
平成29年度　明浄学院高等学校　授業一覧表 教務部　　　　　　

      1年1組 1年2組 1年3組 1年4組 1年5組 1年6組 2年1組 2年2組 2年3組 2年4組 2年5組 2年6組 3年1組 3年2組 3年3組 3年4組 3年5組 3年6組 3年7組
月  １ 保健 体育 数学Ⅰ 世界史 C英語 国語総 化学基 C英Ⅱ 数学Ⅱ 日本史 化学演 日本史 礼法 C英Ⅱ 現代文 現代文 政治経 体育 古典/数学
                                                                                                                         

2 数学Ⅰ 国語総 科学と C英語 書道Ⅰ 社会と 日本史 現代文 化学基 ダンス 数学Ⅱ 体育 数学Ⅱ 礼法 政治経 C英Ⅱ 現代文 国語演 C英Ⅲ
                                                                                                                         

3 社会と 科学と 世界史 英語演 書道Ⅰ 数学Ⅰ C英Ⅱ 家庭基 C英Ⅱ 現代文 現代文 数学Ⅱ 地理A 数学Ⅱ 生物基 体育 ダンス 数学演 英語表
                                                                                                                         

4 C英語 数学Ⅰ 英語演 国語総 世界史 英語演 体育 日本史 現代文 数学Ⅱ 家庭基 現代文 体育 現代文 礼法 数学Ⅱ 生物基 C英Ⅱ 英語表
                                                                                                                         

5 世界史 C英語 社会と ダンス 数学Ⅰ 書道Ⅰ 英語表 数学Ⅱ 体育 英語表 C英Ⅱ 化学基 生物基 政治経 音楽演 礼法 C英Ⅱ 地理A 現代文
                                                                                                                         

6 英語演 世界史 国語総 数学Ⅰ 社会と 書道Ⅰ 現代社 ダンス 英語表 C英Ⅱ 小論文 国語演 C英Ⅱ 地理A 体育 生物基 礼法 英語演 現代文
                                                                                                                         

7                         国語総 C英語                         生物基 英語演                               医療英 生物基
        ×    ×    ×    ×                ×    ×    ×    ×                ×    ×    ×    ×    ×               
火  １ 科学と 世界史 ダンス 書道Ⅰ 国語総 国語総 C英Ⅱ 日本史 数学Ⅱ C英Ⅱ 現代社 C英Ⅱ 体育 生物基 数学Ⅱ 数学Ⅱ 現代文 現代文 C英Ⅲ
                                                                                                                         

2 音楽Ⅰ 英会話 国語総 社会と 数学A 英語演 書道Ⅱ 現代社 化学基 体育 現代文 家庭基 生物基 C英Ⅱ 英語表 ダンス 地理A 英語演 現代文
                                                                                                                         

3 世界史 国語総 C英語 科学と 英会話 数学Ⅰ 現代文 化学基 日本史 英語表 数学Ⅱ 体育 3年系 3年系 3年系 3年系 3年系 地理A 古典/数学
                                                                                                                         

4 英会話 体育 書道Ⅰ 音楽Ⅰ 世界史 保健 ダンス 英語表 現代社 家庭基 環境科 英語表 3年系 3年系 3年系 3年系 3年系 小論文 古典/数学
                                                                                                                         

5 数学Ⅰ 科学と 英語演 体育 科学と C英語 2年系 2年系 2年系 2年系 家庭基 現代社 数学Ⅱ 政治経 現代文 書道Ⅱ 音楽演 医療英 英語演
                                                                                                                         

6 国語総 英語演 科学と 数学Ⅰ 体育 物理基 2年系 2年系 2年系 2年系 英語演 古典B 書道Ⅱ 数学Ⅱ C英Ⅱ C英Ⅱ C英Ⅱ 生物 日演/
                                                                                                                         

7                         C英語 世界史                         英語表 現代文                               数学演 日B/世
        ×    ×    ×    ×                ×    ×    ×    ×                ×    ×    ×    ×    ×               
水  １ 国語総 総合和 体育 数学Ⅰ 英語演 世界史 現代文 C英Ⅱ 英語表 保健 化学演 家庭基 現代文 C英Ⅱ ダンス 現代文 数学Ⅱ 現代文 日B/世
                                                                                                                         

2 C英語 書道Ⅰ 総合和 英会話 保健 国語総 現代社 現代文 ダンス 日本史 体育 数学Ⅱ 生物基 音楽演 英語表 地理A 生物基 医療英 日演/
                                                                                                                         

3 総合和 社会と 英会話 音楽Ⅰ 国語総 数学Ⅰ 体育 数学Ⅱ 現代文 C英Ⅱ 数学Ⅱ 日本史 地理A 英語表 C英Ⅱ 生物基 体育 数学演 生物基
                                                                                                                         

4 世界史 国語総 社会と 国語総 体育 英会話 家庭基 日本史 書道Ⅱ 現代社 現代文 現代文 C英Ⅱ 体育 地理A 政治経 C英Ⅱ 数学演 英語演
                                                                                                                         

5 ダンス 音楽Ⅰ 数学Ⅰ 科学と 世界史 C英語 数学Ⅱ 体育 日本史 現代文 生物基 英語表 3年系 3年系 3年系 3年系 3年系 生物 英語演
                                                                                                                         

6 科学と 数学Ⅰ 音楽Ⅰ 世界史 C英語 ダンス 日本史 現代社 C英Ⅱ 書道Ⅱ 数学Ⅰ 英語演 3年系 3年系 3年系 3年系 3年系 英語演 体育
                                                                                                                         

7                         数学Ⅰ 英語演                         C英Ⅱ C英Ⅱ                               C英Ⅱ C英Ⅲ
        ×    ×    ×    ×                ×    ×    ×    ×                ×    ×    ×    ×    ×               



