
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6
英ＣⅠ 美書 美書 体育 数A 英表Ⅰ 物基 体育 数Ⅰ 生基 古典 家基 数Ａ 創英 英ＣⅠ 古典 家基 ＬHR
1-1,選択7 体・グ 1-1,選択8 体・グ 1-1,選択8 1-1,選択8 1-1,選択7

現文 数Ⅰ 英表Ⅰ 体育 英ＣⅠ 生基 数Ⅰ 体育 古典 保健 英ＣⅠ 世史Ａ 家基 現文 創数 生基 数Ａ ＬHR
1-23,選択8 体・グ 1-23,選択7 1-23,選択8 体・グ 1-23,選択7 1-23,選択8

創英 数Ⅰ 世史A 体育 英ＣⅠ 物基 数Ⅰ 体育 世史Ａ 生基 英ＣⅠ 古典 古典 生基 英表Ⅰ 家基 数Ａ ＬHR
1-23,選択8 体・グ 1-23,選択7 1-23,選択8 体・グ 1-23,選択7 1-23,選択8

生基 英表Ⅰ 古典 数Ⅰ 家基 数Ａ 日世地Ａ 物基 創探A 音美書 音美書 英ＣⅠ 物基 現文 体育 数Ⅰ 保健 ＬHR
1-45,選択8 1-45,選択8 1-45,選択12 1-45,選択7 体・グ 1-45,選択8

保健 英表Ⅰ 物基 数Ⅰ 古典 数Ａ 日世地Ａ 現文 物基 音美書 音美書 英ＣⅠ 生基 英表Ⅰ 体育 数Ⅰ 創英 ＬHR
1-45,選択8 1-45,選択8 1-45,選択12 1-45,選択7 体・グ 1-45,選択8

化学 物理 体育 数Ｂ 英ＣⅡ 現文Ｂ 保健 古典 地理Ｂ 英表Ⅱ 化学 数Ⅱ 英ＣⅡ 物理 数Ⅱ 体育 化学 ＬHR
体・グ 2-1,選択6 2-1,選択4 2-1,選択6 2-1,選択4 2-1,選択6 体・グ

日世地 英ＣⅡ 体育 古典Ｂ 物／生 数Ｂ 保健 化学 古典 化学 数Ⅱ 英CⅡ 数Ⅱ 古典Ｂ 化学 体育 英ＣⅡ ＬHR
2-23,選択2 2-23,選択5 体・グ 2-23,選択6 2-23,選択6 2-23,選択6 体・グ 2-23,選択5

日世地 英ＣⅡ 体育 化学 物／生 数Ｂ 古典Ｂ 保健 英表Ⅱ 古典Ｂ 数Ⅱ 英CⅡ 数Ⅱ 化学 現文Ｂ 体育 英ＣⅡ ＬHR
2-23,選択2 2-23,選択5 体・グ 2-23,選択6 2-23,選択6 2-23,選択6 体・グ 2-23,選択5

数Ⅱ 体育 英ＣⅡ 政経 数Ｂ 日世地 ＣＴ 英表Ⅱ 数Ｂ 現文Ｂ 体育 化基 古典Ｂ 古典Ｂ 英ＣⅡ 日世地 数Ⅱ ＬHR
2-45,選択6 体・グ 2-45,選択5 2-45,選択6 2-45,選択1 2-45,選択5 2-45,選択6 体・グ 2-45,選択5 2-45,選択1 2-45,選択6

数Ⅱ 体育 英ＣⅡ 化基 数Ｂ 日世地 古典Ｂ 英表Ⅱ 数Ｂ 古典Ｂ 体育 倫理 政経 化基 英ＣⅡ 日世地 数Ⅱ ＬHR
2-45,選択6 体・グ 2-45,選択5 2-45,選択6 2-45,選択1 2-45,選択5 2-45,選択6 体・グ 2-45,選択5 2-45,選択1 2-45,選択6

現文Ｂ 古典Ｂ 数ⅢＡ 化学 現社 英表Ⅲ 数ⅢⅡ 数ⅢⅡ 体育 化学 物生 日世地 英C 古典Ｂ 現社 英C 現文Ｂ 数ⅢＡ 化学 ＬHR
3-123,選択3 3-123,選択3 3-123,選択3 体・グ 3-1,選択12 3-123,選択3

古典Ｂ 化学 数ⅢＡ 地歴 英表Ⅲ 現社 数ⅢⅡ 数ⅢⅡ 体育 英表Ⅲ 物生 化学 英C 現文Ｂ 化学 英C 英表Ⅲ 数ⅢＡ 地歴 ＬHR
3-123,選択3 3-23,選択12 3-123,選択3 3-123,選択3 体・グ 3-123,選択3 3-23,選択12

化/地歴 現文/化 数ⅢＡ 地歴/現 古/英C 英表Ⅲ 数ⅢⅡ 数ⅢⅡ 体育 古/家芸 物生/家芸 現社 英C/現文 英表Ⅲ 英表Ⅲ 英C/化 化/物生 数ⅢＡ 地歴/英C ＬHR
3-3,選1,小会3 3-3,選択3 3-123,選択3 3-23,選択123 3-3,選択3 3-3,選択3 3-123,選択3 3-123,選択3 体・グ 3-3,選択3,音美書 3-3,音美書 3-3,選択3 3-3,選択3 3-3,選択3 3-3,選択3 3-123,選択3 3-23,選択12

英表Ⅲ 日世地 科と人 ＥＴ 国表 数Ａ 英ＣⅢ 日世地 英ＣⅢ 芸術 芸術 英表Ⅲ 政経 古典Ｂ 古典Ｂ 体育 日世地 現文Ｂ 英表Ⅲ ＬHR
3-4,選択12 3-4,選択12 体・グ 3-4,選択12

英表Ⅲ 生物研究 日世地 数Ｂ 現文Ｂ 古典Ｂ 英ＣⅢ 現文Ｂ 英ＣⅢ 日世地 政経 数Ⅱ 古典Ｂ 英表Ⅲ 日世地 体育 数Ⅱ 現文Ｂ 英表Ⅲ ＬHR
3-5,選択12 3-5,選択4 3-5,選択4 3-5,選択4 3-5,選択12 3-5,選択4 3-5,選択12 体・グ 3-5,選択4

【備考】 ① 当日は多少変更の場合もあります   ② 時間割の下段で空欄の箇所はホームルームでの授業です

創生探究

創生探究

創生探究

創生探究

創生探究

創生探究

創生探究

１０月３０日（水） １１月１日（金）

美書

１年３組

１年４組

１年１組

創生探究

創生探究

創生探究

３年５組

２年１組

２年２組

２年３組

２年４組

３年１組

３年２組

３年３組

３年４組

※ＣＴ，ＥＴはＡＬＴとのティーム・ティーチングによる英語の授業です。

佐伯鶴城高校オープンハイスクール時間割

１年２組

２年５組

１０月３１日（木）

１年５組

音美書

音美書

音美書


