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

1年1組 数Ⅰ 現国 家基 歴総 体育 総合 1年1組 数A 化基 家基 数Ⅰ 音楽 言文 1年1組 体育 保健 数A 化基 公共 情報 1年1組 英Ⅰ 体育 公共 英Ⅰ 現国 HR 1年1組

1年2組 音楽 数Ⅰ 化基 体育 現国 総合 1年2組 言文 数A 歴総 家基 公共 情報 1年2組 数Ⅰ 体育 音楽 保健 歴総 英Ⅰ 1年2組 化基 現国 英Ⅰ 数A 公共 HR 1年2組

1年3組 歴総 化基 数Ⅰ 現国 音楽 総合 1年3組 保健 体育 化基 言文 数A 数Ⅰ 1年3組 家基 情報 歴総 体育 英Ⅰ 公共 1年3組 音楽 英Ⅰ 数Ⅰ 現国 情報 HR 1年3組

1年4組 数Ⅰ 現国 保健 英Ⅰ 言文 総合 1年4組 情報 言文 数A 歴総 体育 家基 1年4組 音楽 化基 数Ⅰ 現国 体育 英Ⅰ 1年4組 数A 情報 家基 公共 歴総 HR 1年4組

1年5組 体育 化基 歴総 言文 数A 総合 1年5組 現国 情報 数Ⅰ 音楽 英Ⅰ 公共 1年5組 歴総 現国 家基 数A 言文 数Ⅰ 1年5組 家基 数Ⅰ 情報 英Ⅰ 体育 HR 1年5組

1年6組 論表 数A 体育 保健 英Ⅰ 現国 総合 1年6組 生基 数Ⅱ 音楽 言文 公共 化基 論表 1年6組 現国 情報 英Ⅰ 論表 数Ⅰ 言文 歴総 1年6組 化基 体育 言文 数Ⅰ 音楽 英Ⅰ HR 1年6組

1年7組 現国 英Ⅰ 歴総 音楽 数Ⅱ 公共 総合 1年7組 化基 言文 生基 数A 体育 現国 数Ⅰ 1年7組 英Ⅰ 現国 情報 保健 公共 音楽 論表 1年7組 論表 生基 歴総 英Ⅰ 数Ⅰ 言文 HR 1年7組

2年1組 体育 政経 現Ｂ ビ基 数Ⅱ 日Ａ 2年1組 英Ⅰ 数Ⅱ 現Ｂ 体育 社情 総合 2年1組 保健 数Ⅱ 現Ｂ 政経 社情 化基 2年1組 英Ⅰ 日Ａ 体育 ビ基 化基 HR 2年1組

2年2組 化基 数Ⅱ ビ基 日Ａ 現Ｂ 政経 2年2組 日Ａ 社情 英Ⅰ 現Ｂ 体育 総合 2年2組 数Ⅱ 現Ｂ 社情 化基 英Ⅰ 体育 2年2組 ビ基 数Ⅱ 政経 体育 保健 HR 2年2組

2年3組 生基 英Ⅰ 英表Ⅰ 古/化 化基 体育 2年3組 数A 数Ⅱ 体育 古/化 生基 総合 2年3組 現Ｂ 日/地 政経 保健 数Ⅱ 英Ⅰ 2年3組 数Ⅱ 数A 化基 英表Ⅰ 現Ｂ HR 2年3組

2年4組 英Ⅰ 現Ｂ 保健 古/化 体育 数A 2年4組 英Ⅰ 数Ⅱ 現Ｂ 古/化 英表Ⅰ 総合 2年4組 体育 日/地 数A 政経 数Ⅱ 化基 2年4組 生基 体育 現Ｂ 数Ⅱ 英Ⅰ HR 2年4組

2年5組 数Ⅱ 英表Ⅱ 社情 現Ｂ 体育 日/化基 英Ⅱ 2年5組 古B 政経 英Ⅱ 保健 数Ⅱ 世B 総合 2年5組 現Ｂ 英表Ⅱ 数Ⅱ 古B 数B 物/生 英Ⅱ 2年5組 政経 社情 体育 世B 数B 日/化基 HR 2年5組

