
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
 音楽Ⅰ/美術Ⅰ/書道Ⅰ  コ英Ⅰ  体育  生物基  国総現  世史Ａ  国総現  コ英Ⅰ  数学Ⅰ  物理基  英表Ⅰ  音楽Ⅰ/美術Ⅰ/書道Ⅰ  総学  数学Ⅰ  体育  国総古  生物基  家庭基  英表Ⅰ  ＬＨＲ  音楽Ⅰ/美術Ⅰ/書道Ⅰ  コ英Ⅰ  体育  生物基  国総現  世史Ａ  数学Ａ  社情  コ英Ⅰ  数学Ⅰ  体育  国総古
 白井/汐月/安部  在永 青木/石田/古手川  住吉 岩崎  持田 岩崎  在永  三浦/高倉  竹尾  一宮  白井/汐月/安部  石田  三浦/高倉 青木/石田/古手川  廣田  住吉  奥村  一宮  石田  白井/汐月/安部  在永 青木/石田/古手川  住吉 岩崎  持田  三浦/高倉  藤澤  在永  三浦/高倉 青木/石田/古手川  廣田
 音楽室/美術室/書道室  Ｌ１Ａ  体育館  Ｌ１Ａ  Ｌ１Ａ 特１  Ｌ１Ａ  Ｌ１Ａ  Ｌ１Ａ/特１  Ｌ１Ａ  Ｌ１Ａ  音楽室/美術室/書道室  Ｌ１Ａ  Ｌ１Ａ/特１  体育館  Ｌ１Ａ  Ｌ１Ａ  Ｌ１Ａ  Ｌ１Ａ  Ｌ１Ａ  音楽室/美術室/書道室  Ｌ１Ａ  体育館  Ｌ１Ａ  Ｌ１Ａ 特１  Ｌ１Ａ/特１  第１パ  Ｌ１Ａ  Ｌ１Ａ/電特２  体育館  Ｌ１Ａ
 音楽Ⅰ/美術Ⅰ/書道Ⅰ  英表Ⅰ  体育  生物基  コ英Ⅰ  世史Ａ  保健  国総古  数学Ⅰ  物理基  国総現  音楽Ⅰ/美術Ⅰ/書道Ⅰ  総学  数学Ⅰ  体育  国総現  生物基  家庭基  国総古  ＬＨＲ  音楽Ⅰ/美術Ⅰ/書道Ⅰ  英表Ⅰ  体育  生物基  コ英Ⅰ  世史Ａ  数学Ａ  社情  英表Ⅰ  数学Ⅰ  体育  コ英Ⅰ
 白井/汐月/安部  一宮 青木/石田/古手川  住吉  在永  持田  青木  廣田  三浦/高倉  竹尾  廣瀬  白井/汐月/安部  在永  三浦/高倉 青木/石田/古手川  廣瀬  住吉  奥村  廣田  在永  白井/汐月/安部  一宮 青木/石田/古手川  住吉  在永  持田  三浦/高倉  藤澤  一宮  三浦/高倉 青木/石田/古手川  在永
 音楽室/美術室/書道室  Ｌ１Ｂ  体育館  Ｌ１Ａ  Ｌ１Ｂ 特１  Ｌ１Ｂ  Ｌ１Ｂ  Ｌ１Ａ/特１  Ｌ１Ａ  Ｌ１Ｂ  音楽室/美術室/書道室  Ｌ１Ｂ  Ｌ１Ａ/特１  体育館  Ｌ１Ｂ  Ｌ１Ａ  Ｌ１Ａ  Ｌ１Ｂ  Ｌ１Ｂ  音楽室/美術室/書道室  Ｌ１Ｂ  体育館  Ｌ１Ａ  Ｌ１Ｂ 特１  Ｌ１Ａ/特１  第１パ  Ｌ１Ｂ  Ｌ１Ａ/電特２  体育館  Ｌ１Ｂ

