
第１限 第２限 第３限 第４限 第５限 第６限
9:00 10:00 11:00 12:00 13:30 14:30
〜 〜 〜 〜 〜 〜
9:50 10:50 11:50 12:50 14:20 15:20

1年1組 地理A 化学基礎 国語総合 英語Ⅰ 体育 体育
スポーツ科学 片岡 早川 野呂栄 川村翔/石原 森/矢島 森/矢島
1年2組 国語総合 数学Ⅰ 現代社会 化学基礎 地理A 英語Ⅰ
普通 野呂栄 藤田/舘/堀木 大塚 冨田 柳澤 川村翔/尾崎/石原
1年3組 現代社会 数学Ⅰ 化学基礎 地理A 国語総合 英語Ⅰ
普通 大塚 藤田/舘/堀木 冨田 柳澤 野呂栄 川村翔/尾崎/石原
1年4組 数学Ⅰ 保健 英語Ⅰ 社会情報 現代社会 国語総合
普通 藤田/舘/堀木 矢島 尾崎/佐々木/石原 清水 大塚 神谷
1年5組 数学Ⅰ 化学基礎 英語Ⅰ 国語総合 創郷 地理A
普通 藤田/舘/堀木 冨田 尾崎/佐々木/石原 神谷 藤田/石原 片岡
2年1組 世界史A 現代文B 数学Ⅱ 日本史A 体育 体育

スポーツ科学 中川 長尾 舘/平川 冨井 久野/栗本 久野/栗本
2年2組 生物基礎 実用英語 簿記 情報処理
情報 板垣 室田 玉田 清水/玉田
2年3組 実用英語 数学Ⅱ 日本史A 体育
芸術･理系 室田 北川 冨井 野呂圭/森/久野/栗本

2年4組 日本史B 生物基礎 現代文B 体育 古典B 世界史A
文系 加藤芳 田中 長尾 野呂圭/森/久野/栗本 長尾 柳澤

2年5組 実用英語 英語Ⅱ 数Ⅱ 生物基礎

文系･理系 川瀬 室田 北川/堀木 板垣

2年6組 数学Ⅱ 実用英語 物理基礎 体育 生物基礎 化学
理系 北川 川瀬 早川 野呂圭/森/久野/栗本 板垣 冨田
3年1組 スポーツⅡ スポーツⅡ 世Ｂ/日Ｂ 数学Ⅱ 現代文B 数学Ⅱ

スポーツ科学 野呂圭/國井 野呂圭/國井 中川/加藤芳 北川/中田 前田 北川/中田
3年2組 課題研究 現代文B 世Ｂ/日Ｂ 科学と人間生活 数学Ⅱ ビジネス情報
情報 玉田 新庄 中川/加藤芳 川村絢 中田 清水/玉田

3年3組 音Ⅲ/美Ⅲ
/書Ⅲ/生物

音Ⅲ/美Ⅲ
/書Ⅲ/数演

古典/数Ⅱ/化学 現代文B 世Ｂ/日Ｂ/地Ｂ 科人/数Ｂ

芸術･理系
太田恭/一海/廣田
/澤井/田中

太田恭/一海/廣田
/澤井/中田

新庄/中村浩/板垣 前田 中川/加藤芳/片岡 川村絢/加藤寛

3年4組 英語Ⅲ 政治・経済 体育 現代文B 古典/発達 日本史B
文系 佐々木 大塚 森/國井/矢島/栗本 新庄 神谷/森岡 加藤芳
3年5組 生物/消費 世Ｂ/地Ｂ 体育 文章/数演 科人/数B 現代文B
文系･理系 田中/水谷 中川/片岡 森/國井/矢島/栗本 長尾/藤田 川村絢/加藤寛 新庄
3年6組 数Ⅲ/数演 英語Ⅲ 体育 物理/生物 世Ｂ/地Ｂ 現代文B
理系 中田/中村浩 佐々木 森/國井/矢島/栗本 早川/田中 中川/片岡 前田

「創郷」とは､総合的な学習の時間です。

家庭基礎

森岡

家庭基礎
水谷

音Ⅱ/美Ⅱ/書Ⅱ
太田恭/一海/廣田/澤井

月



第１限 第２限 第３限 第４限 第５限 第６限
9:00 10:00 11:00 12:00 13:30 14:30
〜 〜 〜 〜 〜 〜
9:50 10:50 11:50 12:50 14:20 15:20

