


Ｒ３ 後期 本校時間割

【 時間割の見方 】
１ C英語Ⅰは「ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ」
C英語Ⅱは「ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ」
発達と保育は「子どもの発達と保育」
探究の時間は「総合的な探究の時間」
体育の(サブ)(メイン)は実施場所のことです。(サブ)はサブアリーナ、(メイン)はメインアリーナで実施します。

２ 青文字は、レポート支援を実施します。それぞれ以下の講座の出席にカウントされます。
①「国語(国総)」 国語総合
②「国語(現･古)」 現代文B、古典B
③｢地歴」 世界史B、日本史B、地理B
④「公民」 現代社会、政治･経済
⑤「数学」 数学入門、数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A
⑥「理科」 科学と人間生活、物理基礎、化学基礎、生物基礎
⑦「保体」 保健、体育１、体育２、体育３、体育４、体育５
⑧「英語」 英語入門、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ、英語表現Ⅰ
⑨「家庭」 家庭総合、消費生活、子どもの発達と保育、服飾手芸
⑩「情報・商業」 社会と情報、情報処理、ビジネス基礎、簿記

３ 実験や実習については、事前の申込が必要です。
・「科学と人間生活」、「生物基礎」、「物理基礎」、「化学基礎」の実験
・「家庭総合」の調理実習

４ 「ＮＨＫ高校講座」を利用したスクーリングを実施する場合があります。

本Ｓ 時限 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 ＳＨＲ
教室 8:50～9:40 9:50～10:40 10:50～11:40 11:50～12:40 13:15～14:05 14:15～15:05 15:15～15:30

A １Ｒ 昼食・休憩 昼食・休憩
２Ｒ 日本史Ｂ 地理Ｂ 1A･1B･3A
３Ｒ 数学Ⅰ(2) 保健 数学Ａ 数学入門 数学Ⅱ 2C

10/10 ９Ｒ 社会と情報 国語総合 簿記 昼 古典Ｂ 2B
(日) １０Ｒ Ｃ英語Ⅱ 英語入門(1) 現代文Ｂ 休 Ｃ英語Ⅰ 英語表現Ⅰ 2A

１１Ｒ 書道Ⅰ・Ⅱ 書道Ⅰ・Ⅱ 美術Ⅰ・Ⅱ 美術Ⅰ・Ⅱ み
① 家庭科室 消費生活 家庭総合 発達と保育

理科室 生物基礎 化学基礎
ﾊﾟｿｺﾝ室 情報処理 情報処理
体育館 体育(メイン) 体育(メイン)
多目的室 探究の時間
探究の時間

火Ｓ 時限 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 ＳＨＲ
教室 8:50～9:40 9:50～10:40 10:50～11:40 11:50～12:40 13:10～13:55 14:05～14:50 15:00～15:15

A １Ｒ 昼食・休憩 昼食・休憩
２Ｒ 日本史Ｂ 現代社会(a) 世界史Ｂ 公民 地歴 1A･1B･3A
３Ｒ 数学Ⅱ 数学Ａ 数学入門 数学 2C

10/12 ９Ｒ 基礎力アップ 国語総合 昼 国語(国総) 2B
(火) １０Ｒ （多目的室） 古典Ｂ 現代文Ｂ 休 国語(現･古) 2A

１１Ｒ み 書道Ⅰ・Ⅱ
１ 家庭科室 服飾手芸 家庭総合 家庭

理科室 生物基礎 科学と人間生活 理科
ﾊﾟｿｺﾝ室
体育館 体育(サブ) 体育(サブ)
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本Ｓ 時限 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 ＳＨＲ
教室 8:50～9:40 9:50～10:40 10:50～11:40 11:50～12:40 13:15～14:05 14:15～15:05 15:15～15:30

