
⽇にち 校時 時間 １年１組 １年２組 １年３組 １年４組 １年５組 ２年１組 ２年２組 ２年３組 ２年４組 ２年５組 ３年１組 ３年２組 ３年３組 ３年４組 ３年５組
SHR 8:40〜9:00

実英 実英 実英 コミュⅡ 国表 総実 総実 総実 プロ

結城 中野ま 床辺 服部 中野み 中⼭ ⼭下 ⼭下 ⼭本ま 浅沼、浅野 ⽥根、⽥辺 ⽥根、⼩野 ⽥川、⼭⼝ 佐々⽊、藤本ひ

情処 情処 情処 財会／ 財会／英⽶語 現⽂ 現⽂ 現⽂ 現⽂ 現⽂

結城 中野ま 床辺 服部 中野み 岡村、佐々⽊ ⽥中、東出 福井、筒井 守屋／ ⽥辺／⼭本ま 浅野 浅沼 浅沼 浅野 浅沼

ビ情 コⅢ

結城 中野ま 床辺 服部 中野み 浅川、⽥中、藤本ひ 中⼭

SHR 8:40〜9:00

数Ⅰ 数Ⅰ 数Ⅰ 数Ⅰ 数Ⅰ 家庭 家庭 家庭 ビ情 ビ情 ビ情 財会／ビ情管 グロB

野間 野間 吉⽥ 吉⽥ 吉⽥ 中野ま 中野ま 中野ま 村井、佐々⽊ 岡村、服部 村井、筒井 結城／藤本ひ、福井 児⽟、中野み

ビ実 ビ実 ビ実 概論 グロB 原価 原価／マーケ 原価／マーケ ／情管 ビ実／コンLL

筒井 服部 守屋 浅川 ⽟井 ⼭⼝ 福井／中村 ⽥川／中村 ／藤本ひ 中野、⼩野／中⼭

財会 財会／ビ経応 財会／ビ経応 財会／グロA 財会／英実践

村井、⽥根 岡村／塩⾕ ⽥辺／塩⾕ 守屋／⼭下 ⽥辺／児⽟

SHR 8:40〜9:00

ビ基 ビ基 ビ基 ビ基

佐々⽊ 結城 中村 服部 浅野 板倉 福井 浅川 児⽟

簿記 簿記 簿記 簿記 簿記 実英 実英 実英 実英 ビ経応

結城 渡部 ⼩野 服部 塩⾕ 浅野 板倉 福井 浅川 児⽟ 藤本け 藤本け 藤本け 藤本け ⽥川

３選 ３選 ３選 ３選 ３選

SHR 8:40〜9:00

⽣基 ⽣基 ⽣基 ⽣基 ⽣基 原価 原価／簿記 原価／簿記 ビ情 コミュⅡ

⼭本し ⼭本し ⼭本し ⼭本し ⼭本し ⼭⼝ 福井／塩⾕ ⽥川／塩⾕ 浅川、⽥中、藤本ひ 児⽟ 下⾥ 岡村 村⽥ 佐々⽊ 中⼭

国総 国総 国総 国総 国総 グロB

⻑岡 ⻑岡 ⻑岡 ⻑岡 浅沼 ⽟井、⼭下 下⾥ 岡村 村⽥ 佐々⽊ 中⼭

簿記 簿記 簿記 簿記 簿記

結城 渡部 ⼩野 服部 塩⾕

SHR 8:40〜9:00

コⅠ コⅠ コⅠ 保健 保健 保健 保健 保健 課研 課研 課研 課研 課研

⼭本ま ⼭本ま 中野み 下⾥ 松葉 古⻄ 板倉 板倉

数Ⅰ 数Ⅰ 数Ⅰ 数Ⅰ 数Ⅰ 情処 情処 情処   ／ビ情管 ビ実／コンLL 家総 家総 家総

野間 野間 吉⽥ 吉⽥ 吉⽥ 岡村、佐々⽊ ⽥中、東出 福井、筒井   ／藤本ひ 中野、⼩野／中⼭ 中野ま 中野ま 中野ま

コⅠ コⅠ ビ実   ／マーケ   ／マーケ 概論 実数／英発展

中野み 中野み 児⽟、⼭下、筒井、渡部   ／中村   ／中村 浅川、⽥中 吉⽥／⼭本ま
３限 11:20〜12:10

１限

ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ

ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ

9:20〜10:10

２限 10:20〜11:10

9:20〜10:10

２限 10:20〜11:10

２限 10:20〜11:10

３限 11:20〜12:10

5⽉22⽇

11:20〜12:10

ＳＨＲ

分掌講話（進路・教務）

分掌講話（⽣指・保健・図書）

１学年

ＳＨＲＳＨＲ

オンライン授業 および 登校⽇ 時間割 ５／１８（⽉）〜５／２９（⾦）

１限 9:20〜10:10

２限 10:20〜11:10

３限 11:20〜12:10

１限 9:20〜10:10

２限 10:20〜11:10

３限 11:20〜12:10

5⽉20⽇

（⽔）

5⽉21⽇

5⽉18⽇

浅沼、⻑岡、鈴⽊、森、⼭本し、⼭本ま、中野ま

ＳＨＲ ＳＨＲ

ＳＨＲ

１限 9:20〜10:10

（⾦）

（⽊）

３限

１限

ＳＨＲ

（⽉）

5⽉19⽇

（⽕）

進路講話

３学年

進路講話

２学年



オンライン授業 および 登校⽇ 時間割 ５／１８（⽉）〜５／２９（⾦）

⽇にち 校時 時間 １年１組 １年２組 １年３組 １年４組 １年５組 ２年１組 ２年２組 ２年３組 ２年４組 ２年５組 ３年１組 ３年２組 ３年３組 ３年４組 ３年５組

