
令和元年６月８日（土）授業公開時間割　
１限 ２限 ３限 ４限 日課表
簿記 体育 情報処理 国語総合 １限目

小谷地 中津･川北･篠木 宇佐見･野呂･澤井 眞弓 ２限目
1-1 体育館・グラウンド・武道場 マルチメディア教室 １－１ ３限目

情報処理 体育 国語総合 コミュニケーション英語Ⅰ ４限目
世良･前田･桑村 中津･川北･篠木 眞弓 中山・Annie

情報西教室 体育館・グラウンド・武道場 １－２ LL教室

保健 国語総合 簿記 情報処理

山田 眞弓 田中 井波･中村･澤井

１－３ １－３ １－３ マルチメディア教室

簿記 情報処理 国語総合 ビジネス基礎

大西 世良･中村･桑村 松生 阪本

１－４ 情報西教室 １－４ １－４

情報処理 簿記 生物基礎 保健

野呂･西本･澤井 森山 京谷 川北

マルチメディア教室 １－５ １－５ １－５

体育 生物基礎 簿記 情報処理

伊藤将･平木 京谷 堀内 小谷地･大西･桑村

体育館・グラウンド・武道場 １－６ １－６ 情報西教室

コミュニケーション英語Ⅰ 情報処理 簿記 国語総合

丸山・Annie 前田･伊藤靖 山口 松生

LL教室 情報東教室 １－７ １－７

実用英語A 財務会計Ⅰ 体育 財務会計Ⅰ

中山 上村 中津･伊藤将･平木 上村

２－１ ２－１ 体育館・グラウンド・武道場 ２－１

マーケティング① 原価計算 体育 世界史A

磯部 村田 中津･伊藤将･平木 山本泰

２－３ ２－２ 体育館・グラウンド・武道場 ネットワーク室

マーケティング② 古典A 現代文B コミュニケーション英語Ⅱ

立尾 神谷 杉浦 中谷

２－４ ２－３ ２－３ ２－３

マーケティング③ 世界史A 情報処理 コミュニケーション英語Ⅱ

長谷川 山本泰 鈴木･中村 前川

２－５ ネットワーク室 ワープロ室 ２－４

マーケティング④ 情報処理 保健 簿記

三浦 田中･長谷川 村島 磯部

２－６ マルチメディア教室 ２－５ ２－５

原価計算① 保健 コミュニケーション英語Ⅱ 現代文B

宮本 村島 中谷 杉浦

学習室2 ２－６ ２－６ ２－６

原価計算② コミュニケーション英語Ⅱ 簿記 体育

田中 前川・Annie 村田 山田･平木

2-7 LL教室 ２－７ 体育館・グラウンド・武道場

ビジネス情報①

井波

ワープロ室

ビジネス情報②

堀後

情報東教室

数学Ⅱ 総合実践 科学と人間生活 現代文B

中森 三浦･立尾･仲・竹内 岩間 松下

３－１ 総合実践室 化学教室 ３－１

家庭総合 数学Ⅱ 総合実践 総合実践

野村 大澤 宮本･仲･西本・竹内 宮本･仲･西本・竹内

被服実習室 ３－２ 総合実践室 総合実践室

現代文B 現代社会 英語表現Ⅰ 科学と人間生活

松下 山中 奥山 岩間

３－３ ３－３ ３－３ 化学教室

英語表現Ⅰ 家庭総合 家庭総合 数学Ⅱ

奥山 野村 野村 井上

３－４ 被服実習室 被服実習室 ３－４

英語表現Ⅰ 科学と人間生活 現代文B 現代社会

中谷 岩間 松下 山中

３－５ 化学教室 ３－５ ３－５

総合実践 家庭総合 家庭総合 数学Ⅱ

阪本･仲･森山･竹内 松井 松井 大澤

総合実践室 家庭経営室 家庭経営室 ３－６

現代文B 英語表現Ⅰ 総合実践 総合実践

神谷 奥山 山本葉･北尾･堀後 山本葉･北尾･堀後

３－７ ３－７ 情報東教室 情報東教室
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表記例
科目名

  ８：５５～　９：４５

担当者名

教室

←　網掛けの選択科目（B選択）はクラス単位の授業ではありません。

時間割は変更する
場合があります。

当日受付にてご確
認ください
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