 国語総  化と人  世史Ａ  機械設  体育  機械工  機情技  機工技  機工技  機工技  コ英Ⅰ  数学Ⅰ  体育  コ英Ⅰ  音楽Ⅰ 美術Ⅰ 書道Ⅰ  数学Ⅰ  機工技  機械工  ＬＨＲ  国語総  化と人  世史Ａ  機械設  体育  機械工  音楽Ⅰ 美術Ⅰ 書道Ⅰ  国語総  世史Ａ  機械設  保健  体育

 廣田  住吉  持田  津田  青木/吉村/石田/原  笠村  川津 野下  銅城 坂元 大久保 津田 川津 野下 廣川篤  銅城 坂元 大久保 津田 川津 野下 廣川篤  銅城 坂元 大久保 津田 川津 野下 廣川篤  早島  藤澤  青木/吉村/石田/原  早島  白井 汐月 安部  藤澤  笠村 坂元  笠村  津田  廣田  住吉  持田  津田  青木/吉村/石田/原  笠村  白井 汐月 安部  廣田  持田  津田  吉村  青木/吉村/石田/原

 Ｍ１  Ｍ１  Ｍ１  Ｍ１  体育館  Ｍ１  Ｍ１  Ｍ１  Ｍ１  Ｍ１  Ｍ１  Ｍ１  体育館  Ｍ１  音楽室 美術室 書道教  Ｍ１  Ｍ１  Ｍ１  Ｍ１  Ｍ１  Ｍ１  Ｍ１  Ｍ１  体育館  Ｍ１  音楽室 美術室 書道教  Ｍ１  Ｍ１  Ｍ１  Ｍ１  体育館

 コ英Ⅰ  体育  化と人  電情技  数学Ⅰ  電気基  電気基  電工技  電工技  電工技  電気製  電気製  電情技  世史Ａ  化と人  国語総  体育  電気基  ＬＨＲ  コ英Ⅰ  体育  化と人  電情技  数学Ⅰ  電気基  保健  音楽Ⅰ 美術Ⅰ 書道Ⅰ  コ英Ⅰ  国語総  数学Ⅰ  世史Ａ

 早島  青木/古手川/吉村/石田  住吉  赤嶺 田中勉  三浦  戸髙  戸髙  廣川収 亀山 戸髙 中野 田中勉 麻生  廣川収 亀山 戸髙 中野 田中勉 麻生  廣川収 亀山 戸髙 中野 田中勉 麻生  亀山 麻生  亀山 麻生  赤嶺 田中勉  持田  竹尾  清田  青木/古手川/吉村/石田  戸髙  戸髙  早島  青木/古手川/吉村/石田  住吉  赤嶺 田中勉  三浦  戸髙  石田  白井 汐月 安部  早島  清田  三浦  持田

 Ｅ１  体育館  Ｅ１  Ｅ１  Ｅ１  Ｅ１  Ｅ１  Ｅ１  Ｅ１  Ｅ１  Ｅ１  Ｅ１  Ｅ１  Ｅ１  Ｅ１  Ｅ１  体育館  Ｅ１  Ｅ１  Ｅ１  体育館  Ｅ１  Ｅ１  Ｅ１  Ｅ１  Ｅ１  音楽室 美術室 書道教  Ｅ１  Ｅ１  Ｅ１  Ｅ１

 コ英Ⅰ  体育  国語総  情報処  簿記  化と人  世史Ａ  保健  音楽Ⅰ 美術Ⅰ 書道Ⅰ  情報処  簿記  コ英Ⅰ  原価計  簿記  ビジ基  世史Ａ  体育  数学Ⅰ  ＬＨＲ  コ英Ⅰ  体育  国語総  情報処  簿記  化と人  コ英Ⅰ  情報処  国語総  簿記  原価計  数学Ⅰ

 在永  青木/古手川/吉村/石田  廣田  川西 熊野  財前  竹尾  持田  吉村  白井 汐月 安部  川西 熊野  財前  在永  財前  財前  新井  持田  青木/古手川/吉村/石田  三浦  財前  在永  青木/古手川/吉村/石田  廣田  川西 熊野  財前  竹尾  在永  川西 熊野  廣田  財前  財前  三浦

