
9:55 10:35 11:15 11:55 8:55 9:35 10:15 10:55 11:35 12:15 8:55 9:35 10:15 10:55 11:35 12:15
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

10:25 11:05 11:45 12:25 9:25 10:05 10:45 11:25 12:05 12:45 9:25 10:05 10:45 11:25 12:05 12:45
1 2 3 4 1 2 3 4 5 A 6 A 1 2 3 4 5 6

Ｆ３Ａ LHR 浮田 世界史Ｂ 原田 英語表現Ⅱ 山﨑慶 英語表現Ⅱ 山﨑慶 Ｆ３Ａ コ英Ⅲ 村田 体育 公民演習 田頭 現代文Ｂ 佐藤 社会と情報 日下 数学演習 美野 数学演習 美野 世界史Ｂ 原田 現代文Ｂ 佐藤 コ英Ⅲ 村田
文理 日本史Ｂ 松崎 文理 男子 梅本 日本史Ｂ 松崎

女子 篠原正

浮田 化学 鈴木 浮田 化学 鈴木 数学Ⅲ 津曲 物理 高橋政 古典Ｂ 佐藤 化学 鈴木 現代文Ｂ 水中
山﨑慶 山﨑慶 生物 浮田

ＰＣ

Ｆ３Ｂ LHR 美野 世界史Ｂ 原田 理科基礎演習 現代文Ｂ 皿田 Ｆ３Ｂ 古典Ｂ演習 嶋田 数学演習 竹川 公民演習 田頭 コ英Ⅲ 山﨑慶 現代文Ｂ 皿田 英語表現Ⅱ 山﨑慶 世界史Ｂ 原田 理科基礎演習 数学演習 竹川
文理 日本史Ｂ 松崎 （物理） 高橋政 文理 Surdick 津田 日本史Ｂ 松崎 （化学） 有馬

（生物） 浮田
美野 地理Ｂ 神原 数学演習 石川 数学Ⅲ 美野 美野 化学 有馬 数学Ⅲ 美野 数学演習 石川 現代社会 橋本 物理 古里 数学Ⅲ 美野 数学演習

水中 白井 津曲 水中 津曲 白井 生物 浮田 津曲 白井

Ｆ３Ｃ ＬＨＲ 田上 コ英Ⅱ Willems 英語表現Ⅱ 河野 世界史Ｂ 原田 Ｆ３Ｃ 家庭基礎 田上 コ英Ⅰ 河野 世界史Ｂ 原田 現代文Ｂ 豊本 コ英Ⅲ Willems コ英Ⅲ Willems 国語総合 豊本 表現演習 岡﨑 国語演習 赤木 世界史Ｂ 原田
田上 日本史Ｂ 田上 王野 日本史Ｂ 赤木 安富 日本史Ｂ

岡松 Ｃ組 松崎 岡松 英会話 Willems Ｃ組 松崎 英会話 王野 英語演習 國川 Ｃ組 松崎
Ｄ組 岩切 数学Ｂ 岡松 Ｄ組 岩切 数学Ｂ 岡松 情報演習 岡松 Ｄ組 岩切

Ｆ３Ｄ LHR 篠原正 英語表現Ⅱ 河野 政治経済 松崎 Ｆ３Ｄ 政治経済 橋本 コ英Ⅱ 立田 コ英Ⅲ 立田 現代文Ｂ 豊本 コ英Ⅲ 立田
橋本 橋本
篠原正 篠原正 ＰＣ

Ｆ３Ｅ LHR 石川 数学Ⅲ 石川 現代文Ｂ 水中 古典Ｂ 篠原涼 Ｆ３Ｅ 地理Ｂ 神原 数学Ⅲ 石川 体育 現代社会 宇根田 物理 古里 数学Ⅲ 石川 化学 有馬 英語表現Ⅱ 山﨑 家庭基礎 田上 物理 古里
石川 石川 男子 梅本 生物 浮田 生物 浮田
古里 古里 女子 寺廻

