
４５分６限授業 登校授業 オンライン授業

1 　８：５０～　９：３５ 現社 社情 コミⅠ ビ基 国総

2 　９：４５～１０：３０ 社情 体育 体育 音楽Ⅰ ビ基

3 １０：４０～１１：２５ 数学Ⅰ 音楽Ⅰ 数学Ⅰ 保健 簿記

4 １３：２５～１４：１０ 国総 科人 簿記 簿記 保健

5 １４：２０～１５：０５ コミⅠ 数学Ⅰ ビ基 国総 情処

6 １５：１５～１６：００ 体育 表現Ⅰ 国総 コミⅠ コミⅠ

1 　８：５０～　９：３５ 保健 科人 数学Ⅰ 簿記 音楽Ⅰ

2 　９：４５～１０：３０ 音楽Ⅰ コミⅠ 情処 情処 国総

3 １０：４０～１１：２５ 国総 会話Ⅰ 簿記 体育 体育

4 １３：２５～１４：１０ 数学Ⅰ 現社 国総 科人 数学Ⅰ

5 １４：２０～１５：０５ スポⅠⅡ 国総 科人 数学Ⅰ 現社

6 １５：１５～１６：００ スポⅠⅡ 数学Ⅰ 現社 国総 科人

1 　８：５０～　９：３５ 数学Ⅰ 数学Ⅰ コミⅠ 国総 簿記

2 　９：４５～１０：３０ コミⅠ 体育 体育 数学Ⅰ 情処

3 １０：４０～１１：２５ 社情 国総 ビ基 コミⅠ 数学Ⅰ

4 １３：２５～１４：１０ 国総 コミⅠ 国総 現社 コミⅠ

5 １４：２０～１５：０５ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ

6 １５：１５～１６：００ 総探 総探 総探 総探 総探

1 　８：５０～　９：３５ 国総 コミⅠ 音楽Ⅰ 国総 科人

2 　９：４５～１０：３０ 数学Ⅰ 国総 現社 科人 音楽Ⅰ

3 １０：４０～１１：２５ 音楽Ⅰ 保健 科人 体育 体育

4 １３：２５～１４：１０ 現社 社情 保健 ビ基 情処

5 １４：２０～１５：０５ 科人 表現Ⅰ 国総 現社 ビ基

6 １５：１５～１６：００ 体育 数学Ⅰ 簿記 簿記 国総

1 　８：５０～　９：３５ コミⅠ 音楽Ⅰ 簿記 簿記 数学Ⅰ

2 　９：４５～１０：３０ 数学Ⅰ 国総 簿記 簿記 コミⅠ

3 １０：４０～１１：２５ スポ概 会話Ⅰ 数学Ⅰ 音楽Ⅰ 情処

4 １３：２５～１４：１０ 科人 現社 情処 情処 国総

5 １４：２０～１５：０５ 体育 数学Ⅰ 音楽Ⅰ コミⅠ 現社

6 １５：１５～１６：００ スポⅠⅡ コミⅠ コミⅠ 数学Ⅰ 簿記

※午前登校　ＳＨＲ８：３５　終礼１１：３０　／　午後オンライン　終礼１６：０５（オンライン）

※午前オンライン　ＳＨＲ８：３５（オンライン）　／　午後登校　ＳＨＲ１３：１０　終礼１６：０５

※午前・午後オンライン　ＳＨＲ８：３５（オンライン）　　終礼１６：０５（オンライン）

※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

オンライン授業

9/15
水

1年生　分散登校期間時間割（9月13日（月）～17日（金））

9/17
金

登校による授業

オンライン授業

9/16
木

オンライン授業

５組

9/14
火

３組

9/13
月

２組 ４組

オンライン授業

登校による授業

登校による授業

オンライン授業



４５分６限授業 登校授業 オンライン授業

1 　８：５０～　９：３５ コミⅡ 現Ｂ 数学Ⅱ ビ実 数学Ⅱ

2 　９：４５～１０：３０ 保健 世Ａ コミⅡ 数学Ⅱ コミⅡ

3 １０：４０～１１：２５ 数A/英表Ⅰ 数A/異文 ビ実 家基 プロ

