
平成30年度週予定表 2018/8/31

日 曜 学年 部活給食 自分の予定授　　業学校行事等

数学 理科 英語 社会 技家 技家

理科 英語 技家 技家 社会 国語

⑥英語課題テスト(1限，視聴覚教室) 道徳 社会 国語 数学 英語 音楽

道徳 英語 社会 国語 音楽 数学

保体 数学 英語 国語 国際 理科(松)

保体 理科(梅) 数学 国際 理科(松) 国語

英Ⅰ 英Ⅰ 世史 物基 古典 数Ⅰ 現文

英Ⅰ 英Ⅰ 古典 数Ⅰ 物基 世史 生基

古典 保健 物生 数Ⅱ 体育 英表 英Ⅱ

数Ｂ 数Ｂ 保健 英Ⅱ 体育 英表 化基

英Ⅲ 古典 数α 体育 化学 物生 英Ⅲ

英Ⅲ 世現社 現文 体育 英β 数Ⅱ 古典

学活 理科 音楽 美術 社会 国語

学活 数学 美術 音楽 数学 社会

学活 国語 理科 英語 技家 技家

学活 英語 技家 技家 理科 数学

学活 数学 社会(小) 道徳 英語 理科(白)

学活 社会(小) 数学 道徳 理科(梅) 英語

ＬＨＲ 古典 生基 数Ａ 選択 選択 英Ⅰ

ＬＨＲ 物基 英Ⅰ 生基 選択 選択 現文

ＬＨＲ 数Ｂ 体育 古典 英Ⅱ 現文 化基

ＬＨＲ 世史 体育 生物 古典 英Ⅱ 日史

ＬＨＲ 数α 英表 体育 化学 物生 ＬＨＲ

ＬＨＲ 英α 化学 体育 生物 英Ⅲ ＬＨＲ

道徳 数学 国語 保体 英語 数学

道徳 理科 数学 保体 国語 英語

国語 社会 国際 理科 数学 保体

③④海外研修報告会(5,6限) 数学 国際 社会 国語 理科 保体

②新潟大学生との交流授業(2-1…2限，2-2…3限) 英語 保体 社会(奥) 情科 学活 総合

社会(奥) 保体 情科 英語 学活 総合

数Ⅰ 生基 現社 家庭 英Ⅰ 英Ⅰ 現文

現社 数Ⅰ 家庭 古典 英Ⅰ 英Ⅰ 数Ⅰ

化基 英Ⅱ 英表 数Ⅱ 地理 古典 物生

現文 数Ｂ 英表 英Ⅱ 世史 生物 日史

古典 英Ⅲ 化学 数β 数α 物生 地理

英β 世現社 数Ⅱ 現文 古典 数Ｂ 英Ⅲ

保体 国語 数学 英語 学活 総合

保体 英語 国語 数学 学活 総合

情科 数学 英語 美術 社会 国語

英語 理科 美術 国語 情科 社会

社会(奥) 技家 理科(白) 数学 音楽 美術

技家 数学 英語 社会(奥) 美術 音楽

英Ⅰ 世史 現社 体育 生基 数Ａ 情報

世史 古典 数Ａ 体育 現文 情報 英Ⅰ

数Ｂ 地理 体育 英表 現文 化基 英Ⅱ

現文 数Ⅱ 体育 英表 数Ⅱ 英Ⅱ 古典

数α 化学 英表 数β 化学 地理 現文

古典 英α 世現社 生物 日倫政 英Ⅲ 数Ｂ

数学 英語 国語 社会 理科 情科

英語 国語 社会 情科 数学 理科

理科 理科 数学 英語 学活 総合

数学 英語 理科 国語 学活 総合

社会(小) 数学 英語 保体 国語 理科(松)

国語 社会(小) 数学 保体 理科(松) 英語

数Ⅰ 古典 保健 英Ⅰ 物基 ＬＨＲ 総合

英Ⅰ 保健 現社 生基 数Ⅰ ＬＨＲ 総合

地理 数Ｂ 物生 化基 数Ⅱ ＬＨＲ 総合

化基 日史 数Ｂ 古典 世史 ＬＨＲ 総合

古典 物生 英Ⅲ 英表 化学 ＬＨＲ 総合

数Ⅱ 現文 化学 日倫政 古典 ＬＨＲ 総合
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