
登校授業 オンライン授業

1 　８：５０～　９：４０ 国総 コミⅠ 音楽Ⅰ 国総 科人

2 　９：５０～１０：４０ 数学Ⅰ 国総 現社 コミⅠ 音楽Ⅰ

3 １０：５０～１１：４０ 音楽Ⅰ 保健 数学Ⅰ 体育 体育

4 １３：４０～１４：３０ 現社 社情 保健 ビ基 情処

5 １４：４０～１５：３０ 科人 表現Ⅰ 国総 現社 ビ基

6 １５：４０～１６：３０ 体育 数学Ⅰ 国総

1 　８：５０～　９：４０ コミⅠ 音楽Ⅰ 簿記 簿記 数学Ⅰ

2 　９：５０～１０：４０ 数学Ⅰ 国総 簿記 簿記 コミⅠ

3 １０：５０～１１：４０ スポ概 会話Ⅰ 数学Ⅰ 音楽Ⅰ 情処

4 １３：４０～１４：３０ 科人 現社 情処 情処 国総

5 １４：４０～１５：３０ 体育 数学Ⅰ 音楽Ⅰ コミⅠ 現社

6 １５：４０～１６：３０ スポⅠⅡ コミⅠ コミⅠ 数学Ⅰ 簿記

1 　８：５０～　９：４０ 現社 社情 国総 ビ基 国総

2 　９：５０～１０：４０ 社情 体育 体育 音楽Ⅰ ビ基

3 １０：５０～１１：４０ 数学Ⅰ 音楽Ⅰ 科人 保健 情処

4 １３：４０～１４：３０ 国総 科人 簿記 簿記 保健

5 １４：４０～１５：３０ コミⅠ 数学Ⅰ ビ基 国総 簿記

6 １５：４０～１６：３０ 体育 表現Ⅰ 国総 科人 コミⅠ

1 　８：５０～　９：４０ 保健 科人 数学Ⅰ 簿記 音楽Ⅰ

2 　９：５０～１０：４０ 音楽Ⅰ コミⅠ 現社 科人 国総

3 １０：５０～１１：４０ 国総 会話Ⅰ 簿記 体育 体育

4 １３：４０～１４：３０ 数学Ⅰ 現社 国総 情処 数学Ⅰ

5 １４：４０～１５：３０ スポⅠⅡ 国総 科人 数学Ⅰ 現社

6 １５：４０～１６：３０ スポⅠⅡ 数学Ⅰ 情処 国総 科人

1 　８：５０～　９：４０ 数学Ⅰ 数学Ⅰ コミⅠ 国総 簿記

2 　９：５０～１０：４０ コミⅠ 体育 体育 数学Ⅰ 情処

3 １０：５０～１１：４０ 社情 国総 ビ基 コミⅠ 数学Ⅰ

4 １３：４０～１４：３０ 国総 コミⅠ コミⅠ 現社 コミⅠ

5 １４：４０～１５：３０ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ

6 １５：４０～１６：３０ 総探 総探 総探 総探 総探

1 　８：５０～　９：４０ 国総 コミⅠ 音楽Ⅰ 国総 科人

2 　９：５０～１０：４０ 数学Ⅰ 国総 現社 科人 音楽Ⅰ

3 １０：５０～１１：４０ 音楽Ⅰ 保健 科人 体育 体育

4 １３：４０～１４：３０ 現社 社情 保健 ビ基 情処

5 １４：４０～１５：３０ 科人 表現Ⅰ 国総 現社 ビ基

6 １５：４０～１６：３０ 体育 数学Ⅰ 簿記 簿記 国総

1 　８：５０～　９：４０ コミⅠ 音楽Ⅰ 簿記 簿記 数学Ⅰ

2 　９：５０～１０：４０ 数学Ⅰ 国総 簿記 簿記 コミⅠ

3 １０：５０～１１：４０ スポ概 会話Ⅰ 数学Ⅰ 音楽Ⅰ 情処

4 １３：４０～１４：３０ 科人 現社 情処 情処 国総

5 １４：４０～１５：３０ 体育 数学Ⅰ 音楽Ⅰ コミⅠ 現社

6 １５：４０～１６：３０ スポⅠⅡ コミⅠ コミⅠ 数学Ⅰ 簿記

※太枠は通常の時間割からの変更または課題考査になります。

※午前登校　ＳＨＲ８：３５　終礼１１：４５　／　午後オンライン　終礼１６：３５（オンライン）

※午前オンライン　ＳＨＲ８：３５（オンライン）　／　午後登校　ＳＨＲ１３：２５　終礼１６：３５

※午前・午後オンライン　ＳＨＲ８：３５（オンライン）　　終礼１６：３５（オンライン）

1年生　分散登校期間時間割（9月2日（木）～10日（金））

9/10
金

オンライン授業

登校による授業

9/9
木

登校による授業

オンライン授業

9/8
水

オンライン授業

9/7
火

オンライン授業

登校による授業

9/6
月

登校による授業

オンライン授業

9/3
金

オンライン授業

４組 ５組

9/2
木

オンライン授業

登校による授業

課題考査（簿記）

２組 ３組

※登校時やオンラインでのＳＨＲや終礼、すべての授業で出欠を確認します。決められた授業の時間帯に参加
すること。（以下参照）

１年

授業形態 １組