平成29年度　明浄学院高等学校　授業一覧表 教務部　　　　　　

      1年1組 1年2組 1年3組 1年4組 1年5組 1年6組 2年1組 2年2組 2年3組 2年4組 2年5組 2年6組 3年1組 3年2組 3年3組 3年4組 3年5組 3年6組 3年7組
木  １ 書道Ⅰ 科学と 世界史 国語総 ダンス 体育 数学Ⅱ C英Ⅱ 日本史 現代社 現代文 日本史 英語表 英語表 現代文 音楽演 英語表 英語演 古典/数学
                                                                                                                         

2 国語総 C英語 国語総 世界史 数学Ⅰ 数学Ⅰ 日本史 現代文 保健 数学Ⅱ 現代社 C英Ⅱ 3年系 3年系 3年系 3年系 3年系 現代文 日B/世
                                                                                                                         

3 数学Ⅰ ダンス C英語 保健 化学基 国語総 英語表 書道Ⅱ 数学Ⅱ 現代文 英語演 国語演 3年系 3年系 3年系 3年系 3年系 数学演 日演/
                                                                                                                         

4 体育 世界史 書道Ⅰ C英語 科学と 社会と C英Ⅱ 日本史 現代文 C英Ⅱ 生物基 保健 ダンス 現代文 数学Ⅱ 数学Ⅱ 政治経 小論文 C英Ⅲ
                                                                                                                         

5 C英語 国語総 科学と 社会と 国語総 世界史 化学基 家庭基 C英Ⅱ 日本史 数学Ⅰ 英語演 現代文 数学Ⅱ 生物基 英語表 現代文 国語演 英語表
                                                                                                                         

6 Ｈ．Ｒ Ｈ．Ｒ Ｈ．Ｒ Ｈ．Ｒ Ｈ．Ｒ Ｈ．Ｒ Ｈ．Ｒ Ｈ．Ｒ Ｈ．Ｒ Ｈ．Ｒ Ｈ．Ｒ Ｈ．Ｒ Ｈ．Ｒ Ｈ．Ｒ Ｈ．Ｒ Ｈ．Ｒ Ｈ．Ｒ Ｈ．Ｒ Ｈ．Ｒ
                                                                                                                         

7                                                                                                                    
        ×    ×    ×    ×    ×    ×    ×    ×    ×    ×    ×    ×    ×    ×    ×    ×    ×    ×    ×   
金  １ 音楽Ⅰ 書道Ⅰ 数学Ⅰ 総合和 国語総 C英語 現代文 体育 C英Ⅱ 化学基 保健 現代社 英語表 ダンス 政治経 C英Ⅱ 数学Ⅱ 国語演 現代文
                                                                                                                         

2 社会と 保健 保健 世界史 英語演 総合和 数学Ⅱ 保健 体育 家庭基 数学Ⅰ C英Ⅱ 音楽演 地理A 生物基 体育 C英Ⅱ 数学演 古典/数学
                                                                                                                         

3 世界史 社会と 体育 科学と 総合和 世界史 C英Ⅱ 英語表 日本史 現代文 英語表 数学Ⅱ 現代文 生物基 体育 地理A 書道Ⅱ 現代文 C英Ⅲ
                                                                                                                         

4 国語総 音楽Ⅰ 国語総 英語演 社会と 体育 保健 化学基 家庭基 数学Ⅱ 国語演 日本史 政治経 書道Ⅱ C英Ⅱ 現代文 生物基 生物 体育
                                                                                                                         

5 英語演 数学Ⅰ 音楽Ⅰ C英語 数学Ⅰ 物理基 2年系 2年系 2年系 2年系 体育 化学基 C英Ⅱ 現代文 書道Ⅱ 生物基 地理A 体育 英語演
                                                                                                                         

6 書道Ⅰ 英語演 世界史 体育 科学と 数学A 2年系 2年系 2年系 2年系 国語演 古典B 数学Ⅱ C英Ⅱ 現代文 英語表 体育 数学演 日B/世
                                                                                                                         

7                         化学基 国語総                         C英Ⅱ 現代文                               C英Ⅱ 日演/
        ×    ×    ×    ×                ×    ×    ×    ×                ×    ×    ×    ×    ×               
土  １ 科学と 世界史 C英語 国語総 数学A C英語 家庭基 現代文 現代社 体育 小論文 数学Ⅱ C英Ⅱ 生物基 C英Ⅱ C英Ⅱ 英語表 数学演 現代文
                                                                                                                         

2 体育 C英語 世界史 書道Ⅰ 世界史 数学A 現代文 数学Ⅱ 現代文 日本史 C英Ⅱ C英Ⅱ 現代文 体育 数学Ⅱ 政治経 現代文 国語演 C英Ⅲ
                                                                                                                         

3 キャリ キャリ キャリ キャリ C英語 国語総 日本史 C英Ⅱ 家庭基 化学基 数学Ⅱ 古典B 政治経 現代文 地理A 現代文 数学Ⅱ 生物 英語表
                                                                                                                         


