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

１の１ 音楽 算数 生活 国語 学活 国語 国語 音楽 算数 道徳 図工 図工 国語 体育 生活 国語 音楽 算数 学活 生活 図工 図工 国語 体育 生活

１の２ 生活 音楽 算数 国語 学活 道徳 国語 国語 音楽 算数 図工 図工 国語 体育 生活 国語 学活 音楽 算数 生活 図工 図工 国語 体育 生活

１の３ 算数 生活 音楽 国語 学活 算数 道徳 国語 国語 音楽 図工 図工 国語 体育 生活 国語 道徳 学活 音楽 生活 図工 図工 国語 体育 生活

２の１ 学活 算数 国語 音楽 国語 国語 体育 図工 図工 道徳 国語 音楽 算数 生活 国語 体育 国語 図工 図工 国語 国語 音楽 算数 生活 道徳

２の２ 算数 国語 国語 体育 学活 国語 体育 図工 図工 算数 国語 生活 音楽 算数 国語 体育 国語 図工 図工 国語 国語 道徳 音楽 算数 生活

２の３ 国語 図工 国語 体育 学活 国語 体育 生活 算数 国語 国語 算数 生活 音楽 国語 体育 図工 図工 国語 音楽 国語 生活 道徳 音楽 国語

３の１ 国語 総合 体育 算数 学活 図工 図工 国語 算数 社会 国語 音楽 体育 算数 総合 国語 算数 体育 国語 道徳 理科 音楽 体育 国語 算数 学活

３の２ 国語 総合 体育 算数 学活 体育 算数 図工 図工 音楽 国語 国語 体育 算数 総合 国語 算数 体育 国語 道徳 理科 算数 体育 音楽 算数 国語

３の３ 図工 図工 体育 算数 学活 体育 国語 算数 音楽 図工 国語 外国語活動 体育 算数 図工 国語 算数 体育 総合 国語 理科 国語 体育 国語 算数 音楽

４の１ 算数 体育 図工 図工 学活 音楽 国語 国語 学活 算数 音楽 算数 国語 外国語活動 総合 学活 社会 図工 図工 国語 国語 体育 算数 算数 音楽 理科

４の２ 算数 体育 国語 国語 学活 国語 音楽 理科 理科 算数 外国語活動 算数 音楽 国語 総合 図工 図工 理科 理科 社会 国語 体育 算数 国語 国語 社会

４の３ 算数 体育 理科 理科 学活 理科 国語 音楽 国語 算数 国語 算数 外国語活動 音楽 総合 音楽 社会 国語 国語 図工 図工 体育 算数 国語 国語 道徳

５の１ 音楽 算数 国語 社会 学活 算数 外国語 図工 図工 音楽 国語 外国語 音楽 算数 総合 算数 理科 理科 家庭 家庭 算数

５の２ 社会 算数 音楽 国語 学活 算数 外国語 家庭 家庭 総合 外国語 体育 理科 算数 国語 音楽 図工 図工 理科 理科 算数

５の３ 国語 算数 社会 音楽 学活 算数 外国語 理科 理科 家庭 社会 体育 外国語 算数 音楽 国語 家庭 家庭 図工 図工 算数

６の１ 社会 国語 算数 国語 学活 図工 図工 算数 社会 外国語 家庭 家庭 算数 外国語 理科 国語 算数 音楽 総合 総合 総合 道徳

６の２ 理科 理科 算数 国語 学活 家庭 家庭 算数 国語 外国語 理科 理科 算数 音楽 外国語 国語 算数 国語 総合 総合 総合 道徳

６の３ 家庭 総合 算数 社会 体育 理科 理科 算数 学活 外国語 社会 音楽 算数 家庭 家庭 外国語 算数 国語 総合 総合 総合 道徳
図書室

優先利用

中休み/
昼休み

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

１の１ 国語 算数 体育 生活 学活 国語 国語 音楽 算数 道徳 図工 図工 国語 体育 生活 国語 音楽 算数 学活 生活 図工 図工 国語 体育 生活

１の２ 国語 算数 体育 生活 学活 道徳 国語 国語 音楽 算数 図工 図工 国語 体育 生活 国語 学活 音楽 算数 生活 図工 図工 国語 体育 生活

１の３ 国語 算数 体育 生活 学活 算数 道徳 国語 国語 音楽 図工 図工 国語 体育 生活 国語 道徳 学活 音楽 生活 図工 図工 国語 体育 生活

２の１ 国語 体育 音楽 学活 国語 国語 体育 道徳 国語 算数 音楽 国語 音楽 算数 生活 国語 体育 国語 図工 図工 国語 体育 音楽 算数 生活 国語

２の２ 国語 体育 算数 国語 音楽 音楽 体育 国語 算数 国語 学活 国語 生活 音楽 算数 国語 体育 国語 図工 図工 国語 体育 道徳 音楽 算数 生活

２の３ 国語 体育 国語 音楽 生活 国語 体育 図工 図工 算数 国語 国語 算数 生活 音楽 国語 体育 国語 図工 図工 音楽 体育 生活 道徳 音楽 国語

