
A週  １－Ａ Ｂ週  １－Ａ

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

数学 体育 個人と社会 LA 数学 科学 体育 デザイン 体育 美術

郷右近 平野、本郷、神 片岡 木下 郷右近 鈴木 平野、本郷、神 今溝、山崎 平野、本郷、神 高見

3-4 体育館・校庭 6-1 4-1 3-4 理科室1 体育館・校庭 技術室、調理室 体育館・校庭 美術室

個人と社会 科学 言語と文学 デザイン 音楽 数学 言語と文学 言語と文学 個人と社会 LA

片岡 鈴木 三輪 今溝、山崎 水本 郷右近 三輪 三輪 片岡 木下

6-1 理科室1 1-1 技術室、調理室 音楽室 3-4 1-1 1-1 6-1 4-1

LHR EI 芸術 言語と文学 LA LHR EI LA 数学 科学

各担当 Kubota 水本、高見 三輪 木下 各担当 Kubota 木下 郷右近 鈴木

各教室 EIルーム１ 音楽室、美術室 1-1 4-1 各教室 EIルーム１ 4-1 3-4 理科室1

３G 道徳 ３G 道徳

各担当 各担当 各担当 各担当

各教室 各教室 各教室 各教室

  

Term1

Term2

Term3

Term4 Term4

Term1

Term2

Term3



A週  １－Ｂ Ｂ週  １－Ｂ

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

個人と社会 体育 デザイン 言語と文学 科学 数学 体育 言語と文学 体育 科学

片岡 平野、本郷、神 今溝、山崎 中田 脇田 郷右近 平野、本郷、神 中田 平野、本郷、神 脇田

6-1 体育館・校庭 技術室、調理室 1-3 理科室1 3-4 体育館・校庭 1-3 体育館・校庭 理科室1

数学 LA EI 数学 LA LA LA EI 科学 数学

郷右近 木下 Kubota 郷右近 木下 木下 木下 Kubota 脇田 郷右近

3-4 4-1 EIルーム１ 3-4 4-1 4-1 4-1 EIルーム１ 理科室1 3-4

LHR 個人と社会 芸術 音楽 言語と文学 LHR 個人と社会 美術 言語と文学 デザイン

各担当 片岡 水本、高見 水本 中田 各担当 片岡 高見 中田 今溝、山崎

各教室 6-1 音楽室、美術室 音楽室 1-3 各教室 6-1 美術室 1-3 技術室、調理室

３G 道徳 ３G 道徳

各担当 各担当 各担当 各担当

各教室 各教室 各教室 各教室

Term1

Term2

Term3

Term1

Term2

Term3

Term4 Term4



A週  １－Ｃ Ｂ週  １－Ｃ

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

科学 体育 数学 デザイン EI 芸術 体育 科学 体育 数学

三上 平野、本郷、神 郷右近 今溝、山崎 Mirela 水本、高見 平野、本郷、神 三上 平野、本郷、神 郷右近

理科室1 体育館・校庭 3-4 技術室、調理室 EIルーム2 音楽室、美術室 体育館・校庭 理科室1 体育館・校庭 3-4

音楽 数学 LA LA 個人と社会 言語と文学 数学 LA デザイン 個人と社会

水本 郷右近 木下 木下 片岡 中田 郷右近 木下 今溝、山崎 片岡

音楽室 3-4 4-1 4-1 6-1 1-3 3-4 4-1 技術室、調理室 6-1

LHR 言語と文学 言語と文学 個人と社会 科学 LHR EI 言語と文学 LA 美術

各担当 中田 中田 片岡 鈴木 各担当 Mirela 中田 木下 高見

各教室 1-3 1-3 6-1 理科室1 各教室 EIルーム2 1-3 4-1 美術室

３G 道徳 ３G 道徳

各担当 各担当 各担当 各担当

各教室 各教室 各教室 各教室

Term1

Term2

Term3

Term1

Term2

Term3

Term4 Term4



A週  １－Ｄ Ｂ週  １－Ｄ

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

数学 EI 数学 言語と文学 デザイン 芸術 言語と文学 EI 音楽 個人と社会

佐藤 Mirela 佐藤 小野澤 今溝、山崎 水本、高見 小野澤 Mirela 水本 片岡

5-4 EIルーム2 5-4 1-4 技術室、調理室 音楽室、美術室 1-4 EIルーム2 音楽室 6-1

科学 体育 言語と文学 体育 美術 デザイン 体育 科学 数学 LA