1年1組 家庭基礎 現代社会 英語Ⅰ スポーツ概論 数学Ⅰ 化学基礎
スポーツ科学 水谷 大塚 川村翔/石原 森 藤田/舘 早川
1年2組 体育 英語Ⅰ 数学Ⅰ 保健 化学基礎 社会情報
普通 野呂圭/久野/國井 川村翔/尾崎/石原 藤田/舘/堀木 栗本 冨田 清水
1年3組 体育 英語Ⅰ 数学Ⅰ 社会情報 現代社会 化学基礎
普通 野呂圭/久野/國井 川村翔/尾崎/石原 藤田/舘/堀木 清水 大塚 冨田
1年4組 創郷 国語総合 化学基礎 数学Ⅰ 体育 家庭基礎
普通 片岡/堀木 神谷 冨田 藤田/舘/堀木 矢島/森/栗本 水谷
1年5組 化学基礎 家庭基礎 国語総合 数学Ⅰ 体育 現代社会
普通 冨田 水谷 神谷 藤田/舘/堀木 矢島/森/栗本 大塚
2年1組 実用英語 生物基礎 スポーツ概論 世界史A

スポーツ科学 尾崎/室田 川村絢 久野 中川
2年2組 簿記 体育 現代文B 英語Ⅱ 情報処理 保健
情報 玉田 野呂圭/久野/栗本 持田 安藤世 清水/玉田 久野
2年3組 英語Ⅱ 現代文B 保健 数学Ⅱ
芸術･理系 安藤世 持田 國井 北川
2年4組 日本史B 英語Ⅱ 保健 実用英語 英語表現 数学Ⅱ
文系 加藤芳 安藤世 森 尾崎 室田 堀木/舘

2年5組 創郷 体育 数A/英表 日B/数Ⅱ 現代文B 保健

文系･理系 北川/前田 野呂圭/久野/栗本 末崎/室田 加藤芳/北川 持田 森

2年6組 世界史A 現代文B 数学Ⅱ 数学A 生物基礎 英語Ⅱ
理系 冨井 持田 北川 末崎 板垣 室田
3年1組 英語Ⅲ 現代文B 体育 体育 科学と人間生活 ビジネス基礎/英Ⅱ

スポーツ科学 川村翔 前田 國井/矢島 國井/矢島 川村絢 玉田/佐々木
3年2組 政経/英Ⅱ ビジネス情報 英語Ⅲ 数学Ⅱ 文章/消費 体育
情報 大塚/佐々木 清水/玉田 伊藤 中田 前田/水谷 野呂圭/矢島/栗本

3年3組 英語Ⅲ 世Ｂ/日Ｂ/地Ｂ 音Ⅲ/美Ⅲ
/書Ⅲ/数演

音Ⅲ/美Ⅲ
/書Ⅲ/化学

文章/英Ⅱ 体育

芸術･理系 伊藤 中川/加藤芳/片岡
太田恭/一海/太田伊/

廣田
/澤井/中田

太田恭/一海/太田伊/
廣田

/澤井/板垣
前田/佐々木 野呂圭/矢島/栗本

3年4組 古典/発達 英語Ⅱ 現代文B 科学と人間生活 世Ｂ/地Ｂ 日本史B
文系 神谷/森岡 伊藤 新庄 川村絢 中川/片岡 加藤芳
3年5組 政経/数演 英語Ⅱ 科人/化学 世Ｂ/地Ｂ 英語Ⅲ 現代文B
文系･理系 大塚/藤田 佐々木 川村絢/板垣 中川/片岡 川村翔 新庄
3年6組 数学B 世Ｂ/地Ｂ 現代文B 英語Ⅱ 数Ⅲ/数演 化学
理系 中田 中川/片岡 前田 石原 中田/中村浩 板垣

「創郷」とは､総合的な学習の時間です。

家庭基礎
森岡

音Ⅱ/美Ⅱ/書Ⅱ
太田恭/一海/南川/澤井/太田伊

火



第１限 第２限 第３限 第４限 第５限 第６限
9:00 10:00 11:00 12:00 13:30 14:30
〜 〜 〜 〜 〜 〜
9:50 10:50 11:50 12:50 14:20 15:20

