
奇数 1校時 2校時 3校時 偶数 1校時 2校時 3校時 奇数 1校時 2校時 3校時 偶数 1校時 2校時 3校時 奇数 1校時 2校時 3校時
偶数 4校時 5校時 6校時 奇数 4校時 5校時 6校時 偶数 4校時 5校時 6校時 奇数 4校時 5校時 6校時 偶数 4校時 5校時 6校時
1A 学活 道徳 1A 理科 体育 国語 1A 美術 数学 体育 1A 国語 社会 数学 1A 家庭 理科 社会
1B 学活 道徳 1B 国語 書写 体育 1B 理科 音楽 英語 1B 社会 国語 技術 1B 数学 家庭 英語
1C 学活 道徳 1C 社会 体育 書写 1C 英語 美術 体育 1C 音楽 数学 理科 1C 理科 数学 家庭

1D 学活 道徳 1D 数学 英語 体育 1D 社会 英語 数学 1D 理科 数学 国語 1D 技術 英語 美術
1E 学活 道徳 1E 英語 国語 数学 1E 数学 体育 家庭 1E 英語 音楽 数学 1E 社会 美術 理科
2A 学活 道徳 2A 美術 音楽 英語 2A 社会 数学 書写 2A 英語 理科 数学 2A 理科 英語 数学
2B 学活 道徳 2B 社会 国語 音楽 2B 技術 数学 英語 2B 国語 英語 数学 2B 書写 理科 数学
2C 学活 道徳 2C 国語 英語 社会 2C 英語 社会 数学 2C 理科 体育 国語 2C 社会 数学 書写
2D 学活 道徳 2D 理科 社会 国語 2D 国語 理科 数学 2D 社会 体育 英語 2D 英語 数学 技術
2E 学活 道徳 2E 英語 理科 美術 2E 理科 国語 音楽 2E 体育 数学 理科 2E 書写 社会 英語
3A 学活 道徳 3A 体育 技術 数学 3A 数学 理科 国語 3A 社会 国語 体育 3A 数学 体育 英語
3B 学活 道徳 3B 体育 家庭 数学 3B 数学 国語 英語 3B 英語 理科 体育 3B 数学 体育 英語宮
3C 学活 道徳 3C 技術 英語宮 理科 3C 体育 社会 理科 3C 数学 社会 英語 3C 英語 理科 体育
3D 学活 道徳 3D 家庭 理科 英語宮 3D 体育 英語 社会 3D 数学 理科藤 社会 3D 社会 国語 体育
3E 学活 道徳 3E 数学 社会 技術 3E 社会 体育 美術 3E 国語 英語 理科藤 3E 体育 英語宮 国語

偶数 1校時 2校時 3校時 奇数 1校時 2校時 3校時 偶数 1校時 2校時 3校時 奇数 1校時 2校時 3校時 偶数 1校時 2校時 3校時
奇数 4校時 5校時 6校時 偶数 4校時 5校時 6校時 奇数 4校時 5校時 6校時 偶数 4校時 5校時 6校時 奇数 4校時 5校時 6校時
1A 英語 数学 社会 1A 英語 音楽 数学 1A 国語 道徳 技術 1A 体育 英語 理科 1A 音楽 書写 英語
1B 数学 国語 理科 1B 社会 英語 数学 1B 体育 道徳 美術 1B 数学 体育 英語 1B 美術 社会 理科
1C 社会 理科 英語 1C 数学 技術 英語 1C 数学 道徳 国語 1C 体育 音楽 国語 1C 国語 英語 社会

1D 美術 音楽 国語 1D 書写 理科 社会 1D 体育 道徳 数学 1D 英語 体育 社会 1D 家庭 理科 国語
1E 理科 美術 技術 1E 体育 社会 理科 1E 国語 道徳 英語 1E 国語 社会 体育 1E 英語 国語 数学
2A 体育 技術 国語 2A 理科 社会 体育 2A 英語 道徳 理科 2A 家庭 国語 総合 2A 国語 体育 社会
2B 体育 理科 理科 2B 英語 家庭 体育 2B 国語 道徳 社会 2B 理科 社会 総合 2B 英語 体育 美術
2C 英語 国語 理科 2C 音楽 理科 家庭 2C 理科 道徳 体育 2C 数学 技術 総合 2C 体育 美術 英語
2D 社会 家庭 英語 2D 美術 英語 書写 2D 音楽 道徳 体育 2D 数学 理科 総合 2D 体育 国語 理科
2E 家庭 英語 社会 2E 社会 体育 国語 2E 数学 道徳 理科 2E 国語 英語 総合 2E 数学 技術 体育
3A 社会 数学 国語 3A 理科 英語 社会 3A 美術 道徳 英語 3A 理科藤 社会 音楽 3A 英語宮 理科 総合
3B 音楽 数学 英語 3B 社会 美術 理科 3B 社会 道徳 理科 3B 国語 理科藤 社会 3B 国語 社会 総合
3C 数学 体育 社会 3C 数学 国語 美術 3C 英語 道徳 国語 3C 音楽 国語 理科藤 3C 社会 数学 総合
3D 数学 体育 美術 3D 数学 社会 国語 3D 理科 道徳 音楽 3D 英語 理科 国語 3D 英語 数学 総合
3E 英語 国語 理科 3E 体育 理科 英語 3E 数学 道徳 社会 3E 社会 数学 理科 3E 数学 音楽 総合

