
 

羽原

4 登校日：出席番号奇数の生徒 4 登校日：出席番号偶数の生徒

吉田 二川 小西 磯貝 田村 福井持田 荘司 芦澤 宮下 熊谷

日史

山西 渡邉 荘司 荻原 秦 齋藤 高橋

英Ⅱ 世史 体育 体育 現文 英Ⅱ
3

現社 英Ⅰ 化基 情報 生基表現 表現・生物・情処 現文 英Ⅱ

田村 澤口・熊谷・喜多 伊藤 福井

秦・福井・戸出

3
体育 家庭 英Ⅰ 数Ⅰ 数Ⅱ 古典 数Ⅱ

荘司 片渕・春木・喜多 田村 伊藤 吉田 芦澤佐々木 片渕 福田 春木 福田

数Ｂ・選英・実務

福井・喜多 芦澤 持田 吉田 秦 磯貝 高橋

英Ⅰ 地Ｂ・化学・情処 表現 古典 英Ⅱ 物基
2

数Ⅰ 現社 国総

佐々木 澤口

体育 数Ⅱ 政経 日史 数Ａ 物基
2

ＳＯＥ・簿記 化基 現社 英Ⅱ 数Ⅱ

小西 齋藤 秦 福永 二川 片渕羽原 伊藤 宮下 磯貝 持田磯貝 二川 福永 熊谷 田村 吉田

世史 日史 政経 政経 体育保健 現社 保健 古典 数Ⅱ 英Ⅱ世史 英Ⅱ 生基 現文 英Ⅱ 日史
1

英Ⅰ 国総 数Ⅰ 家庭 体育

荘司 齋藤 荻原 渡邉

３Ａ ３Ｂ ３Ｃ ３Ｄ

佐々木 山本 山西

１Ｃ １Ｄ ２A ２B ２C ２D３Ｄ １Ａ １Ｂ

現文
1

情報

２B ２C ２D ３Ａ ３Ｂ ３Ｃ１Ａ １Ｂ １Ｃ １Ｄ ２A

5月27日 （水） 6月1日 （月）

田村 福井 羽原

4 登校日：出席番号偶数の生徒 4 登校日：出席番号奇数の生徒

宮下 熊谷 吉田 二川 小西 磯貝伊藤 福永 吉田 荻原 春木 羽原

英Ⅱ 日史

渡邉 芦澤 宮下 小西 二川 田口

生基 英Ⅱ 世史 体育 体育 現文
3

現社 英Ⅰ 化基 情報

持田 荘司 芦澤

英Ⅱ 英Ⅱ 数Ａ 物基 日史

秦・福井・戸出

3
家庭 化基 情報 体育 世史 表現 古典

荘司 片渕・春木・喜多 田村 伊藤 吉田 芦澤持田 齋藤 渡邉 澤口 田口 熊谷 片渕・羽原・春木 高橋・福永・戸出

地Ｂ・化学・情処 表現 古典 英Ⅱ 物基 数Ｂ・選英・実務

2
数Ⅰ 現社 国総 英Ⅰ

福田 佐々木 澤口

生基 地理Ａ・化学 数Ｂ・選英・実務 英Ⅱ 数Ａ

福井 福田

佐々木 山本 山西

2
現社 国総 家庭 国総 表現

小西 齋藤 秦 福永 二川 片渕磯貝 佐々木 宮下 磯貝 持田齋藤 福田 山西 芦澤 秦・栗山・戸出 熊谷 小西 片渕 田村

現社 保健 古典 数Ⅱ 英Ⅱ 世史生基 保健 日史 現文 体育 政経
1

国総 数Ⅰ 保健 化基 数演・実英・実務

３Ａ ３Ｂ ３Ｃ ３Ｄ

日史 政経 政経 体育

１Ｃ １Ｄ ２A ２B ２C ２D３Ｄ １Ａ １Ｂ

1
情報 保健

２B ２C ２D ３Ａ ３Ｂ ３Ｃ１Ａ １Ｂ １Ｃ １Ｄ ２A

5月26日 （火） 5月29日 （金）

伊藤 福井

4 登校日：出席番号奇数の生徒 4 登校日：出席番号偶数の生徒

荻原 秦 齋藤 高橋 田村 澤口・熊谷・喜多伊藤 福永 吉田 荻原 春木 羽原

現文 英Ⅱ

渡邉 芦澤 宮下 小西 二川 田口

数Ⅰ 数Ⅱ 古典 数Ⅱ 表現 表現・生物・情処

3
体育 家庭 英Ⅰ

山西 渡邉 荘司

古典 英Ⅱ 英Ⅱ 数Ａ 物基 日史

福田 春木

3
家庭 化基 情報 体育 世史 表現

吉田 秦 磯貝 高橋 佐々木 片渕

物基

持田 齋藤 渡邉 澤口 田口 熊谷 片渕・羽原・春木

数Ⅱ 体育 数Ⅱ 政経 日史 数Ａ
2

ＳＯＥ・簿記 化基 現社 英Ⅱ

福井・喜多 芦澤 持田

生基 地理Ａ・化学 数Ｂ・選英・実務 英Ⅱ 数Ａ

高橋・福永・戸出 福井 福田

吉田 羽原 伊藤

2
現社 国総 家庭 国総 表現

渡邉 磯貝 二川 福永 熊谷 田村磯貝 佐々木 荘司 齋藤 荻原齋藤 福田 山西 芦澤 秦・栗山・戸出 熊谷 小西 片渕 田村

数Ⅰ 家庭 体育 世史 英Ⅱ 生基生基 保健 日史 現文 体育 政経
1

国総 数Ⅰ 保健 化基 数演・実英・実務

３Ａ ３Ｂ ３Ｃ ３Ｄ

現文 英Ⅱ 日史 現文

１Ｃ １Ｄ ２A ２B ２C ２D３Ｄ １Ａ １Ｂ

1
英Ⅰ 国総

２B ２C ２D ３Ａ ３Ｂ ３Ｃ１Ａ １Ｂ １Ｃ １Ｄ ２A

5月25日 （月） 5月28日 （木）

２０２０年度時間割変更表