1年1組 国語総合 社会情報 保健 Ｈ．Ｒ．
スポーツ科学 野呂栄 清水/鈴木 野呂圭 森
1年2組 現代社会 家庭基礎 国語総合 Ｈ．Ｒ．
普通 大塚 水谷 野呂栄 野呂栄
1年3組 国語総合 保健 家庭基礎 Ｈ．Ｒ．
普通 野呂栄 栗本 水谷 太田恭
1年4組 化学基礎 国語総合 地理A 数学Ⅰ 英語Ⅰ Ｈ．Ｒ．
普通 冨田 神谷 片岡 藤田/舘/堀木 尾崎/佐々木/石原 片岡
1年5組 保健 社会情報 国語総合 数学Ⅰ 英語Ⅰ Ｈ．Ｒ．
普通 矢島 清水 神谷 藤田/舘/堀木 尾崎/佐々木/石原 藤田
2年1組 実用英語 創郷 生物基礎 Ｈ．Ｒ．

スポーツ科学 尾崎/室田 一海/冨井 川村絢 久野
2年2組 日本史A 生物基礎 現代文B 体育 数学Ⅱ Ｈ．Ｒ．
情報 冨井 板垣 持田 野呂圭/久野/栗本 堀木 玉田
2年3組 生物基礎 現代文B 実用英語 Ｈ．Ｒ．
芸術･理系 板垣 持田 室田 森岡
2年4組 実用英語 創郷 数学Ⅱ 現代文B 生物基礎 Ｈ．Ｒ．
文系 尾崎 大塚/冨田 堀木/舘 長尾 田中 大塚

2年5組 実用英語 数Ⅱ 日Ｂ/物基 体育 現代文B Ｈ．Ｒ．

文系･理系 川瀬 北川/堀木 加藤芳/早川 野呂圭/久野/栗本 持田 北川

2年6組 物理基礎 実用英語 数学Ⅱ 現代文B 世界史A Ｈ．Ｒ．
理系 早川 川瀬 北川 持田 冨井 室田
3年1組 世Ｂ/日Ｂ 英語Ⅲ 消費生活 ビジネス基礎/英Ⅱ 創郷_3年 Ｈ．Ｒ．

スポーツ科学 中川/加藤芳 川村翔 水谷 玉田/佐々木 //////// 國井
3年2組 世Ｂ/日Ｂ 英語Ⅲ 課題研究 現代文B 創郷_3年 Ｈ．Ｒ．
情報 中川/加藤芳 伊藤 玉田/鈴木 新庄 //////// 中川

3年3組 古典/数Ⅱ/生物 ビ基/発達/数演 科人/数Ｂ 英語Ⅲ 創郷_3年 Ｈ．Ｒ．

芸術･理系 新庄/中村浩/田中 玉田/森岡/中田 川村絢/加藤寛 伊藤 //////// 廣田

3年4組 文章表現 科学と人間生活 体育 世Ｂ/地Ｂ 創郷_3年 Ｈ．Ｒ．
文系 前田 川村絢 森/國井/矢島/栗本 中川/片岡 //////// 新庄
3年5組 生物/消費 文章/数演 体育 日Ｂ/数B 創郷_3年 Ｈ．Ｒ．
文系･理系 田中/水谷 長尾/藤田 森/國井/矢島/栗本 加藤芳/加藤寛 //////// 川村翔
3年6組 英語Ⅲ 英語Ⅱ 体育 数Ⅲ/数演 創郷_3年 Ｈ．Ｒ．
理系 佐々木 石原 森/國井/矢島/栗本 中田/中村浩 //////// 中田

「創郷」とは､総合的な学習の時間です。

家庭基礎
森岡

音Ⅰ/美Ⅰ/書Ⅰ
太田恭/廣田/澤井

スポーツⅠ
野呂圭/久野

音Ⅰ/美Ⅰ/書Ⅰ
太田恭/廣田/澤井
音Ⅰ/美Ⅰ/書Ⅰ
太田恭/廣田/澤井

水



第１限 第２限 第３限 第４限 第５限 第６限
9:00 10:00 11:00 12:00 13:30 14:30
〜 〜 〜 〜 〜 〜
9:50 10:50 11:50 12:50 14:20 15:20