★出席番号によって登校する時刻が違いますので、ご注意ください。

学
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す

6月8日(月) 6月9日(火) 6月10日(水) 6月11日(木) 6月12日(金)

6月１日(月)～6月12日(金)の時間割 奇数＝出席番号が奇数の生徒
偶数＝出席番号が偶数の生徒

１～３校時＝8:20～8:35登校
４～６校時＝13:00～13:15登校

6月1日(月) 6月2日(火) 6月3日(水) 6月4日(木) 6月5日(金)



分散登校の持ち物
令和2年6月1日(月)

1年生 2年生 3年生

国 語

・国語・・・教科書・ノート（横書きの
大学ノートでよい）
　1回目の授業で「人物紹介・ペン
　ギンの防寒着」冊子を提出。
・書写・・・筆記用具
　　＊国語と書写の授業がありま
す。

国語・・・１年の教科書
　　　　　 ノート（プリント貼っておく）
書写・・・文法ノート
　　　　　 １年の授業の文法プリント
            を貼ってあるノート

教科書
ノート
ワーク
便覧
単元別漢字

社 会

①地理の教科書、②地図帳、③
油性ネームペン、④のり、⑤色鉛
筆、（⑥１回目の授業では休校中
課題５ア「フリカ州のプリント・ホッチ
キス止め３枚」も必要になります。）
（⑥２回目の授業からは１回目の授
業で配布したファイルも必要になり
ます。）

①地理の教科書、②地図帳、③
資料集、④ワーク（地理２・学習
ノート）、⑤地理用のノート（休校
中の課題プリントNo.１～１６を貼って
おく）、⑥のり

歴史の教科書、資料集
歴史の問題集セット

数 学

教科書・ノート(←課題に使ったもの）
※２回目の授業で課題提出
　（詳しくは授業で説明）

教科書・ノート・リピート
５月１２、１３日に配った冊子３冊
（７章　資料の活用、１章　式の計算
　解答の冊子）

教科書・ノート・リピート
※６月１日に新研究ノート、予習課題の提

出があります。

※最初の授業で予習課題の確認テストを

行います。勉強しておいてください。

理 科

・教科書
・資料集（理科便覧）
・ノート
・油性ネームペン
・のり

・1年理科　3/25課題←提出してない 人（ 失く し

た人はメモ帳ま たはノート）

・2年生の教科書

・理科便覧

・ファイル（化学No.1～8、地学No.1、2がファイリン

グされていること）

①２年生の教科書
②３年生の教科書
③便覧
④前田先生のノートと電気（渡部先
生）のノート

英 語

・教科書
・ノート
・２点式ペンマンシップ
・筆記用具（油性ネームペンも）

①教科書　②エイゴラボ
③エイゴラボ用ノート
④読みトレ50　⑤ファイル
※初回の授業で課題を提出
（詳しくは授業で説明）

①３年生の教科書（名前記入）

②ノート２冊（大学ノートでよい）
③名前ペン（油性ペン）

※ノート１冊は、教科書の予習用
　もう一冊は何も書かずに持ってくる

音 楽

○教科書
○校歌の楽譜

○２・３年上下の教科書 ○２・３年上下の教科書

美 術

〇教科書
〇筆記用具（色ペン、色鉛筆など）

〇教科書、資料集、レタリング辞典
〇絵具セット、筆記用具、色鉛筆

〇教科書、資料集、レタリング辞典
〇絵具セット、筆記用具、色鉛筆

保健体育

・半袖・短パン
・図解中学体育

・半袖・短パン ・半袖・短パン
・女子・・・金曜日は教科書、ノート

技 術

・教科書
・筆記用具（定規）

・教科書
・筆記用具（定規）

・教科書
・筆記用具（定規）

家 庭

教科書 教科書、ノート 教科書

道 徳

教科書
油性ネームペン

・教科書
・道徳ノート
・ワークシート１～３

○教科書

総 合

なし なし なし

６月１日(月)～６月１２日(金)の持ち物