３の１ 算数 外国語活動 総合 総合 図工 図工 図工 国語 理科 算数 音楽 社会 体育 音楽 国語 国語 国語 音楽 国語 体育 算数 道徳 算数 音楽 国語 理科 国語 体育

３の２ 算数 国語 外国語活動 理科 学活 音楽 国語 図工 図工 算数 道徳 社会 体育 国語 音楽 理科 総合 総合 音楽 体育 算数 国語 算数 算数 理科 国語 国語 体育

３の３ 算数 国語 理科 外国語活動 学活 国語 国語 総合 音楽 算数 道徳 社会 体育 理科 国語 音楽 総合 総合 国語 体育 算数 音楽 算数 理科 図工 図工 国語 体育

４の１ 理科 理科 算数 体育 国語 国語 音楽 理科 算数 国語 社会 音楽 国語 体育 国語 図工 図工 図工 体育 国語 学活 学活 社会 体育 国語 算数 国語 道徳

４の２ 学活 社会 算数 体育 国語 道徳 理科 国語 算数 国語 社会 社会 国語 国語 理科 理科 社会 国語 図工 図工 総合 総合 道徳 体育 国語 算数 国語 社会

４の３ 国語 社会 算数 体育 外国語活動 道徳 国語 音楽 算数 国語 社会 理科 国語 体育 国語 総合 国語 国語 体育 総合 図工 図工 図工 体育 国語 算数 理科 理科

５の１ 国語 算数 音楽 理科 理科 社会 家庭 算数 外国語 図工 道徳 社会 国語 外国語 算数 算数 国語 体育 外国語 算数 社会 理科 国語 算数 体育 社会 総合 総合

５の２ 外国語 算数 国語 音楽 国語 理科 理科 算数 国語 道徳 図工 図工 図工 社会 国語 算数 国語 体育 理科 算数 外国語 総合 国語 算数 体育 社会 総合 総合

５の３ 外国語 算数 社会 国語 音楽 社会 道徳 算数 総合 理科 理科 社会 国語 図工 図工 算数 国語 体育 総合 算数 理科 外国語 国語 算数 体育 社会 図工 図工

６の１ 音楽 家庭 道徳 理科 算数 国語 理科 理科 算数 国語 算数 理科 算数 外国語 国語 体育 外国語 社会 算数 国語 国語 道徳

６の２ 図工 図工 国語 家庭 算数 社会 音楽 外国語 算数 国語 理科 理科 算数 音楽 国語 体育 外国語 国語 算数 理科 国語 算数

６の３ 家庭 音楽 図工 図工 算数 社会 道徳 外国語 算数 国語 音楽 外国語 算数 理科 国語 体育 理科 理科 算数 音楽 国語 算数
図書室

優先利用

中休み/
昼休み

令和３年度 ３月 特別時間割①　（2/28～3/11） 2022/2/25
足立区立伊興小学校

2月28日 3月1日 3月2日 3月3日 3月4日

5年 1年 4年 2年 3年

1・6年　/　2・4年 3・5年　/　1・2年 2・4年　/　3・5年 3・4年　/　1・6年

3月7日 3月8日 3月9日 3月10日 3月11日

5年 1・2年 3年 4年 6年

1・6年　/　2・4年 3・5年　/　1・2年 なし 2・4年　/　3・5年 3・4年　/　1・6年

委員会
活動

行事
（社会科見学）

行事
（能見学）



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

１の１ 国語 算数 体育 生活 学活 国語 国語 音楽 算数 道徳 図工 図工 国語 体育 生活 国語 音楽 算数 学活 生活 図工 図工 国語 体育 生活

１の２ 国語 算数 体育 生活 学活 道徳 国語 国語 音楽 算数 図工 図工 国語 体育 生活 国語 学活 音楽 算数 生活 生活 図工 国語 体育 音楽

１の３ 国語 算数 体育 生活 学活 算数 道徳 国語 国語 音楽 図工 図工 国語 体育 生活 国語 算数 学活 音楽 生活 音楽 図工 国語 体育 生活

２の１ 算数 体育 音楽 学活 国語 国語 算数 道徳 国語 国語 音楽 体育 音楽 道徳 生活 国語 国語 算数 図工 図工 音楽 国語 音楽 算数 生活 国語

２の２ 算数 体育 図工 国語 音楽 音楽 国語 国語 算数 国語 学活 体育 生活 音楽 算数 国語 国語 国語 図工 図工 生活 体育 道徳 音楽 算数 国語

２の３ 算数 体育 国語 音楽 生活 国語 国語 図工 図工 道徳 国語 体育 算数 生活 音楽 国語 音楽 国語 道徳 国語 生活 体育 算数 道徳 音楽 国語

３の１ 算数 総合 総合 外国語活動 図工 社会 体育 国語 理科 国語 音楽 社会 体育 音楽 国語 国語 国語 音楽 国語 体育 算数 道徳 社会 音楽 国語 理科 国語