 Ｓ１  体育館  Ｓ１  コン１  Ｓ１  Ｓ１  Ｓ１  Ｓ１  音楽室 美術室 書道教  コン１  Ｓ１  Ｓ１  Ｓ１  Ｓ１  Ｓ１  Ｓ１  体育館  Ｓ１  Ｓ１  Ｓ１  体育館  Ｓ１  コン１  Ｓ１  Ｓ１  Ｓ１  コン１  Ｓ１  Ｓ１  Ｓ１  Ｓ１

 世史Ａ  簿記  音楽Ⅰ 美術Ⅰ 書道Ⅰ  コ英Ⅰ  体育  情報処  簿記  世史Ａ  国語総  化と人  数学Ⅰ  情報処  体育  ビジ基  ビ実  音楽Ⅰ 美術Ⅰ 書道Ⅰ  コ英Ⅰ  数学Ⅰ  ＬＨＲ  世史Ａ  簿記  音楽Ⅰ 美術Ⅰ 書道Ⅰ  コ英Ⅰ  体育  情報処  簿記 保健  ビジ基  国語総  化と人  体育

 持田  新井  白井 汐月 安部  在永  青木/吉村/石田/原  財前 瀬戸口  新井  持田  廣田  住吉  藤澤  財前 瀬戸口  青木/吉村/石田/原  松田  塩手 熊野  白井 汐月 安部  在永  藤澤  新井  持田  新井  白井 汐月 安部  在永  青木/吉村/石田/原  財前 瀬戸口  新井 青木  松田  廣田  竹尾  青木/吉村/石田/原

 Ｂ１  Ｂ１  音楽室 美術室 書道教  Ｂ１  体育館  コン１  Ｂ１  Ｂ１  Ｂ１  Ｂ１  Ｂ１  コン１  体育館  Ｂ１  コン１  音楽室 美術室 書道教  Ｂ１  Ｂ１  Ｂ１  Ｂ１  Ｂ１  音楽室 美術室 書道教  Ｂ１  体育館  コン１  Ｂ１  Ｂ１  Ｂ１  Ｂ１  Ｂ１  体育館

 数学Ⅱ  保健  コ英Ⅱ 総合B  現代文 総合A  古典Ｂ  数学Ⅱ  英表Ⅱ  日史Ｂ/地理B 総合B  現社  総学  日史Ｂ/地理B  古典Ｂ  コ英Ⅱ  化学基  数学Ⅱ  現代文  ＬＨＲ  数学Ⅱ  保健  コ英Ⅱ 総合B  現代文 総合A  体育  日史Ｂ/地理B  古典Ｂ  現社  コ英Ⅱ  数学Ⅱ

 高倉/藤澤  大津  清原  清田  廣瀬  高倉/藤澤  在永  持田/吉川  持田  高倉  持田/吉川  廣瀬  清原  本田  高倉/藤澤  清田  高倉  高倉/藤澤  大津  清原  清田  大津/古手川/原  持田/吉川  廣瀬  持田  清原  高倉/藤澤

L2A/電特２  Ｌ２Ａ  Ｌ２Ａ  Ｌ２Ａ  Ｌ２Ａ L2A/電特２  Ｌ２Ａ  Ｌ２Ａ/ Ｌ２B  特１  Ｌ２Ａ  Ｌ２Ａ/ Ｌ２B  Ｌ２Ａ  Ｌ２Ａ  化学１ L2A/電特２  Ｌ２Ａ  Ｌ２Ａ L2A/電特２  Ｌ２Ａ  Ｌ２Ａ  Ｌ２Ａ  体育館  Ｌ２Ａ/ Ｌ２B  Ｌ２Ａ  特１  Ｌ２Ａ L2A/電特２

 数学Ⅱ  コ英Ⅱ  現代文 総合B  保健 総合A  現代文  数学Ⅱ  古典Ｂ  日史Ｂ/地理B 総合B  現社  総学  日史Ｂ/地理B  コ英Ⅱ  英表Ⅱ  化学基  数学Ⅱ  古典Ｂ  ＬＨＲ  数学Ⅱ  コ英Ⅱ  現代文 総合B  保健 総合A  体育  日史Ｂ/地理B  コ英Ⅱ  現社  現代文  数学Ⅱ

