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 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

 １－１  現代文  数学A  英表Ⅰ  生基  物基  数学Ⅰ  総探  情報  数学A  家庭基  家庭基  体育  保健  コミ英  コミ英  数学Ⅰ  芸術  芸術  体育  古典  HRA  世史A  コミ英  古典  生基  物基  現代文  数学A  古典  情報  体育  英表Ⅰ  数学Ⅰ  世史A

  鳴海  安達  中山/助安/後藤  屋田  池田  松本/安達/匹田  助安/安達  伊藤  安達  佐藤美  佐藤美  渡/堀/松/坂  渡邉  助安  助安  松本/安達/匹田  馬見塚/松井/稲田  馬見塚/松井/稲田  渡/堀/松/坂  佐藤響  助安  工藤  助安  佐藤響  屋田  池田  鳴海  安達  佐藤響  伊藤  渡/堀/松/坂  中山/助安/後藤  松本/安達/匹田  工藤

  １－１  １－１  12/11/特１  １－１ １－１  １１/１２/特1  １－１  パソコ  １－１  多目的  多目的  １－１  １－１  １－１  １１/１２/特1  １－１  １－１  １－１  １－１  １－１  １－１ 物理教  １－１  １－１  １－１  パソコ  12/11/特１  １１/１２/特1  １－１

 １－２  情報  現代文  英表Ⅰ  数学A  生基  数学Ⅰ  総探  世史A  物基  古典  数学A  体育  コミ英  保健  コミ英  数学Ⅰ  芸術  芸術  体育  生基  HRA  古典  コミ英  情報  数学A  家庭基  家庭基  現代文  世史A  物基  体育  英表Ⅰ  数学Ⅰ  古典

  伊藤  鳴海  中山/助安/後藤  松本  林  松本/安達/匹田  伊藤/渡邉  工藤  園田  佐藤響  松本  渡/堀/松/坂  中山  渡邉  中山  松本/安達/匹田  馬見塚/松井/稲田  馬見塚/松井/稲田  渡/堀/松/坂  林  伊藤  佐藤響  中山  伊藤  松本  佐藤美  佐藤美  鳴海  工藤  園田  渡/堀/松/坂  中山/助安/後藤  松本/安達/匹田  佐藤響

  パソコ  １－２  12/11/特１  １－２  １－２  １１/１２/特1  １－２  １－２  １－２  １－２  １－２  １－２  １－２  １－２  １１/１２/特1  １－２  １－２  １－２  １－２  パソコ  １－２  多目的  多目的  １－２  １－２ 物理教  12/11/特１  １１/１２/特1  １－２

 １－３  世史A  情報  体育  現代文  数学A  コミ英  総探  コミ英  生基  体育  物基  古典  数学Ⅰ  保健  世史A  英表Ⅰ  家庭基  家庭基  古典  数学A  HRA  現代文  生基  数学Ⅰ  体育  芸術  芸術  コミ英  物基  古典  情報  数学A  英表Ⅰ  数学Ⅰ

  工藤  伊藤  渡/舞/武/坂  鳴海  匹田  助安  工藤/稲田  助安  屋田  渡/舞/武/坂  園田  佐藤響  松本/安達/宿利  舞  工藤  中山/助安/後藤  佐藤美  佐藤美  佐藤響  匹田  工藤  鳴海  屋田  松本/安達/宿利  渡/舞/武/坂  馬見塚/松井/稲田  馬見塚/松井/稲田  助安  園田  佐藤響  伊藤  匹田  中山/助安/後藤  松本/安達/宿利

  １－３  パソコ  １－３  １－３  １－３  １－３  １－３  １－３  １－３  １－３  １３/特３/１４  １－３  １－３  １4/１3/特2  多目的  多目的  １－３  １－３  １－３  １－３  １－３  １３/特３/１４  １－３ 物理教  １－３  パソコ  １－３  １4/１3/特2  １３/特３/１４

