
分散登校 5/25 ～ 5/29 臨時時間割（工・商）

曜日 校時 自１ 工演習室 自２Ａ 自２Ｂ 自演２ 自３Ａ 機１ 機２Ａ教室 機２Ａ 機２Ｂ 機演４ 機３Ａ 機３Ｂ 機３Ａ教室 商１Ａ 商１Ｂ教室 商１Ｂ 商２ 商実践室１ 商３ 商演習室１ 校時 曜日

曜日 校時 自１ 自２Ａ 工演習室 自２Ｂ 自３Ａ 自演２ 機１ 機２Ａ 機１教室 機２Ｂ 機演４ 機３Ａ 機３Ｂ教室 機３Ｂ 商１Ａ 商実践室１ 商１Ｂ 商演習室１ 商２ 商３ 校時 曜日

曜日 校時 自１ 工演習室 自２Ａ 自２Ｂ 自演２ 自３Ｂ 機１ 機演４ 機２Ａ 機２Ｂ教室 機２Ｂ 機３Ａ 機３Ｂ 機３Ａ教室 商１Ａ 商１Ｂ 商１Ａ教室 商２ 商実践室１ 商３ 商演習室１ 校時 曜日

曜日 校時 自１ 工演習室 自２Ａ 自演２ 自２Ｂ 自３Ａ 機１ 機演４ 機２Ａ 機２Ｂ 機２Ａ教室 機３Ａ 機３Ｂ教室 機３Ｂ 商１Ａ 商１Ｂ教室 商１Ｂ 商２ 商実践室１ 商３ 校時 曜日

曜日 校時 自１ 自２Ａ 工演習室 自２Ｂ 自演２ 自３Ｂ 機１ 機２Ａ 機２Ｂ教室 機２Ｂ 機３Ａ 機１教室 機３Ｂ 機演４ 商１Ａ 商１Ｂ 商実践室１ 商２ 商３ 商演習室１ 校時 曜日

自３Ｂ(自動車科演習室１)

5/25
月

1 世界史 数学Ⅱ 実習 工技基 現代文Ｂ 家庭総合 1

5/25
月

2 芸術 数学Ⅱ 世界史 実習 工技基

製図 製図 機械設計 簿記 国語表現 保健

経済と法 2

3 コ英Ⅰ 数学Ⅰ 物理基礎 自整備 実習 工技基 家庭基礎

電気基礎 電気基礎 現代英語 ビジ基礎 課題研究 家庭総合

現代文Ｂ 3原動機 地理 国語総合 コース(ビ情/財務/秘書) 数学Ａ

4 国語総合 コ英Ⅰ 自整備 物理基礎 実習 工技基 コ英Ⅰ

コ英Ⅰ

5/26
火

1 実習 課題研究 実習

実習

課題研究 4

自３Ｂ(自動車科演習室１)

家庭基礎 数学Ａ 国語総合 数学Ⅰ 保健 世界史

1

自電気

数学Ⅰ 科学 情報処理 4

5/26
火

2 国語総合 世界史 実習 自法規 実習 機械工作 機械工作

数学Ⅱ 数学Ⅱ 機械設計 情報処理 地理 数学Ⅰ

実習２(工業PC) 情報処理 数学Ⅰ 地理 2

3 世界史 自工学 実習 3

4 自工学 国語総合 実習 現代英語 実習 物理基礎 保健 現代社会

保健 物理基礎 電気基礎 科学 地理 芸術

自３Ａ(自動車科演習室１)

5/27
水

1 実習 自工学 コ英Ⅰ 現代英語 機械工作 機械工作

3 実習 家庭基礎 自工学 国語総合 コ英Ⅰ

課題研究 1

5/27
水

2 実習 コ英Ⅰ 家庭基礎 現代文Ｂ コ英Ⅰ 保健

物理基礎 実習 国語総合 コ英Ⅰ ビジ実務 家庭総合

実習 簿記 コ英Ⅰ 国語表現 選択(電商/ビジ英語) 3

現代英語 2

電気基礎

機械工作 実習 コ英Ⅰ 国語総合 選択(ソフ/原価/福祉) 現代社会

4家庭総合 ビジ実務 コース(ビ情/財務/ビ知)

自３Ｂ(自動車科演習室１)

5/28
木

1 情報基礎 実習 自工学

数学Ⅱ 実習 英会話4 課題研究 現代社会 保健 国語総合

3 数学Ⅰ 工技基礎 実習 現代文Ｂ 地理

コ英Ⅰ 1

5/28
木

2 情報基礎 実習 数学Ａ 工数基礎 実習 現代文Ｂ

数学Ⅰ 実習 原動機 現代英語 情報処理 世界史

実習 数学Ａ 数学Ａ 簿記 英会話 3

原動機 英会話 コース(ビ情/財務/秘書) 2

実習 現代英語 現代文Ｂ 芸術 課題研究 44 工技基礎 国語総合 実習 科学

自３Ａ(自動車科演習室１)

5/29
金

1 自整備 保健 実習 数学Ａ 1

自工学

電気基礎 ビジ基礎 総合実践 現代社会 4

5/29
金

2 物理基礎 自整備 実習 自整備 世界史 実習 現代社会

機械設計 実習 実習２ 現代社会 情報処理

実習２ 情報処理 経済と法 総合実践 2

3 コ英Ⅰ 物理基礎 実習 数学Ａ 3

4 保健 コ英Ⅰ 実習 自法規 製図 実習 現代文Ｂ

国語総合 実習 電気基礎 現代文Ｂ 簿記 現代英語

※各クラスの教室と赤字の教室に分かれて入室してください。
　→出席番号 奇数：自分の教室／偶数：赤字の教室　注：担任から指示がある場合はそれに従ってください。
※朝の登校時間は通常８：３０までになります。
※この期間の校時：１校時（８：４５～９：２５）　２校時（９：３５～１０：１５）　３校時（１０：２５～１１：０５）　４校時（１１：１５～１１：５５）　
※各日、教科名が無いクラスの生徒は、自宅にて課題学習等に取り組んでください。

　→　身体測定(第２体育館），視力検査(保健室) ※学校指定ジャージ持参。普段、ネガネをかけている者やコンタクトレンズをしている者は、その状態で検査をします。

　→　工業ＰＣ使用 　→　ＰＣ１，２他使用

※登校時や授業時間は、必ずマスクを着用してください。