金１ 木６
Ｆ３Ｆ LHR 國川 英語表現Ⅱ 國川 数学Ⅱ 川崎 家庭基礎 田上 Ｆ３Ｆ 数学Ⅱ 川崎 コ英Ⅰ 河野 日本史Ｂ 岩切 専攻スポーツ・芸術 専攻スポーツ・芸術 国語総合 豊本 現代文Ｂ 篠原涼 国語演習 赤木 現代社会 神原

王野 赤木 安富
國川 國川 英語演習 國川
宇根田 宇根田 古典Ｂ 篠原涼 古典Ｂ 篠原涼 情報演習 岡松

火１
Ｋ３Ａ LHR 平田剛 現代文Ａ 岡﨑 機械工作 中島 原動機 藤原宗 Ｋ３Ａ 課題研究 宮武 課題研究 宮武 課題研究 宮武 体育 梅本 数学演習 竹川 原動機 藤原宗 機械工作 中島 機械設計 中間 現代文Ａ 岡﨑 体育 平田剛

中間 中間 中間 数学Ｂ 白井
平田剛 平田剛 梶山 梶山 梶山
河野 河野

Ｋ３Ｂ LHR 室積 電子技術 室積 現代文Ａ 安富 電力技術 宮地 Ｋ３Ｂ 体育 梅本 地理Ａ 宇根田 電気実習 電気実習 電力技術 宮地 電気機器 石村 電子技術 室積 コ英Ⅰ 河野 現代文Ａ 安富
電力 室積 電力 室積

室積 室積 工事 上村 工事 上村
中島 中島 機器 石村 機器 石村

金２ 木２

Ｆ２Ａ ＬＨＲ 松崎 数学Ｂ 美野 数学Ⅱ 美野 化学基礎 有馬 Ｆ２Ａ 数学Ｂ 美野 地理Ａ 神原 化学基礎 有馬 現代文Ｂ 皿田 現代文Ｂ 皿田 コ英Ⅱ 山﨑慶 英語表現Ⅱ 村田 体育 世界史Ｂ 原田 倫理 田頭
文理 文理 日本史Ｂ 松崎 男子 平田剛 日本史Ｂ 松崎
松崎 松崎 女子 篠原正

鈴木 物理 高橋政 数学Ｂ 津曲 地理Ｂ 神原 鈴木 古典Ｂ 佐藤 化学基礎 鈴木 物理 高橋政 現代文Ｂ 水中 現代文Ｂ 水中 化学基礎 鈴木 数学Ⅱ 津曲
生物 坂井 生物 坂井

Ｆ２Ｂ ＬＨＲ 藤原直 現代文Ｂ 中里 政治経済 藤原直 数学Ｂ 岡松 Ｆ２Ｂ コ英Ⅱ Surdick 地理Ａ 神原 英語表現Ⅱ 山﨑慶 政治経済 藤原直 保健 丸井 数学Ⅱ 岡松 古典Ｂ 水中 世界史Ｂ 原田 倫理 田頭
文理 文理 津田 日本史Ｂ 松崎 津田 嶋田 日本史Ｂ 松崎
藤原直 藤原直

津田 化学基礎 鈴木 数学Ｂ 石川 津田 物理 高橋政 地理Ｂ 神原 化学基礎 鈴木 数学Ⅱ 物理 高橋政

白井 生物 坂井 白井 生物 坂井

Ｆ２Ｃ LHR 竹川 コ英Ⅱ 王野 物理基礎 隅野 数学Ⅱ 白石 Ｆ２Ｃ 日本史Ｂ 岩切 物理基礎 隅野 体育 国語演習 窪田 古典Ｂ 嶋田 英語表現Ⅱ 河野 数学Ⅱ 白石 総合学習 水中 現代文Ｂ 篠原涼 国語総合 赤木
竹川 竹川 竹川 男子 平田剛 赤木 竹川 津田 窪田
丸井 丸井 女子 篠原正 英語演習 王野 英会話 James

情報演習 日下 数学Ｂ 友利
Ｆ２Ｄ LHR 嶋田 物理基礎 古里 地理Ａ 宇根田 Ｆ２Ｄ 英語表現Ⅱ 河野 コ英Ⅱ 津田 奥平 英語表現Ⅱ 河野 古典Ｂ 嶋田 橋本 地理Ａ 田頭