2年6組 現Ｂ 社情 英Ⅱ 古B 英表Ⅱ 日/化基 数Ⅱ 2年6組 英表Ⅱ 体育 政経 古B 数B 保健 総合 2年6組 政経 数Ⅱ 英Ⅱ 社情 体育 物/生 英表Ⅱ 2年6組 数B 数Ⅱ 世B 英Ⅱ 現Ｂ 日/化基 HR 2年6組

3年1組 経法 英Ⅱ 情活 倫理 体育 現Ｂ 3年1組 数Ⅱ 地基 経法 地A 現Ｂ 英Ⅱ 3年1組 マナー 体育 地基 英Ⅱ 数Ⅱ 総合 3年1組 基国 情活 数Ⅱ 地A 英Ⅱ HR 3年1組

3年2組 現Ｂ 経法 数Ⅱ 英Ⅱ 情活 地基 3年2組 地A 倫理 現Ｂ 地基 英Ⅱ 体育 3年2組 数Ⅱ マナー 経法 基国 地A 総合 3年2組 情活 英Ⅱ 地基 倫理 体育 HR 3年2組

3年3組 情活 倫理 体育 現Ｂ 地A 数Ⅱ 3年3組 英Ⅱ 経法 体育 数Ⅱ 地基 現Ｂ 3年3組 経法 地A 倫理 マナー 英Ⅱ 総合 3年3組 地基 経法 基国 情活 英Ⅱ HR 3年3組

3年4組 日/地 現Ｂ 古/B 英Ⅱ 物/生 倫/化 3年4組 体育 英Ⅱ 数Ⅱ 社情 現Ｂ 倫/化 3年4組 物/生 数Ⅱ 英Ⅱ 現Ｂ 体育 総合 3年4組 古/B 英表Ⅰ 体育 物/生 数Ⅱ HR 3年4組

3年5組 日/地 英表Ⅰ 古/B 現Ｂ 物/生 倫/化 3年5組 社情 現Ｂ 英Ⅱ 数Ⅱ 体育 倫/化 3年5組 物/生 英Ⅱ 数Ⅱ 体育 現Ｂ 総合 3年5組 古/B 数Ⅱ 英表Ⅰ 物/生 英Ⅱ HR 3年5組

3年6組 B/Ⅲ 3年6組 数Ⅱ 3年6組 古B 英表Ⅱ 物/生 現B 化/地基 日/Ⅲ 総合 3年6組 日/Ⅲ 実英/化 倫理 英Ⅲ 体育 古B HR 3年6組

3年7組 B/Ⅲ 3年7組 数Ⅱ 3年7組 英表Ⅱ 現B 物/生 英Ⅲ 化/地基 日/Ⅲ 総合 3年7組 日/Ⅲ 実英/化 世B 倫理 古B 英Ⅲ HR 3年7組

時間帯 朝．（４５分） １．（４５分） ２．（４５分） ３．（４５分） ４．（４５分） ５．（４５分） ６．（４５分） 時間帯 朝．（４５分） １．（４５分） ２．（４５分） ３．（４５分） ４．（４５分） ５．（４５分） ６．（４５分） 時間帯 朝．（４５分） １．（４５分） ２．（４５分） ３．（４５分） ４．（４５分） ５．（４５分） ６．（４５分） 時間帯 朝．（４５分） １．（４５分） ２．（４５分） ３．（４５分） ４．（４５分） ５．（４５分） ６．（４５分） 時間帯 朝．（４５分） １．（４５分） ２．（４５分） ３．（４５分） ４．（４５分） ５．（４５分） ６．（４５分）

7:55 9:15 10:10 11:05 12:00 1:20 2:15 7:55 9:15 10:10 11:05 12:00 1:20 2:15 7:55 9:15 10:10 11:05 12:00 1:20 2:15 7:55 9:15 10:10 11:05 12:00 1:20 2:15 7:55 9:15 10:10 11:05 12:00 1:20 2:15

8:40 10:00 10:55 11:50 12:45 2:05 3:00 8:40 10:00 10:55 11:50 12:45 2:05 3:00 8:40 10:00 10:55 11:50 12:45 2:05 3:00 8:40 10:00 10:55 11:50 12:45 2:05 3:00 8:40 10:00 10:55 11:50 12:45 2:05 3:00

全統模試

全統模試

全統模試

全統模試

４月２５日（月）　2022年度 ４月２６日（火）　2022年度 ４月２７日（水）　2022年度 ４月２８日（木）　2022年度 ４月２９日（金）　2022年度

昭
和
の
日