B １Ｒ 昼食・休憩 昼食・休憩
２Ｒ 政治・経済(ｂ) 現代社会(ｂ) 1A･1B･3A
３Ｒ 数学Ⅱ 数学Ⅰ(２) HR 数学Ⅰ(１) 2C

10/17 ９Ｒ ビジネス基礎 ｢学習のすすめ方｣ 昼 簿記 2B
(日) １０Ｒ 現代文Ｂ (多目的） 休 古典Ｂ 2A

１１Ｒ 書道Ⅰ・Ⅱ 書道Ⅰ・Ⅱ 美術Ⅰ・Ⅱ 美術Ⅰ・Ⅱ み
② 家庭科室 発達と保育 家庭総合 消費生活

理科室 物理基礎 HR 化学基礎
ﾊﾟｿｺﾝ室 情報処理 情報処理 ｢学習のすすめ方｣
体育館 (多目的） 体育(メイン) 体育(メイン)
学習のすすめ方（学習のてびきの使い方と学習進捗状況表の見方を学ぼう）

火Ｓ 時限 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 ＳＨＲ
教室 8:50～9:40 9:50～10:40 10:50～11:40 11:50～12:40 13:10～13:55 14:05～14:50 15:00～15:15

B １Ｒ 昼食・休憩 昼食・休憩
２Ｒ 政治･経済(b) 世界史Ｂ 地理Ｂ 公民 1A･1B･3A
３Ｒ 数学Ⅱ 数学 地歴 2C

10/19 ９Ｒ 基礎力アップ ビジネス基礎 国語総合 現代文Ｂ 昼 国語(国総) 2B
(火) １０Ｒ Ｃ英Ⅰ Ｃ英Ⅱ 休 社会人 英語 2A

１１Ｒ み 基礎力講座 国語(現・古)
２ 家庭科室 発達と保育 家庭総合 ②

理科室 物理基礎 (多目的)
ﾊﾟｿｺﾝ室 情報処理 情報処理
体育館 体育(サブ) 体育(サブ)
社会人基礎力講座③

本Ｓ 時限 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 ＳＨＲ
教室 8:50～9:40 9:50～10:40 10:50～11:40 11:50～12:40 13:15～14:05 14:15～15:05 15:15～15:30

A １Ｒ 昼食・休憩 昼食・休憩
２Ｒ 日本史Ｂ 現代社会(a) 世界史Ｂ 政治・経済(a) 地理Ｂ 1A･1B･3A
３Ｒ 数学Ⅰ(2) 数学Ⅱ 2C

10/24 ９Ｒ 現代文Ｂ 古典Ｂ 昼 国語総合 2B
(日) １０Ｒ Ｃ英語Ⅱ 保健 英語入門(1) 防災学習 休 英語表現Ⅰ 2A

１１Ｒ 書道Ⅰ・Ⅱ 書道Ⅰ・Ⅱ (多目的) み
③ 家庭科室

理科室 科学と人間生活 生物基礎 化学基礎
ﾊﾟｿｺﾝ室
体育館 体育(サブ) 体育(サブ)
防災学習

火Ｓ 時限 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 ＳＨＲ
教室 8:50～9:40 9:50～10:40 10:50～11:40 11:50～12:40 13:10～13:55 14:05～14:50 15:00～15:15

A １Ｒ 昼食・休憩 昼食・休憩
２Ｒ 世界史B 地理Ｂ 政治・経済(a) 1A･1B･3A
３Ｒ 数学Ａ 数学入門 数学Ⅱ 2C

10/26 ９Ｒ 基礎力アップ ビジネス基礎 国語総合 昼 2B
(火) １０Ｒ Ｃ英語Ⅰ 英語入門(２) 現代文Ｂ 休 心と体の 2A

１１Ｒ み 健康講座②
３ 家庭科室 服飾手芸 発達と保育 家庭 (多目的)

理科室 科学と人間生活 理科
ﾊﾟｿｺﾝ室 情報・商業
体育館 体育(サブ) 体育(サブ)
心と体の健康講座②
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本Ｓ 時限 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 ＳＨＲ
教室 8:50～9:40 9:50～10:40 10:50～11:40 11:50～12:40 13:15～14:05 14:15～15:05 15:15～15:30