 高倉/藤澤  清原  清田  大津  清田  高倉/藤澤  廣瀬  持田/吉川  持田  清原  持田/吉川  清原  在永  本田  高倉/藤澤  廣瀬  清原  高倉/藤澤  清原  清田  大津  大津/古手川/原  持田/吉川  清原  持田  清田  高倉/藤澤

L2A/電特２  Ｌ２Ｂ  Ｌ２Ｂ  Ｌ２Ｂ  Ｌ２Ｂ L2A/電特２  Ｌ２Ｂ  Ｌ２Ａ/ Ｌ２B  特１  Ｌ２Ｂ  Ｌ２Ａ/ Ｌ２B  Ｌ２Ｂ  Ｌ２Ｂ  化学１ L2A/電特２  Ｌ２Ｂ  Ｌ２Ｂ L2A/電特２  Ｌ２Ｂ  Ｌ２Ｂ  Ｌ２Ｂ  体育館  Ｌ２Ａ/ Ｌ２B  Ｌ２Ｂ  特１  Ｌ２Ｂ L2A/電特２

 英表Ⅱ  現社  数学Ⅱ 総合B  日史Ｂ/地理Ｂ 総合A  日史Ｂ/地理Ｂ  数学Ⅱ  コ英Ⅱ  現代文 総合B  古典Ｂ  総学  コ英Ⅱ  現代文  現社  化学基  古典Ｂ  日史Ｂ/地理Ｂ  ＬＨＲ  英表Ⅱ  現社  数学Ⅱ 総合B  日史Ｂ/地理Ｂ 総合A  体育  コ英Ⅱ  保健  古典Ｂ  日史Ｂ/地理Ｂ  数学Ⅱ

 清原  池端  岡本  中村/溝部  中村/溝部  岡本  清原  清田  廣瀬  清田  清原  清田  池端  本田  廣瀬  中村/溝部  清田  清原  池端  岡本  中村/溝部  大津/古手川/原  清原  古手川  廣瀬  中村/溝部  岡本

 Ｌ２Ｃ  Ｌ２Ｃ  Ｌ２Ｃ 社会科準備室/Ｌ２Ｃ 社会科準備室/Ｌ２Ｃ  Ｌ２Ｃ  Ｌ２Ｃ  Ｌ２Ｃ  Ｌ２Ｃ  Ｌ２Ｃ  Ｌ２Ｃ  Ｌ２Ｃ  Ｌ２Ｃ  化学１  Ｌ２Ｃ 社会科準備室/Ｌ２Ｃ  Ｌ２Ｃ  Ｌ２Ｃ  Ｌ２Ｃ  Ｌ２Ｃ 社会科準備室/Ｌ２Ｃ  体育館  Ｌ２Ｃ  Ｌ２Ｃ  Ｌ２Ｃ 社会科準備室/Ｌ２Ｃ  Ｌ２Ｃ

 英表Ⅱ  現社  化学 総合B  数学Ⅱ 総合A  数学Ⅱ  化学  コ英Ⅱ  現代文 総合B  物理 生物  総学  コ英Ⅱ  現代文  現社  地理Ｂ  化学  数学Ⅱ  ＬＨＲ  英表Ⅱ  現社  化学 総合B  数学Ⅱ 総合A  体育  コ英Ⅱ  保健  物理 生物  数学Ⅱ  化学

 清原  池端  本田  高倉  高倉  本田  清原  清田  竹尾 野崎  清田  清原  清田  池端  溝部  本田  高倉  清田  清原  池端  本田  高倉  大津/古手川/原  清原  古手川  竹尾 野崎  高倉  本田

 Ｌ２Ｃ  Ｌ２Ｃ  化学１  電特２  電特２  化学１  Ｌ２Ｃ  Ｌ２Ｃ  物理１ 生物１  Ｌ２Ｃ  Ｌ２Ｃ  Ｌ２Ｃ  Ｌ２Ｃ  特１  化学１  電特２  Ｌ２Ｃ  Ｌ２Ｃ  Ｌ２Ｃ  化学１  電特２  体育館  Ｌ２Ｃ  Ｌ２Ｃ  物理１ 生物１  電特２  化学１

