
令和元年度週予定表 2019/6/14

日 曜 学年 部活給食 自分の予定学校行事等 授　　業

道徳 英語 国語 理科 数学 学活

道徳 数学 理科 国際 社会 学活

保体 国語 社会 数学 国際 学活

保体 国際 数学 国語 理科 学活

社会(奥) 数学 国語 技家 英語 学活

英語 理科(梅) 技家 数学 国語 学活

現社 保健 体育 英Ⅰ 古典 LHR 英表

保健 英Ⅰ 体育 古典 物基 LHR 数Ⅰ

英Ⅱ 数Ⅱ 英表 地理 体育 LHR 古典

数Ⅱ 世史 英表 英Ⅱ 体育 LHR 日史

数β 古典 物生 体育 英表 LHR 数α

現文 世現社 数Ⅱ 体育 生物 LHR 英Ⅲ

社会 国際 音楽 美術 国語 数学

国語 数学 美術 音楽 英語 理科

理科 数学 技家 技家 社会 英語

英語 国語 社会 数学 技家 技家

道徳 社会(奥) 数学 国語 理科(白) 英語

道徳 英語 理科(梅) 社会(奥) 数学 国語

現文 世史 数Ａ 英Ⅰ 選択 選択 物基

情報 現社 世史 古典 選択 選択 数Ａ

数Ｂ 数Ⅱ 体育 地理 保健 英Ⅱ 化基

古典 英Ⅱ 体育 生物 数Ｂ 保健 日史

化学 物生 数β 体育 物生 現文 地理

日倫政 数Ｂ 古典 体育 英α 化学 英Ⅲ

国語 理科 英語 保体 学活 総合

数学 英語 国語 保体 学活 総合

道徳 国語 数学 理科 保体 英語

道徳 数学 社会 英語 保体 国語

英語 保体 社会(小) 数学 国語 理科(木)

国語 保体 数学 英語 理科(木) 社会(小)

生基 情報 英表 古典 数Ⅰ 家庭 家庭

数Ⅰ 英Ⅰ 家庭 家庭 英表 生基 現文

現文 数Ⅱ 化基 物生 地理 ＬＨＲ 総合

世史 英Ⅱ 日史 数Ｂ 現文 ＬＨＲ 総合

英Ⅲ 古典 現文 地理 物生 化学 英表

日倫政 現文 英Ⅲ 英α 化学 世現社 古典

英語 数学 社会 技家 学活 学活

社会 英語 技家 国語 学活 学活

英語 理科 国語 美術 学活 学活

理科 数学 美術 英語 学活 学活

保体 理科(白) 国際 数学 学活 学活

保体 社会(奥) 数学 国際 学活 学活

情報 数Ａ 現文 体育 LHR LHR 現社

生基 現文 情報 体育 LHR LHR 英表

英Ⅱ 英表 体育 物生 LHR LHR 数Ⅱ

数Ⅱ 英表 体育 現文 LHR LHR 化基

化学 地理 英Ⅲ 数α LHR LHR 古典

古典 数Ｂ 日倫政 世現社 LHR LHR 数Ⅱ

国語 社会 保体 理科 数学 英語

理科 数学 保体 社会 国語 英語

保体 数学 社会 国語 英語 数学

保体 理科 国語 数学 社会 英語

社会(小) 英語 数学 保体 学活 総合

数学 社会(小) 英語 保体 学活 学活

生基 英Ⅰ 数Ⅰ 古典 物基 ＬＨＲ 総合

物基 古典 現社 英Ⅰ 数Ⅰ ＬＨＲ 総合

化基 数Ⅱ 英Ⅱ 地理 現文 ＬＨＲ 総合

英Ⅱ 化基 日史 数Ⅱ 数Ⅱ ＬＨＲ 総合

数α 物生 英Ⅲ 数β 化学 ＬＨＲ 総合

英β 数Ⅱ 古典 現文 日倫政 ＬＨＲ 総合

交通安全講話(6限)

(Z)陸上下越大会(五十公野)

人権教育・同和教育講演会(13:20～15:20)

(Z)陸上下越大会(五十公野)

④⑤プレ模試、④海外研修説明会(14:00～16:00、小
体育館)

職員会議(16:10～)、3分短縮授業

SC来校日

(ZK)サッカー(聖籠)、⑥学年PTA(AM)、⑤学年
PTA(14:00～、アセンブリ)

第1回数検(PM)
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