
第18週 9月13日～9月17日 (正)

1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 2-1 2-2 2-3 2-4 3-1 3-2 3ｰ3 3ｰ4

1 社会 国語 数学 理科 英語 理科 数学 社会 国語 国語 社会 美術 音楽

2 技術 理科 保体 保体 保体 家庭 音楽 理科 社会 数学 美術 英語 社会

3 技術 数学 国語 英語 国語 家庭 理科 国語 数学 国語 理科 保体 保体

4 数学 社会 英語 国語 理科 英語 社会 保体 保体 社会 英語 数学 美術

5

6

1 音楽 社会 技術 美術 英語 数学 英語 家庭 理科 英語 理科 国語 数学

2 国語 数学 技術 理科 美術 社会 数学 家庭 国語 数学 音楽 社会 理科

3 美術 英語 理科 国語 社会 理科 国語 数学 英語 国語 数学 音楽 英語

4 道徳 道徳 道徳 道徳 国語 音楽 道徳 道徳 道徳 道徳 道徳 道徳 道徳

5

6

1 社会 英語 数学 国語 音楽 英語 社会 国語 理科 家庭 国語 理科 英語

2 数学 美術 国語 社会 技術 保体 保体 理科 数学 音楽 理科 英語 社会

3 理科 国語 社会 英語 技術 社会 国語 保体 保体 理科 社会 国語 数学

4 英語 数学 理科 音楽 社会 国語 理科 英語 美術 英語 数学 社会 国語

5

6

1 国語 英語 理科 社会 国語 社会 国語 数学 英語 美術 技術 理科 数学

2 社会 音楽 数学 技術 理科 国語 美術 英語 家庭 英語 理科 数学 社会

3 保体 保体 英語 技術 社会 音楽 英語 美術 家庭 理科 英語 社会 国語

4 英語 理科 美術 数学 数学 保体 保体 国語 社会 社会 数学 国語 英語

5

6

1 国語 社会 音楽 理科 英語 美術 社会 英語 数学 社会 英語 技術 理科

2 数学 技術 保体 保体 保体 国語 家庭 音楽 理科 数学 社会 英語 国語

3 理科 技術 英語 社会 数学 英語 家庭 理科 国語 理科 国語 保体 保体

4 英語 国語 社会 数学 理科 数学 理科 社会 音楽 保体 保体 数学 技術

5

6

17日 金

14日 火

15日 水

16日 木

13日 月