1年1組 数学Ⅰ 化学基礎 社会情報 国語総合 英語Ⅰ 地理A
スポーツ科学 藤田/舘 早川 清水/鈴木 野呂栄 川村翔/石原 片岡
1年2組 社会情報 英語Ⅰ 数学Ⅰ 体育 国語総合 創郷
普通 清水 川村翔/尾崎/石原 藤田/舘/堀木 野呂圭/久野/國井 野呂栄 田中/舘
1年3組 国語総合 英語Ⅰ 数学Ⅰ 体育 創郷 地理A
普通 野呂栄 川村翔/尾崎/石原 藤田/舘/堀木 野呂圭/久野/國井 太田/水谷 柳澤
1年4組 英語Ⅰ 社会情報 数学Ⅰ 体育
普通 尾崎/佐々木/石原 清水 藤田/舘/堀木 矢島/森/栗本
1年5組 英語Ⅰ 化学基礎 数学Ⅰ 体育
普通 尾崎/佐々木/石原 冨田 藤田/舘/堀木 矢島/森/栗本
2年1組 英語Ⅱ 生物基礎 現代文B 日本史A

スポーツ科学 尾崎/室田 川村絢 長尾 冨井
2年2組 数学Ⅱ 世界史A 英語Ⅱ 実用英語 創郷 情報処理
情報 堀木 中川 安藤世 室田 玉田/冨井 清水/玉田
2年3組 体育 日本史A 生物基礎 英語Ⅱ 世界史A 数学Ⅱ
芸術･理系 野呂圭/森/久野/栗本 冨井 板垣 安藤世 柳澤 北川
2年4組 体育 英語Ⅱ
文系 野呂圭/森/久野/栗本 安藤世

2年5組 世界史A 古典/数Ⅱ 数A/英表 生物基礎 音Ⅱ/美Ⅱ
/書Ⅱ/物基

音Ⅱ/美Ⅱ
/書Ⅱ/化学

文系･理系 冨井 長尾/北川 末崎/室田 板垣 一海/南川
/新田/早川

一海/南川
/新田/冨田

2年6組 体育 化学 数学Ⅱ 数学A 保健 英語Ⅱ
理系 野呂圭/森/久野/栗本 冨田 北川 末崎 久野 室田
3年1組 政治・経済 消費生活 現代文B 科学と人間生活 体育 スポーツ概論

スポーツ科学 大塚 水谷 前田 川村絢 國井/矢島 國井
3年2組 英語Ⅲ 課題研究 体育 政経/英Ⅱ 科学と人間生活 文章/消費
情報 伊藤 玉田/鈴木 野呂圭/矢島/栗本 大塚/佐々木 川村絢 前田/水谷

3年3組 ビ基/発達/数演 英語Ⅲ 体育 現代文B 古典/数Ⅱ/生物 文章/英Ⅱ

芸術･理系 玉田/森岡/中田 伊藤 野呂圭/矢島/栗本 前田 新庄/中村浩/田中 前田/佐々木

3年4組 英表/消費 体育 政治・経済 英語Ⅱ 英語Ⅲ 科学と人間生活
文系 川村翔/水谷 森/國井/矢島/栗本 大塚 伊藤 佐々木 川村絢
3年5組 日Ｂ/化学 体育 世Ｂ/地Ｂ 政経/数演 生物/発達 英語Ⅲ
文系･理系 加藤芳/板垣 森/國井/矢島/栗本 中川/片岡 大塚/藤田 田中/森岡 川村翔
3年6組 物理/生物 体育 物理/生物 数Ⅲ/数演 数学B 化学
理系 早川/田中 森/國井/矢島/栗本 早川/田中 中田/中村浩 中田 板垣

「創郷」とは､総合的な学習の時間です。

家庭基礎
森岡

音Ⅱ/美Ⅱ/書Ⅱ
一海/南川/新田

音Ⅰ/美Ⅰ/書Ⅰ
太田恭/廣田/澤井
音Ⅰ/美Ⅰ/書Ⅰ
太田恭/廣田/澤井

音Ⅱ/美Ⅱ/書Ⅱ
一海/南川/新田

木



第１限 第２限 第３限 第４限 第５限 第６限
9:00 10:00 11:00 12:00 13:30 14:30
〜 〜 〜 〜 〜 〜
9:50 10:50 11:50 12:50 14:20 15:20