日本史Ｂ 岩切 ＰＣ 嶋田 日本史Ｂ 岩切
嶋田 嶋田
原田 原田

Ｆ２Ｅ LHR 有馬 体育 Ｆ２Ｅ 体育 現代文Ｂ 中里 倫理 橋本 古典Ｂ 篠原涼 物理基礎 隅野 岡松
文理 柔道 丸井 文理 男子 篠原正 小西
有馬 男子 篠原正 物理 古里 数学Ⅱ 友利 有馬 柔道 丸井 数学Ⅱ 友利 物理 古里 物理基礎 古里 数学Ｂ 友利 地理Ｂ 神原 化学 有馬
梅本 女子 平田剛 生物 坂井 梅本 女子 寺廻 生物 坂井 隅野 ＰＣ

Ｆ２Ｆ LHR 鈴木 日本史Ｂ 藤原直 現代文Ｂ 中里 保健 梅本 Ｆ２Ｆ 現代文Ｂ 中里 体育 コ英Ⅱ 小西 専攻スポーツ・芸術 専攻スポーツ・芸術 現代文Ｂ 中里 日本史Ｂ 藤原直 体育 古典Ｂ 篠原涼

篠原嘉 篠原嘉 柔道 丸井 男子 篠原正

北須賀 北須賀 女子 平田剛 女子 寺廻

Ｋ２Ａ LHR 中間 体育 機械設計 室積 国語総合 安富 Ｋ２Ａ 体育 保健 北須賀 コ英Ⅰ 王野 機械工作 梶山 機械製図 中間 機械製図 中間 現代社会 岩切 機械工作 梶山 機械実習 機械実習

柔道 丸井 男子 篠原正 上村 上村 鋳鍛 藤原宗 鋳鍛 藤原宗

中間 男子 篠原正 中間 柔道 丸井 CAD 室積 CAD 室積
神原 女子 平田剛 神原 女子 寺廻 諸機械 宮武 諸機械 宮武

水４
Ｋ２Ｂ LHR 王野 国語総合 岡﨑 電気実習 Ｋ２Ｂ 物理基礎 古里 電力技術 宮地 数学Ⅱ 竹川 コ英Ⅰ 王野 電子技術 中島 国語総合 岡﨑 電子技術 中島 現代社会 藤原直 電力技術 宮地

溶接 中間
王野 電力 上村 王野
宮地 計測 中島 宮地

Ｆ１Ａ LHR 立田 数学Ａ 川崎 コ英Ⅰ 立田 体育 Ｆ１Ａ 生物基礎 坂井 数学Ⅱ 川崎 家庭基礎 幸山 世界史Ａ 原田 物理基礎 高橋政 生物基礎 坂井 数学Ａ 川崎 数学Ⅰ 川崎 英語表現Ⅰ 村田 音楽Ⅰ 半田
立田 柔道 丸井 立田 美術Ⅰ 小寺
Surdick 女子 寺廻 Surdick 書道Ⅰ 倉重

Ｆ１Ｂ LHR 高橋政 国語総合 皿田 コ英Ⅰ Surdick Ｆ１Ｂ 国語総合 水中 コ英Ⅱ Surdick 数学Ⅱ 新井 家庭基礎 田上 数学Ⅰ 新井 国語総合 水中 英語表現Ⅰ 立田 国語総合 皿田 総合学習 高橋政

高橋政 （現代文） 豊本 James 高橋政 （古典） 窪田 James 岡松 幸山 岡松 （古典） 窪田 小西 （現代文） 豊本 窪田
窪田 窪田

Ｆ１Ｃ LHR 白石 基礎英語 James コ英Ⅰ 小西 音楽Ⅰ 半田 Ｆ１Ｃ 世界史Ａ 松崎 社会と情報 日下 生物基礎 浮田 数学Ⅰ 白石 数学Ａ 白石 国語総合 篠原涼 基礎英語 ハスラー 数学Ⅰ 白石 音楽Ⅰ 半田 体育
白石 美術Ⅰ 小寺 白石 奥平 美術Ⅰ 小寺 Ｃ男子 寺廻
日下 書道Ⅰ 倉重 日下 ＰＣ 書道Ⅰ 倉重 Ｄ柔道 丸井

