
令和４年度　くまもと教育の日公開授業時間割　（案）

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

2 論表 言文 数A 家庭 生基 論表 政経 英表 現代文 化学 英表 古典 古典 現代文 物／生 物／生 コ英 コ英 社会 英語 体育 体育 数学 数学

3 公共 生基 家庭 物基 数Ⅱ 言文 数Ⅱ 数Ⅱ コ英 現代文 現／物・生 現／物・生 数Ⅱ 数Ⅱ 化学 地歴 地歴 地歴 体育 体育 総学 総学 美術 社会

4 芸術 論表 情報 公共 論表 家庭 体育 現代文 世界史 コ英 体育 体育 地学 生物 地理 化学 数Ⅱ／現 数Ⅱ／現 数学 数学 英語 理科 美術 国語

2 言文 情報 論表 数Ⅰ 物基 数Ⅱ 古典 保健 地歴 古典 地歴 古典 現代文 地学 古典 コ英 英表 英表 音楽 美術 国語 技術 体育 体育

3 体育 現国 現国 体育 数Ⅱ 体育 数Ⅱ 数Ⅱ 化学 コ英 世界史 英表 倫理 地歴 コ英 古典 倫／化 日･地･倫／物･生 美術 音楽 英語 技術 数学 数学

4 物基 言文 数Ⅰ 数Ⅰ 英コ 英コ 数B 古典 物／生 物／生 古典 世界史 地理 倫理 化学 英表 古典 古典 英語 社会 体育 体育 音楽 理科

2 情報 物基 英コ 英コ 家庭 数Ⅱ 英表 体育 体育 体育 数Ⅱ／化 数Ⅱ／化 英表 コ英 古典 地歴 地歴 地歴 総学 総学 数学 数学 社会 理科

3 数Ⅰ 現国 物基 家庭 数A 言文 現代文 政経 数B コ英 現／物・生 現／物・生 地理 体育 地理 化学 体育 体育 総学 総学 国語 社会 数学 数学

4 保健 家庭 公共 生基 英コ 英コ 保健 地学 コ英 化学 世界史 地歴 生物 英表 数Ⅲ 数Ⅲ 現／数Ⅲ 現／数Ⅲ 総学 総学 理科 国語 英語 英語

2 論表 公共 生基 物基 現国 家庭 古典 現代文 世界史 古典 英表 古典 生物 現代文 数Ⅲ 数Ⅲ 地学／数Ⅲ 地学／数Ⅲ 国語 理科 体育 体育 総学 総学

3 芸術 物基 論表 保健 数Ⅱ 数A 世界史 体育 体育 体育 現／物・生 現／物・生 数B 数B 英表 化学 古典 古典 家庭 社会 技術 英語 数学 数学

4 生基 保健 言文 論表 公共 物基 体育 英表 物／生 物／生 体育 体育 コ英 英表 化学 地歴 地歴 地歴 家庭 英語 技術 国語 社会 理科

令和4年10月31日

１年 ２年 ３年 中学１年 中学２年 中学３年

(文系/理系) (文系/理系)

11/7(月)

11/8(火)

11/9(水)

11/10(木)

理系は前期：化学基礎、後期：化学