4 １３：２５～１４：１０ 世Ａ コミⅡ 古典Ａ 家基 ビ情

5 １４：２０～１５：０５ 数学Ⅱ 体育 財会Ⅰ 財会Ⅰ 現Ｂ

6 １５：１５～１６：００ 体育 数学Ⅱ 原価 原価 古典Ａ

1 　８：５０～　９：３５ 数学Ⅱ 古典Ｂ 数学Ⅱ 世Ａ 簿記

2 　９：４５～１０：３０ 生基 数学Ⅱ 現Ｂ 数学Ⅱ 世Ａ

3 １０：４０～１１：２５ 数A/英表Ⅰ 数A/異文 家基 コミⅡ ビ情

4 １３：２５～１４：１０ 現Ｂ コミⅡ 家基 体育 体育

5 １４：２０～１５：０５ スポⅠⅡ 中国語 世Ａ 古典Ａ コミⅡ

6 １５：１５～１６：００ スポⅠⅡ 中国語 古典Ａ 現Ｂ 数学Ⅱ

1 　８：５０～　９：３５ 古典Ｂ 生基 数学Ⅱ 財会Ⅰ コミⅡ

2 　９：４５～１０：３０ 日A/地A コミⅡ 財会Ⅰ 数学Ⅱ 古典Ａ

3 １０：４０～１１：２５ 家基 体育 体育 コミⅡ ビ情

4 １３：２５～１４：１０ 家基 日A/地A 情処 保健 プロ

5 １４：２０～１５：０５ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ

6 １５：１５～１６：００ 総探 総探 総探 総探 総探

1 　８：５０～　９：３５ スポ概 世Ａ 情処 財会Ⅰ 現Ｂ

2 　９：４５～１０：３０ 生基 コミⅡ 現Ｂ 古典Ａ 保健

3 １０：４０～１１：２５ 数学Ⅱ 家基 原価 原価 世Ａ

4 １３：２５～１４：１０ 現Ｂ 家基 ビ実 体育 体育

5 １４：２０～１５：０５ コミⅡ 数学Ⅱ 財会Ⅰ 世Ａ 簿記

6 １５：１５～１６：００ 体育 現Ｂ コミⅡ 情処 ビ情

1 　８：５０～　９：３５ 古典Ｂ 日A/地A 保健 コミⅡ 数学Ⅱ

2 　９：４５～１０：３０ コミⅡ 保健 コミⅡ 情処 ビ情

3 １０：４０～１１：２５ 日A/地A コミⅡ 原価 ビ実 家基

4 １３：２５～１４：１０ 世Ａ 体育 体育 現Ｂ 家基

5 １４：２０～１５：０５ 体育 古典Ｂ 財会Ⅰ 財会Ⅰ 簿記

6 １５：１５～１６：００ スポⅠⅡ 生基 世Ａ 原価 プロ

※午前登校　ＳＨＲ８：３５　終礼１１：３０　／　午後オンライン　終礼１６：０５（オンライン）

※午前オンライン　ＳＨＲ８：３５（オンライン）　／　午後登校　ＳＨＲ１３：１０　終礼１６：０５

※午前・午後オンライン　ＳＨＲ８：３５（オンライン）　　終礼１６：０５（オンライン）

２年

授業形態 １組 ４組２組 ５組３組

登校による授業

オンライン授業

9/14
火

オンライン授業

9/15
水

※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）

２年生　分散登校期間時間割（9月13日（月）～17日（金））

9/17
金

9/16
木

登校による授業

オンライン授業

登校による授業

オンライン授業

オンライン授業

登校による授業

9/13
月



４５分６限授業 登校授業 オンライン授業

1 　８：５０～　９：３５ 日/世/地 日/世/地 コミⅢ 数学Ⅱ ビ管

2 　９：４５～１０：３０ 数学Ⅱ 現Ｂ マーケ/管会 マーケ/管会 マーケ/プロ

3 １０：４０～１１：２５ 現Ｂ 体育 財会Ⅱ 財会Ⅱ 体育

4 １３：２５～１４：１０ 倫/数Ｂ/情処 倫/数Ｂ/情処 体育 体育 コミⅢ

5 １４：２０～１５：０５ 生物/英表Ⅱ 生物/英表Ⅱ 家基 現Ｂ 総実

6 １５：１５～１６：００ 体育 コミⅢ 日A/地A コミⅢ 総実