SHR 8:40〜9:00

国総 国総 国総 国総 概論   ／英⽶語

⻑岡 ⻑岡 ⻑岡 ⻑岡 浅川、⽥中   ／⼭本ま 下⾥ 岡村 村⽥ 佐々⽊ 中⼭

簿記 簿記 簿記 簿記 簿記 世界史 世界史 世界史 世界史 課題テスト

結城 渡部 ⼩野 服部 塩⾕ 森 森 森 森 ⼩野・⼩池 古⻄・筒井 塩⾕・松葉 中⻄・⼭本し ⼭下・⽥中

下⾥ 岡村 村⽥ 佐々⽊ 中⼭

SHR 8:40〜9:00

数Ａ 数Ａ 数Ａ 数Ａ 数Ａ 財会 財会／経法 財会／経法 プロ ビ実／コンLL

野間 吉⽥ 野間 野間 野間 ⽥中 ⼭⼝／村井 岡村／村井 佐々⽊、藤本ひ ⽟井、塩⾕／中⼭

現社 現社 現社 現社 現社 現⽂ 現⽂ 現⽂ 現⽂ 現⽂ 情処

今村 今村 今村 今村 今村 浅野 横⼭ 横⼭ 浅野 横⼭ ⼩野、東出

⾳ 美 実英 実英 実英 ビ情 ビ情 ビ情 ⾳／美／書 ⾳／美／書

児⽟ ⼤野 中⼭ ⼭下 ⼭下 村井、佐々⽊ 岡村、服部 村井、筒井 児⽟／⼤野／平賀 児⽟／⼤野／平賀

SHR 8:40〜9:00

ビ基 コミュⅠ 財会 体育 体育 世界史 英語テスト 科学 科学 科学 科学 科学

福井 中野み 村井、⽥根 今村 児⽟・古⻄ 中⻄ 中⻄ 中⻄ 中⻄ 中⻄

書 数A 財会／ビ経応 財会／ビ経応 体育 体育 地 ⽇／地 ⽇／地 ⽇／地 ⽇／地

世古⼝ 野間 岡村／塩⾕ ⽥辺／塩⾕ 村⽥ 鈴⽊／村⽥ 鈴⽊／村⽥ 鈴⽊／村⽥ 今村／村⽥

保健 保健 保健 保健 保健 実英 実英 実英 実英 ビ実／コンLL

⻘⽊ ⻘⽊ 床辺 ⼩池 ⻘⽊ 藤本け 藤本け 藤本け 藤本け ⽟井、塩⾕／中⼭

SHR 8:40〜9:00

下⾥ 岡村 村⽥ 佐々⽊ 中⼭

グロA グロA グロA グロA グロB 現⽂ 現⽂ 現⽂ 現⽂ 現⽂ 課研 課研 課研 課研 課研

市原 市原 市原 市原 ⽟井 浅野 横⼭ 横⼭ 浅野 横⼭

情処 ビ実 家基 家基 奨学⾦／LHR 奨学⾦／LHR 奨学⾦／LHR 奨学⾦／LHR 奨学⾦／LHR

浅川、東出 児⽟、⼭下、筒井、渡部 中⻄り 中⻄り 下⾥ 岡村 村⽥ 佐々⽊ 中⼭

SHR 8:40〜9:00

コミュⅠ コミュⅠ コミュⅠ コミュⅡ コミュⅡ 総実 総実 総実 地理

結城 中野ま 床辺 服部 中野み ⽟井 ⽟井 ⽟井 ⼭本ま 児⽟ ⽥根、⽥辺 ⽥根、⼩野 ⽥川、⼭⼝ 村⽥

ビ実 ビ実 ビ実 概論 国総 世界史 世界史 世界史 世界史 世界史 地 ⽇／地 ⽇／地 ⽇／地 コⅢ

筒井 服部 守屋 浅川 浅沼 森 森 森 今村 森 村⽥ 鈴⽊／村⽥ 鈴⽊／村⽥ 鈴⽊／村⽥ 中⼭

財会／グロA 財会／英実践 現⽂ 現⽂ 現⽂ 現⽂ 現⽂

結城 中野ま 床辺 服部 中野み 守屋／⼭下 ⽥辺／児⽟ 浅野 浅沼 浅沼 浅野 浅沼

〇 ＳＨＲが網掛け⇒ ＳＨＲ
〇 詳しくはGoogle Classroomで学年からの指⽰を確認してください。
〇 授業時間は変更もあるので、朝のＳＨＲで確認をしてください。

5⽉29⽇

（⾦）

ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ

ＳＨＲ

ＳＨＲ ＳＨＲ ＳＨＲ

10:20〜11:10

３限 11:20〜12:10

１限 9:20〜10:10

２限

11:20〜12:10３限

9:20〜10:10

２限

１限

10:20〜11:10

11:20〜12:10

10:20〜11:10

9:20〜10:10

11:20〜12:10

10:20〜11:10２限

１限 9:20〜10:10

11:20〜12:10３限

３限

になっている⽇は登校⽇です。学校でＨＲ、授業、講話などを⾏います。

（⽊）

１限

２限

３限

２限

１限

（⽉）

10:20〜11:10

5⽉26⽇

（⽕）

5⽉27⽇

（⽔）

5⽉28⽇

5⽉25⽇

9:20〜10:10

ＳＨＲ

ＳＨＲ

ＳＨＲ

クレペリン検査

夏服採⼨

奨学⾦／LHR

３学年

３学年

課題テスト

ＳＨＲ

ＳＨＲ ＳＨＲ

板倉・⼩池・床辺・松葉

板倉・古⻄・床辺・松葉

ＳＨＲ

ＳＨＲ