 家庭総  国語総  物理基 総合B  電気基 総合A  コ英Ⅱ  物理基  体育  機械設 総合B  現社  国語総  現社  数学Ⅱ  電気基  機械製  機械製  ＬＨＲ  家庭総  国語総  物理基 総合B  電気基 総合A  コ英Ⅱ  数学Ⅱ  家庭総  機械設  保健  機械製

 奥村  廣瀬  竹尾  大久保  早島  竹尾  大津/古手川/石田/原  笠村  池端  廣瀬  池端  岡本  大久保  津田 川津 野下 廣川篤  津田 川津 野下 廣川篤  原  奥村  廣瀬  竹尾  大久保  早島  岡本  川村  笠村  原  津田 川津 野下 廣川篤

 Ｍ２  Ｍ２  Ｍ２  Ｍ２  Ｍ２  Ｍ２ 体育館  Ｍ２  Ｍ２  Ｍ２  Ｍ２  Ｍ２  Ｍ２  Ｍ２  Ｍ２  Ｍ２  Ｍ２  Ｍ２  Ｍ２  Ｍ２  Ｍ２  Ｍ２  Ｍ２  Ｍ２  Ｍ２  Ｍ２

 数学Ⅱ  電気機 ハード  家庭総 総合B  電気基 総合A  電子回  国語総  電気基  現社 総合B  家庭総  保健  電気機 ハード  体育  コ英Ⅱ  数学Ⅱ  電気基  ＬＨＲ  数学Ⅱ  電気機 ハード  家庭総 総合B  電気基 総合A  国語総  体育  物理基  コ英Ⅱ  電子回  現社

 岡本  廣川収 戸髙  川村  赤嶺  亀山  清田  赤嶺  池端  奥村  大津  廣川収 戸髙  大津/古手川/吉村/原  早島  岡本  赤嶺  赤嶺  岡本  廣川収 戸髙  川村  赤嶺  清田  大津/古手川/吉村/原  竹尾  早島  亀山  池端

 Ｅ２  Ｅ２ 電特２  Ｅ２  Ｅ２  Ｅ２  Ｅ２  Ｅ２  Ｅ２  Ｅ２  Ｅ２  Ｅ２ 電特２  体育館  Ｅ２  Ｅ２  Ｅ２  Ｅ２  Ｅ２  Ｅ２ 電特２  Ｅ２  Ｅ２  Ｅ２  体育館  Ｅ２  Ｅ２  Ｅ２  Ｅ２

 数学Ⅱ  Ｒ  数学Ｂ  化学基 総合C  現代文 総合D  生物基  日史Ｂ/地理B  体育  数学Ⅱ  Ｗ  総学  現代文  Ｒ  数学Ⅱ  古典  Ｗ 総合D  ＬＨＲ  数学Ⅱ  Ｒ  数学Ｂ  化学基 総合C  現代文  日史Ｂ/地理B  数学Ⅱ  生物基  化学基  古典  Ｒ
 大島/多田/三浦  首藤  大島/多田/三浦  本田  林田  野崎  中村/溝部  大津/吉村/原  大島/多田/三浦  一宮  持田  林田  首藤  大島/多田/三浦 岩崎  一宮  持田  大島/多田/三浦  首藤  大島/多田/三浦  本田  林田  中村/溝部  大島/多田/三浦  野崎  本田  岩崎  首藤

L3A/L3B/特１  Ｌ３Ａ L3A/L3B/特１  Ｌ３Ａ  Ｌ３Ａ  Ｌ３Ａ  Ｌ３Ａ/Ｌ３Ｂ  体育館 L3A/L3B/特１  Ｌ３Ａ  Ｌ３Ａ  Ｌ３Ａ  Ｌ３Ａ L3A/L3B/特１  Ｌ３Ａ  Ｌ３Ａ  Ｌ３Ａ L3A/L3B/特１  Ｌ３Ａ L3A/L3B/特１  Ｌ３Ａ  Ｌ３Ａ  Ｌ３Ａ/Ｌ３Ｂ L3A/L3B/特１  Ｌ３Ａ  Ｌ３Ａ  Ｌ３Ａ  Ｌ３Ａ

