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曜

学校行事

限 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1限 8:40-9:30

1年1組 社会 国語 技家 数学 理科 音楽 美術 理科 技家 英語 体育 国語 理科 体育 英語 道徳 数学 2限 9:40-10:30

1年2組 国語 理科 社会 英語 数学 美術 数学 英語 社会 国語 理科 体育 英語 数学 音楽 道徳 体育 3限 10:40-11:30

1年3組 理科 英語 国語 技家 体育 数学 国語 体育 理科 社会 音楽 技家 数学 理科 英語 道徳 国語 4限 11:40-12:30

1年4組 技家 英語 数学 理科 国語 体育 数学 国語 美術 体育 社会 音楽 美術 国語 英語 道徳 数学 5限 13:30-14:20

2年1組 国語 音楽 数学 美術 社会 英語 理科 数学 英語 技家 国語 総合 理科 国語 体育 社会 道徳 6限 14:30-15:20

2年2組 保体 社会 理科 国語 技家 英語 社会 体育 英語 国語 理科 総合 国語 社会 理科 保体 道徳
ひまわり 国語 数学 社会 英語 数学 英語 国語
3年1組 英語 国語 体育 理科 社会 数学 理科 社会 体育 総合 数学 英語 数学 英語 理科 社会 道徳
3年2組 社会 体育 美術 英語 数学 理科 国語 英語 数学 総合 技家 社会 英語 理科 社会 国語 道徳
3年3組 理科 数学 社会 音楽 英語 国語 英語 国語 社会 総合 体育 理科 社会 美術 数学 英語 道徳
通級 １年生 ３年生 ２年生 2年生 1年生

曜

学校行事

限 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1年1組 英語 理科 数学 総合 国語 社会 社会 国語 数学 美術 英語 特活
1年2組 社会 数学 音楽 総合 技家 英語 美術 技家 理科 体育 国語 特活
1年3組 英語 社会 美術 総合 音楽 数学 数学 社会 英語 国語 体育 特活
1年4組 数学 美術 技家 総合 社会 英語 理科 体育 国語 社会 英語 特活
2年1組 数学 英語 体育 総合 社会 美術 英語 美術 理科 技家 数学 特活
2年2組 美術 英語 数学 総合 国語 技家 英語 数学 美術 社会 理科 特活
ひまわり 英語 社会 英語 数学
3年1組 国語 技家 理科 社会 英語 総合 数学 理科 技家 音楽 美術 特活
3年2組 理科 国語 英語 体育 数学 総合 理科 社会 音楽 数学 体育 特活
3年3組 体育 社会 国語 数学 理科 総合 技家 英語 社会 理科 数学 体育
通級 1年生

普通日課

授業変更の可能性はあります。

小中校区合同交流授業(5時間目)数学巡回指導(県教委より、指導主事来校)

31日（木）普通6

避難訓練も参加できます。

　　 ③　県教委他来客のある授業もありますが、

1日（金）普通6
避難訓練(6時間目)

1学期公開授業日課表　5月28日（月）～6月1日（金）
津久見市立第一中学校

28日（月）普通6 29日（火）普通6 30日（水）普通５

ご一緒に参観してください。

第一中学校の「公開授業」が始まります。

お忙しい中ですが、子どもたちの学びに向かう意欲的な姿を参観して

いただきたいと思います。

なお、参観する時間は9:00～15:30となっております。
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