1 　８：５０～　９：３５ 現Ｂ 時英 総実 日A/地A 数学Ⅱ

2 　９：４５～１０：３０ スポ演 現Ｂ 数Ａ/英表Ⅰ/ビ経 数Ａ/英表Ⅰ/ビ経 数Ａ/英表Ⅰ/ビ経

3 １０：４０～１１：２５ スポ演 数学Ⅱ 現Ｂ 総実 生基

4 １３：２５～１４：１０ 日/世/地 日/世/地 生基 総実 現Ｂ

5 １４：２０～１５：０５ スポⅠⅡ コミⅢ 課研 課研 課研

6 １５：１５～１６：００ スポⅠⅡ 古典Ｂ 課研 課研 課研

1 　８：５０～　９：３５ 古典Ｂ コミⅢ 数Ａ/英表Ⅰ/ビ経 数Ａ/英表Ⅰ/ビ経 数Ａ/英表Ⅰ/ビ経

2 　９：４５～１０：３０ 政経/化基/音楽Ⅱ 政経/化基/中国 生基 数学Ⅱ 総実

3 １０：４０～１１：２５ 政経/化基/音楽Ⅱ 政経/化基/中国 コミⅢ コミⅢ 日A/地A

4 １３：２５～１４：１０ コミⅢ 体育 財会Ⅱ 財会Ⅱ 体育

5 １４：２０～１５：０５ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ

6 １５：１５～１６：００ 総探 総探 総探 総探 総探

1 　８：５０～　９：３５ 倫/数Ｂ/情処 倫/数Ｂ/情処 現Ｂ 生基 家基

2 　９：４５～１０：３０ 日/世/地 日/世/地 体育 体育 コミⅢ

3 １０：４０～１１：２５ コミⅢ 現Ｂ 数学Ⅱ 現Ｂ ビ管

4 １３：２５～１４：１０ 生物/英表Ⅱ 生物/英表Ⅱ 日A/地A 総実 数学Ⅱ

5 １４：２０～１５：０５ スポ概 コミⅢ マーケ/管会 マーケ/管会 マーケ/プロ

6 １５：１５～１６：００ 体育 時英 コミⅢ 日A/地A 現Ｂ

1 　８：５０～　９：３５ 現Ｂ 古典Ｂ 数学Ⅱ コミⅢ 生基

2 　９：４５～１０：３０ 日/世/地 日/世/地 体育 体育 現Ｂ

3 １０：４０～１１：２５ コミⅢ 体育 現Ｂ 生基 体育

4 １３：２５～１４：１０ 数学Ⅱ コミⅢ 数Ａ/英表Ⅰ/ビ経 数Ａ/英表Ⅰ/ビ経 数Ａ/英表Ⅰ/ビ経

5 １４：２０～１５：０５ 生物/英表Ⅱ 生物/英表Ⅱ 総実 現Ｂ 日A/地A

6 １５：１５～１６：００ 古典Ｂ 数学Ⅱ 総実 家基 コミⅢ

※午前登校　ＳＨＲ８：３５　終礼１１：３０　／　午後オンライン　終礼１６：０５（オンライン）

※午前オンライン　ＳＨＲ８：３５（オンライン）　／　午後登校　ＳＨＲ１３：１０　終礼１６：０５

※午前・午後オンライン　ＳＨＲ８：３５（オンライン）　　終礼１６：０５（オンライン）

※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）

３年

３組 ４組 ５組１組

３年生　分散登校期間時間割（9月13日（月）～17日（金））

9/17
金

9/16
木

オンライン授業

登校による授業

オンライン授業

２組

9/15
水

オンライン授業

9/13
月

9/14
火

登校による授業

オンライン授業

授業形態

登校による授業

オンライン授業



４５分６限授業 登校授業 オンライン授業

1

2

3

4

5

6

1 　８：５０～　９：３５ 保健 科人 数学Ⅰ 簿記 音楽Ⅰ

2 　９：４５～１０：３０ 音楽Ⅰ コミⅠ 情処 情処 国総

3 １０：４０～１１：２５ 国総 会話Ⅰ 簿記 体育 体育

4 １３：２５～１４：１０ 数学Ⅰ 現社 国総 科人 数学Ⅰ

