
ＰＭ月１ ＰＭ月２ ＰＭ月３ ＡＭ火１ ＡＭ火２ ＡＭ火３ ＰＭ水１ ＰＭ水２ ＰＭ水３ ＡＭ木１ ＡＭ木２ ＡＭ木３
音楽Ⅰ 国語総合（古）

コミュニケーション英語Ⅰ
家庭基礎 体育 生物基礎 社会と情報 体育 数学Ⅰ 世界史A 保健

音楽室 小鍜冶 １３１ 山本る １３１ 椋本 １３１ 奥本 諸木 １３１ 上村 情処室 川井 稲澤 １３１ 傳道 １３１ 千歳 １３１ 福田

美術Ⅰ
コミュニケーション英語Ⅰ

体育 奥出 体育 数学Ⅰ

美術室 山口ち ２１２ 井海 神原 諸木 ２１１ 橋本

書道Ⅰ 数学Ⅰ 家庭基礎 数学Ⅰ 体育 社会と情報 現代社会 体育 国語総合（現）
コミュニケーション英語Ⅰ 世界史A

書道室 廣部 １３２ 大井 １３２ 奥本 １３２ 大井 前川 情処室 川井 １３２ 小川 前川 １３２ 簑手 １３２ 井海 １３２ 千歳

数学Ⅰ 数学Ⅰ 体育 佐藤 体育
コミュニケーション英語Ⅰ

１３３ 二階堂 １３３ 二階堂 福田 中川 １３３ 西岡

家庭基礎 数学Ⅰ 音楽Ⅰ 数学Ⅰ 世界史A 国語総合（古） 社会と情報
コミュニケーション英語Ⅰ

国語総合（現）

１３３ 山本は ２１１ 傳道 音楽室 小鍜冶 ２１１ 傳道 １３３ 千歳 １３３ 簑手 情処室 川井 ２１２ 椋本 １３３ 八百田

美術Ⅰ 佐藤

美術室 山口ち

現代社会 国語総合（現） 国語総合（古）
コミュニケーション英語Ⅰ

数学Ⅰ 体育 保健 生物基礎 コミュニケーション英語Ⅰ 世界史A 社会と情報

１３４ 小川 １３４ 八百田 １３４ 簑手 １３４ 椋本 １３４ 大井 稲澤 １３４ 諸木 １３４ 尾中 １３４ 椋本 １３４ 阪本 情処室 佐藤

コミュニケーション英語Ⅰ
数学Ⅰ 体育

コミュニケーション英語Ⅰ
山本だ

１３５ 西岡 １３５ 二階堂 橋岡 １３５ 西岡

国語総合（古） 現代社会 生物基礎 コミュニケーション英語Ⅰ
数学Ⅰ 体育 保健 社会と情報

コミュニケーション英語Ⅰ
家庭基礎 世界史A

１３５ 簑手 １３５ 小川 １３５ 尾中 ２１２ 井海 ２１１ 傳道 前川 １３５ 中川 情処室 川井 ２１２ 井海 １３５ 山本は １３５ 阪本

体育 佐藤

福田

ＰＭ月１ ＰＭ月２ ＰＭ月３ ＡＭ火１ ＡＭ火２ ＡＭ火３ ＰＭ水１ ＰＭ水２ ＰＭ水３ ＡＭ木１ ＡＭ木２ ＡＭ木３

古典Ｂ 23 体育 79 ①科学と人間生活 40 ☆現代文Ｂ④ 23
▲コミュニケーション英語Ⅱ

42 ☆現代文Ｂ④ 23 日本史Ａ 11 ○世界史B 11 数学A　 34 英語表現Ⅰ 42

２３１ 川原田 中川 ２３２ 竹田 ２３１ 川原田 ２３１ 松井 ２３１ 川原田 セミナー室１ 千歳 ２２１ ２３１ 山本や ２３１ 小坂 グローバル 新保

化学基礎 19 体育 ②科学と人間生活 39 スーパー数学Ⅰ 11
▲コミュニケーション英語Ⅱ ①現代文Ｂ 17 ①世界史Ａ 29 ２２２ ●日本史B 12 数学B 8 英語表現Ⅰ

２３２ 今井 神原 ２２２ 上村 ２３３ 小坂 ２３２ 生田 ２３２ 山本る ２３１ 大西 ２２３ ２３２ 阪本 ２３２ 二階堂 松井

数学A  58 体育 ③国語表現 40 数学Ⅱ 8 ▼スポーツⅡ 15 ②国語表現 39 ②科学と人間生活 39 ２３１ ①国語表現 17 スポーツⅥ 22 スポーツ総合演習 22

２３３ 寺田 前川 ２３３ 八百田 セミナー室１ 橋本 石井 ２２２ 八百田 ２２２ 上村 ２３２ ２３２ 青木 橋岡 ２２１ 神原

数学A  ③科学と人間生活 40 ④現代文Ｂ 39 ▼スポーツⅡ 15 ▽スポーツⅢ 7 ③世界史Ａ 40 ③現代文Ｂ 40 ２３３ ②現代文Ｂ 39 情報処理 37 簿記 37

２２３ 小坂 ２３３ 上村 ２２３ 山本る 神原 中川 ２３３ 大西 ２３３ 山本る 実習室１ ２２２ 山本る 情処室 玉田 簿記室 峯

英語概論A 58 ④世界史Ａ 39 ▽スポーツⅢ 7 商品開発 18 ④国語表現 39 保健 39 実習室２ 体育 79 情報処理 簿記

グローバル 新保 ２２３ 千歳 稲澤 商実室 山口・有田 ２２３ 青木 ２２３ 稲澤 石井 有田 玉田

英語概論A 商品開発 18 情報研究応用 19 体育 ファッション造形基礎 11 ファッション造形基礎 11

２２２ 松井 商実室 山口つ・有田 情処室 奥出 橋岡 被服室 北川 被服室 北川

情報研究応用 19 和裁 11 松井 体育 ファッション造形基礎 ファッション造形基礎

情処室 奥出 被服室 黒川 山口ち 神原 波戸岡 波戸岡

和裁 11 和裁 神原 製菓実習基礎 19 製菓実習基礎 19

被服室 黒川 波戸岡 山本や １調　２１３ 荒井・秦 １調　２１３ 荒井・秦

和裁 フードデザイン 19 福田 絵画 8 素描 8

波戸岡 ２調 ２１３ 山本は 二階堂 美術室 山口ち
デザイン実習室 松本愛

フードデザイン 19 美術Ⅱ 8 奥出 演奏研究 10 演奏研究 10

２調 ２１３ 山本は 美術室 松本愛 有田 音楽室 福井 音楽室 原田

ビジュアルデザイン 8 音楽理論 10 波戸岡 表現実習 9 芸能表現論 9

美術室 西口 視聴覚室 原田 芸術メディア室
植田・瀬尾・峯

芸術メディア室
谷口・小坂

ソルフェージュ 10 ＣＧ応用 9 プレゼン

音楽室 原田 芸術メディア室 川井 メディア実習室

ＣＧ応用 9
芸術メディア室　プレゼン 川井

集会
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総合的な探究の時間


