
 １１月３日（金）

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7

 １－１ 英表 物理 家庭 数副 情報 古典 現文 コミュ 芸術 芸術 数正 現社 現文 体育 英表 数副 コミュ 物理 家庭 コミュ 情報 体育 数正 現社 物理

 １－２ 数副 現社 数正 コミュ 現文 保健 コミュ 生物 英表 現文 家庭 数正 古典 体育 現社 数副 数正 英表 英表 物理 コミュ 体育 古典 家庭科 数正

 １－３ 古典 芸術 芸術 現社 コミュ 家庭 数正 体育 古典 物理 コミュ 保健 数正 現文 体育 コミュ 数副 物理 古典 生物 数正 物理 英表 コミュ 体育

 １－４ 家庭 芸術 芸術 数正 保健 英表 コミュ 体育 生物 現社 数副 英表 数正 コミュ 体育 英表 生物 古典 現社 家庭 数正 生物 コミュ 物理 体育

 １－５ 生物 古典 数正 現文 保健 英表 数副 コミュ 体育 生物 現社 古典 現社 数副 数正 体育 古典 コミュ コミュ 現社 英表 家庭 古典 体育 数正

 １－６ 数副 英表 コミュ 家庭 現社 生物 現社 数副 体育 数正 保健 現文 英表 現文 数正 体育 家庭科 生物 化学 情報 古典 コミュ 数正 体育 生物

 ２－１ 数副 古典 コミュ 世界史 数正 情報 英表 古典 コミュ 体育 数副 世界史 英表 化学 現文 コミュ 数正 数副 日地 体育 古典 コミュ 化学 現文 世界史

 ２－２ 数正 現文 化学 コミュ 世界史 古典 情報 コミュ 現文 数副 世界史 数正 コミュ 英表 保健 古典 数副 体育 日地 数副 世界史 数正 現文 コミュ 古典

 ２－３ コミュ 世界史 情報 現文 古典 化学 数副 コミュ 現文 日本史 数正 コミュ 日本史 古典 保健 世界史 コミュ 英表 情報 数正 体育 日本史 英表 現文 数副

 ２－４ 古典 コミュ 数正 化学 物生 日世地 数正 化学 数副 コミュ 古典 化学 現文 コミュ 物生 数副 日世地 英表 コミュ 化学 体育 化学 数正 古典 情報

 ２－５ 物生 数副 古典 化学 コミュ 日世地 現文 コミュ 化学 物生 数副 コミュ 保健 情報 数正 化学 日世地 体育 現文 物生 古典 コミュ 化学 数副 数正

 ２－６ 古典 化学 数正 英表 古典 日世地 保健 数正 数副 体育 物生 LHR 化学 数副 コミュ 物生 日世地 数正 古典 体育 数正 コミュ 物生 情報 保健

 ３－１ 古典 体育 コミュ 日地 生物 副文素 古典 正現 コミュ 世公 現文 日地 現文 副文素 世公 コミュ 化学 正現 正時素 日地 生物 世公 古典 現文 現文

 ３－２ 英表 コミュ 数正 日地 数副 体育 数副 コミュ 古典 世公 数正 日地 生物 古典 世公 コミュ 英表 現文 コミュ 日地 生物 世公 数副 現文 数正

 ３－３ 古典 現文 コミュ 体育 日本史 副文素 日本史 正現 コミュ 世公 古典 英表 化学 副文素 世公 古典 現文 正現 正時素 コミュ 化学 世公 英表 日本史 生物

 ３－４ 化学 数副 日世地 体育 コミュ 英表 日世 物生 古典 数正 Comk 数副 数正 物生 化学 日世地 古典 コミュ 物生 数正 古典 コミュ 日世 現文 化学

 ３－５ 英表 化学 日世地 コミュ 数副 体育 日世 物生 数正 化学 英表 古典 古典 物生 現文 日世地 コミュ 数正 物生 数正 コミュ 数副 日世 化学 化学

 ３－６ 数副 体育 日世地 物生 コミュ 化現 日世 数副 英表 数正 古典 コミュ 数正 英表 古典 日世地 数副 化現 化社 数正 コミュ 古典 日世 物生 現文

※３限２年５組古典は研究授業 ※５限２年理系日本史は研究授業

※７限LHRの参観はご遠慮ください 　　 ※５限１年６組家庭科は研究授業

※授業時間　（水、木、月） ※授業時間　（火）

１限　 8：50～ 9：40 １限　 8：50～ 9：40

２限　 9：50～10：40 ２限　 9：50～10：40

３限　10：50～11：40 ３限　10：50～11：40

４限　11：50～12：40 ４限　11：50～12：40

５限　13：15～14：05 ５限　13：15～14：05

６限　14：15～15：05 ６限　14：15～15：05

７限　15：15～16：05

　　　　しまね教育の日ウィーク（１１月１日、６日、７日）の時間割　　　

11月７日（火）

文
　
化
　
の
　
日

１１月６日（月）11月１日（水） 11月２日（木）