 １－４  物基  コミ英  体育  情報  数学A  現代文  総探  古典  保健  体育  日世地A  コミ英  数学Ⅰ  生基  情報  英表Ⅰ  物基  現代文  数学A  古典  HRA  数学A  日世地A  数学Ⅰ  体育  芸術  芸術  コミ英  古典  生基  家庭基  家庭基  英表Ⅰ  数学Ⅰ

  園田  中山  渡邉/舞/武生/坂本  伊藤  松本  佐藤響  中山/舞  鳴海  舞  渡/舞/武/坂  工/藤/安/筬  中山  松本/安達/宿利  林  伊藤  中山/助安/後藤  園田  佐藤響  松本  鳴海  中山朋  松本  工/藤/安/筬  松本/安達/宿利  渡/舞/武/坂  馬見塚/松井/稲田  馬見塚/松井/稲田  中山  鳴海  林  佐藤美  佐藤美  中山/助安/後藤  松本/安達/宿利

  １－４  １－４  パソコ  １－４  １－４  １－４  １－４  １－４  １４/１５/１６/特1  １－４  １３/特３/１４  １－４  パソコ  １4/１3/特2 物理教  １－４  １－４  １－４  １－４  １－４  １４/１５/１６/特1  １３/特３/１４  １－４  １－４  １－４  多目的  多目的  １4/１3/特2  １３/特３/１４

 １－５  数学Ⅰ  体育  家庭基  家庭基  物基  コミ英  総探  保健  現代文  英表Ⅰ  日世地A  情報  生基  数学A  数学A  古典  体育  数学Ⅰ  情報  コミ英  HRA  物基  日世地A  英表Ⅰ  古典  体育  数学A  現代文  コミ英  数学Ⅰ  芸術  芸術  古典  生基

  松本/匹田  松/舞/堀/武  佐藤美  佐藤美  園田  中山  筬島/佐藤響  坂本  佐藤響  中山/助安/後藤  工/藤/安/筬  伊藤  屋田  安達  安達  鳴海  松/舞/堀/武  松本/匹田  伊藤  中山  筬島  園田  工/藤/安/筬  中山/助安/後藤  鳴海  松/舞/堀/武  安達  佐藤響  中山  松本/匹田  馬見塚/松井/稲田  馬見塚/松井/稲田  鳴海  屋田

  １５/特1  多目的  多目的 物理教  １－５  １－５  １－５  １－５  １５/１６/特2  １４/１５/１６/特1  パソコ  １－５  １－５  １－５  １－５  １５/特1  パソコ  １－５  １－５ 物理教  １４/１５/１６/特1  １５/１６/特２  １－５  １－５  １－５  １－５  １５/特1  １－５  １－５

 １－６  コミ英  体育  現代文  物基  数学A  古典  総探  数学Ⅰ  保健  英表Ⅰ  日世地A  家庭基  家庭基  古典  数学Ⅰ  生基  体育  古典  物基  コミ英  HRA  数学A  日世地A  英表Ⅰ  現代文  体育  数学Ⅰ  情報  数学A  コミ英  芸術  芸術  生基  情報

  助安  松/舞/堀/武  佐藤響  園田  安達  鳴海  松本隆/林  松本隆  坂本  中山/助安/後藤  工/藤/安/筬  佐藤美  佐藤美  鳴海  松本  林  松/舞/堀/武  鳴海  園田  助安  松本  安達  工/藤/安/筬  中山/助安/後藤  佐藤響  松/舞/堀/武  松本  伊藤  安達  助安  馬見塚/松井/稲田  馬見塚/松井/稲田  林  伊藤

  １－６  １－６ 物理教  １－６  １－６  １－６  １－６  １－６  １５/１６/特2  １４/１５/１６/特1  多目的  多目的  １－６  １－６  １－６  １－６ 物理教  １－６  １－６  １－６  １４/１５/１６/特1  １５/１６/特２  １－６  １－６  パソコ  １－６  １－６  １－６  パソコ