B １Ｒ 昼食・休憩 昼食・休憩
２Ｒ 政治・経済(b) 現代社会(ｂ) 1A･1B･3A
３Ｒ 数学Ⅱ 数学Ⅰ(２) 2C

10/31 ９Ｒ ビジネス基礎 国語総合 昼 2B
(日) １０Ｒ 英語入門(２) Ｃ英Ⅰ Ｃ英Ⅱ 休 保護者会 2A

１１Ｒ み
④ 家庭科室 発達と保育 消費生活 家庭総合

理科室 化学基礎 物理基礎
ﾊﾟｿｺﾝ室 情報処理 情報処理
体育館 体育(メイン) 体育(メイン)
保護者会

火Ｓ 時限 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 ＳＨＲ
教室 8:50～9:40 9:50～10:40 10:50～11:40 11:50～12:40 13:10～13:55 14:05～14:50 15:00～15:15

B １Ｒ 昼食・休憩 昼食・休憩
２Ｒ 日本史Ｂ 現代社会(b) 世界史Ｂ 公民 地歴 1A･1B･3A
３Ｒ 数学Ⅰ(２) 数学Ⅰ(１) 数学 2C

11/2 ９Ｒ 基礎力アップ 簿記 社会と情報 昼 国語(現･古) 国語(国総) 2B
(火) １０Ｒ Ｃ英Ⅱ 古典Ｂ 英語入門(２) 休 英語 保体 2A

１１Ｒ み 書道Ⅰ・Ⅱ
４ 家庭科室

理科室 物理基礎 化学基礎 理科
ﾊﾟｿｺﾝ室 情報・商業
体育館 体育(サブ) 体育(サブ)
学校公開日

火Ｓ 時限 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限
教室 8:50～9:40 9:50～10:40 10:50～11:40 11:50～12:40 13:10～13:55 14:05～14:50

A １Ｒ 昼食・休憩 昼食・休憩
２Ｒ 日本史Ｂ 現代社会(a) 世界史Ｂ 13:10～15:40
３Ｒ 数学Ⅰ(2) 数学入門 数学Ａ 定通合同

11/9 ９Ｒ 基礎力アップ 社会と情報 古典Ｂ 簿記 昼 スポーツ大会
(火) １０Ｒ Ｃ英語Ⅰ 英語入門(1) 現代文Ｂ 休 （メインアリーナ）

１１Ｒ み 書道Ⅰ・Ⅱ 書道Ⅰ・Ⅱ
５ 家庭科室 家庭総合（調理実習） 13:10～15:40

理科室 生物基礎 科学と人間生活 定通合同
ﾊﾟｿｺﾝ室 スポーツ大会
体育館 （メインアリーナ）
定通合同スポーツ大会

本Ｓ 時限 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 ＳＨＲ
教室 8:50～9:40 9:50～10:40 10:50～11:40 11:50～12:40 13:15～14:05 14:15～15:05 15:15～15:30

A １Ｒ 昼食・休憩 昼食・休憩
２Ｒ 現代社会(ｂ) 日本史Ｂ 現代社会(a) 世界史B 政治・経済(a) 地理B 1A･1B･3A
３Ｒ 保健 数学Ａ 数学入門 2C

11/14 ９Ｒ 社会と情報 簿記 昼 国語総合 2B
(日) １０Ｒ 休 2A

１１Ｒ 書道Ⅰ・Ⅱ 書道Ⅰ・Ⅱ 美術Ⅰ・Ⅱ 美術Ⅰ・Ⅱ み
⑤ 家庭科室 消費生活 服飾手芸 発達と保育

理科室 生物基礎 科学と人間生活 実験
ﾊﾟｿｺﾝ室 情報処理 情報処理
体育館 体育(メイン) 体育(メイン)
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火Ｓ 時限 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 ＳＨＲ
教室 8:50～9:40 9:50～10:40 10:50～11:40 11:50～12:40 13:10～13:55 14:05～14:50 15:00～15:15