 数学Ⅱ  現代文  数学Ｂ  Ｒ 総合C  生物基 総合D  Ｒ  地理Ｂ  体育  数学Ⅱ  現代文  総学  化学基  生物基  数学Ⅱ  Ｒ  古典 総合D  ＬＨＲ  数学Ⅱ  現代文  数学Ｂ  Ｒ 総合C  生物基  日史Ｂ/地理B  数学Ⅱ  現代文  古典  Ｒ  Ｗ
 大島/多田/三浦  林田  大島/多田/三浦  首藤  野崎  首藤  溝部  大津/吉村/原  大島/多田/三浦  林田  多田  本田  野崎  大島/多田/三浦  首藤 岩崎  多田  大島/多田/三浦  林田  大島/多田/三浦  首藤  野崎  中村/溝部  大島/多田/三浦  林田 岩崎  首藤  一宮

L3A/L3B/特１  Ｌ３Ｂ L3A/L3B/特１  Ｌ３Ｂ  Ｌ３Ｂ  Ｌ３Ｂ  Ｌ３Ｂ  体育館 L3A/L3B/特１  Ｌ３Ｂ  Ｌ３Ｂ  Ｌ３Ｂ  Ｌ３Ｂ L3A/L3B/特１  Ｌ３Ｂ  Ｌ３Ｂ  Ｌ３Ｂ L3A/L3B/特１  Ｌ３Ｂ L3A/L3B/特１  Ｌ３Ｂ  Ｌ３Ｂ  Ｌ３Ａ/Ｌ３Ｂ L3A/L3B/特１  Ｌ３Ｂ  Ｌ３Ｂ  Ｌ３Ｂ  Ｌ３Ｂ

 化学基  数学Ｂ  日史Ｂ  数学Ⅱ 総合C  現代文 総合D  数学Ｂ  古典  体育  Ｒ  Ｗ  総学  現代文  数学Ⅱ  生物  古典  Ｗ 総合D  ＬＨＲ  化学基  数学Ｂ  日史Ｂ  数学Ⅱ 総合C  現代文  化学基  Ｒ  日史Ｂ  古典  数学Ⅱ  現代文

 本田  大島  中村  大島 廣田  大島  林田  大津/吉村/原  首藤  首藤  林田 廣田  大島  野崎  林田  首藤  林田  本田  大島  中村  大島 廣田  本田  首藤  中村  林田  大島 廣瀬

 化学１ L3C 社会科準備室  Ｌ３Ｃ  Ｌ３Ｃ L3C L3C  体育館  Ｌ３Ｃ  Ｌ３Ｃ  Ｌ３Ｃ  Ｌ３Ｃ  Ｌ３Ｃ  生物１ L3C  Ｌ３Ｃ  Ｌ３Ｃ  化学１ L3C 社会科準備室  Ｌ３Ｃ  Ｌ３Ｃ  化学１  Ｌ３Ｃ 社会科準備室 L3C  Ｌ３Ｃ  Ｌ３Ｃ

 物理 生物  化学  地理Ｂ  数学Ⅲ 総合C  現代文 総合D  数学Ⅲ  物理 生物  体育  Ｒ  Ｗ  総学  現代文  数学Ⅲ  化学  物理 生物  Ｗ 総合D  ＬＨＲ  物理 生物  化学  地理Ｂ  数学Ⅲ 総合C  現代文  物理 生物  Ｒ  化学  地理Ｂ  数学Ⅲ  現代文

 竹尾 野崎  本田  溝部  多田 廣田  多田  竹尾 野崎  大津/吉村/原  首藤  首藤  林田 廣田  多田  本田  竹尾 野崎  首藤  林田  竹尾 野崎  本田  溝部  多田 廣田  竹尾 野崎  首藤  本田  溝部  多田 廣瀬

 物理１ 生物１  化学１  Ｌ３Ｃ  特１  Ｌ３Ｃ  特１  物理１ 生物１  体育館  Ｌ３Ｃ  Ｌ３Ｃ  Ｌ３Ｃ  Ｌ３Ｃ  特１  化学１  物理１ 生物１  Ｌ３Ｃ  Ｌ３Ｃ  物理１ 生物１  化学１  Ｌ３Ｃ  特１  Ｌ３Ｃ  物理１ 生物１  Ｌ３Ｃ  化学１ 電特１  特１  Ｌ３Ｃ

