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

③ ① ②２ ②１ ⑦ ⑦ ④１ ④１ ⑤ ⑤ S５ S６ S６前 S６後 ① ① ⑤ LH ②１ ③ ④２ ④２ ⑨ ⑨ ③ ②２ ⑥ ⑥ ⑩ ⑩
現代文Ｂ 現代文Ｂ 国語総合 国語総合 国語表現 国語総合 １－２ 現代文Ｂ 国語総合 国語総合 現代文Ｂ

多Ⅲ 多Ⅲ 42 42 42 42 42 多Ⅲ 42 42 多Ⅲ

国語総合 国語総合 現代文Ｂ 現代文Ｂ 国語表現 国語総合 １－３ 国語総合 現代文Ｂ 現代文Ｂ 国語総合

43 43 52 52 43 43 43 43 52 52 43

古典Ａ 現代文Ａ 古典Ａ 古典Ａ 古典Ａ 古典Ａ 古典Ａ 現代文Ａ

46 46 13 13 46 46 13 46

現代社会 世界史Ｂ 世界史Ｂ 世界史Ｂ 世界史Ａ 現代社会 現代社会 世界史Ｂ 世界史Ａ 世界史Ａ 世界史Ｂ

多Ⅲ 49 49 44 多Ⅰ 多Ⅲ 多Ⅲ 49 47 47 49

現代社会 政治経済 倫理 政治経済 政治経済 現代社会 倫理 現代社会 倫理 倫理 現代社会 政治経済

41 12 12 13 13 41 12 41 13 13 41 12

世界史Ａ 地理Ａ 地理Ｂ 地理Ｂ 現代社会 地理Ｂ 地理Ａ 地理Ｂ 地理Ｂ 世界史Ａ

44 44 49 49 45 45 44 49 49 44

日本史Ｂ 日本史Ｂ 日本史Ａ 日本史Ａ 日本史Ｂ 日本史Ａ 日本史Ｂ 日本史Ｂ

48 48 47 47 46 46 48 48

数学Ⅲ 数学Ⅲ 数学Ⅰ 数学Ⅰ 数学Ⅰ 数学Ⅲ 数学Ⅲ 数学Ⅰ 数学Ⅲ

13 13 41 41 47 13 13 41 13

数学Ⅰ 数学Ⅱ 数学Ⅱ 数学Ⅰ 数学Ⅰ 数学Ａ 数学Ⅰ 数学Ⅰ 数学Ⅰ ４－１ 数学Ⅱ 数学Ⅱ

42 47 47 42 42 13 42 42 42 13 47 47

数学Ａ 数学Ⅰ 数学Ｂ 数学Ⅰ 数学Ⅰ 数学Ⅱ 数学Ⅰ 数学Ⅰ 数学Ⅰ ３－２ 数学Ａ 数学Ａ 数学Ｂ

52 43 13 43 43 12 43 43 43 52 52 52 13

数学Ⅰ 数学Ａ 数学Ａ 数学Ⅰ 数学Ⅰ 数学Ａ

44 12 12 44 44 12

地学基礎 生物基礎 科学と人間 科学と人間 科学と人間 科学と人間 生物基礎 生物基礎 ２－１ 科学と人間 地学基礎 地学基礎

49 41 46 44 44 46 41 41 45 46 49 49

化学基礎 地学基礎 化学 化学 化学基礎 化学基礎 科学と人間 地学基礎 地学基礎 化学基礎 １－１ 化学基礎 化学 化学 化学基礎

48 45 48 48 47 47 47 45 45 47 41 48 48 48 48

物理基礎 生物 生物 生物基礎 生物基礎 生物基礎 物理基礎 物理基礎 生物基礎 生物 生物

49 多Ⅰ 多Ⅰ 多Ⅰ 多Ⅰ 41 49 49 多Ⅰ 多Ⅰ 多Ⅰ

保健男 体育１男 体育１男 保健男 体育３女 体育２男 保健男 保健男 保健男 体育１男 体育１男

41 体・Ｇ 体・Ｇ 41 体・Ｇ 体・Ｇ 48 41 41 体・Ｇ 体・Ｇ

体育３男 体育２女 体育２女★ 体育１男 体育３男 体育２女★ 体育３男 体育１男 体育３男 体育２女

体・Ｇ 体・Ｇ 体・Ｇ 体・Ｇ 体・Ｇ 体・Ｇ 体・Ｇ 体・Ｇ 体・Ｇ 体・Ｇ

体育３男 体育２男 体育２男★ 保健男 体育２女 保健女 体育２男★ 体育３男 保健男 体育３男 体育２男

体・Ｇ 体・Ｇ 体・Ｇ 43 体・Ｇ 49 体・Ｇ 体・Ｇ 43 体・Ｇ 体・Ｇ

体育３女 体育１女 保健女 保健女 体育１女 ３－１ 体育１女 体育３女 体育１女 保健女 体育３女 保健女

体・Ｇ 体・Ｇ 45 45 体・Ｇ 51 体・Ｇ 体・Ｇ 体・Ｇ 45 体・Ｇ 45

保健男 体育１男 保健男 体育３女

42 体・Ｇ 42 体・Ｇ

体育３女 体育３女 体育１男

体・Ｇ 体・Ｇ 体・Ｇ