 ２－１  英表A  数学Ⅱ  化学  コミ英  体育  古典  総探  地理B  地理B  コミ英  現代文  化学  物生  数学Ⅲ  古典  数学Ⅲ  化学  数学Ⅱ  英表A  物生  HRA  数学Ⅲ  体育  化学  物生  コミ英  地理B  現代文  数学Ⅱ  古典  化学  現社  保健  コミ英

  大戸/後藤/利光沙  河野徹  山中  大戸  武/堀/舞/渡  河野敏  大戸/後藤  安心院  安心院  大戸  山田  山中  園田/利光詩  田中/河野徹  河野敏  田中/河野徹  山中  河野徹  大戸/後藤/利光沙  園田/利光詩  大戸  田中/河野徹  武/堀/舞/渡  山中  園田/利光詩  大戸  安心院  山田  河野徹  河野敏  山中  廣岡  武生  大戸

  ２１/２３/特2  ２－１  ２－１  ２－１  ２－１  ２－１  ２－１  ２－１  ２－１  ２－１  ２－１  物理/生実  ２１/２３  ２－１  ２１/２３  ２－１  ２－１  ２１/２３/特2  物理/生実  ２－１  ２１/２３  ２－１  物理/生実  ２－１  ２－１  ２－１  ２－１  ２－１  ２－１  ２－１  ２－１  ２－１

 ２－２  物/生  化学  コミ英  日世地B  体育  数学Ⅱ  総探  保健  物/生  数学Ⅲ  英表A  日世地B  化学  コミ英  数学Ⅱ  コミ英  現代文  化学  古典  数学Ⅲ  HRA  コミ英  体育  現代文  数学Ⅲ  化学  物/生  古典  現社  数学Ⅱ  古典  日世地B  英表A  化学

  池田/利光詩  山中  大戸  川野/藤澤/筬島  武/堀/舞/渡  河野徹  利光詩/宿利  松永  池田/利光詩  河野徹/宿利  大戸/高田/利光沙  川野/藤澤/筬島  山中  大戸  河野徹  大戸  河野敏  山中  緒方  河野徹/宿利  利光詩  大戸  武/堀/舞/渡  河野敏  河野徹/宿利  山中  池田/利光詩  緒方  廣岡  河野徹  緒方  川野/藤澤/筬島  大戸/高田/利光沙  山中

  物理/生実  ２－２  ２－２  特３/23/22  ２－２  ２－２  ２－２  物理/生実  特1/22  ２２/２４/特3  特３/23/22  ２－２  ２－２  ２－２  ２－２  ２－２  ２－２  ２－２  特1/22  ２－２  ２－２  ２－２  特1/22  ２－２  物理/生実  ２－２  ２－２  ２－２  ２－２  特３/23/22  ２２/２４/特3  ２－２
 ２－３理  英表A  数学Ⅱ  現代文  日世地B  化学  コミ英  総探  化学  保健  コミ英  古典  日世地B  物生  数学Ⅲ  化学  数学Ⅲ  現社  体育  英表A  物生  HRA  数学Ⅲ  古典  現代文  物生  コミ英  化学  数学Ⅱ  古典  化学  コミ英  日世地B  体育  数学Ⅱ

  大戸/後藤/利光沙  田中  緒方  川野/藤澤/筬島  山中  高田  山中/廣岡  山中  堀  高田  高井  川野/藤澤/筬島  園田/利光詩  田中/河野徹  山中  田中/河野徹  廣岡  坂/松/舞/渡  大戸/後藤/利光沙  園田/利光詩  山中  田中/河野徹  高井幸  緒方  園田/利光詩  高田  山中  田中  高井  山中  高田  川野/藤澤/筬島  坂/松/舞/渡  田中

  ２１/２３/特2 ２－３  ２－３  特３/23/22 特２  ２－３  ２－３ ２－３  ２－３  ２－３  ２－３  特３/23/22  物理/生実  ２１/２３ ２－３  ２１/２３  ２－３  ２１/２３/特2  物理/生実  ２－３  ２１/２３  ２－３  ２－３  物理/生実  ２－３ ２－３ ２－３  ２－３ 特2  ２－３  特３/23/22 ２－３

