
令和３年度 学校公開（授業公開）期間 時間割表

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
8:50〜9:40 9:50〜10:40 10:50〜11:40 12:10〜13:00 13:20〜14:10 14:20〜15:10 8:50〜9:40 9:50〜10:40 10:50〜11:40 12:10〜13:00 13:20〜14:10 14:20〜15:10 8:50〜9:40 9:50〜10:40 10:50〜11:40 12:10〜13:00 13:20〜14:10 14:20〜15:10

1-1 体育  情報処理 国語総合 簿記  数学Ⅰ 英語会話 保健  国語総合 情報処理 英語Ⅰ 英語Ⅰ 数学Ⅰ 科学と⼈間⽣活 情報処理 簿記  数学Ⅰ 現代社会 Ｈ．Ｒ
体育館・グラウンド 情報処理室１ 語学演習室 情報処理室１ 情報処理室１

1-2 体育  国語総合 数学Ⅰ 簿記  情報処理 英語Ⅰ 科学と⼈間⽣活 英語会話 英語Ⅰ 国語総合 数学Ⅰ 保健  現代社会 ビジネス基礎 簿記  情報処理 国語総合 Ｈ．Ｒ
体育館・グラウンド 情報処理室１ 語学演習室 情報処理室１

1-3 国語総合 簿記  英語Ⅰ 数学Ⅰ 簿記  科学と⼈間⽣活 保健  英語Ⅰ 英語会話 体育  簿記  情報処理 ビジネス基礎 情報処理 国語総合 国語総合 数学Ⅰ Ｈ．Ｒ
語学演習室 体育館・グラウンド 情報処理室２ 情報処理室２

1-4 現代社会 簿記  英語会話 数学Ⅰ 簿記  情報処理 国語総合 数学Ⅰ 英語Ⅰ 体育  簿記  ビジネス基礎 国語総合 科学と⼈間⽣活 情報処理 現代社会 英語Ⅰ Ｈ．Ｒ
語学演習室 情報処理室２ 体育館・グラウンド 情報処理室２

1-5 情報処理 数学Ⅰ 国語総合 体育  簿記  保健  国語総合 英語Ⅰ 現代社会 英語会話 ビジネス基礎 簿記  数学Ⅰ 情報処理 科学と⼈間⽣活 簿記  科学と⼈間⽣活 Ｈ．Ｒ
情報処理室５ 体育館・グラウンド 語学演習室 情報処理室５

1-6 英語会話 情報処理 英語Ⅰ 体育  簿記  国語総合 英語会話 国語総合 英語Ⅰ 現代社会 数学Ⅰ 簿記  国語総合 数学Ⅰ 情報処理 簿記  数学Ⅰ Ｈ．Ｒ
語学演習室 情報処理室５ 体育館・グラウンド 語学演習室 情報処理室５

1-7 英語Ⅰ 国語総合 簿記  英語会話 科学と⼈間⽣活 現代社会 英語Ⅰ 簿記  情報処理 数学Ⅰ 国語総合 現代社会 数学Ⅰ 情報処理 英語Ⅰ 国語総合 体育  Ｈ．Ｒ
語学演習室 情報処理室３ 情報処理室３ 体育館・グラウンド

1-8 国語総合 科学と⼈間⽣活 簿記  現代社会 数学Ⅰ 英語Ⅰ 現代社会 簿記  保健  国語総合 情報処理 国語総合 情報処理 英語会話 国語総合 数学Ⅰ 体育  Ｈ．Ｒ
情報処理室３ 情報処理室３ 語学演習室 体育館・グラウンド

2-1 英語Ⅱ 家庭基礎 原価計算 現代⽂ 化学基礎 体育  政治・経済 世界史 原価計算 現代⽂ ビジネス情報 財務会計Ⅰ 体育  数学Ⅱ ビジネス情報 政治・経済 家庭基礎 Ｈ．Ｒ
体育館・グラウンド 体育館・グラウンド

2-2 世界史 化学基礎 原価計算 政治・経済 家庭基礎 体育  数学Ⅱ ビジネス情報 原価計算 原価計算 財務会計Ⅰ 現代⽂ 体育  英語Ⅱ 数学Ⅱ 世界史 化学基礎 Ｈ．Ｒ
体育館・グラウンド 体育館・グラウンド

2-3 英語Ⅱ 現代⽂ 選択Ｃ 世界史 体育  財務会計Ⅰ 保健  選択Ｃ 英語Ⅱ 原価計算 政治・経済 現代⽂ 化学基礎 財務会計Ⅰ 家庭基礎 原価計算 数学Ⅱ Ｈ．Ｒ
体育館・グラウンド

