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1Ａ 英語    音楽    社会    数学3   読書    英Ｎ２  国語    

        岡本    福井    藤本    梅/松/上 上山    松 /マ  上山    

1Ｂ 国語    英語    読書    数学3   創作    創作家庭 理科    

        松本知  松本慎  松本知  梅/松/上 國清俊  籏 /國  松尾    

1Ｃ 英語    国語    音楽    数学3   英Ｎ２  理科    英語    

        松本慎  松本知  福井    梅/松/上 松 /マ  松尾    松本慎  

2Ａ 国語    国語    英語3   社会    理科    数学    数学    

        村上ひ  村上ひ  宮/掛/山 内海    松長    真東    真東    

2Ｂ 創作情報 数学    英語3   理科    数学    国語    社会    

        高/中/宗 真東    宮/掛/山 中野    真東    上山    岩谷    

2Ｃ 音楽    社会    英語3   国語    社会    理科    理科    

        福井    内海    宮/掛/山 上山    内海    中野    中野    

3A 国語    理科    数学4   英語3   創作    創作    読書    

        西城戸  松長     / / /  宮/掛/松 旭      旭      松本知  

3B 理科    社会    数学4   英語3   国語    読書    英Ｎ２  

        松尾    岩谷     / / /  宮/掛/松 西城戸  西城戸  遠 /マ  

3C 創作    創作    数学4   英語3   社会    国語    理科    

        國清俊  國清俊   / / /  宮/掛/松 岩谷    村上ひ  松長    

4Ａ 体育 3  

梶/加/赤

4Ｂ 体育 3  

梶/加/赤

4Ｃ 国語総合

        村上昭  

4Ｄ 英語表現

        河/藤/森

4Ｅ 英語表現

        河/藤/森

4Ｆ 現代社会

        岩谷    

4Ｇ 国語総合

藤原洵  

4H 世界史  

        正田    

51 物理生物

        中 /松  

52 物理生物

        中 /松  

53 数学Ｂ  

        永井    

54 生物基礎

        野宗    

55 地学基礎

        坂本    

56 現代文Ｂ

        髙田    

57 日史世史

         / / /  

58 日史世史

         / / /  

59 日史世史

         / / /  

61 数Ⅲ演② 体育2   物理生物 物理生物 コミ英Ⅲ 英表Ⅱ2 数Ⅲ演①

        上 /海  山 /安  坂 /野  坂 /野  松 /布  松 /布  海 /上  

62 数Ⅲ演② 体育2   物理生物 物理生物 コミ英Ⅲ 英表Ⅱ2 数Ⅲ演①

        上 /海  山 /安  坂 /野  坂 /野  松 /布  松 /布  海 /上  

63 古典    数Ⅲ演② 英表Ⅱ  コミ英Ⅲ 数Ⅲ演① 古典    現代文  

        岩下    妹 /堂  布施    松原    堂 /妹  岩下    西城戸  

64 現代社会 日史世史 現代文  文数演② 英表Ⅱ  文数演① 古典    

        塩田    香 /延  小川知  海野    岡﨑    上田    岩下    

65 英語演習 古典    日史世史 選択    現代文  現代社会 コミ英Ⅲ

        松原    田頭     / / /  /////   岩下    内海    布 /岡  

66 古典    国語演習 日史世史 選択    現代社会 現代文  コミ英Ⅲ

        田頭    指原     / / /  /////   藤井    小川知  布 /岡  

67 英表Ⅱ2 英語演習 日史世史 選択    国語演習 現代社会 現代文  

        枝 /岡  松原     / / /  /////   田頭    金田    小川知  
68 英表Ⅱ2 現代社会 日史世史 選択    現代文  英語演習 古典    

枝 /岡  金田     / / /  /////   小川知  岡﨑    田頭    
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