 ２－３文  英表A  古典  現代文  数学Ⅱ  日世地B  コミ英  総探  古典  保健  コミ英  化基 芸術  数学Ⅱ  政経  数学B  生基  英表B  体育  英表A  日世地B  HRA  化基  古典  現代文  日世地B  コミ英  数学Ⅱ  数学B  古典  日世地B  コミ英  数学B  体育  政経

  大戸/後藤/利光沙  河野敏  緒方  田中  川/汐/工/藤/筬  高田  山中/廣岡  河野敏  堀  高田  山中  馬見/松井/稲田  田中  廣岡  宿利  屋田  後藤  坂/松/舞/渡  大戸/後藤/利光沙  川/汐/工/藤/筬  山中  山中  河野敏  緒方  川/汐/工/藤/筬  高田  田中  宿利  河野敏  川/汐/工/藤/筬  高田  宿利  坂/松/舞/渡  廣岡

  ２１/２３/特2  特3  ２－３  特１  24/特3/23/25/化学  ２－３  ２－３  特3  ２－３  ２－３  化学教  特1 視聴覚  特２ 生物教  特３  ２１/２３/特2  24/特3/23/25/化学  ２－３  化学教  特3  ２－３  24/特3/23/25/化学  ２－３  特1 特２  特3  24/特3/23/25/化学  ２－３ 特２ 視聴覚

 ２－４  数学Ⅱ  政経  数学B  古典  日世地B  英表B  総探  保健  数学Ⅱ  現代文  英表A 芸術  体育  コミ英  化基  数学B  コミ英  古典  政経  日世地B  HRA  数学B  コミ英  体育  日世地B  古典  現代文  生基  数学Ⅱ  日世地B  化基  コミ英  英表A  古典

  田中  廣岡  宿利  河野敏  川/汐/工/藤/筬  大戸  田中/高田  堀  田中  緒方  大戸/高田/利光沙  馬見/松井/稲田  松永/武生/堀/坂本  高田  林  宿利  高田  河野敏  廣岡  川/汐/工/藤/筬  田中  宿利  高田  松永/武生/堀/坂本  川/汐/工/藤/筬  河野敏  緒方  林  田中  川/汐/工/藤/筬  林  高田  大戸/高田/利光沙  河野敏

  ２－４  ２－４  ２－４  ２－４  24/特3/23/25/化学  ２－４  ２－４  ２－４  ２－４  ２－４  ２２/２４/特3  ２－４  ２－４  ２－４  ２－４  ２－４  ２－４  24/特3/23/25/化学  ２－４  ２－４  ２－４  24/特3/23/25/化学  ２－４  ２－４  ２－４  ２－４  24/特3/23/25/化学  ２－４  ２－４  ２２/２４/特3  ２－４

 ２－５  化基  数学Ⅱ  コミ英  数学B  日世地B  古典  総探  コミ英  現代文 芸術  数学B  生基  体育  古典  英表A  コミ英  古典  化基  数学Ⅱ  日世地B  HRA  英表B  政経  体育  日世地B  数学B  コミ英  現代文  数学Ⅱ  日世地B  英表A  古典  政経  保健

  林  宿利  高田  河野徹  川/汐/工/藤/筬  緒方  緒方/川野真  高田  河野敏  馬見/松井/稲田  河野徹  林  松永/武生/堀/坂本  緒方  大戸/後藤/利光沙  高田  緒方  林  宿利  川/汐/工/藤/筬  緒方  後藤  廣岡  松永/武生/堀/坂本  川/汐/工/藤/筬  河野徹  高田  河野敏  宿利  川/汐/工/藤/筬  大戸/後藤/利光沙  緒方  廣岡  武生

