世界史Ａ 世界史Ａ ６時間 科学と人間生活 芸術 家庭総合 ＥＥ 自習

新堀 高橋 内田 内田 新堀 高橋 橋本陽

Ｃ組 Ｄ組

（月） （火） （水） （木） （金） （土） （月） （火） （水） （木） （金） （土）

１時間 数学Ａ 地理Ａ ＥＥ 生物基礎 自習 体育 １時間 数学Ａ 地理Ａ 自習 生物基礎 世界史Ａ 情報

伊藤善 山下 岡野 石黒 伊藤和 伊藤善 山下 石黒 高尾 小井田

２時間 国語ｂ 地理Ａ 体育 国語ｂ 数学Ａ 国語ａ ２時間 国語ｂ 地理Ａ 世界史Ａ 国語ｂ 数学Ａ 国語ａ

鈴木彩 山下 伊藤和 鈴木彩 伊藤善 蟹江 鈴木彩 山下 高尾 鈴木彩 伊藤善 蟹江

３時間 自習 ＥＣ 自習 保健 自習 ＥＣ ３時間 自習 情報 自習 保健 ＥＥ ＥＣ

中村 久永 中村 小井田 久永 橋本陽 岡野

４時間 国語ａ 自習 国語ｃ 世界史Ａ 世界史Ａ 数学Ⅰ ４時間 国語ａ ＥＣ 国語ｃ 体育 自習 数学Ⅰ

蟹江 金子 高尾 高尾 斎藤 蟹江 岡野 金子 余川 斎藤

５時間 ＥＥ 情報 数学Ⅰ 自習 科学と人間生活 ５時間 体育 自習 数学Ⅰ 自習 科学と人間生活

岡野 加藤郁 斎藤 新堀 余川 斎藤 新堀

６時間 科学と人間生活 芸術 生物基礎 情報 家庭総合 ６時間 科学と人間生活 芸術 生物基礎 ＥＥ 家庭総合

新堀 石黒 加藤郁 高橋 新堀 石黒 橋本陽 高橋

高1　クラス時間割（5月11日～）

　＊９：１５～９：３０　各クラスにてオンライン朝礼（教員敬称略）



＊朝礼は9:15〜Teamsによる出席確認。  授業は、Teamsを利⽤。

9:15〜 A B
C D
⽂ 理

9:30〜 ⽇本史 数学B ⽇本史 数学Ⅱ 数B⽂ 物理 家庭科 家庭科 ⽇演習 化学 EE EE
世界史 数学Ⅰ 世界史 英語選択 ⽣物 ⾼橋 ⾼橋 世演習 湯原  松本

10:10 英語基礎 現代⽂ 現代⽂ 数Ⅱ⽂ EE EE
英会話 坂本 松本

10:25〜 ⽇本史 数学B ⽇本史 数学Ⅱ 数B⽂ 数学B EC EC ⽇演習 化学 ①漢⽂ 化学
世界史 数学Ⅰ 世界史 英語選択 数学Ⅰ 松本 佐藤 世演習 ②漢⽂

11:05 英語基礎 EC EC 数Ⅱ⽂ ③漢⽂
松本 荒川  英会話

11:20〜 EC EC 数Ⅱ⽂ 化学 ①古典 数学Ⅱ ①古典 物理 ①古典 数学Ⅱ
松本 佐藤 ⾳楽 ②古典 ②古典 ⽣物 ②古典

12:00 EC EC 美術 ③古典 ③古典 ③古典
松本 荒川 書道

13:00〜 数Ⅱ⽂ 化学 ①地学 数学Ⅱ ①地学 物理 EC EC 現代⽂ 現代⽂
⾳楽 ②地学 ②地学 ⽣物 松本 佐藤

13:40 美術 ③地学 ③地学 EC EC ⾃習 EC
書道 松本 荒川 荒川

13:55〜 EE ⾃習 体育 EE 地基礎 古典 ⾃習 体育
湯原 ⻑南  松本 国総・古⽂ 英選(佐藤) 稲垣

14:35 EE ⾃習 体育 EE 古典・⼩論 ⼩論 家庭科 家庭科
坂本 ⻑南  松本 ⾼橋 ⾼橋

14:50〜 体育 体育 EC EC
⻑南 稲垣 松本 佐藤

15:30 体育 体育 EC 体育
⻑南  稲垣 松本 稲垣

＊本来のクラス時間割とは違います。この期間は、この時間割で授業を⾏います。 
＊授業に参加するときは、予定表のクラス名と教科名を確認すること。
＊⽂系必修(古典,漢⽂,地学)の授業は、合同で⾏います。（①,②,③は、授業のクラス）
＊2クラス合同で⾏う授業もあります。
＊予定表で、複数の授業が重なったときは、クラス授業を優先すること。

6 現代⽂ 現代⽂ HR

4 保健
稲垣

5 政経

ﾈｯﾄﾜｰｸ基礎

3 政経

5/11(⽉)〜 ⾼２ 特別時間割
⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

朝
礼

1

2



文系 理系 文系 理系 文系 理系 文系 理系 文系 理系 文系 理系
えび名 伊藤 伊藤善・加納 藤⽥ o藤⽥・LI中村 小井田 藤田・鈴木・中村

現代文 体育 Ａ３ ＥＥ ＥＣ 政経 EC

寺見 えび名 伊藤善・加納 E藤⽥・V⽯上 O⻑束・LI藤⽥ ⽯上 源

政経 現代文 Ａ３ ＥＣ ＥＥ ＥＣ 古典

Ｏ長束・LI藤田 橋本

EＥ ＥＥ

寺見 藤⽥ 源 ⼩井⽥ E藤⽥・V⽯上

政経 ＥＣ 古典 政経 ＥＣ

伊藤 藤田・鈴木・中村 えび名

体育 EC 現代文

Ｏ藤田・ＬＩ鈴木

ＥＣ6 ａ４ Ｅ２ C2 Ｄ１ ＨＲ

5 ａ４ Ｅ１ C1 ａ５ ａ3

ａ５ Ａ４体育

ａ１ Ａ４

3 Ｂ Ｄ２ a5

伊藤

Ａ４

4 Ｂ Ｄ３ Ａ４

ａ２

1

長南

Ａ４ ａ１ ａ２体育

2 ａ2 ａ６ Ａ４ ａ１

高３　オンライン授業特別時間割
2020年度５／１１より

月 火 水 木 金 土


	J1
	J2
	J3
	H1
	H2
	H3