３の２ 算数 国語 理科 音楽 社会 音楽 体育 図工 図工 国語 道徳 社会 体育 国語 音楽 学活 総合 社会 音楽 体育 算数 国語 社会 総合 理科 国語 国語

３の３ 算数 総合 図工 図工 音楽 国語 体育 理科 音楽 国語 道徳 社会 体育 理科 国語 音楽 総合 社会 国語 体育 算数 音楽 算数 道徳 社会 国語 国語

４の１ 理科 理科 算数 体育 外国語活動 国語 道徳 理科 算数 国語 社会 総合 国語 体育 国語 総合 総合 総合 国語 国語 学活 学活 社会 体育 国語 算数 国語

４の２ 国語 社会 算数 体育 国語 理科 理科 国語 算数 総合 総合 国語 国語 体育 理科 理科 社会 国語 国語 社会 総合 総合 社会 体育 国語 算数 国語

４の３ 国語 総合 算数 体育 社会 道徳 国語 理科 算数 国語 社会 理科 国語 体育 国語 総合 国語 国語 社会 理科 総合 総合 学活 体育 国語 算数 理科

５の１ 外国語 算数 国語 理科 理科 社会 国語 算数 道徳 総合 総合 算数 学活 算数 国語 社会 国語 社会 外国語 算数 道徳 理科 国語 算数 体育 社会 総合

５の２ 外国語 算数 社会 算数 国語 理科 理科 算数 国語 総合 総合 算数 道徳 社会 国語 理科 国語 算数 理科 算数 外国語 総合 国語 算数 体育 社会 総合

５の３ 外国語 算数 社会 国語 理科 社会 道徳 算数 国語 理科 理科 算数 国語 理科 理科 社会 国語 総合 社会 算数 理科 外国語 国語 算数 体育 社会 総合

６の１ 外国語 総合 総合 理科 算数 社会 算数 外国語 算数 理科 理科 社会 理科 理科 算数 国語 社会 理科 算数 外国語 国語 体育 国語 外国語 算数 国語 国語

６の２ 外国語 算数 総合 道徳 算数 社会 算数 外国語 算数 理科 理科 社会 算数 外国語 算数 国語 理科 理科 算数 外国語 国語 体育 外国語 国語 算数 理科 国語

６の３ 外国語 算数 総合 社会 算数 社会 算数 体育 算数 理科 理科 社会 理科 外国語 算数 国語 社会 外国語 算数 理科 国語 体育 理科 理科 算数 社会 国語
図書室

優先利用

中休み/
昼休み

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

１の１ 国語 算数 生活 学活 学活 国語 算数 生活 学活 学活 道徳 学活

１の２ 国語 算数 生活 学活 学活 国語 算数 生活 学活 学活 道徳 学活

１の３ 国語 算数 音楽 学活 学活 国語 算数 生活 学活 学活 道徳 学活

２の１ 国語 算数 体育 音楽 学活 国語 国語 算数 体育 学活 道徳 学活

２の２ 国語 算数 体育 生活 学活 国語 国語 算数 体育 学活 道徳 学活

２の３ 国語 算数 体育 道徳 学活 国語 国語 算数 体育 学活 道徳 学活

３の１ 社会 体育 算数 理科 総合 算数 体育 学活 学活 学活 道徳 学活

３の２ 社会 体育 理科 算数 学活 算数 体育 学活 学活 学活 道徳 学活

３の３ 社会 体育 算数 国語 総合 算数 体育 学活 学活 学活 道徳 学活

４の１ 国語 総合 理科 道徳 国語 社会 国語 学活 学活 学活 道徳 学活

４の２ 総合 総合 国語 国語 理科 社会 国語 道徳 国語 学活 道徳 学活

４の３ 道徳 国語 総合 社会 国語 理科 国語 学活 学活 学活 道徳 学活

５の１ 総合 総合 社会 国語 算数 社会 算数 外国語 算数 総合 道徳 学活

５の２ 理科 理科 道徳 国語 算数 国語 算数 社会 理科 総合 道徳 学活

５の３ 社会 道徳 算数 国語 算数 社会 算数 理科 国語 総合 道徳 学活

６の１ 社会 算数 理科 理科 算数 社会 外国語 算数 理科 総合 学活 学活

６の２ 社会 算数 理科 理科 算数 算数 道徳 算数 理科 総合 学活 学活

６の３ 外国語 算数 理科 理科 算数 算数 社会 算数 外国語 総合 学活 学活
図書室

優先利用

中休み
校庭使用

2022/2/25
足立区立伊興小学校

3月14日 3月15日 3月16日 3月17日 3月18日

2・4年　/　3・5年 なし 1・6年 なし

3月21日 3月22日 3月23日 3月24日 3月25日

卒業式

修了式

クラブ
活動

卒業式
準備

卒業式
予行

なし なし なし なし

5年 1・2年 3年 4年 6年

1・6年　/　2・4年 3・5年　/　1・2年 なし 2・4年　/　3・5年 3・4年　/　1・6年

令和３年度 ３月 特別時間割②　（3/14～3/25）