  ２－５  ２－５  ２－５  ２－５  24/特3/23/25/化学  ２－５  ２－５  ２－５  ２－５  ２－５  ２－５  ２－５  ２５/特3/26  ２－５  ２－５  ２－５  ２－５  24/特3/23/25/化学  ２－５  ２－５  ２－５  24/特3/23/25/化学  ２－５  ２－５  ２－５  ２－５  24/特3/23/25/化学  ２５/特3/26  ２－５  ２－５  ２－５

 ２－６  政経  古典  化基  日史B  数学Ⅱ  コミ英  総探  日史B  保健 芸術  コミ英  現代文  政経  数学Ⅱ  英表A  古典  日史B  体育  化基  数学B  HRA  古典  生基  英表B  数学B  コミ英  現代文  日本史  コミ英  数学Ⅱ  英表A  数学B  体育  古典

  廣岡  緒方  林  汐月  宿利  後藤  汐月/松永  汐月  松永  馬見/松井/稲田  後藤  山田  廣岡  宿利  大戸/後藤/利光沙  緒方  汐月  坂/松/舞/渡  林  田中  汐月  緒方  林  高田  田中  後藤  山田  汐月  後藤  宿利  大戸/後藤/利光沙  田中  坂/松/舞/渡  緒方

  ２－６  ２－６  ２－６  ２－６  ２－６  ２－６  ２－６  ２－６  ２－６  ２－６  ２－６  ２－６  ２－６  ２５/特3/26  ２－６  ２－６  ２－６  ２－６  ２－６  ２－６  ２－６ ２－６  ２－６  ２－６  ２－６  ２－６  ２－６  ２－６  ２５/特3/26  ２－６  ２－６

 ３－１  化学  古典  数学Ⅲ  英表A  コミ英  体育  総探  コミ英  数学Ⅲ  英表A  物生  化学  地理B  地理B  物生  現社  コミ英  数学Ⅲ  現代文  化学  HRA  数B  数学Ⅲ  英表A  地理B  古典  体育  物生  コミ英  数B  化学  現代文  数学Ⅲ  古典

  津崎  高井  武石/佐藤大/糸園  西口/大友/利光沙  川野敬  堀/坂本/渡邉/松永  津崎/高井  川野敬  武石/佐藤大/糸園  西口/大友/利光沙  池田/利光詩  津崎  安心院  安心院  池田/利光詩  賀来  川野敬  武石/佐藤大/糸園  森  津崎  津崎  佐藤大/糸園/武石  武石/佐藤大/糸園  西口/大友/利光沙  安心院  高井  堀/坂本/渡邉/松永  池田/利光詩  川野敬  佐藤大/糸園/武石  津崎  森  武石/佐藤大/糸園  高井

  ３－１  ３－１  32/31/特７  ３１/特7/32  ３－１  ３－１  ３－１  32/31/特７  ３１/特７/３２  物理/生実  ３－１  ３－１  ３－１  物理/生実  ３－１  ３－１  32/31/特7  ３－１  ３－１  ３－１  ３１/特７/32  32/31/特７  ３１/特７/３２  ３－１  ３－１  物理/生実  ３－１  ３１/特７/３２  ３－１  ３－１  32/31/特７  ３－１

 ３－２  日世地B  コミ英  数学Ⅲ  英表A  古典  物生  総探  化学  数学Ⅲ  英表A  古典  物生  コミ英  現代文  化学  日世地B  現代文  数学Ⅲ  コミ英  体育  HRA  数B  数学Ⅲ  英表A  化学  古典  日世地B  現社  コミ英  数B  物生  体育  数学Ⅲ  化学

  汐月/藤澤/筬島  西口  武石/佐藤大/糸園  西口/大友/利光沙  森  池田/屋田  西口/坂本  津崎  武石/佐藤大/糸園  西口/大友/利光沙  森  池田/屋田  西口  小野  津崎  汐月/藤澤/筬島  小野  武石/佐藤大/糸園  西口  舞/坂本/武生/渡邉  西口  佐藤大/糸園/武石  武石/佐藤大/糸園  西口/大友/利光沙  津崎  森  汐月/藤澤/筬島  賀来  西口  佐藤大/糸園/武石  池田/屋田  舞/坂本/武生/渡邉  武石/佐藤大/糸園  津崎