5 １４：２０～１５：０５ スポⅠⅡ 国総 科人 数学Ⅰ 現社

6 １５：１５～１６：００ スポⅠⅡ 数学Ⅰ 現社 国総 科人

1 　８：５０～　９：３５ 数学Ⅰ 数学Ⅰ コミⅠ 国総 簿記

2 　９：４５～１０：３０ コミⅠ 体育 体育 数学Ⅰ 情処

3 １０：４０～１１：２５ 社情 国総 ビ基 コミⅠ 数学Ⅰ

4 １３：２５～１４：１０ 国総 コミⅠ 国総 現社 コミⅠ

5 １４：２０～１５：０５ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ

6 １５：１５～１６：００ 総探 総探 総探 総探 総探

1

2

3

4

5

6

1 　８：５０～　９：３５ コミⅠ 音楽Ⅰ 簿記 簿記 数学Ⅰ

2 　９：４５～１０：３０ 数学Ⅰ 国総 簿記 簿記 コミⅠ

3 １０：４０～１１：２５ スポ概 会話Ⅰ 数学Ⅰ 音楽Ⅰ 情処

4 １３：２５～１４：１０ 科人 現社 情処 情処 国総

5 １４：２０～１５：０５ 体育 数学Ⅰ 音楽Ⅰ コミⅠ 現社

6 １５：１５～１６：００ スポⅠⅡ コミⅠ コミⅠ 数学Ⅰ 簿記

※午前登校　ＳＨＲ８：３５　終礼１１：３０　／　午後オンライン　終礼１６：０５（オンライン）

※午前オンライン　ＳＨＲ８：３５（オンライン）　／　午後登校　ＳＨＲ１３：１０　終礼１６：０５

※午前・午後オンライン　ＳＨＲ８：３５（オンライン）　　終礼１６：０５（オンライン）

9/23
木 秋分の日

9/24
金

オンライン授業

※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）

9/20
月 敬老の日

9/21
火

オンライン授業

9/22
水

登校による授業

オンライン授業

1年生　分散登校期間時間割（9月20日（月）～24日（金））

１年

授業形態 １組 ２組 ３組 ４組 ５組



４５分６限授業 登校授業 オンライン授業

1

2

3

4

5

6

1 　８：５０～　９：３５ 数学Ⅱ 古典Ｂ 数学Ⅱ 世Ａ 簿記

2 　９：４５～１０：３０ 生基 数学Ⅱ 現Ｂ 数学Ⅱ 世Ａ

3 １０：４０～１１：２５ 数A/英表Ⅰ 数A/異文 家基 コミⅡ ビ情

4 １３：２５～１４：１０ 現Ｂ コミⅡ 家基 体育 体育

5 １４：２０～１５：０５ スポⅠⅡ 中国語 世Ａ 古典Ａ コミⅡ

6 １５：１５～１６：００ スポⅠⅡ 中国語 古典Ａ 現Ｂ 数学Ⅱ

1 　８：５０～　９：３５ 古典Ｂ 生基 数学Ⅱ 財会Ⅰ コミⅡ

2 　９：４５～１０：３０ 日A/地A コミⅡ 財会Ⅰ 数学Ⅱ 古典Ａ

3 １０：４０～１１：２５ 家基 体育 体育 コミⅡ ビ情

4 １３：２５～１４：１０ 家基 日A/地A 情処 保健 プロ

5 １４：２０～１５：０５ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ

6 １５：１５～１６：００ 総探 総探 総探 総探 総探

1

2

3

4

5

6

1 　８：５０～　９：３５ 古典Ｂ 日A/地A 保健 コミⅡ 数学Ⅱ

2 　９：４５～１０：３０ コミⅡ 保健 コミⅡ 情処 ビ情

3 １０：４０～１１：２５ 日A/地A コミⅡ 原価 ビ実 家基

4 １３：２５～１４：１０ 世Ａ 体育 体育 現Ｂ 家基

5 １４：２０～１５：０５ 体育 古典Ｂ 財会Ⅰ 財会Ⅰ 簿記