 機械課  機械課  機械課  ＯＣⅠ 総合C  原動機 総合D  日史Ａ/地理Ａ  家庭総  家庭総  原動機  体育  機械実  機械実  機械実  数学Ⅱ  国表Ⅰ 総合D  ＬＨＲ  機械課  機械課  機械課  ＯＣⅠ 総合C  原動機  機械製  機械製  機械製  数学Ⅱ  機械設 機械実  機械設 機械実

 銅城 笠村 坂元 大久保 津田 川津 野下 廣川篤  銅城 笠村 坂元 大久保 津田 川津 野下 廣川篤  銅城 笠村 坂元 大久保 津田 川津 野下 廣川篤  早島  坂元  中村/吉川  奥村  奥村  坂元  大津/青木/吉村/石田  銅城 笠村 坂元 大久保 津田 川津 野下 廣川篤  銅城 笠村 坂元 大久保 津田 川津 野下 廣川篤  銅城 笠村 坂元 大久保 津田 川津 野下 廣川篤  大島  林田  坂元  銅城 笠村 坂元 大久保 津田 川津 野下 廣川篤  銅城 笠村 坂元 大久保 津田 川津 野下 廣川篤  銅城 笠村 坂元 大久保 津田 川津 野下 廣川篤  早島  坂元  笠村 大久保 野下 廣川篤  笠村 大久保 野下 廣川篤  笠村 大久保 野下 廣川篤  大島  川津 笠村 廣川篤  川津 笠村 廣川篤

 Ｍ３  Ｍ３  Ｍ３  Ｍ３  Ｍ３ M３/選択３  Ｍ３  Ｍ３  Ｍ３  体育館  Ｍ３  Ｍ３  Ｍ３  Ｍ３  Ｍ３  Ｍ３  Ｍ３  Ｍ３  Ｍ３  Ｍ３  Ｍ３  Ｍ３  Ｍ３  Ｍ３  Ｍ３  Ｍ３  Ｍ３
 電気機 通信技  電技Ⅱ 電子回  家庭総  家庭総 総合C  体育 総合D  ＯＣⅠ  数学Ⅱ  国表Ⅰ  日史Ａ/地理Ａ  電技Ⅰ プロ技  数学Ⅱ  電技Ⅱ 電子回  電気機 通信技  体育  電技Ⅰ プロ技 総合D  ＬＨＲ  電気機 通信技  電技Ⅱ 電子回  家庭総  家庭総 総合C  体育  電気実  電気実  電気実  電気課  電気課  電気課

 亀山 中野  篠田 亀山  南  奥村  大津/青木/吉村/原  一宮  多田  林田  中村/吉川  中野 戸髙  多田  篠田 亀山  亀山 中野  大津/青木/吉村/原  中野 戸髙  中野  亀山 中野  篠田 亀山  南  奥村  大津/青木/吉村/原  廣川収 篠田 赤嶺 戸髙 中野 田中勉 麻生  廣川収 篠田 赤嶺 戸髙 中野 田中勉 麻生  廣川収 篠田 赤嶺 戸髙 中野 田中勉 麻生  廣川収 篠田 赤嶺 戸髙 中野 田中勉 麻生  廣川収 篠田 赤嶺 戸髙 中野 田中勉 麻生  廣川収 篠田 赤嶺 戸髙 中野 田中勉 麻生

 Ｅ３ 電特１  Ｅ３ 電特１  Ｅ３  Ｅ３  体育館  Ｅ３  Ｅ３  Ｅ３ E３/選択３  Ｅ３ 電特１  Ｅ３  Ｅ３ 電特１  Ｅ３ 電特１  体育館  Ｅ３ 電特１  Ｅ３  Ｅ３ 電特１  Ｅ３ 電特１  Ｅ３  Ｅ３  体育館  Ｅ３  Ｅ３  Ｅ３  Ｅ３  Ｅ３  Ｅ３