  視聴/33/32  ３－２  32/31/特７  ３１/特7/32  ３－２ 物理/32  ３－２  ３－２  32/31/特７  ３１/特７/３２  ３－２ 物理/32  ３－２  ３－２  ３－２  視聴/33/32  ３－２  32/31/特７  ３－２  ３－２  ３１/特７/32  32/31/特７  ３１/特７/３２  ３－２  ３－２  視聴/33/32  ３－２  ３－２  ３１/特７/３２ 物理/32  32/31/特７  ３－２

 ３－３文  数B  日世地B  英表A  コミ英  生物応  古典  総探  古典  英表A  数学Ⅱ  体育  コミ英  日世地B  数B  数学Ⅱ  倫理  古典  日世地B  生物応  コミ英  HRA  生物応  現代文  コミ英  古典  数学Ⅱ  化基  倫理  化基  体育  現代文  英表A  日世地B  数学Ⅱ

  武石/大石  川/汐/藤/工/筬  大友  川野敬  屋田  森  糸園/森  森  大友  糸園  武生/堀/舞/松永  川野敬  川/汐/藤/工/筬  武石/大石  糸園  廣岡  森  川/汐/藤/工/筬  屋田  川野敬  糸園  屋田  森  川野敬  森  糸園  津崎  廣岡  津崎  武生/堀/舞/松永  森  大友  川/汐/藤/工/筬  糸園

  特３/　　  33/36/34/視聴/化  ３－３  ３－３  生物第 特２  ３－３  特2  ３－３ 特３  ３－３  33/36/34/視聴/化  特３/　　 ３－３ 特７  特2  33/36/34/視聴/化  生物第  ３－３  ３－３  生物第  ３－３  ３－３  視聴覚 特３  進路学 特７  進路学  ３－３  ３－３  33/36/34/視聴/化 ３－３

 ３－３理  日世地B  古典  英表A  コミ英  化学  数学α  総探  物生  英表A  化学  体育  コミ英  数学α  数学β  古典  日世地B  化学  物生  数学β  コミ英  HRA  現社  現代文  コミ英  数学α  化学  日世地B  数学β  数学α  体育  現代文  英表A  物生  古典

  汐月/藤澤/筬島  小野  大友  川野敬  津崎  糸園  糸園/森  池田/利光詩  大友  津崎  武生/堀/舞/松永  川野敬  糸園  糸園/佐藤大  小野  汐月/藤澤/筬島  津崎  池田/利光詩  糸園/佐藤大  川野敬  糸園  賀来  森  川野敬  糸園  津崎  汐月/藤澤/筬島  糸園/佐藤大  糸園  武生/堀/舞/松永  森  大友  池田/利光詩  小野

  視聴/33/32  特１  ３－３  ３－３  ３－３  ３－３  ３－３  物理/生実  ３－３  ３－３  ３－３ 特７  ３３/　　  特１  視聴/33/32  ３－３  物理/生実  ３３/　　  ３－３  ３－３  ３－３  ３－３  ３－３ ３－３  ３－３  視聴/33/32  ３３/　　  ３－３  ３－３  ３－３  物理/生実  特１

 ３－４  コミ英  日世地B  化基  数学Ⅱ  現代文  体育  総探  数B  倫理  古典  数学Ⅱ  コミ英  日世地B  英表A  数B  生物応  倫理  日世地B  古典  コミ英  HRA  生物応  化基  現代文  数学Ⅱ  英表A  体育  古典  コミ英  生物応  英表A  古典  日世地B  数学Ⅱ