三上 平野、本郷、神 小野澤 平野、本郷、神 高見 今溝、山崎 平野、本郷、神 三上 佐藤 清水

理科室1 体育館・校庭 1-4 体育館・校庭 美術室 技術室、調理室 体育館・校庭 理科室1 5-4 4-2

LHR 科学 LA LA 個人と社会 LHR LA 言語と文学 個人と社会 数学

各担当 木村 清水 清水 片岡 各担当 清水 小野澤 片岡 佐藤

各教室 理科室1 4-2 4-2 6-1 各教室 4-2 1-4 6-1 5-4

３G 道徳 ３G 道徳

各担当 各担当 各担当 各担当

各教室 各教室 各教室 各教室

Term2

Term3

Term4 Term4

Term1

Term2

Term3

Term1



A週  １－Ｅ Ｂ週  １－Ｅ

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

言語と文学 個人と社会 EI 数学 美術 個人と社会 デザイン 個人と社会 言語と文学 LA

小野澤 片岡 Mirela 佐藤 高見 片岡 今溝、山崎 片岡 小野澤 清水

1-4 6-1 EIルーム2 5-4 美術室 6-1 技術室、調理室 6-1 1-4 4-2

LA 体育 科学 体育 LA 数学 体育 数学 芸術 科学

清水 平野、本郷、神 鈴木 平野、本郷、神 清水 佐藤 平野、本郷、神 佐藤 水本、高見 鈴木

4-2 体育館・校庭 理科室1 体育館・校庭 4-2 5-4 体育館・校庭 5-4 音楽室、美術室 理科室1

LHR デザイン 数学 科学 言語と文学 LHR 言語と文学 LA EI 音楽

各担当 今溝、山崎 佐藤 鈴木 小野澤 各担当 小野澤 清水 Mirela 水本

各教室 技術室、調理室 5-4 理科室1 1-4 各教室 1-4 4-2 EIルーム2 音楽室

３G 道徳 ３G 道徳

各担当 各担当 各担当 各担当

各教室 各教室 各教室 各教室

Term1

Term2

Term3

Term4

Term1

Term2

Term3

Term4



A週  １－Ｆ Ｂ週  １－Ｆ

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

デザイン 数学 言語と文学 科学 LA 言語と文学 音楽 個人と社会 科学 デザイン

今溝、山崎 佐藤 小野澤 脇田 清水 小野澤 水本 小川 脇田 今溝、山崎

技術室、調理室 5-4 1-4 理科室1 4-2 1-4 音楽室 6-2 理科室1 技術室、調理室

美術 体育 LA 体育 科学 EI 体育 LA 芸術 個人と社会

高見 平野、本郷、神 清水 平野、本郷、神 脇田 Mirela 平野、本郷、神 清水 水本、高見 小川

美術室 体育館・校庭 4-2 体育館・校庭 理科室1 EIルーム2 体育館・校庭 4-2 音楽室、美術室 6-2

LHR EI 個人と社会 言語と文学 数学 LHR 数学 数学 LA 言語と文学

各担当 Mirela 小川 小野澤 佐藤 各担当 佐藤 佐藤 清水 小野澤

各教室 EIルーム2 6-2 1-4 5-4 各教室 5-4 5-4 4-2 1-4

３G 道徳 ３G 道徳

各担当 各担当 各担当 各担当

各教室 各教室 各教室 各教室

Term3

Term1

Term4

Term2

Term1

Term2

Term3

Term4



A週  ２－Ａ Ｂ週  ２－Ａ

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

言語と文学 音楽 LA 数学 科学 言語と文学 LA デザイン 科学 EI

中田 水本 天坂 風間 小澤 中田 天坂 今溝、山崎 小澤 Mirela

1-3 音楽室 4-3 2-1 理科室2 1-3 4-3 技術室、調理室 理科室2 EIルーム2

EI 科学 言語と文学 デザイン 数学 体育 数学 体育 LA 数学

Mirela 小澤 中田 今溝、山崎 風間 平野、本郷、齋藤 風間 平野、本郷、齋藤 天坂 風間

EIルーム2 理科室2 1-3 技術室、調理室 2-1 体育館・校庭 2-1 体育館・校庭 4-3 2-1

LHR 個人と社会 個人と社会 LA 体育 LHR 言語と文学 科学 個人と社会 美術

各担当 松田 松田 天坂 平野、本郷、齋藤 各担当 中田 小澤 松田 丸山

各教室 6-3 6-3 4-3 体育館・校庭 各教室 1-3 理科室2 6-3 芸術室

３G 道徳 ３G 道徳

各担当 各担当 各担当 各担当

