
クラス 担任 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

１の１ 学活 国/算 音楽 国語 体育 国語 国語 図工 図工 算数 算数 体育 国語 生活 音楽 国語 体育 道徳 算数 国語 生/英 生活 算数 国語 国語

２の１ 国語 国語 算数 音楽 学活 国語 体育 算数 音楽 国語 国語 道徳 体育 生活 算数 国/算 国語 図工 図工 国語 英/生 生活 国語 算数 体育

３の１ 国語 算数 体育 理科 国語 算数 国語 社会 理科 体育 国語 国語 道徳 図工 図/音 算数 国語 算数 音楽 社会 体育 学活 国語 総合 理科 算数 英語

４の１ 国語 総合 理科 算数 社会 国語 算数 体育 道徳 音楽 学活 算数 国語 社会 国語 体育 理科 理科 算数 国語 音/図 図工 算数 社会 体育 英語 国語 ク/国

５の１ 算数 図/体 図工 道徳 国語 総/ 家庭 音/家 英/社 国語 算数 学活 国語 算数 理科 理科 社/総 算数 理科 体育 英語 国語 社会 音楽 算数 国語 体育 総合 ク/社

６の１ 国/図 図工 国語 体育 算数 学/ 理科 算数 国/英 音楽 社会 総合 国語 算数 社会 体育 道徳 国語 英語 理科 理科 算数 総合 社会 体/国 家庭 音/家 算数 ク/国

７の１ 数学 英語 保体 道徳 理科 総合 社会 国語 技/家 技/家 数学 英語 国語 数学 保体 英語 学活 社会 音楽 美術 理科 保体 国語 英語 理科 数学 国語 社会 総合

７の２ 英語 国語 保体 道徳 数学 総合 数学 社会 技/家 技/家 英語 国語 理科 英語 保体 数学 学活 英語 国語 理科 数学 保体 社会 国語 音楽 美術 社会 理科 総合

８の１ 保体 理科 国語 道徳 英語 社会 社会 理科 数学 英語 国語 総合 英語 保体 美術 理科 学活 数学 国語 技/家 技/家 理科 音楽 保体 社会 英語 国語 数学 総合

９の１ 社会 数学 理科 道徳 保体 英語 英語 音楽 社会 理科 美術 保体 数学 国語 理科 社会 学活 国語 保体 英語 社会 数学 総合 数学 英語 技/家 理科 国語 総合

９の２ 数学 音楽 英語 道徳 国語 理科 理科 英語 美術 国語 数学 社会 体育 社会 英語 国語 学活 理科 数学 社会 保体 英語 総合 理科 社会 技/家 数学 保体 総合

クラス 担任 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

１の１ 学活 国/算 音楽 国語 体育 国語 国語 図工 図工 算数 算数 体育 国語 生活 音楽 国語 体育 道徳 算数 国語 生/英 生活 算数 国語 国語

２の１ 国語 国語 算数 音楽 学活 国語 体育 算数 音楽 国語 国語 道徳 体育 生活 算数 国/算 国語 図工 図工 国語 国語 英/生 生活 国語 算数 体育

３の１ 国語 算数 体育 理科 国語 算数 国語 社会 理科 体育 国語 国語 道徳 図工 図/音 算数 国語 算数 音楽 社会 体育 学活 国語 総合 理科 算数 英語

４の１ 国語 総合 理科 算数 社会 国語 算数 体育 道徳 音楽 学活 算数 国語 社会 国語 体育 理科 理科 算数 国語 音/図 図工 算数 社会 体育 英語 国語 ク/国

５の１ 算数 図/体 図工 道徳 国語 総/ 家庭 音/家 英/社 国語 算数 学活 国語 算数 理科 理科 社/総 算数 理科 体育 英語 国語 社会 音楽 算数 国語 体育 総合 ク/社

６の１ 国/図 図工 国語 体育 算数 学/ 理科 算数 国/英 音楽 社会 総合 国語 算数 社会 体育 道徳 国語 英語 理科 理科 算数 総合 社会 体/国 家庭 音/家 算数 ク/国

７の１ 数学 英語 保体 道徳 音楽 理科 国語 社会 技/家 技/家 数学 英語 数学 国語 保体 英語 学活 社会 理科 美術 音/美 保体 国語 英語 数学 理科 国語 社会 総合

７の２ 英語 社会 保体 道徳 国語 音楽 数学 国語 技/家 技/家 英語 理科 国語 英語 保体 数学 学活 英語 国語 数学 理科 保体 社会 社会 理科 美術 音/美 数学 総合

８の１ 保体 国語 理科 道徳 英語 社会 社会 理科 数学 英語 国語 総合 英語 国語 美術 理科 学活 保体 数学 技/家 技/家 理科 音楽 数学 社会 英語 国語 保体 総合

９の１ 社会 国語 数学 道徳 理科 英語 英語 音楽 社会 理科 美術 保体 数学 保体 理科 社会 学活 国語 保体 英語 社会 数学 総合 数学 英語 技/家 理科 国語 総合

９の２ 数学 理科 英語 道徳 保体 国語 理科 英語 美術 保体 社会 数学 社会 音楽 英語 国語 学活 数学 社会 理科 国語 英語 総合 保体 数学 技/家 社会 理科 総合

／線 　隔週で実施

Ⅰ期（４月～９月）

月曜日 火曜日 水曜日

　後期課程教員による乗り入れ授業

木曜日

Ⅱ期（１０月～３月）

　前期課程教員による乗り入れ授業　前期課程教員による教科担任制 　後期課程英語科教員による乗り入れ授業（ＴＴ）

金曜日

平成２９年度　絹義務教育学校　授業時間割

月曜日 水曜日 木曜日 金曜日火曜日