  大友  川/汐/藤/工/筬  津崎  佐藤大/武石/大石  小野  堀/坂本/渡邉/松永  大友/佐藤大  武石/佐藤大/大石  賀来  高井  佐藤大/武石/大石  大友  川/汐/藤/工/筬  西口/大友/川野敬  武石/佐藤大/大石  利光詩  賀来  川/汐/藤/工/筬  高井  大友  大友  利光詩  津崎  小野  佐藤大/武石/大石  西口/大友/川野敬  堀/坂本/渡邉/松永  高井  大友  利光詩  西口/大友/川野敬  高井  川/汐/藤/工/筬  佐藤大/武石/大石

  ３－４  33/36/34/視聴/化  ３－４  ３４/３５/特2  ３－４  ３－４  ３４/３５/特7  ３－４  ３－４  ３４/３５/特2  ３－４  33/36/34/視聴/化  ３５/３４/特7  ３４/３５/特7  ３－４  ３－４  33/36/34/視聴/化  ３－４  ３－４  ３－４  ３－４  ３－４  ３－４  ３４/３５/特2  ３５/３４/特7  ３－４  ３－４  ３－４  ３５/３４/特7  ３－４  33/36/34/視聴/化  ３４/３５/特2

 ３－５  古典  コミ英  化学基  数学Ⅱ  倫理  日本史  総探  数B  日本史  生物応  数学Ⅱ  古典  コミ英  英表A  数B  コミ英  現代文  生物応  古典  体育  HRA  古典  日本史  倫理  数学Ⅱ  英表A  化学基  コミ英  日本史  現代文  英表A  体育  生物応  数学Ⅱ

  小野  利光沙  園田  佐藤大/武石/大石  賀来  川野真  小野/利光沙  武石/佐藤大/大石  川野真  屋田  佐藤大/武石/大石  小野  利光沙  西口/大友/川野敬  武石/佐藤大/大石  利光沙  高井  屋田  小野  舞/坂本/武生/渡邉  小野  小野  川野真  賀来  佐藤大/武石/大石  西口/大友/川野敬  園田  利光沙  川野真  高井  西口/大友/川野敬  舞/坂本/武生/渡邉  屋田  佐藤大/武石/大石

  ３－５  ３－５  ３－５  ３４/３５/特2  ３－５  ３－５  ３－５  ３４/３５/特7  ３－５  ３－５  ３４/３５/特2  ３－５  ３－５  ３５/３４/特7  ３４/３５/特7  ３－５  ３－５  ３－５  ３－５  ３－５  ３－５  ３－５  ３－５  ３４/３５/特2  ３５/３４/特7  ３－５  ３－５  ３－５  ３－５  ３５/３４/特7  ３－５  ３４/３５/特2

 ３－６  コ英A  日世地B 芸術 芸術  フード  数/情  総探  国語表  コ英A  現代文  体育  倫理  日世地B  古典  古典  数/情  英表A  日世地B  コ英B  現代文  HRA  古典  コ英B  フード  フード  数学B  英表A  現代文  国語表  体育  倫理  数学B  日世地B  英表A
  西口麻  川/汐/藤/工/筬  馬見塚/松井/稲田  馬見塚/松井/稲田  佐藤美  伊藤大/大石  馬見塚/藤澤  小野  西口麻  森  武生/堀/舞/松永  賀来  川/汐/藤/工/筬  高井  高井  伊藤大/大石  西口/利光沙  川/汐/藤/工/筬  大友  森  馬見塚  高井  大友  佐藤美  佐藤美  大石  西口/利光沙  森  小野  武生/堀/舞/松永  賀来  大石  川/汐/藤/工/筬  西口/利光沙

  ３－６  33/36/34/視聴/化  多目的  パソコ/３６  ３－６  ３－６  ３－６  ３－６  ３－６  33/36/34/視聴/化  ３－６  ３－６  パソコ/３６  特７/３６  33/36/34/視聴/化  ３－６  ３－６  ３－６  ３－６  ３－６  多目的  多目的  ３－６  特７/３６  ３－６  ３－６  ３－６  ３－６  33/36/34/視聴/化  特７/３６

2020年度 別府鶴見丘高校 授業時間割(5月7日～）　＜クラスの授業時間割一覧＞


