
曜日
組名 2 3 4 5 6
１－１ 数Ⅰ 簿記 現文 情処ロ 体イ

 垪和 木村 石井 内野 額田・芝田・嶋村

１－２ コⅠイ 現文 ビジネス 情処イ 体イ
 岡﨑 石井 木村 目黒・笠井 額田・芝田・嶋村

プログ
１－３ 体イ コⅠイ 漢文 情報 数A

額田・芝田・嶋村 細川 池口 長瀬 垪和
実践

１－４ 体イ 数Ⅰ 英表Ⅰ 現文 生基
額田・芝田・嶋村 岡本 川崎 石井 西﨑ア

生１
１－５ 物基 コⅠイ 数A 数Ⅰ 世

吉藤 岡﨑 三浦 垪和 杉田
物理

１－６ 英表Ⅰ 物基 数A 古文 数Ⅰ
 川崎 真島 岡本 前田 三浦

物理
１－７ 世 体イ 数A 保 漢文

杉田 額田・芝田・嶋村 垪和 忠政 池口

１－８ 漢文 体イ 異文化イ 数A 物基
池口 額田・芝田・嶋村 岡﨑 岡本 真島

1-8HR 物理
２－１ コⅡ 家 家 原価ﾏｰｹ 現文

 瀧川 手島 手島 松尾・立石・木村 辻田
簿記

２－２ 現文 財Ⅰ ビ情 原価ﾏｰｹ 家
 辻田 長瀬 内野・山本ｹ 松尾・立石・木村 手島

プログ，情報 簿記
２－３ 地 数B 体 漢文 化

髙津 岡﨑 萱・香取・西﨑・嶋村 池口 佐野
地歴 物化

２－４理 化 保 物理 現社 数Ⅱ
 佐野 嶋村 真島 恒松 岡﨑
 物化 物理

２－４文 数Ⅱ 保 生基 現社 地Ａイ
 吉岡 嶋村 西﨑ア 恒松 髙津
 生１ 地歴

２－５ コⅡｲ 現文 体 数B 世B
岸田 辻田 萱・香取・西﨑・嶋村 大石 河原

２－６ 英表Ⅱ 古文 現社 化基 生基
小柳 大濱 恒松 佐野 佐藤

物化 生2
２－７ 生基 世日地B 数B 古文 コⅡｲ

佐藤 河原・皆木・髙津 大石 大濱 岸田
生２ 視聴覚，地歴

２－８ 古文 世日地B 総英イ 生基 英表
 大濱 河原・皆木・髙津 岸田 佐藤 小柳

視聴覚，地歴 生１
３－１ 数Ⅱ 実践 実践 日地A ソフト選英

重末 笠井・松尾・平塚 笠井・松尾・平塚 皆木・山本ｵ・髙津 長瀬・山本ｹ・國藤
実践 実践 視聴覚 実践

３－２ 電商 数Ⅱ 現社 日地A ソフト選英
内野・山本ｹ 重末 河合 皆木・山本ｵ・髙津 長瀬・山本ｹ・國藤

実践 視聴覚 プログ
３－３ 数Ⅲハ 化 コミュⅢイ 漢文 数Ⅲイ

　 日下 宮城 河内 川合 重末・三澤・吉岡
化学 421

３－４ コミュⅢロ 古文 地 物生 数Ⅲイ
　 國藤 片岡 山本ｵ 吉藤・丹原 重末・三澤・吉岡

地歴 物理，生２ 421
３－５ 世日Ｂ 英表Ⅱ 数総 現文α コミュⅢイ

 赤城・河合 山本 日下 村山 河内
423

３－６ 古文 数Ⅱロ コミュⅢロ 体 化基 ２校時

 片岡 三澤 國藤 西﨑・芝田・萱 宮城 ３校時

化学 ４校時

３－７ コミュⅢイ 現社 現文β 体 古文 昼休み

 河内 杉田 川合 西﨑・芝田・萱 片岡 ５校時

６校時

３－８ 化基 生基 英表 現社 国表アルゴ芸
 宮城 丹原 山本 河原 川合・平田・海野・森・平塚・大森

　 化学 生２ 簿記，商講

＜公開授業時間割一覧＞

　授業の実施教室や
当日の急な時間割変
更につきましては，受
付時にお知らせいたし
ます。

授業時間帯
９：２５～１０：１０

１２：００～１２：４０

１３：３５～１４：２０

平成30年10月31日（水）

１０：２０～１１：０５

１１：１５～１２：００

１２：４０～１３：２５

研究授業