6 １５：１５～１６：００ スポⅠⅡ 生基 世Ａ 原価 プロ

※午前登校　ＳＨＲ８：３５　終礼１１：３０　／　午後オンライン　終礼１６：０５（オンライン）

※午前オンライン　ＳＨＲ８：３５（オンライン）　／　午後登校　ＳＨＲ１３：１０　終礼１６：０５

※午前・午後オンライン　ＳＨＲ８：３５（オンライン）　　終礼１６：０５（オンライン）

9/23
木 秋分の日

9/24
金

登校による授業

オンライン授業

※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）

9/20
月 敬老の日

9/21
火

登校による授業

オンライン授業

9/22
水

オンライン授業

登校による授業

２年生　分散登校期間時間割（9月20日（月）～24日（金））

２年

授業形態 １組 ２組 ３組 ４組 ５組



４５分６限授業 登校授業 オンライン授業

1

2

3

4

5

6

1 　８：５０～　９：３５ 現Ｂ 時英 総実 日A/地A 数学Ⅱ

2 　９：４５～１０：３０ スポ演 現Ｂ 数Ａ/英表Ⅰ/ビ経 数Ａ/英表Ⅰ/ビ経 数Ａ/英表Ⅰ/ビ経

3 １０：４０～１１：２５ スポ演 数学Ⅱ 現Ｂ 総実 生基

4 １３：２５～１４：１０ 日/世/地 日/世/地 生基 総実 現Ｂ

5 １４：２０～１５：０５ スポⅠⅡ コミⅢ 課研 課研 課研

6 １５：１５～１６：００ スポⅠⅡ 古典Ｂ 課研 課研 課研

1 　８：５０～　９：３５ 古典Ｂ コミⅢ 数Ａ/英表Ⅰ/ビ経 数Ａ/英表Ⅰ/ビ経 数Ａ/英表Ⅰ/ビ経

2 　９：４５～１０：３０ 政経/化基/音楽Ⅱ 政経/化基/中国 生基 数学Ⅱ 総実

3 １０：４０～１１：２５ 政経/化基/音楽Ⅱ 政経/化基/中国 コミⅢ コミⅢ 日A/地A

4 １３：２５～１４：１０ コミⅢ 体育 財会Ⅱ 財会Ⅱ 体育

5 １４：２０～１５：０５ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ

6 １５：１５～１６：００ 総探 総探 総探 総探 総探

1

2

3

4

5

6

1 　８：５０～　９：３５ 現Ｂ 古典Ｂ 数学Ⅱ コミⅢ 生基

2 　９：４５～１０：３０ 日/世/地 日/世/地 体育 体育 現Ｂ

3 １０：４０～１１：２５ コミⅢ 体育 現Ｂ 生基 体育

4 １３：２５～１４：１０ 数学Ⅱ コミⅢ 数Ａ/英表Ⅰ/ビ経 数Ａ/英表Ⅰ/ビ経 数Ａ/英表Ⅰ/ビ経

5 １４：２０～１５：０５ 生物/英表Ⅱ 生物/英表Ⅱ 総実 現Ｂ 日A/地A

6 １５：１５～１６：００ 古典Ｂ 数学Ⅱ 総実 家基 コミⅢ

※午前登校　ＳＨＲ８：３５　終礼１１：３０　／　午後オンライン　終礼１６：０５（オンライン）

※午前オンライン　ＳＨＲ８：３５（オンライン）　／　午後登校　ＳＨＲ１３：１０　終礼１６：０５

※午前・午後オンライン　ＳＨＲ８：３５（オンライン）　　終礼１６：０５（オンライン）

9/23
木 秋分の日

9/24
金

オンライン授業

登校による授業

※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）

9/20
月 敬老の日

9/21
火

オンライン授業

登校による授業

9/22
水

オンライン授業

３年生　分散登校期間時間割（9月20日（月）～24日（金））

３年

授業形態 １組 ２組 ３組 ４組 ５組


