
小学部１年 クラス

2/1 2/2 2/3 2/4 2/5
小学部２年 クラス

2/1 2/2 2/3 2/4 2/5
小学部３年 クラス

2/1 2/2 2/3 2/4 2/5
（月） （火） （水） （木） （金） （月） （火） （水） （木） （金） （月） （火） （水） （木） （金）

1校時 １ 図工 算数 国語 国語 国語 1校時 １ 国語 国語 国語 体いく 体いく 1校時 １ 外国語 音楽 国語 音楽 EC
２ 国語 国語 国語 音楽 国語 ２ 国語 体いく 図工 算数 算数 ２ 書写 算数 体育 理科 EC

８：３０～ ３ 国語 音楽 国語 国語 国語 ８：３０～ ３ 音楽 書しゃ 国語 図工 国語 ３ 国語 国語 国語 理科 EC
２校時 １ 図工 国語 算数 音楽 道徳 ２校時 １ 算数 算数 音楽 書しゃ EC ８：３０～ ４ 国語 算数 算数 　算数 EC

２ 算数 音楽 算数 算数 書写 ２ 算数 算数 図工 国語 EC ２校時 １ 国語 KL 体育 国語 国語

９：３０～ ３ 算数 国語 算数 算数 算数 ９：３０～ ３ 算数 体いく 道とく 図工 EC ２ 外国語 社会 算数 国語 体育

３校時 １ 国語 音楽 生活 算数 EC ３校時 １ 音楽 図工 算数 算数 国語 ３ 算数 音楽 算数 書写 算数

２ 図工 算数 道徳 国語 EC ２ 算数 書しゃ 国語 音楽 国語 ９：３０～ ４ 音楽 書写 国語 体育 国語

１０：３０～ ３ 生活 体育 図工 道徳 EC １０：３０～ ３ 国語 算数 算数 国語 体いく ３校時 １ 図工 体育 EC 算数 理科

4校時 １ 算数 EC 体育 書写 学活 4校時 １ 学かつ 図工 EC 道とく 算数 ２ 算数 音楽 EC 図工 算数

２ 図工 EC 体育 生活 学活 ２ 音楽 学かつ EC 体いく 道とく ３ 理科 外国語 EC 国語 図工

１１：３０～ ３ 書写 EC 図工 音楽 学活 １１：３０～ ３ 算数 学かつ EC 音楽 算数 １０：３０～ ４ 算数 社会 EC 国語 算数

自習タイム にこにこ
かつどう

自習タイム にこにこ
かつどう

４校時 １ 図工 国語 算数 社会 社会

１３：３０～ １３：３０～ ２ 国語 理科 国語 図工 国語

※赤字部分は、zoomによるリアルタイム授業を予定しています。（変更になることもあります）                                        ※赤字部分は、zoomによるリアルタイム授業を予定しています。（変更になることもあります）                                        ３ 体育 社会 体育 算数 図工

※５日に学校再開となった場合は、時間割の変更があります。 ※５日に学校再開となった場合は、時間割の変更があります。 １１：３０～ ４ 図工 音楽 国語 理科 体育

５校時 １ 算数 算数

にこにこ
活動

理科 算数

２ 社会 国語 算数 音楽

３ 社会 算数 音楽 国語

１３：３０～ ４ 図工 外国語 KL 社会

自習タイム １ 書写

２ KL
３ KL

１４：３０～ ４ 理科
※黄色塗りつぶし部分は、zoomによるリアルタイム授業を予定しています。（変更になることもあります）                                        
※３日（水）は、13:30～14:00　にこにこ活動、14:10～15:00　5時間目授業となります。

※５日に学校再開となった場合は、時間割の変更があります。

小学部４年 クラス

2/1 2/2 2/3 2/4 2/5
小学部５年 クラス

2/1 2/2 2/3 2/4 2/5
小学部６年 クラス

2/1 2/2 2/3 2/4 2/5
（月） （火） （水） （木） （金） （月） （火） （水） （木） （金） （月） （火） （水） （木） （金）

1校時 １ 国語 体育 音楽 国語 図工 1校時 １ 音楽 算数 家庭科 国語 図工 1校時 １ 算数 総合 国語 理科 家庭

２ 図工 外国語 体育 国語 算数 ２ 社会 図工 理科 体育 社会 ８：３０～ ２ 算数 総合 算数 社会 算数

８：３０～ ３ 体育 図工 国語 外国語 国語 ８：３０～ ３ 国語 国語 国語 図工 特活 ２校時 １ 社会 EC 算数 道徳 算数

２校時 １ 算数 理科 EC 外国語 図工 ２校時 １ 国語 国語 国語 社会 図工 ９：３０～ ２ 国語 EC 家庭 理科 音楽

２ 図工 国語 EC 理科 国語 ２ 音楽 図工 道徳 国語 家庭科 ３校時 １ 理科 体育 外国語 EC 音楽

９：３０～ ３ 国語 図工 EC 算数 音楽 ９：３０～ ３ 算数 体育 理科 図工 社会 １０：３０～ ２ 社会 体育 社会 EC 国語

３校時 １ 社会 国語 国語 算数 音楽 ３校時 １ ＥＣ 社会 理科 道徳 体育 ４校時 １ 国語 音楽 総合 社会 国語

２ 国語 理科 算数 算数 社会 ２ ＥＣ 国語 家庭科 外国語 理科 １１：３０～ ２ 学活 国語 総合 国語 社会

１０：３０～ ３ 算数 国語 算数 理科 総合 １０：３０～ ３ ＥＣ 道徳 算数 国語 算数 ５校時 １ 図工 社会 家庭 国語 社会

４校時 １ EC 算数 算数 理科 算数 ４校時 １ 算数 体育 算数 ＥＣ 理科 １３：３０～ ２ 理科 音楽 図工 外国語 家庭

２ EC 算数 音楽 総合 音楽 ２ 国語 算数 国語 ＥＣ 算数 自習タイム １ 委員会

１１：３０～ ３ EC 理科 道徳 社会 特活 １１：３０～ ３ 家庭科 外国語 社会 ＥＣ 家庭科 １４：３０～ ２ 委員会

５校時 １ 総合 道徳
にこにこ
活動

体育 社会 ５校時 １ 家庭科 外国語
にこにこ
活動

総合 算数 ※黄色塗りつぶし部分は、zoomによるリアルタイム授業を予定しています。（変更になることもあります）                                        

２ 算数 社会 体育 道徳 ２ 算数 体育 総合 特活 ※５日に学校再開となった場合は、時間割の変更があります。

１３：３０～ ３ 社会 算数 体育 算数 １３：３０～ ３ 音楽 算数 総合 理科

自習タイム １ 特活 自習タイム １ 特活

委員会２ 特活 ２ 算数

１４：３０～ ３ 音楽 １４：３０～ ３ 体育
※黄色塗りつぶし部分は、zoomによるリアルタイム授業を予定しています。（変更になることもあります）                                        ※黄色塗りつぶし部分は、zoomによるリアルタイム授業を予定しています。（変更になることもあります）                                        
※３日（水）は、13:30～14:00　にこにこ活動、14:10～15:00　5時間目授業となります。 ※３日（水）は、13:30～14:00　にこにこ活動、14:10～15:00　5時間目授業となります。

※５日に学校再開となった場合は、時間割の変更があります。 ※５日に学校再開となった場合は、時間割の変更があります。