各教室 各教室 各教室 各教室

Term1

Term2

Term3

Term4Term4

Term1

Term2

Term3



A週  ２－Ｂ Ｂ週  ２－Ｂ

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

個人と社会 LA デザイン 科学 音楽 言語と文学 数学 LA EI LA

松田 天坂 今溝、山崎 小澤 水本 山下 風間 天坂 Mirela 天坂

6-3 4-3 技術室、調理室 理科室2 音楽室 3-2 2-1 4-3 EIルーム2 4-3

言語と文学 個人と社会 LA EI 言語と文学 体育 言語と文学 体育 科学 科学

山下 松田 天坂 Mirela 山下 平野、本郷、齋藤 山下 平野、本郷、齋藤 小澤 小澤

3-2 6-3 4-3 EIルーム2 3-2 体育館・校庭 3-2 体育館・校庭 理科室2 理科室2

LHR 数学 科学 数学 体育 LHR 個人と社会 数学 美術 デザイン

各担当 風間 小澤 風間 平野、本郷、齋藤 各担当 松田 風間 丸山 今溝、山崎

各教室 2-1 理科室2 2-1 体育館・校庭 各教室 6-3 2-1 芸術室 技術室、調理室

３G 道徳 ３G 道徳

各担当 各担当 各担当 各担当

各教室 各教室 各教室 各教室

Term3

Term1

Term2

Term1

Term2

Term3

Term4 Term4



A週  ２－Ｃ Ｂ週  ２－Ｃ

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

言語と文学 数学 個人と社会 デザイン LA 数学 美術 言語と文学 LA 言語と文学

山下 風間 水嶋 今溝、山崎 天坂 風間 丸山 山下 天坂 山下

3-2 2-1 6-3 技術室、調理室 4-3 2-1 芸術室 3-2 4-3 3-2

科学 LA 科学 EI 個人と社会 体育 LA 体育 デザイン 個人と社会

小澤 天坂 小澤 Sabaragamuwa 水嶋 平野、本郷、齋藤 天坂 平野、本郷、齋藤 今溝、山崎 水嶋

理科室2 4-3 理科室2 EIルーム１ 6-3 体育館・校庭 4-3 体育館・校庭 技術室、調理室 6-3

LHR 音楽 数学 言語と文学 体育 LHR 科学 EI 数学 科学

各担当 水本 風間 山下 平野、本郷、齋藤 各担当 小澤 Sabaragamuwa 風間 小澤

各教室 音楽室 2-1 3-2 体育館・校庭 各教室 理科室2 EIルーム１ 2-1 理科室2

３G 道徳 ３G 道徳

各担当 各担当 各担当 各担当

各教室 各教室 各教室 各教室

Term1

Term2

Term3

Term1

Term2

Term3

Term4 Term4



A週  ２－Ｄ Ｂ週  ２－Ｄ

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

数学 科学 数学 体育 デザイン 数学 科学 科学 LA 個人と社会

山本 木村 山本 平野、本郷、加藤 今溝、山崎 山本 木村 木村 和田 水嶋

2-2 理科室2 2-2 体育館・校庭 技術室、調理室 2-2 理科室2 理科室2 5-2 6-3

体育 EI 個人と社会 言語と文学 科学 デザイン 数学 個人と社会 体育 EI

平野、本郷、加藤 Sabaragamuwa 水嶋 山下 木村 今溝、山崎 山本 水嶋 平野、本郷、加藤 Sabaragamuwa

体育館・校庭 EIルーム１ 6-3 3-2 理科室2 技術室、調理室 2-2 6-3 体育館・校庭 EIルーム１

LHR 美術 LA LA 言語と文学 LHR 音楽 LA 言語と文学 言語と文学

各担当 丸山 和田 和田 山下 各担当 水本 和田 山下 山下

各教室 芸術室 5-2 5-2 3-2 各教室 音楽室 5-2 3-2 3-2

３G 道徳 ３G 道徳

各担当 各担当 各担当 各担当

各教室 各教室 各教室 各教室

Term1

Term2

Term4 Term4

Term1

Term2

Term3 Term3



A週  ２－Ｅ Ｂ週  ２－Ｅ

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

科学 LA 科学 体育 数学 科学 デザイン 個人と社会 EI 科学

木村 和田 木村 平野、本郷、加藤 山本 木村 今溝、山崎 松田 Sabaragamuwa 木村

