
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1 数I 体育 社情 社情 ECⅠ 世史 保健 生基 ECⅠ 化基 国総 世史 国総 数I ECⅠ 体育 総 HR 数I 国総 芸術 芸術 世史 数I 生基 化基 ECⅠ 世史 数I 国総

2 国語 体育 世史 数I 社情 社情 数I 国語 世史 ECⅠ 化基 生基 ECⅠ 数I 世史 体育 総 HR 芸術 芸術 保健 国語 ECⅠ 世史 数I ECⅠ 国語 生基 数I 化基

3 国語 体育 世史 数I ECⅠ 生基 数I 国語 社情 社情 世史 保健 化基 ECⅠ 世史 体育 総 HR 芸術 芸術 数I 国語 世史 ECⅠ 数I 生基 国語 化基 数I ECⅠ

4 保健 数I 国語 世史 生基 ECⅠ 化基 数I ECⅠ 体育 国語 世史 数I 国語 芸術 芸術 総 HR 社情 社情 世史 ECⅠ 数I 生基 国語 化基 体育 ECⅠ 世史 数I

5 ECⅠ 数I 国語 生基 化基 世史 数I 世史 ECⅠ 体育 国語 保健 数I 国語 芸術 芸術 総 HR 生基 数I 社情 社情 ECⅠ 世史 国語 ECⅠ 体育 世史 化基 数I

6 数I 国語 世史 数I 芸術 芸術 ECⅠ 世史 国語 体育 生基 数I ECⅠ 化基 世史 数I 総 HR 国語 保健 数I ECⅠ 生基 化基 世史 ECⅠ 体育 国語 社情 社情

7 世史 国語 数I 化基 芸術 芸術 保健 数I 国語 体育 化基 ECⅠ 数I 世史 ECⅠ 生基 総 HR 国語 世史 ECⅠ 数I 社情 社情 世史 ECⅠ 体育 国語 生基 数I

8 ECⅠ 数I 生基 世史 国語 体育 国語 ECⅠ 世史 数I 社情 社情 数I 保健 国語 世史 総 HR 体育 ECⅠ 生基 数I 化基 国語 芸術 芸術 化基 ECⅠ 世史 数I

9 数I 世史 ECⅠ 保健 国語 体育 国語 生基 世史 数I ECⅠ 化基 社情 社情 国語 数I 総 HR 体育 ECⅠ 生基 世史 数I 国語 芸術 芸術 化基 ECⅠ 世史 数I

10 世史 ECⅠ 化基 国総 数I 体育 ECⅠ 数I 生基 世史 数I 国総 世史 生基 ECⅠ 数I 総 HR 体育 国総 芸術 芸術 化基 ECⅠ 社情 社情 世史 保健 国総 数I

1 数Ⅱ ECⅡ 家総 家総 体育 現古 ECⅡ 倫理 現古 数Ⅱ 芸術 芸術 体育 物地 数Ⅱ 日地 総 HR 保健 現古 ECⅡ 数Ⅱ 倫理 数Ⅱ 体育 日地 数Ⅱ ECⅡ 物地 現古

2 芸術 芸術 数Ⅱ 物地 体育 ECⅡ 数Ⅱ 日地 ECⅡ 現古 保健 倫理 体育 倫理 数Ⅱ 現古 総 HR ECⅡ 数Ⅱ 家総 家総 現古 日地 体育 数Ⅱ 現古 ECⅡ 数Ⅱ 物地

3 芸術 芸術 数Ⅱ 現古 体育 ECⅡ 数Ⅱ 倫理 ECⅡ 地基 家総 家総 体育 日史 数Ⅱ 現古 総 HR ECⅡ 数Ⅱ 日史 現古 保健 地基 体育 数Ⅱ 現古 ECⅡ 数Ⅱ 倫理

4 ECⅡ 保健 現古 体育 数Ⅱ 倫理 地理 数Ⅱ 芸術 芸術 数Ⅱ 体育 数Ⅱ 現古 倫理 地基 総 HR 数Ⅱ ECⅡ 家総 家総 体育 ECⅡ 現古 ECⅡ 数Ⅱ 地基 現古 地理

5 ECⅡ 倫理 現古 体育 数Ⅱ 地理 現古 数Ⅱ 芸術 芸術 数Ⅱ 体育 数Ⅱ 現古 倫理 地理 総 HR 数Ⅱ ECⅡ 現古 地基 体育 ECⅡ 地基 ECⅡ 数Ⅱ 保健 家総 家総

6 生化 物基 数Ⅱ ECⅡ 現古 保健 ECⅡ 数Ⅱ 家総 家総 体育 生化 日史 数Ⅱ ECⅡ 生化 総 HR 数Ⅱ 現古 体育 日史 数Ⅱ 現古 生化 数Ⅱ 物基 体育 ECⅡ 現古