 国表Ⅰ  日史Ａ/地理A  英語Ⅱ  会計実 総合C  体育 総合D  商課研  英語Ⅱ  会計実  実践  実践  実践  実践  経と法  体育  数学Ⅱ 総合D  ＬＨＲ  国表Ⅰ  日史Ａ/地理A  英語Ⅱ  会計実 総合C  体育  商課研  国表Ⅰ  経と法  英語Ⅱ  会計実  数学Ⅱ

岩崎  溝部/吉川  一宮  小幡  大津/青木/吉村/原  吉岡/財前/小幡/塩手/松田/川西  一宮  小幡  白石 小幡 川西  白石 小幡 川西  白石 小幡 川西  白石 小幡 川西  吉岡  大津/青木/吉村/原  大島  小幡 岩崎  溝部/吉川  一宮  小幡  大津/青木/吉村/原  吉岡/財前/小幡/塩手/松田/川西 岩崎  吉岡  一宮  小幡  大島

 Ｓ３  Ｓ３/選３  Ｓ３  簿記室  体育館 コン１/Ｓ３/Ｂ３/簿記室/商品実/実践室  Ｓ３  簿記室  実践室  実践室  実践室  実践室  Ｓ３  体育館  Ｓ３  Ｓ３  Ｓ３  Ｓ３/選３  Ｓ３  簿記室  体育館 コン１/Ｓ３/Ｂ３/簿記室/商品実/実践室  Ｓ３  Ｓ３  Ｓ３  簿記室  Ｓ３

 ビ情  日史Ａ/地理A  国表Ⅰ  英語Ⅱ 総合C  経と法 総合D  商課研  実践  実践  国表Ⅰ  体育  英語Ⅱ  国表Ⅰ  経と法  数学Ⅱ  ビ情 総合D  ＬＨＲ  ビ情  日史Ａ/地理A  国表Ⅰ  英語Ⅱ 総合C  経と法  商課研  英語Ⅱ  ビ情  数学Ⅱ  実践  実践

 新井 瀬戸口 中村/吉川 岩崎  一宮  川西  吉岡/財前/小幡/塩手/松田/川西  白石 新井 松田  白石 新井 松田 岩崎  大津/青木/吉村/石田  一宮 岩崎  川西  岡本  新井 瀬戸口  松田  新井 瀬戸口 中村/吉川 岩崎  一宮  川西  吉岡/財前/小幡/塩手/松田/川西  一宮  新井 瀬戸口  岡本  白石 新井 松田  白石 新井 松田

 コン１  B３/選３  Ｂ３  Ｂ３  Ｂ３ コン１/Ｓ３/Ｂ３/簿記室/商品実/実践室  実践室  実践室  Ｂ３  体育館  Ｂ３  Ｂ３  Ｂ３  Ｂ３  コン１  Ｂ３  コン１  B３/選３  Ｂ３  Ｂ３  Ｂ３ コン１/Ｓ３/Ｂ３/簿記室/商品実/実践室  Ｂ３  コン１  Ｂ３  実践室  実践室

Ｓ２ 会計システム科

Ｂ２ 総合ビジネス科

３
年
生

文

理

生産機械科

電気電子科

普通科応用

Ｌ３Ｃ

Ｍ３

Ｅ３

普通科応用

Ｌ３Ａ

Ｌ３Ｂ

Ｍ２

電気電子科

普通科探究

普通科探究

普通科探究

普通科探究

総合ビジネス科

普通科応用 文

普通科応用 理
２
年
生

平成２６年度　学校公開　授業時間割
１１月１０日（月） １１月１１日（火） １１月１２日（水）

学年 クラス コース

Ｌ１Ａ 普通科探究

１
年
生

Ｌ２Ｃ

Ｌ２Ｂ

Ｌ２Ａ

Ｓ１ 会計システム科

Ｌ１Ｂ

Ｅ１

１１月１３日（木） １１月１４日（金）

インターンシップのため不在です。

普通科探究

Ｍ１ 生産機械科

Ｂ１ 総合ビジネス科

Ｂ２

生産機械科

Ｅ２ 電気電子科

Ｓ２ 会計システム科

出張等で時間割が変更になる場合があります。その際は、御了承下さい。