理科室2 5-2 理科室2 体育館・校庭 2-2 理科室2 技術室、調理室 6-3 EIルーム１ 理科室2

体育 美術 言語と文学 数学 言語と文学 個人と社会 言語と文学 数学 体育 言語と文学

平野、本郷、加藤 丸山 川上 山本 川上 松田 川上 山本 平野、本郷、加藤 川上

体育館・校庭 芸術室 3-1 2-2 3-1 6-3 3-1 2-2 体育館・校庭 3-1

LHR デザイン EI 個人と社会 LA LHR LA 音楽 数学 LA

各担当 今溝、山崎 Sabaragamuwa 松田 和田 各担当 和田 水本 山本 和田

各教室 技術室、調理室 EIルーム１ 6-3 5-2 各教室 5-2 音楽室 2-2 5-2

３G 道徳 ３G 道徳

各担当 各担当 各担当 各担当

各教室 各教室 各教室 各教室

Term1

Term2

Term3

Term1

Term2

Term3

Term4 Term4



A週  ２－Ｆ Ｂ週  ２－Ｆ

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

デザイン 言語と文学 言語と文学 体育 美術 EI LA LA 言語と文学 デザイン

今溝、山崎 川上 川上 平野、本郷、加藤 丸山 Sabaragamuwa 和田 和田 川上 今溝、山崎

技術室、調理室 3-1 3-1 体育館・校庭 芸術室 EIルーム１ 5-2 5-2 3-1 技術室、調理室

体育 数学 LA 個人と社会 EI 数学 科学 言語と文学 体育 音楽

平野、本郷、加藤 山本 和田 松田 Sabaragamuwa 山本 木村 川上 平野、本郷、加藤 水本

体育館・校庭 2-2 5-2 6-3 EIルーム１ 2-2 理科室2 3-1 体育館・校庭 音楽室

LHR LA 数学 科学 科学 LHR 数学 個人と社会 科学 個人と社会

各担当 和田 山本 木村 木村 各担当 山本 松田 木村 松田

各教室 5-2 2-2 理科室2 理科室2 各教室 2-2 6-3 理科室2 6-3

３G 道徳 ３G 道徳

各担当 各担当 各担当 各担当

各教室 各教室 各教室 各教室

Term1

Term2

Term3

Term1

Term2

Term3

Term4 Term4



A週  ３－A Ｂ週  ３－A

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

科学 数学 LA 音楽 EI 体育 LA LA 数学 数学

窪田 山本 Kubota 武藤 Nachsin 齋藤、神、加藤 Kubota Kubota 山本 山本

理科講義室 2-2 4-1 音楽室 EIルーム１ 体育館・校庭 4-1 4-1 2-2 2-2

数学 デザイン・情報 個人と社会 言語と文学 科学 EI デザイン・情報 科学 言語と文学 体育 

山本 田坂、今溝、市川 青柳 川上 窪田 Nachsin 田坂、今溝、市川 窪田 川上 齋藤、神、加藤

2-2 家庭科室、技術室、PC室１ 6-4 3-1 理科講義室 EIルーム１ 家庭科室、技術室、PC室１ 理科講義室 3-1 体育館・校庭

LHR 言語と文学 体育 LA 個人と社会 LHR 科学 個人と社会 美術 個人と社会

各担当 川上 齋藤、神、加藤 Kubota 青柳 各担当 窪田 青柳 高見 青柳

各教室 3-1 体育館・校庭 4-1 6-4 各教室 理科講義室 6-4 美術室 6-4

３G 道徳 ３G 道徳

各担当 各担当 各担当 各担当

各教室 各教室 各教室 各教室

Term2

Term3

Term4 Term4

Term1

Term2

Term3

Term1



A週  ３－B Ｂ週  ３－B

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

言語と文学 LA EI 科学 数学 体育 EI 数学 数学 科学

大豆生田 Kubota Shannon 窪田 武石 齋藤、神、加藤 Shannon 武石 武石 窪田

3-3 4-1 EIルーム１ 理科講義室 5-4 体育館・校庭 EIルーム１ 5-4 5-4 理科講義室

LA デザイン・情報 科学 音楽 個人と社会 科学 デザイン・情報 個人と社会 LA 体育 

Kubota 田坂、今溝、市川 窪田 武藤 青柳 窪田 田坂、今溝、市川 青柳 Kubota 齋藤、神、加藤

4-1 家庭科室、技術室、PC室１ 理科講義室 音楽室 6-4 理科講義室 家庭科室、技術室、PC室１ 6-4 4-1 体育館・校庭