7 生化 物基 数Ⅱ ECⅡ 家総 家総 ECⅡ 数Ⅱ 現古 地理 体育 生化 現古 数Ⅱ ECⅡ 生化 総 HR 数Ⅱ 物基 体育 現古 数Ⅱ 保健 生化 数Ⅱ 現古 体育 ECⅡ 地理

8 物基 現古 体育 数Ⅱ 化学 現古 体育 化学 数Ⅱ 保健 ECⅡ 現古 化学 ECⅡ 日史 数Ⅱ 総 HR 日史 数Ⅱ 化学 ECⅡ 物基 現古 数Ⅱ 体育 家総 家総 数Ⅱ ECⅡ

9 現古 地理 体育 数Ⅱ 化学 物基 体育 現古 数Ⅱ 物基 ECⅡ 現古 化学 ECⅡ 現古 数Ⅱ 総 HR 保健 数Ⅱ 化学 ECⅡ 家総 家総 数Ⅱ 体育 地理 化学 数Ⅱ ECⅡ

10 数Ⅱ 生化 体育 日地 現古 保健 体育 数Ⅱ 生化 現古 物基 ECⅡ ECⅡ 数Ⅱ 家総 家総 総 HR 日地 生化 ECⅡ 数Ⅱ 現古 数Ⅱ 物基 体育 ECⅡ 現古 生化 数Ⅱ

1 体育 政経 Write 文生 Read 現古 選択 数探 現古 政経 Read 日地 Write 現古 体育 Read 総 HR 政経 国表 Write 体育 日地 現古 日地 現古 選択 文生 数探 国表

2 体育 Read 日地 文生 現古 政経 選択 Write 数探 現古 国表 政経 現古 日地 体育 Write 総 HR 政経 現古 国表 体育 現古 Read Write 数探 選択 文生 日地 Read

3 体育 Read 日地 現古 国表 文生 選択 Write 数探 現古 政経 現古 現古 日地 体育 Write 総 HR 国表 政経 文生 体育 現古 Read Write 数探 選択 政経 日地 Read

4 体育 Read 文生 現古 地理 国表 現古 Write 数探 地理 政経 現古 政経 選社 体育 Write 総 HR 国表 地理 現古 体育 選社 Read Write 数探 文生 現古 政経 Read

5 Write 現古 Read 生物 日史 数探 政経 体育 現古 選択 生物 Write Read 生物 現古 政経 総 HR 日史 生物 数探 現古 Write 体育 生物 選択 Read 現古 政経 体育

6 Write 化生 Read 政経 現古 数探 現古 体育 政経 選択 日地 Write Read 政経 化生 現古 総 HR 化生 化生 数探 現古 Write 体育 現古 選択 Read 日地 化生 体育

7 物化 数探 政経 Write Read 現古 物化 体育 日地 現古 Read 数探 選択 現古 物化 Read 総 HR 物化 日地 Write 政経 現古 体育 政経 物化 Write 選択 現古 体育

8 物化 数探 政経 現古 Write Read 物化 体育 日地 Write 現古 数探 選択 現古 物化 政経 総 HR 物化 日地 Read 政経 現古 体育 Read 物化 現古 選択 Write 体育

9 日地 現社 物化 数Ⅲ 現古 Read 数Ⅲ 物化 体育 現古 Read 数Ⅲ 日地 Read 数Ⅲ 現古 総 HR 数Ⅲ 体育 現古 Read 物化 物化 現古 Read 数Ⅲ 現社 体育 物化

10 日地 現古 物化 Read 現社 数Ⅲ Read 物化 体育 数Ⅲ 数Ⅲ Read 日地 数Ⅲ 現古 Read 総 HR 現社 体育 数Ⅲ 現古 物化 物化 現古 数Ⅲ 現古 Read 体育 物化
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