2-4 選択Ａ 選択Ｂ 選択Ｃ 数学Ⅱ 体育  化学基礎 数学Ⅱ 選択Ｃ 選択Ａ 世界史 現代⽂ 政治・経済 選択Ｂ 英語Ⅱ 保健 数学Ⅱ 英語Ⅱ Ｈ．Ｒ
体育館・グラウンド

2-5 選択Ａ 選択Ｂ 選択Ｃ 化学基礎 政治・経済 家庭基礎 体育  選択Ｃ 選択Ａ 英語Ⅱ 数学Ⅱ 家庭基礎 選択Ｂ 現代⽂ 英語Ⅱ 数学Ⅱ 保健  Ｈ．Ｒ
体育館・グラウンド

2-6 選択Ａ 選択Ｂ 選択Ｃ 政治・経済 数学Ⅱ 現代⽂ 体育  選択Ｃ 選択Ａ 現代⽂ 家庭基礎 英語Ⅱ 選択Ｂ 世界史 数学Ⅱ 英語Ⅱ 化学基礎 Ｈ．Ｒ
体育館・グラウンド

2-7 現代⽂ 英語表現Ⅰ 家庭基礎 数学Ⅱ 財務会計Ⅰ 世界史 英語表現Ⅰ 現代⽂ 保健  原価計算 世界史 化学基礎 財務会計Ⅰ 数学Ⅱ 政治・経済 体育  英語Ⅱ Ｈ．Ｒ
2-7,語学演習室 2-7,語学演習室 体育館・グラウンド

2-8 化学基礎 財務会計Ⅰ 世界史 原価計算 現代⽂ 政治・経済 原価計算 マーケティング 数学Ⅱ 保健 化学基礎 保健  家庭基礎 財務会計Ⅰ 英語Ⅱ 体育  現代⽂ Ｈ．Ｒ
体育館・グラウンド

3-1 ⽇本史 体育  ⾳楽Ⅰ 選択Ｅ 総合実践 総合実践 課題研究 現代⽂ ⽇本史 選択Ｄ 英語Ⅱ 体育  現代⽂ 英語Ⅱ 経済活動と法 選択Ｅ 課題研究 Ｈ．Ｒ
体育館・グラウンド ⾳楽室 総合実践室 総合実践室 3-1,3-2,講義室 体育館・グラウンド 3-1,3-2,講義室

3-2 現代⽂ 体育  数学Ⅱ 選択Ｅ 総合実践 総合実践 課題研究 現代⽂ 経済活動と法 選択Ｄ 英語Ⅱ 体育  数学Ⅱ 英語Ⅱ ⾳楽Ⅰ 選択Ｅ 課題研究 Ｈ．Ｒ
体育館・グラウンド 総合実践室 総合実践室 3-1,3-2,講義室 体育館・グラウンド 3-1,3-2,講義室 ⾳楽室

3-3 ⾳楽Ⅰ 英語Ⅱ 体育  選択Ｅ 現代⽂ 数学Ⅱ 課題研究 現代⽂ 英語Ⅱ 選択Ｄ 体育  数学Ⅱ ⾳楽Ⅰ 経済活動と法 ⽇･地 選択Ｅ 課題研究 Ｈ．Ｒ
⾳楽室 3-3,3-4,講義室 体育館・グラウンド 3-3,3-4,講義室 体育館・グラウンド ⾳楽室 3-3,多⽬的ホール 3

3-4 経済活動と法 英語Ⅱ 体育  選択Ｅ 数学Ⅱ 現代⽂ 課題研究 経済活動と法 英語Ⅱ 選択Ｄ 体育  ⾳楽Ⅰ 現代⽂ 数学Ⅱ ⽇･地 選択Ｅ 課題研究 Ｈ．Ｒ
3-3,3-4,講義室 体育館・グラウンド 3-3,3-4,講義室 体育館・グラウンド ⾳楽室 3-3,多⽬的ホール 3

3-5 英語Ⅱ 数学Ⅱ 地理Ａ 選択Ｅ 現代⽂ ⾳楽Ⅰ 課題研究 経済活動と法 体育  選択Ｄ 総合実践 総合実践 英語Ⅱ 体育  現代⽂ 選択Ｅ 課題研究 Ｈ．Ｒ
3-5,3-6,講義室 ⾳楽室 体育館・グラウンド 総合実践室 総合実践室 3-5,3-6,講義室 体育館・グラウンド