LHR 個人と社会 体育 数学 言語と文学 LHR 美術 言語と文学 個人と社会 LA

各担当 青柳 齋藤、神、加藤 武石 大豆生田 各担当 高見 大豆生田 青柳 Kubota

各教室 6-4 体育館・校庭 5-4 3-3 各教室 美術室 3-3 6-4 4-1

３G 道徳 ３G 道徳

各担当 各担当 各担当 各担当

各教室 各教室 各教室 各教室

Term1

Term2

Term3

Term1

Term2

Term3

Term4 Term4



A週  ３－C Ｂ週  ３－C

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

数学 個人と社会 数学 個人と社会 科学 体育 美術 数学 個人と社会 数学

高森 小川 高森 小川 窪田 齋藤、神、加藤 高見 高森 小川 高森

2-1 6-2 2-1 6-2 理科講義室 体育館・校庭 美術室 2-1 6-2 2-1

デザイン・情報 音楽 EI 言語と文学 言語と文学 LA EI デザイン・情報 言語と文学 体育 

田坂、今溝、市川 武藤 Langer 大豆生田 大豆生田 Lascano Langer 田坂、今溝、市川 大豆生田 齋藤、神、加藤

家庭科室、技術室、PC室１ 音楽室 EIルーム2 3-3 3-3 4-4 EIルーム2 家庭科室、技術室、PC室１ 3-3 体育館・校庭

LHR 科学 体育 LA LA LHR 個人と社会 科学 科学 LA

各担当 窪田 齋藤、神、加藤 Lascano Lascano 各担当 小川 窪田 窪田 Lascano

各教室 理科講義室 体育館・校庭 4-4 4-4 各教室 6-2 理科講義室 理科講義室 4-4

３G 道徳 ３G 道徳

各担当 各担当 各担当 各担当

各教室 各教室 各教室 各教室

Term3

Term1Term1

Term2

Term3

Term4 Term4

Term2



A週  ３－D Ｂ週  ３－D

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

体育 科学 個人と社会 言語と文学 LA 言語と文学 言語と文学 科学 LA 数学

齋藤、神、加藤 平田 小川 大豆生田 Lascano 大豆生田 大豆生田 平田 Lascano 武石

体育館・校庭 理科講義室 6-2 3-3 4-4 3-3 3-3 理科講義室 4-4 5-4

デザイン・情報 EI 体育 美術 数学 個人と社会 音楽 デザイン・情報 個人と社会 EI

田坂、今溝、市川 Langer 齋藤、神、加藤 高見 武石 小川 武藤 田坂、今溝、市川 小川 Langer

家庭科室、技術室、PC室１ EIルーム2 体育館・校庭 美術室 5-4 6-2 音楽室 家庭科室、技術室、PC室１ 6-2 EIルーム2

LHR 数学 LA 科学 個人と社会 LHR LA 体育 数学 科学

各担当 武石 Lascano 平田 小川 各担当 Lascano 齋藤、神、加藤 武石 平田

各教室 5-4 4-4 理科講義室 6-2 各教室 4-4 体育館・校庭 5-4 理科講義室

３G 道徳 ３G 道徳

各担当 各担当 各担当 各担当

各教室 各教室 各教室 各教室

Term1

Term2

Term3

Term4 Term4

Term1

Term2

Term3



A週  ３－E Ｂ週  ３－E

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

体育 美術 個人と社会 EI LA デザイン・情報 科学 EI LA 個人と社会

齋藤、神、加藤 高見 青柳 Sabaragamuwa Langer 田坂、今溝、市川 平田 Sabaragamuwa Langer 青柳

体育館・校庭 美術室 6-4 EIルーム１ 5-3 家庭科室、技術室、PC室１ 理科講義室 EIルーム１ 5-3 6-4

科学 数学 体育 数学 デザイン・情報 言語と文学 数学 言語と文学 科学 数学

平田 武石 齋藤、神、加藤 武石 田坂、今溝、市川 大豆生田 武石 大豆生田 平田 武石

理科講義室 5-4 体育館・校庭 5-4 家庭科室、技術室、PC室１ 3-3 5-4 3-3 理科講義室 5-4

LHR LA 言語と文学 個人と社会 科学 LHR 個人と社会 体育 音楽 LA

各担当 Langer 大豆生田 青柳 平田 各担当 青柳 齋藤、神、加藤 武藤 Langer