美術Ⅰ 美術Ⅱ 美術Ⅱ 工芸Ⅰ 美術Ⅰ 美術Ⅲ 美術Ⅲ 美術Ⅰ

美術 美術 美術 工芸 美術 美術 美術 美術

音楽Ⅰ 音楽Ⅱ 音楽Ⅱ 音楽Ⅰ １－４ 音楽Ⅰ 音楽Ⅲ 音楽Ⅲ 音楽Ⅰ

音楽 音楽 音楽 音楽 44 音楽 音楽 音楽 音楽

書道Ⅰ 書道Ⅱ 書道Ⅱ 書道Ⅰ 書道Ⅰ 書道Ⅲ 書道Ⅲ 書道Ⅰ

書道 書道 書道 書道 書道 書道 書道 書道

工芸Ⅰ 工芸Ⅱ 工芸Ⅱ 工芸Ⅰ 工芸Ⅲ 工芸Ⅲ 工芸Ⅰ

工芸 工芸 工芸 工芸 工芸 工芸 工芸

家庭総合 家庭総合 フードA フードA 家庭総合 フードA ２－２ 家庭総合 服飾手芸 服飾手芸 家庭総合

51 51 51 51 51 51 46 51 被服 被服 51

消費生活 子ども発保 フードA フードA 子ども発保 子ども発保 フードA 消費生活 服飾手芸 服飾手芸 消費生活

13 51 52 52 51 51 52 13 被服 被服 13

子ども発保 フードB フードB 家庭総合 家庭総合 家庭総合 子ども発保 子ども発保 フードB 家庭総合 家庭総合 フードB

52 52 52 51 51 52 52 52 52 51 51 52

ｺﾐｭ英Ⅰ ｺﾐｭ英Ⅰ ｺﾐｭ英Ⅰ 英表現Ⅱ ｺﾐｭ英Ⅰ ３－４ 英表現Ⅰ 英表現Ⅰ

44 44 49 44 44 多Ⅲ 44 44

ｺﾐｭ英Ⅰ ｺﾐｭ英Ⅲ ｺﾐｭ英Ⅲ ｺﾐｭ英Ⅰ ｺﾐｭ英Ⅰ ｺﾐｭ英Ⅰ ｺﾐｭ英Ⅰ ｺﾐｭ英Ⅰ ｺﾐｭ英Ⅲ ｺﾐｭ英Ⅲ

47 12 12 45 45 47 47 45 12 12

ｺﾐｭ英Ⅱ ｺﾐｭ英Ⅱ ｺﾐｭ英Ⅰ ｺﾐｭ英Ⅰ ｺﾐｭ英Ⅱ 英表現Ⅰ ｺﾐｭ英Ⅰ ２－３ ｺﾐｭ英Ⅱ ｺﾐｭ英Ⅱ

多Ⅱ 多Ⅱ 46 46 48 多Ⅲ 46 47 多Ⅱ 多Ⅱ

ｺﾐｭ英Ⅰ ｺﾐｭ英Ⅱ ｺﾐｭ英Ⅰ ｺﾐｭ英Ⅰ ｺﾐｭ英Ⅲ

47 多Ⅱ 12

電子商取引 ビジ基礎 社会と情報 社会と情報 ビジ基礎 社会と情報 ビジ基礎 ビジ基礎 ３－３ 電子商取引 社会と情報 社会と情報 電子商取引

パＢ 多Ⅰ パＢ パＢ 多Ⅰ パＢ 多Ⅰ 多Ⅰ 多Ⅰ パＢ パＢ パＢ パＢ

情報処理 社会と情報 簿記 簿記 社会と情報 簿記 ２－４ 情報処理 情報処理 社会と情報

パＡ パＡ 48 48 パＡ 48 46 パＡ パＡ パＡ

情報処理 社会と情報 社会と情報 社会と情報 社会と情報 情報処理 社会と情報 社会と情報 情報処理 社会と情報

パＡ パＡ パＢ パＢ パAB パＡ パＢ パＢ パＡ パＡ

平成29年度　時間割表 定時制昼間部

教科

国語

地歴公民

パＡ

知のﾈｯﾄﾜｰｸ

商業情報
パＡ

パＡ

知のﾈｯﾄﾜｰｸ

知のﾈｯﾄﾜｰｸ

英語でﾄｰｸ

多Ⅲ 48

42 多Ⅲ

国際理解

基礎英語 国際理解
英語

学びを創る

41 多Ⅲ 高知大

多Ⅲ 48

基礎英語 国際理解

国際理解 英語でﾄｰｸ

被服

被服

生活文化創造学習

生活文化創造学習

家庭

話し方講座

52 家庭経営室 被服 52

博物館入門 茶道入門 生活文化創造学習

芸術
書道

音楽 音楽

現代書道

器楽の楽 芸術探索

中国語入門

51 工芸 美術 51

ﾊﾝｸﾞﾙ入門 陶芸 芸術探索

保健体育
体・Ｇ

生涯ｽﾎﾟｰﾂをめざして

体・Ｇ

体・Ｇ

生涯ｽﾎﾟｰﾂをめざして

生涯ｽﾎﾟｰﾂをめざして

体・Ｇ

41

生涯ｽﾎﾟｰﾂをめざして

私たちと環境

理科
41

41

私たちと環境

私たちと環境

42 パＡ

基礎数学 知のﾈｯﾄﾜｰｸ
数学

数学課題探求

パＡ 41

41 パＡ

知のﾈｯﾄﾜｰｸ

基礎数学 知のﾈｯﾄﾜｰｸ

13 52

52

社会演習 高知県を知る

高知県を知る

52

高知県を知る

52

高知県を知る

基礎国語

51 43

51 42

文学探訪

6

文学探訪 基礎国語

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日