B １Ｒ 昼食・休憩 昼食・休憩
２Ｒ 政治・経済(b) 世界史B 地理Ｂ 公民 1A･1B･3A
３Ｒ 数学入門 数学Ａ 数学 地歴 2C

11/16 ９Ｒ 基礎力アップ ビジネス基礎 国語総合 昼 国語(国総) 2B
(火) １０Ｒ 英語入門(２) Ｃ英語Ⅰ 現代文Ｂ 休 社会人 英語 2A

１１Ｒ み 基礎力講座 国語(現・古)
６ 家庭科室 発達と保育 家庭総合 ③

理科室 物理基礎 実験 (多目的)
ﾊﾟｿｺﾝ室 情報処理 情報処理
体育館
社会人基礎力講座④

本Ｓ 時限 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 ＳＨＲ
教室 8:50～9:40 9:50～10:40 10:50～11:40 11:50～12:40 13:15～14:05 14:15～15:05 15:15～15:30

B １Ｒ 昼食・休憩 昼食・休憩
２Ｒ 1A･1B･3A
３Ｒ 保健 先輩から 2C

11/21 ９Ｒ 現代文Ｂ 国語総合 学ぶ 昼 古典Ｂ 2B
(日) １０Ｒ 英語 英語 (多目的) 休 英語 英語 2A

１１Ｒ 美術Ⅰ・Ⅱ 美術Ⅰ・Ⅱ み
⑥ 家庭科室 発達と保育 家庭総合 消費生活

理科室 物理基礎 先輩から 化学基礎
ﾊﾟｿｺﾝ室 学ぶ
体育館 (多目的) 体育(メイン) 体育(メイン)
多目的室 探究の時間
探究の時間 先輩から学ぶ

本Ｓ 時限 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 ＳＨＲ
教室 8:50～9:40 9:50～10:40 10:50～11:40 11:50～12:40 13:15～14:05 14:15～15:05 15:15～15:30

A １Ｒ 昼食・休憩 昼食・休憩
２Ｒ 政治・経済(ａ) 日本史B 政治・経済(b) 世界史Ｂ 1A･1B･3A
３Ｒ 数学入門 数学Ａ 2C

11/28 ９Ｒ 古典Ｂ ２B
(日) １０Ｒ Ｃ英語Ⅱ 英語入門(1) 英語表現Ⅰ 心と体の 2A

１１Ｒ 美術Ⅰ・Ⅱ 美術Ⅰ・Ⅱ 健康講座④
⑦ 家庭科室 消費生活 家庭総合 (多目的)

理科室 生物基礎 科学と人間生活
ﾊﾟｿｺﾝ室
体育館 体育(サブ) 体育(サブ)
心と体の健康講座④ ビジネス文書実務検定試験

火Ｓ 時限 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 ＳＨＲ
教室 8:50～9:40 9:50～10:40 10:50～11:40 11:50～12:40 13:10～13:55 14:05～14:50 15:00～15:15

A １Ｒ 昼食・休憩 昼食・休憩
２Ｒ 世界史Ｂ 政治・経済(a) 公民 1A･1B･3A
３Ｒ 数学Ⅱ 数学Ⅰ(１) 数学 2C

11/30 ９Ｒ 基礎力アップ 国語総合 昼 国語(国総) 2B
(火) １０Ｒ 英語表現Ⅰ 休 英語 2A

１１Ｒ 書道Ⅰ・Ⅱ 書道Ⅰ・Ⅱ ＡＬＴ交流会 み 国語(現･古) 進路探究②
７ 家庭科室 発達と保育 服飾手芸 家庭 (多目的)

理科室 科学と人間生活 理科
ﾊﾟｿｺﾝ室 情報処理 情報処理 情報・商業
体育館 体育(サブ) 体育(サブ)
ＡＬＴ交流会 進路探究②
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本Ｓ 時限 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 ＳＨＲ
教室 8:50～9:40 9:50～10:40 10:50～11:40 11:50～12:40 13:15～14:05 14:15～15:05 15:15～15:30