各教室 5-3 3-3 6-4 理科講義室 各教室 6-4 体育館・校庭 音楽室 5-3

３G 道徳 ３G 道徳

各担当 各担当 各担当 各担当

各教室 各教室 各教室 各教室

Term3

Term1

Term2

Term1

Term2

Term3

Term4 Term4



A週  ３－F Ｂ週  ３－F

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

体育 個人と社会 科学 個人と社会 数学 デザイン・情報 個人と社会 LA 科学 音楽

齋藤、神、加藤 青柳 平田 青柳 高森 田坂、今溝、市川 青柳 Langer 平田 武藤

体育館・校庭 6-4 理科講義室 6-4 2-1 家庭科室、技術室、PC室１ 6-4 5-3 理科講義室 音楽室

数学 科学 体育 LA デザイン・情報 数学 言語と文学 数学 個人と社会 科学

高森 平田 齋藤、神、加藤 Langer 田坂、今溝、市川 高森 大豆生田 高森 青柳 平田

2-1 理科講義室 体育館・校庭 5-3 家庭科室、技術室、PC室１ 2-1 3-3 2-1 6-4 理科講義室

LHR 言語と文学 LA 美術 EI LHR LA 体育 EI 言語と文学

各担当 大豆生田 Langer 高見 Shannon 各担当 Langer 齋藤、神、加藤 Shannon 大豆生田

各教室 3-3 5-3 美術室 EIルーム１ 各教室 5-3 体育館・校庭 EIルーム１ 3-3

３G 道徳 ３G 道徳

各担当 各担当 各担当 各担当

各教室 各教室 各教室 各教室

Term1

Term2

Term3

Term1

Term2

Term3

Term4 Term4



A週  ４ーA Ｂ週  ４ーA

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

言語と文学 数学Ⅰ・A 選択科目 言語と文学 保健・情報 LA 歴史総合 選択科目 言語と文学 体育 

塩野 中村 武藤、丸山、福島結 塩野 本郷、市川、神、齋藤 Semans、Nachsin、Shannon 青木 武藤、丸山、福島結 塩野 加藤、齋藤、寺井

1-2 2-3 音楽室、芸術室、美術室 1-2 5-1、PC室１ 5-1、5-2、5-3 社会科講義室 音楽室、芸術室、美術室 1-2 体育館・校庭

EI LA 歴史総合 数学Ⅰ・A 体育 化学基礎 LA 数学Ⅰ・A 数学Ⅰ・A EI

Shannon、Lascano、Nachsin Semans、Nachsin、Shannon 青木 中村 加藤、齋藤、寺井 田村 Semans、Nachsin、Shannon 中村 中村 Shannon、Lascano、Nachsin

5-3、4-4、5-2 5-1、5-2、5-3 社会科講義室 2-3 体育館・校庭 化学実験室 5-1、5-2、5-3 2-3 2-3 5-3、4-4、5-2

LHR 家庭基礎 生物基礎 地理総合 数学Ⅰ・A LHR 言語と文学 家庭基礎 保健・情報 地理総合

各担当 田坂 鈴木 福島知 中村 各担当 塩野 田坂 本郷、市川、齋藤、神 福島知

各教室 家庭科室 生物実験室 社会科講義室 2-3 各教室 1-2 家庭科室 5-1、PC室１ 社会科講義室

化学基礎 ３G 生物基礎 ３G

田村 各担当 鈴木 各担当

化学実験室 各教室 生物実験室 各教室

Term1 Term1

Term2 Term2

Term3 Term3

Term4 Term4



A週  ４－B Ｂ週  ４－B

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

数学Ⅰ・A 言語と文学 選択科目 数学Ⅰ・A 保健・情報 LA 数学Ⅰ・A 選択科目 数学Ⅰ・A 体育 

中村 塩野 武藤、丸山、福島結 中村 本郷、市川、神、齋藤 Semans、Nachsin、Shannon 中村 武藤、丸山、福島結 中村 加藤、齋藤、寺井

2-3 1-2 音楽室、芸術室、美術室 2-3 5-1、PC室１ 5-1、5-2、5-3 2-3 音楽室、芸術室、美術室 2-3 体育館・校庭

EI LA 化学基礎 歴史総合 体育 言語と文学 LA 化学基礎 家庭基礎 EI

Shannon、Lascano、Nachsin Semans、Nachsin、Shannon 田村 青木 加藤、齋藤、寺井 塩野 Semans、Nachsin、Shannon 田村 田坂 Shannon、Lascano、Nachsin