女子 篠原正

Ｆ１Ｄ LHR 川崎 国語総合 窪田 社会と情報 日下 英語表現Ⅱ 津田 Ｆ１Ｄ コ英Ⅰ 立田 音楽Ⅰ 半田 社会と情報 日下 数学Ａ 川﨑 英語表現Ⅰ 津田 数学Ⅰ 川崎 生物基礎 浮田 国語総合 窪田 基礎数学 川崎
川崎 川崎 美術Ⅰ 小寺 奥平
皿田 ＰＣ 皿田 書道Ⅰ 倉重 ＰＣ

Ｆ１Ｅ LHR 新井 基礎英語 田中 体育 社会と情報 日下 Ｆ１Ｅ 生物基礎 隅野 コ英Ⅰ 小西 音楽Ⅰ 半田 数学Ａ 新井 国語総合 窪田 コ英Ⅰ 小西 体育 英語表現Ⅰ 河野 化学基礎 日下 総合学習 新井
新井 男子 寺廻 新井 美術Ⅰ 小寺 Ｅ男子 平田剛

寺廻 柔道 丸井 ＰＣ 寺廻 書道Ⅰ 倉重 Ｆ男子 寺廻
女子 梅本 女子 篠原正

Ｆ１Ｆ LHR 半田 国語総合 赤木 保健 篠原正 Ｆ１Ｆ 社会と情報 日下 国語総合 赤木 数学Ⅰ 白井 音楽Ⅰ 半田 専攻スポーツ・芸術 専攻スポーツ・芸術 総合学習 コ英Ⅰ 小西 科学と人間生活 隅野
奥平 奥平 奥平 美術Ⅰ 小寺 半田
半田 半田 ＰＣ 書道Ⅰ 倉重

Ｋ１Ａ LHR 藤原宗 工業技術基礎 工業技術基礎 世界史Ａ 宇根田 Ｋ１Ａ 世界史Ａ 宇根田 電気基礎 中島 情報技術基礎 藤原宗 体育 北須賀 数学Ⅰ 友利 基礎英語 サーディック 家庭基礎 田上 総合学習 藤原宗 柔道 丸井 基礎国語 岡﨑
旋盤 林原 旋盤 林原 宮武

藤原宗 溶接 宮武 溶接 宮武 藤原宗

宮武 梶山 梶山 宮武
工事 宮地 工事 宮地

上村 上村

Ｋ１Ｂ LHR 石村 電気基礎 石村 体育 平田剛 工業技術基礎 Ｋ１Ｂ 基礎国語 篠原涼 家庭基礎 田上 数学Ⅰ 白石 情報技術基礎 宮武 電気基礎 石村 基礎国語 赤木 科学と人間生活 隅野 柔道 丸井 基礎数学 白石 総合学習 石村
旋盤 林原 梶山

石村 製図 梶山 石村
梶山 情報 室積 梶山

中３ 学活 豊本 理科 隅野 音楽 半田 数学 大胡 中３ 国語 豊本 数学 大胡 社会 藤原直 英語 理科 隅野 社会 藤原直 数学 大胡 英語 國川 道徳 豊本 家庭科 田上
光永 光永 Willems 光永 （前半）

豊本 豊本 中里 技術 中間
Willems Willems （後半） ＰＣ

中２ 学活 大胡 技術 中間 数学 大胡 理科 岡田 中２ 国語 赤木 理科 岡田 英語 田中 保健体育 寺廻 英会話 James 英語 田中 社会 藤原直 英語 理科 岡田 数学 大胡
大胡 光永 大胡 James James James 光永
赤木 ＰＣ 赤木 粟村 粟村 粟村

中１ 学活 光永 保健体育 寺廻 英語 國川 国語 中里 中１ 社会 藤原直 英語 数学 光永 理科 岡田 国語 中里 書道 倉重 技術 中間 数学 光永 保健体育 平田剛 国語 中里
光永 田中 光永 田中
田中 粟村 田中 粟村 理科 岡田 数学 大胡 書道 倉重 国語 中里 ＰＣ 理科 岡田

7月18日平成３０年度時間割 （クラス一覧）
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7月20日 金7月19日 木水