B １Ｒ 昼食・休憩 昼食・休憩
２Ｒ 政治・経済(b) 現代社会(b) 1A･1B･3A
３Ｒ 数学Ⅱ 数学Ⅰ(２) 数学Ⅰ(１) 2C

12/5 ９Ｒ ビジネス基礎 国語総合 現代文Ｂ 古典Ｂ 昼 生徒会 2B
(日) １０Ｒ 英語入門(２) Ｃ英語Ⅰ Ｃ英語Ⅱ 休 提案行事 2A

１１Ｒ 書道Ⅰ・Ⅱ 書道Ⅰ・Ⅱ 美術Ⅰ・Ⅱ 美術Ⅰ・Ⅱ み
⑧ 家庭科室 ・ジオラマ制作(11R)

理科室 ・ニュースポーツ(サブアリーナ)
ﾊﾟｿｺﾝ室 情報処理 情報処理
体育館
生徒会提案行事 ジオラマ制作／ニュースポーツ

火Ｓ 時限 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 ＳＨＲ
教室 8:50～9:40 9:50～10:40 10:50～11:40 11:50～12:40 13:10～13:55 14:05～14:50 15:00～15:15

B １Ｒ 昼食・休憩 昼食・休憩
２Ｒ 地理Ｂ 現代社会(b) 日本史Ｂ 1A･1B･3A
３Ｒ 数学Ⅱ 数学Ⅰ(２) 2C

12/7 ９Ｒ 基礎力アップ 古典Ｂ 簿記 国語総合 昼 2B
(火) １０Ｒ Ｃ英語Ⅰ Ｃ英語Ⅱ 休 人権・同和教育講演会 2A

１１Ｒ み （多目的）
８ 家庭科室 消費生活

理科室 化学基礎 実験
ﾊﾟｿｺﾝ室
体育館 体育(サブ) 体育(サブ)
人権・同和教育講演会

本Ｓ 時限 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 ＳＨＲ
教室 8:50～9:40 9:50～10:40 10:50～11:40 11:50～12:40 13:15～14:05 14:15～15:05 15:15～15:30

A １Ｒ 昼食・休憩 昼食・休憩
２Ｒ 日本史B 現代社会(a) 世界史Ｂ 政治・経済(a) 地理Ｂ 1A･1B･3A
３Ｒ 数学Ⅰ(2) 保健 数学Ａ 数学入門 数学Ⅱ 2C

12/12 ９Ｒ 社会と情報 簿記 昼 国語総合 2B
(日) １０Ｒ Ｃ英語Ⅱ 英語入門(1) Ｃ英語Ⅰ 休 英語表現Ⅰ 2A

１１Ｒ 書道Ⅰ・Ⅱ 書道Ⅰ・Ⅱ 美術Ⅰ・Ⅱ 美術Ⅰ・Ⅱ み
⑨ 家庭科室 家庭総合 発達と保育 服飾手芸

理科室 生物基礎 科学と人間生活 物理基礎
ﾊﾟｿｺﾝ室 情報処理 情報処理
体育館 体育(サブ) 体育(サブ)

火Ｓ 時限 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 ＳＨＲ
教室 8:50～9:40 9:50～10:40 10:50～11:40 11:50～12:40 13:10～13:55 14:05～14:50 15:00～15:15

A １Ｒ 昼食・休憩 昼食・休憩
２Ｒ 政治・経済(ｂ) 日本史Ｂ 現代社会(a) 公民 1A･1B･3A
３Ｒ 数学Ⅰ(2) 数学入門 数学Ａ 地歴 2C

12/14 ９Ｒ 基礎力アップ 社会と情報 古典Ｂ 簿記 昼 国語(国総) 2B
(火) １０Ｒ 英語表現Ⅰ 英語入門(２) 現代文Ｂ 休 社会人 英語 2A

１１Ｒ み 基礎力講座 国語(現・古)
９ 家庭科室 消費生活 家庭総合 ④

理科室 生物基礎 実験 （多目的）
ﾊﾟｿｺﾝ室
体育館 体育(サブ) 体育(サブ)
社会人基礎力講座⑤
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本Ｓ 時限 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 ＳＨＲ
教室 8:50～9:40 9:50～10:40 10:50～11:40 11:50～12:40 13:15～14:05 14:15～15:05 15:15～15:30