1年1組 体育 現代社会 創郷 英語Ⅰ 国語総合 数学Ⅰ
スポーツ科学 森/矢島 大塚 早川/水谷 川村翔/石原 野呂栄 藤田/舘
1年2組 数学Ⅰ 英語Ⅰ 国語総合 地理A 体育 化学基礎
普通 藤田/舘/堀木 川村翔/尾崎/石原 野呂栄 柳澤 野呂圭/久野/國井 冨田
1年3組 数学Ⅰ 英語Ⅰ 化学基礎 社会情報 体育 国語総合
普通 藤田/舘/堀木 川村翔/尾崎/石原 冨田 清水 野呂圭/久野/國井 野呂栄
1年4組 国語総合 化学基礎 英語Ⅰ 現代社会 地理A 体育
普通 神谷 冨田 尾崎/佐々木/石原 大塚 片岡 矢島/森/栗本
1年5組 社会情報 国語総合 英語Ⅰ 地理A 現代社会 体育
普通 清水 神谷 尾崎/佐々木/石原 片岡 大塚 矢島/森/栗本
2年1組 数学Ⅱ 英語Ⅱ 現代文B 保健

スポーツ科学 舘/平川 尾崎/室田 長尾 國井
2年2組 生物基礎 日本史A 数学Ⅱ 現代文B 簿記 世界史A
情報 板垣 冨井 堀木 持田 玉田 中川
2年3組 創郷 現代文B 生物基礎 世界史A
芸術･理系 森岡/太田 持田 板垣 柳澤
2年4組 生物基礎 現代文B 古典B 数学Ⅱ 世界史A 英語表現
文系 田中 長尾 長尾 堀木/舘 柳澤 室田

2年5組 世界史A 数Ⅱ 英語Ⅱ 古典/化学 現代文B 生物基礎

文系･理系 冨井 北川/堀木 室田 長尾/冨田 持田 板垣

2年6組 数学Ⅱ 創郷 現代文B 生物基礎
理系 北川 室田/前田 持田 板垣
3年1組 政治・経済 スポーツⅡ スポーツⅡ 科学と人間生活 世Ｂ/日Ｂ 英語Ⅲ

スポーツ科学 大塚 森/野呂圭 森/野呂圭 川村絢 中川/加藤芳 川村翔
3年2組 数学Ⅱ ビジネス情報 科学と人間生活 体育 世Ｂ/日Ｂ 現代文B
情報 中田 清水/玉田 川村絢 野呂圭/矢島/栗本 中川/加藤芳 新庄

3年3組 世Ｂ/日Ｂ/地Ｂ 科人/生物 現代文B 体育 音Ⅲ/美Ⅲ
/書Ⅲ/数B

音Ⅲ/美Ⅲ
/書Ⅲ/数演

芸術･理系 中川/加藤芳/片岡 川村絢/田中 前田 野呂圭/矢島/栗本 太田恭/一海/廣田
/澤井/加藤寛

太田恭/一海/廣田
/澤井/中田

3年4組 英表/消費 日本史B 世Ｂ/地Ｂ 現代文B 文章表現 英語Ⅲ
文系 川村翔/水谷 加藤芳 中川/片岡 新庄 前田 佐々木
3年5組 現代文B 生物/発達 英語Ⅲ 日Ｂ/数演 英語Ⅱ 科人/数B
文系･理系 新庄 田中/森岡 川村翔 加藤芳/藤田 佐々木 川村絢/加藤寛
3年6組 世Ｂ/地Ｂ 英語Ⅲ 数Ⅲ/数演 物理/生物 数学B 現代文B
理系 中川/片岡 佐々木 中田/中村浩 早川/田中 中田 前田

「創郷」とは､総合的な学習の時間です。

家庭基礎
森岡

スポーツⅡ
國井/久野

音Ⅱ/美Ⅱ/書Ⅱ
一海/廣田/澤井/太田伊

金