3-6 英語Ⅱ 現代⽂ 経済活動と法 選択Ｅ 地理Ａ 数学Ⅱ 課題研究 ⾳楽Ⅰ 体育  選択Ｄ 総合実践 総合実践 英語Ⅱ 体育  現代⽂ 選択Ｅ 課題研究 Ｈ．Ｒ
3-5,3-6,講義室 ⾳楽室 体育館・グラウンド 総合実践室 総合実践室 3-5,3-6,講義室 体育館・グラウンド

3-7 地理Ａ 現代⽂ 数学Ⅱ 選択Ｅ ⾳楽Ⅰ 英語Ⅱ 課題研究 体育  ⾳楽Ⅰ 選択Ｄ 数学Ⅱ 現代⽂ 経済活動と法 現代⽂ 体育  選択Ｅ 課題研究 Ｈ．Ｒ
⾳楽室 3-7,3-8,講義室 体育館・グラウンド ⾳楽室 体育館・グラウンド 体育

3-8 経済活動と法 地理Ａ 数学Ⅱ 選択Ｅ 現代⽂ 英語Ⅱ 課題研究 体育  現代⽂ 選択Ｄ ⾳楽Ⅰ 経済活動と法 地理Ａ 現代⽂ 体育  選択Ｅ 課題研究 Ｈ．Ｒ
3-7,3-8,講義室 体育館・グラウンド ⾳楽室 多⽬的ホール 体育館・グラウンド 体育

年
組

10⽉11⽇(⽉) 10⽉12⽇(⽕) 10⽉13⽇(⽔)

※ 上段が科⽬名，下段が場所です。空欄は普通教室で授業を⾏います。
※ 選択科⽬等は最後のページに使⽤教室を掲載しています。
※ 授業変更等により変更になる可能性があります。
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年
組

選択A
1 2 3 1 2 3 4 5 6 財務会計Ⅰ 2-4

8:50〜9:40 9:50〜10:40 10:50〜11:40 8:50〜9:40 9:50〜10:40 10:50〜11:40 12:10〜13:00 13:20〜14:10 14:20〜15:10 財務会計Ⅰ 2-5
英語Ⅰ 英語会話 ビジネス基礎 簿記  現代社会 科学と⼈間⽣活 国語総合 情報処理 国語総合 財務会計Ⅰ プロ１

語学演習室 情報処理室１ マーケティング 2-6・マーケ室
現代社会 情報処理 英語会話 簿記  科学と⼈間⽣活 ビジネス基礎 情報処理 国語総合 数学Ⅰ ビジネス情報 プロ２・情報４

情報処理室１ 語学演習室 情報処理室１
簿記  情報処理 現代社会 体育  英語会話 国語総合 科学と⼈間⽣活 ビジネス基礎 情報処理 選択B

情報処理室２ 体育館・グラウンド 語学演習室 情報処理室２ 原価計算 2-4
簿記  英語Ⅰ 情報処理 体育  国語総合 科学と⼈間⽣活 ビジネス基礎 情報処理 数学Ⅰ 原価計算 2-6

情報処理室２ 体育館・グラウンド 情報処理室２ ビジネス経済 2-5
英語Ⅰ 情報処理 数学Ⅰ 現代社会 国語総合 英語Ⅰ 情報処理 英語会話 簿記   ビジネス経済 プロ１

情報処理室５ 情報処理室５ 語学演習室 ビジネス情報管理 プロ２・情報４
科学と⼈間⽣活 ビジネス基礎 情報処理 英語Ⅰ ビジネス基礎 保健  国語総合 情報処理 簿記   

情報処理室５ 情報処理室５ 選択C
ビジネス基礎 簿記  国語総合 国語総合 簿記  ビジネス基礎 英語会話 情報処理 体育  英語表現Ⅰ 2-3・2-4・2-5

語学演習室 情報処理室３ 体育館・グラウンド マーケティング 情報４
英語会話 簿記  情報処理 情報処理 簿記  英語会話 ビジネス基礎 英語Ⅰ 体育  財務会計Ⅰ 情報５

語学演習室 情報処理室３ 情報処理室３ 語学演習室 体育館・グラウンド 財務会計Ⅰ 簿記室１
世界史 数学Ⅱ 原価計算 数学Ⅱ ビジネス情報 財務会計Ⅰ 保健  現代⽂ 英語Ⅱ ビジネス情報 情報処理室３・プロ２