5-3、4-4、5-2 5-1、5-2、5-3 化学実験室 社会科講義室 体育館・校庭 1-2 5-1、5-2、5-3 化学実験室 家庭科室 5-3、4-4、5-2

LHR 地理総合 数学Ⅰ・A 言語と文学 家庭基礎 LHR 生物基礎 地理総合 保健・情報 言語と文学

各担当 福島知 中村 塩野 田坂 各担当 鈴木 福島知 本郷、市川、齋藤、神 塩野

各教室 社会科講義室 2-3 1-2 家庭科室 各教室 生物実験室 社会科講義室 5-1、PC室１ 1-2

生物基礎 ３G 歴史総合 ３G

鈴木 各担当 青木 各担当

生物実験室 各教室 社会科講義室 各教室

Term1 Term1

Term2 Term2

Term3 Term3

Term4 Term4



A週  ４－C Ｂ週  ４－C

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

数学Ⅰ・A 歴史総合 数学Ⅰ・A 地理総合 生物基礎 LA 言語と文学 言語と文学 家庭基礎 体育 

中野 青木 中野 福島知 鈴木 Semans、Nachsin、Shannon 塩野 塩野 田坂 加藤、齋藤、寺井

2-4 社会科講義室 2-4 社会科講義室 生物実験室 5-1、5-2、5-3 1-2 1-2 家庭科室 体育館・校庭

EI LA 選択科目 家庭基礎 体育 選択科目 LA 数学Ⅰ・A 歴史総合 EI

Shannon、Lascano、Nachsin Semans、Nachsin、Shannon 武藤、丸山、福島結 田坂 加藤、齋藤、寺井 武藤、丸山、福島結 Semans、Nachsin、Shannon 中野 青木 Shannon、Lascano、Nachsin

5-3、4-4、5-2 5-1、5-2、5-3 音楽室、芸術室、美術室 家庭科室 体育館・校庭 音楽室、芸術室、美術室 5-1、5-2、5-3 2-4 社会科講義室 5-3、4-4、5-2

LHR 数学Ⅰ・A 化学基礎 保健・情報 言語と文学 LHR 地理総合 化学基礎 生物基礎 保健・情報

各担当 中野 田村 神、市川、本郷、齋藤 塩野 各担当 福島知 田村 鈴木 神、市川、本郷、齋藤

各教室 2-4 化学実験室 5-1、PC室１ 1-2 各教室 社会科講義室 化学実験室 生物実験室 5-1、PC室１

言語と文学 ３G 数学Ⅰ・A ３G

塩野 各担当 中野 各担当

1-2 各教室 2-4 各教室

Term1 Term1

Term2 Term2

Term3 Term3

Term4 Term4



A週  ４－D Ｂ週  ４－D

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

地理総合 化学基礎 数学Ⅰ・A 生物基礎 体育 地理総合 家庭基礎 体育 生物基礎 LA

福島知 田村 中村 三上 加藤、平野、寺井 福島知 田坂 加藤、平野、寺井 三上 Semans、Nachsin、Shannon

社会科講義室 化学実験室 2-3 生物実験室 体育館・校庭 社会科講義室 家庭科室 体育館・校庭 生物実験室 5-1、5-2、5-3

言語と文学 数学Ⅰ・A 選択科目 EI LA 選択科目 数学Ⅰ・A 歴史総合 EI 数学Ⅰ・A

塩野 中村 武藤、丸山、福島結 Lascano、Nachsin、Semans Semans、Nachsin、Shannon 武藤、丸山、福島結 中村 青木 Lascano、Nachsin、Semans 中村

1-2 2-3 音楽室、芸術室、美術室 4-4、5-2、5-1 5-1、5-2、5-3 音楽室、芸術室、美術室 2-3 社会科講義室 4-4、5-2、5-1 2-3