B １Ｒ 昼食・休憩 昼食・休憩
２Ｒ 地歴・公民 地歴・公民 地歴・公民 地歴・公民 1A･1B･3A
３Ｒ 2C

12/19 ９Ｒ ビジネス基礎 国語総合 昼 簿記 2B
(日) １０Ｒ Ｃ英語Ⅰ Ｃ英語Ⅱ 休 英語入門(２) 2A

１１Ｒ 書道Ⅰ・Ⅱ 書道Ⅰ・Ⅱ 美術Ⅰ・Ⅱ 美術Ⅰ・Ⅱ み
⑩ 家庭科室 発達と保育 家庭総合 消費生活

理科室 物理基礎 化学基礎
ﾊﾟｿｺﾝ室 情報処理 情報処理
体育館 体育(メイン) 体育(メイン)
多目的室 探究の時間
探究の時間

火Ｓ 時限 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 ＳＨＲ
教室 8:50～9:40 9:50～10:40 10:50～11:40 11:50～12:40 13:10～13:55 14:05～14:50 15:00～15:15

B １Ｒ 昼食・休憩 昼食・休憩
２Ｒ 地歴･公民 地歴･公民 1A･1B･3A
３Ｒ 数学 数学 2C

12/21 ９Ｒ 保体 国語(国総) 国語(国総) 昼 2B
(火) １０Ｒ 国語(現･古) 英語 英語 国語(現･古) 休 2A

１１Ｒ み 大掃除
10 家庭科室 家庭 家庭

理科室 理科 理科
ﾊﾟｿｺﾝ室 情報･商業 情報･商業
体育館 体育(サブ) 体育(サブ)
後期大掃除
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日付

教室 Ｍ１ Ｍ２ Ｍ３ Ｍ４ 書道教室 Ｍ１ Ｍ２ Ｍ３ Ｍ４ 書道教室 Ｍ１ Ｍ２ Ｍ３ Ｍ４ 書道教室 Ｍ１ Ｍ２ Ｍ３ Ｍ４ 書道教室 Ｍ１ Ｍ２ Ｍ３ Ｍ４ 書道教室

①9:00

～9:45

②9:55

～10:40

③10:50

～11:35

④11:45

～12:30

⑤13:15

～14:00

⑥14:10
～14:55

日付

教室 Ｍ１ Ｍ２ Ｍ３ Ｍ４ 書道教室 Ｍ１ Ｍ２ Ｍ３ Ｍ４ 書道教室 Ｍ１ Ｍ２ Ｍ３ Ｍ４ 書道教室 Ｍ１ Ｍ２ Ｍ３ Ｍ４ 書道教室 Ｍ１ Ｍ２ Ｍ３ Ｍ４ 書道教室