ビジネス情報 情報処理室１・プロ１

ビジネス情報 政治・経済 現代⽂ ビジネス情報 家庭基礎 英語Ⅱ 数学Ⅱ 財務会計Ⅰ 保健   
選択D 課題研究

選択Ｃ 財務会計Ⅰ 数学Ⅱ 家庭基礎 世界史 現代⽂ 原価計算 化学基礎 数学Ⅱ 政治･経済 3-1・3-2 全商簿記１級 3-1・3-3
数学Ａ 3-3・3-4・3-5 全商情報１級 プロ１

選択Ｃ 現代⽂ 化学基礎 世界史 選択Ｂ 現代⽂ 政治・経済 英語Ⅱ 化学基礎 化学 化学室 全商電卓１級 簿記Ⅱ
商品開発 情報３，プロ２ 全商ビジネス⽂書１級 情報１〜３

選択Ｃ 化学基礎 世界史 政治・経済 選択Ｂ 体育  数学Ⅱ 世界史 現代⽂ 財務会計Ⅱ ４階課題研究室 全商英検１級 3-7
体育館・グラウンド 電⼦商取引 実践室 ⽇商１級 3-6

選択Ｃ 政治・経済 保健  数学Ⅱ 選択Ｂ 体育  世界史 現代⽂ 家庭基礎 プログラミング 情報１・簿記２ ⽇商２級 3-4
体育館・グラウンド ⼦どもの発達と保育 3-6 情報系国家資格 総合実践室

化学基礎 英語Ⅱ 家庭基礎 財務会計Ⅰ 現代⽂ 原価計算 体育  英語Ⅱ 政治・経済 ⽇商販売⼠検定 マーケ室
体育館・グラウンド 選択E 全商商経１級 3-2・3-8

現代⽂ 原価計算 英語Ⅱ 財務会計Ⅰ 英語Ⅱ マーケティング 体育  家庭基礎 数学Ⅱ ⽣物基礎 化学室 パソコン会計 情報５
体育館・グラウンド 英語表現Ⅰ 3-1・3-2 マルチメディア 情報４

数学Ⅱ 英語Ⅱ 経済活動と法 ⾳楽Ⅰ 数学Ⅱ 選択Ｄ 選択Ｅ 体育  現代⽂ 英語表現Ⅱ 3-3・3-5 探究 プロ２
3-1,3-2,講義室 ⾳楽室 体育館・グラウンド ビジネス実務 簿記１・簿記２

現代⽂ 英語Ⅱ 経済活動と法 ⽇本史 現代⽂ 選択Ｄ 選択Ｅ 体育  ⾳楽Ⅰ マーケティング マーケ室
3-1,3-2,講義室 体育館・グラウンド ⾳楽室 広告と販売促進 3-7

⽇･地 経済活動と法 英語Ⅱ 現代⽂ 体育  選択Ｄ 選択Ｅ 総合実践 総合実践 原価計算 簿記Ⅱ
3-3,多⽬的ホール 3-3,3-4,講義室 体育館・グラウンド 総合実践室 総合実践室 管理会計 ４階課題研究室

⽇･地 ⾳楽Ⅰ 英語Ⅱ 現代⽂ 体育  選択Ｄ 選択Ｅ 総合実践 総合実践 ビジネス情報 情報２
3-3,多⽬的ホール ⾳楽室 3-3,3-4,講義室 体育館・グラウンド 総合実践室 総合実践室 フードデザイン 3-8・調理室

数学Ⅱ 体育  現代⽂ 経済活動と法 ⾳楽Ⅰ 選択Ｄ 選択Ｅ 英語Ⅱ 現代⽂ 
体育館・グラウンド ⾳楽室 3-5,3-6,講義室

⾳楽Ⅰ 体育  現代⽂ 現代⽂ 地理Ａ 選択Ｄ 選択Ｅ 英語Ⅱ 経済活動と法 
⾳楽室 体育館・グラウンド 多⽬的ホール 3-5,3-6,講義室
体育  総合実践 総合実践 地理Ａ 経済活動と法 選択Ｄ 選択Ｅ 現代⽂ 英語Ⅱ 

体育館・グラウンド 総合実践室 総合実践室 多⽬的ホール 3-7,3-8,講義室
体育  総合実践 総合実践 数学Ⅱ 現代⽂ 選択Ｄ 選択Ｅ ⾳楽Ⅰ 英語Ⅱ 

体育館・グラウンド 総合実践室 総合実践室 ⾳楽室 3-7,3-8,講義室

10⽉14⽇(⽊) 10⽉15⽇(⾦)

※ 上段が科⽬名，下段が場所です。空欄は普通教室で授業を⾏います。
※ 選択科⽬等は最後のページに使⽤教室を掲載しています。
※ 授業変更等により変更になる可能性があります。