LHR 言語と文学 家庭基礎 保健・情報 歴史総合 LHR 化学基礎 数学Ⅰ・A 言語と文学 保健・情報

各担当 塩野 田坂 神、市川、本郷、齋藤 青木 各担当 田村 中村 塩野 神、市川、本郷、齋藤

各教室 1-2 家庭科室 5-1、PC室１ 社会科講義室 各教室 化学実験室 2-3 1-2 5-1、PC室１

LA ３G 言語と文学 ３G

Semans、Nachsin、Shannon 各担当 塩野 各担当

5-1、5-2、5-3 各教室 1-2 各教室

Term1 Term1

Term2 Term2

Term3 Term3

Term4 Term4



A週  ４－E Ｂ週  ４－E

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

選択科目 数学Ⅰ・A 生物基礎 言語と文学 体育 化学基礎 生物基礎 体育 言語と文学 LA

武藤、丸山、福島結 中野 三上 三輪 加藤、平野、寺井 田村 三上 加藤、平野、寺井 三輪 Semans、Nachsin、Shannon

音楽室、芸術室、美術室 2-4 生物実験室 1-1 体育館・校庭 化学実験室 生物実験室 体育館・校庭 1-1 5-1、5-2、5-3

歴史総合 言語と文学 家庭基礎 EI LA 数学Ⅰ・A 数学Ⅰ・A 選択科目 EI 歴史総合

青木 三輪 田坂 Lascano、Nachsin、Semans Semans、Nachsin、Shannon 中野 中野 武藤、丸山、福島結 Lascano、Nachsin、Semans 青木

社会科講義室 1-1 家庭科室 4-4、5-2、5-1 5-1、5-2、5-3 2-4 2-4 音楽室、芸術室、美術室 4-4、5-2、5-1 社会科講義室

LHR 保健・情報 地理総合 数学Ⅰ・A 化学基礎 LHR 保健・情報 数学Ⅰ・A 地理総合 家庭基礎

各担当 齋藤、市川、神、本郷 福島知 中野 田村 各担当 齋藤、市川、神、本郷 中野 福島知 田坂

各教室 5-1、PC室１ 社会科講義室 2-4 化学実験室 各教室 5-1、PC室１ 2-4 社会科講義室 家庭科室

LA ３G 言語と文学 ３G

Semans、Nachsin、Shannon 各担当 三輪 各担当

5-1、5-2、5-3 各教室 1-1 各教室

Term1 Term1

Term2 Term2

Term3 Term3

Term4 Term4



A週  ４－F Ｂ週  ４－F

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

選択科目 言語と文学 歴史総合 家庭基礎 体育 数学Ⅰ・A 数学Ⅰ・A 体育 歴史総合 LA

武藤、丸山、福島結 三輪 青木 田坂 加藤、平野、寺井 中野 中野 加藤、平野、寺井 青木 Semans、Nachsin、Shannon

音楽室、芸術室、美術室 1-1 社会科講義室 家庭科室 体育館・校庭 2-4 2-4 体育館・校庭 社会科講義室 5-1、5-2、5-3

数学Ⅰ・A 地理総合 生物基礎 EI LA 地理総合 生物基礎 選択科目 EI 言語と文学

中野 福島知 三上 Lascano、Nachsin、Semans Semans、Nachsin、Shannon 福島知 三上 武藤、丸山、福島結 Lascano、Nachsin、Semans 三輪

2-4 社会科講義室 生物実験室 4-4、5-2、5-1 5-1、5-2、5-3 社会科講義室 生物実験室 音楽室、芸術室、美術室 4-4、5-2、5-1 1-1

LHR 保健・情報 数学Ⅰ・A 化学基礎 言語と文学 LHR 保健・情報 言語と文学 数学Ⅰ・A 化学基礎

各担当 齋藤、市川、神、本郷 中野 田村 三輪 各担当 齋藤、市川、神、本郷 三輪 中野 田村

各教室 5-1、PC室１ 2-4 化学実験室 1-1 各教室 5-1、PC室１ 1-1 2-4 化学実験室

LA ３G 家庭基礎 ３G

Semans、Nachsin、Shannon 各担当 田坂 各担当

5-1、5-2、5-3 各教室 家庭科室 各教室

Term1 Term1

Term2 Term2

Term3 Term3

Term4 Term4