①9:00

～9:45

②9:55

～10:40

③10:50

～11:35

④11:45

～12:30

⑤13:15

～14:00

⑥14:10
～14:55

・「数」
・「理」
・「体」
・「保」 保健
・「書」
・「英」
・「家」
・「情報」 社会と情報

種類

保

保英

理

地公

体

国

理

探究
時間

情報

情報

探究
時間

保

情報

英 地公

書

世界
史Ｂ

探究
時間

11月28日

数

地公

協Ｓ⑦

情報

情報 数 理

理情報

数地公

体

体

国語総合､現代文Ｂ､古典Ｂ

地公

体

国

体

国

国 英

理

英 地公 書

家 書

地公

協Ｓ⑩

12月12日

体

令和３年度 大田協力校（大田高校） スクーリング時間割(後期）

ビジネス
基礎

国 英

国 書

理 書理

・「探究時間」 総合的な探究の時間

家

家

書

理

12月19日

家

体育１､体育２､体育３､体育４､体育５

書道Ⅰ､書道Ⅱ
英語入門､コミュニケーション英語Ⅰ､コミュニケーション英語Ⅱ､英語表現Ⅰ

世界史Ｂ､日本史Ｂ､地理Ｂ､現代社会､政治･経済

地公数

協Ｓ⑧

体

体

科学と人間生活、物理基礎、化学基礎、生物基礎

家庭総合､消費生活､子どもの発達と保育

12月5日

国

数国 英数

国

協Ｓ⑨

書 日本
史Ｂ

家

英 地公

地公理 書

体

数

地公

書

※体育は体育館で行います。

数 理

体

英

英

英

数学入門､数学Ⅰ､数学Ⅱ､数学Ａ

体 体

体 体

数

・「地公」
・「国」

家 地公

書

国

国

数

家

理

国

家

家家

種類

英国

体

体

※体育は体育館で行います。

英 家 数

協Ｓ②

書

国

理

協Ｓ①

家

11月21日

国

情報

情報

理

英 地公

数

10月17日 10月24日

家 英 地公

数

理

地公

家

英

書家

国

数 家

理

数

体

英 地公 地理
Ｂ

古典
Ｂ国

体

11月14日10月31日 11月7日

家 数 地公

英
社会
と
情報

地公

理

国

巡回スクーリング
（協Ｓ④）協Ｓ③

数 国語
総合

協Ｓ⑤

体

体

英

数現代
文Ｂ

国語
総合

協Ｓ⑥
ルーム懇談

＊講座は、レポート支援を実施します。体育は実技です。
＊１１月７日は 巡回スクーリングです。浜田本校の教員が授業を行います。
＊出校表に記入する講座名の欄には、略さず正確に書きましょう。
例 「体育」ではなく「体育１」「体育２」、「数学」ではなく「数学入門」「数学Ⅰ」など
＊後期試験は、 １月１８日（火）、１月２３日（日）、１月２５日（火）、１月３０日（日）に行う予定です。
 詳しくは次号亀山通信でお知らせします。

理

家

理

8



日付

教室 ① ② ③ Ｐ 視 ① ② ③ Ｐ 視 ① ② ③ Ｐ 視 ① ② ③ Ｐ 視 ① ② ③ Ｐ 視
①9:00

～9:45

②9:55

～10:40

③10:50

～11:35

④11:45

～12:30

⑤13:15

～14:00

⑥14:10
～14:55

日付

教室 ① ② ③ Ｐ 視 ① ② ③ Ｐ 視 ① ② ③ Ｐ 視 ① ② ③ Ｐ 視 ① ② ③ Ｐ 視
①9:00

～9:45

②9:55

～10:40

③10:50

～11:35

④11:45

～12:30

⑤13:15

～14:00

⑥14:10
～14:55

・「数」
・「理」

・「体」
・「保」 保健
・「書」
・「英」
・「家」

社会と情報

＊後期試験は、 １月１８日（火）、１月２３日（日）、１月２５日（火）、1月３０日（日）に行う予定です。
 詳しくは次号亀山通信でお知らせします。

※体育は体育館で行います。                                                           ※実験は「科学と人間生活」のみ実施します。

書道Ⅰ､書道Ⅱ
英語入門､コミュニケーション英語Ⅰ､コミュニケーション英語Ⅱ､英語表現Ⅰ
家庭総合､消費生活､子どもの発達と保育

・「情報」
・「探究時間」 総合的な探究の時間

探究
時間

＊各講座の出席は次の教科の時間に出席すること
・「国」 国語総合､現代文Ｂ､古典Ｂ
・「地公」 世界史Ｂ､日本史Ｂ､地理Ｂ､現代社会､政治･経済

ルーム懇談
協Ｓ⑥

情報

情報

Ｃ英
Ⅰ

消費
生活数Ⅱ

＊出校表に記入する講座名の欄には、略さず正確に書きましょう。
例 「体育」ではなく「体育１」「体育２」、「数学」ではなく「数学入門」「数学Ⅰ」など

＊講座は、レポート支援を実施します。体育は実技です。
＊１１月７日は 巡回スクーリングです。浜田本校の教員が授業を行います。

数学入門､数学Ⅰ､数学Ⅱ､数学Ａ
科学と人間生活、物理基礎、化学基礎、生物基礎
※理科実験は､後日送付される案内による申し込みが必要です。
体育１､体育２､体育３､体育４､体育５

