
■２限（９：４５～１０：３０） ■５限（１３：１５～１４：００）
クラス 科目 担当者 場所 クラス 科目 担当者 場所

村上 １－１ １－１ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基礎 横山逸 ゆうゆう村で校外実習

鍋谷 ＬＬ教室 １－２ 現代文 川上 １－２
安藤 １－２ １－３ 生物基礎 河原 １－３
植木 第１講義室 音楽Ⅰ 能登原 音楽教室

１－３ 情報 三善，山成 電算教室 書道Ⅰ 山根 書道教室
川上 １－４ 美術Ⅰ 森内 美術教室
細川 第４講義室 ２－１ 現代文 中濱 ２－１

２－１ 保健 山本悟 ２－１ 平松 ２－２

２－２ 化学 田中 化学教室 三根 第３講義室

２－３ 漢文 佐々木 ２－３ 数学Ⅱβ 長尾 ２－３

２－４ 現代社会 遠藤 ２－４ 原見 ２－４

山本陽 ３－１ 植木 第２講義室
横山逸 調理室 ３－１ 生活教養 小川 介護福祉室
小川 被服教室１ ３－２ 漢文 横山康 ３－２
長尾 ３－２ 物理 本山 物理教室
山本俊 ３－３ 生物 金田 生物教室
片岡 第３講義室 難波利 グラウンド
小林正 ３－４ 安信 体育館
寺脇 ３－５ 山本悟 体育館
平松 第５講義室

■６限（１４：１０～１４：５５）
■３限（１０：４０～１１：２５） クラス 科目 担当者 場所

クラス 科目 担当者 場所 １－１ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基礎 横山逸 ゆうゆう村で校外実習

音楽Ⅰ 能登原 音楽教室 村上 １－２
書道Ⅰ 山根 書道教室 小林ひ ＬＬ教室
美術Ⅰ 森内 美術教室 川上 １－３

１－２ 保健 鶴井 １－２ 細川 第１講義室
安藤 １－３ 音楽Ⅰ 能登原 音楽教室
植木 第１講義室 書道Ⅰ 山根 書道教室

１－４ 情報 三善，山成 電算教室 美術Ⅰ 森内 美術教室
２－１ 英語Ⅱ 平松，トム 国際交流教室 三善 ２－１

長尾 ２－２ 植木 第３講義室
原見 第３講義室 ２－２ 化学 田中 化学教室

生物基礎 河原 生物教室 平松 ２－３
化学 田中 化学教室 三根 ２－４

佐々木 ２－４ 山本悟 体育館/ﾊﾞﾚｰｺｰﾄ
中濱 第２講義室 鶴井 体育館/武道場
山本陽 ３－１ 片岡 ３－２
横山逸 調理室 山本俊 ３－３
小川 被服教室１ 数学特論 安藤 第２講義室

地理Ｂ 松村 視聴覚教室 ３－４ 古文 横山康 ３－４
日本史Ｂ 遠藤 ３－２ ３－５ 現代文 井上貴 ３－５

３－４ 生物基礎 金田 ３－４
３－５ 英語表現 鍋谷 ３－５ ■７限（１５：０５～１５：５０）

クラス 科目 担当者 場所

■４限（１１：３５～１２：２０） 生活科学分野 １－１
クラス 科目 担当者 場所 自然科学分野 １－２

音楽Ⅰ 能登原 音楽教室 医療分野 １－３
書道Ⅰ 山根 書道教室 社会科学分野 １－４
美術Ⅰ 森内 美術教室 教育分野 第１講義室

細川 １－２ 国際分野 第４講義室
佐々木 第１講義室 武道場→２－１
小林ひ １－３ 武道場→２－２
村上 １－４ 武道場→２－３
鍋谷 ＬＬ教室 武道場→２－４

生物基礎 河原 生物教室
化学基礎 田中 化学教室

２－２ 現代文 中濱 ２－２ 寺脇 ３－２
平松 ２－３ 小林正 ３－３

三根 ２－４ ３－４ 漢文 横山康 ３－４
山本陽 ３－１ ３－５ 化学基礎 奈須 化学教室
横山逸 調理室
小川 被服教室１
難波利 グラウンド
安信 体育館
山本悟 体育館

３－４ 化学基礎 奈須 ３－４
３－５ 漢文 横山康 ３－５

１－４

１－４ 古文

２－２

　　■公開授業日　時間割（保護者用）

１－１ 英語Ⅰ

１－２ 数学Ａ

英語Ⅱ

２－３
２－４ 数学Ⅱα

３－１ 課題研究

３－２
３－３

数学特講

１－１
１－２ 英語Ⅰ

１－３ 古文

３－３

３－４
３－５

体育
３－４
３－５

英語Ⅲ

１－３ 数学Ⅰ
１－４

２－１ 数学Ⅱ
２－２ 数学Ⅱ

２－３
２－３
２－４

英語Ⅱ

２－４ 古文 ３－１ 体育

３－１ 課題研究
３－２
３－３

数学Ⅲ

３－２
３－３

１－１
１－２
１－３
１－４

総合的な探究の時間
(「社会課題を考える」グループ
に分かれて各分野の課題を話し

合う)
１－１

１－２ 漢文
２－１
２－２
２－３
２－４

総合的な学習の時間
(志望理由書，自己PR
の書き方の説明と取組)

担任１－３
１－４

英語Ⅰ

２－１ ３－１ 総合的な学習の時間
(社会保障制度についての講演会)

担任

３－２
３－３

体育

進路学習室

３－２
３－３

英語Ⅲ
２－３
２－４

英語Ⅱ

３－１ 課題研究