体 体 体 体 体

※体育は体育館で行います。

家

体 体 体 体 体

国 地公 理 家 数 地公

家 数

保 数保 数 理 英 家

地公 家

数 地公 探究
時間 英

数 数 理理 英 家 国 地公数 地公 英

地公 英 書 国 理 英数 理 書 国書 国 地公 家 英

英 書 国 理 英

書 国 理 情報 家

理 書 国 地公国 地公 家 英 数書 国 理 情報 家 書

11月21日 11月28日 12月5日 12月12日 12月19日

種類 協Ｓ⑦ 協Ｓ⑧ 協Ｓ⑨ 協Ｓ⑩

体 体 体 体
英語
表現
Ⅰ

発達と
保育 数Ａ

体 体 体 体

理科
実験

情報 数 理保 国 地公 家 英数 地公 家 家 国 理

英 数 理
英語
入門
(２)

国 理 国 地公 家情報数 地公 家 家

情報 政経
(ｂ)

家庭
総合

数Ⅰ
(２)理 英 家 国 地公数 地公 書 数書 国 理 英 英

情報 現社
(ｂ)

数Ⅰ
(１)理 英 家 国 地公数 地公 書 数書 国 理 探究

時間 英 英

種類 協Ｓ① 協Ｓ② 協Ｓ③ 巡回スクーリング
(協Ｓ⑤)協Ｓ④

令和３年度 益田協力校（益田翔陽高校）スクーリング時間割(後期）
10月10日 10月17日 10月24日 10月31日 11月7日

※教室割り当て
「①」・・・特別教室１ （２階）
「②」・・・特別教室２ （２階）
「③」・・・特別教室３ （２階）
「P」 ・・・パソコン教室 （１階）
「視」・・・視聴覚教室 （３階）
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２０２１年度 実用英語技能検定（英検）受験案内 
※ 英検は、本会場で受験してください。希望者は、各自書店等で申込をしてください。 

    申込後に受験料補助の手続きをします。担任または英語担当まで連絡してください。 

＜本年度の日程＞ 

第３回 

受付期間 １１月１日～１２月１０日 

一次試験 ２０２２年 １月２３日（日） 

二次試験 ２０２２年 ２月２７日（日） 

＜受 験 料＞ ３級 ７，９００円  準２級 ９，２００円  ２級 ９，７００円 

＜本年度の日程＞ 

第３回 

申込締切 11月1日に発表予定 

実施日 ２０２２年 ２月１３日（日） 

※ 両検定とも、学校から補助がありますので、年１回分の受験料は無料になります。
社会的に認知された資格ですので、就職や進学の際に、有利です 
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２０２１年度 家庭科技術検定（後期）食物調理技術検定・保育技術検定 

  申し込み期間 １０月３日（日）～１０月６日（水）  

受験は 4級からです。学校や家庭での練習が必要です。材料代は、自己負担です。 

食 物 調 理 技 術 検 定

筆記試験（30分） 献立作成・実技試験（90分で５品調理） 筆記試験（30分） 献立作成・実技試験（50分で調理）

筆記試験（30分） 実技試験（40分で調理）

筆記試験（8分）計量試験（2分） 

きゅうりの半月切り（30秒）

  保 育 技 術 検 定 （１・２級は筆記試験あり）

                 2 級作品

受検料                     

食物調理４級 食物調理３級 食物調理２級 食物調理１級 

８００円 １０００円 １５００円 ２０００円 

保育検定４級 保育検定３級 保育検定２級 保育検定１級 

各３００円 各４００円 各６００円 各７００円 

※支援協議会から受験料の補助があります。（年度内１回分） 
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