
 
校　時 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
時間 8:40-9:30 9:40-10:30 10:40-11:30 11:40-12:30 8:40-9:30 9:40-10:30 10:40-11:30 11:40-12:30 8:40-9:30 9:40-10:30 10:40-11:30 11:40-12:30 8:40-9:30 9:40-10:30 10:40-11:30 11:40-12:30

数学Ⅰ 現代社会 英表Ⅰ 家庭基礎 C英語Ⅰ 国語総合 社会と情報 体育 数学Ⅰ C英語Ⅰ 国語総合 英表Ⅰ 化学基礎 数学A 国語総合 体育

コンピュータ室 体育館・グラウンド 体育館・グラウンド

 土田恵  山田  永田 タンヤ  土田か 野村千  永田  高橋  吉田 竹内浩
 春木 野村恒
 吉田 高野

 土田恵  永田  高橋  永田  宮崎  土田恵  高橋
 三上 春木

 野村恒 吉田

国語総合 家庭基礎 C英語Ⅰ 化学基礎 社会と情報 数学A 化学基礎 体育 国語総合 数学Ⅰ 地学基礎 家庭基礎 現代社会 C英語Ⅰ 国語総合 体育

体育館・グラウンド 体育館・グラウンド

 松村  土田か  内田  島崎  竹内浩  浅井  島崎
 春木 野村恒
 吉田 高野

 松村  松井  畑中  土田か 野村千  山田  内田  松村
 三上 春木

 野村恒 吉田

C英語Ⅰ 地学基礎 現代社会 数学Ⅰ 国語総合 社会と情報 C英語Ⅰ 体育 数学A 国語総合 家庭基礎 美術Ⅰ 書道Ⅰ C英語Ⅰ 現代社会 数学Ⅰ 体育

体育館・グラウンド 美術室・書道室 体育館・グラウンド

 野村あ  畑中  渡邉  西尾  山元  竹内浩  野村あ
 春木 野村恒
 吉田 高野

 西尾  山元  土田か  松島 堀江  野村あ  渡邉  西尾
 三上 春木

 野村恒 吉田

数学Ⅰ 国語総合  音楽Ⅰ 美術Ⅰ 書道Ⅰ 地学基礎 数学Ⅰ 現代社会 国語総合 家庭基礎 保健 C英語Ⅰ 数学A 化学基礎 地学基礎 体育 家庭基礎 数学Ⅰ

音楽室・美術室・書道室 体育館・グラウンド

 西尾  山元
 竹内浩 松島

 堀江
 永吉  西尾  岩本  山元  土田か 野村千  野村恒  野村あ タンヤ  西尾  畑中  永吉   三上 春木 野村恒 吉田  土田か  西尾

保健 化学基礎  音楽Ⅰ 美術Ⅰ 書道Ⅰ 国語総合 国語総合 数学Ⅰ C英語Ⅰ 社会と情報 C英語Ⅱ 地学基礎 国語総合 数学A 数学Ⅰ 体育 英表Ⅰ 家庭基礎

音楽室・美術室・書道室 コンピュータ室 体育館・グラウンド

 野村恒  宮崎
 竹内浩 松島

 堀江
 松村  松村  土田恵  永田  三上 竹内浩  永田 タンヤ  宮崎  松村  土田恵  土田恵   三上 春木 野村恒 吉田  山口 永田  土田か 野村千

 音楽Ⅱ 美術Ⅱ 書道Ⅱ 生物基礎 物理基礎 世界史 数学B 保健 体育 古典 C英語Ⅱ  音楽Ⅱ 美術Ⅱ 書道Ⅱ 地理 数学Ⅱ C英語Ⅱ 現代文 数学Ⅱ C英語Ⅱ 生物基礎 物理基礎

音楽室・美術室・書道室 第4研・2-1 体育館・グラウンド 音楽室・美術室・書道室

  竹内浩 松島 堀江  島崎 永吉  谷口  青垣  春木   三上 野村恒 森義 高野  丸山  野村あ   竹内浩 松島 堀江  田中 青垣  野村あ  山元  青垣  野村あ タンヤ  島崎 永吉

音楽Ⅱ 美術Ⅱ 書道Ⅱ 生物基礎 地理 C英語Ⅱ 数学Ⅱ 体育 C英語Ⅱ 古典 音楽Ⅱ 美術Ⅱ 書道Ⅱ 世界史 現代文 地理 古典 数学Ⅱ 数学B 生物基礎

音楽室・美術室・書道室 体育館・グラウンド 音楽室・美術室・書道室

 竹内浩 松島 堀江  島崎  田中  三田村  浅井   三上 野村恒 森義 高野  三田村  久米田  竹内浩 松島 堀江  小西  久米田  田中  久米田  浅井  松井  島崎

情報処理 美術Ⅱ 書道Ⅱ 数学B C英語Ⅱ 地理 体育 家庭基礎 古典 地理 美術Ⅱ 書道Ⅱ C英語Ⅱ 世界史 古典 C英語Ⅱ 数学Ⅱ 情報処理

美術室・書道室 体育館・グラウンド コンピュータ室

 丸山 帆谷  松島 堀江  土田恵  森三  田中   三上 野村恒 森義 高野  土田か  松村  田中  松島 堀江  森三  小西  松村  森三  土田恵  山口 帆谷

C英語Ⅱ 体育 現代文
△世界史B △日本史B

 △化学
保健

△世界史B △地理
 △日本史B

数学B
〇世界史A 〇日本史A

 〇生物 〇物理
数学Ⅱ

●世界史B ●日本史B
 ●生物基礎 ●物理基礎

数学B 現代文 ■生物基礎 ■化学
△世界史B △地理

 △日本史B
C英語Ⅱ 数学Ⅱ

体育館・グラウンド 2-4・2-5・共同実 2-4・第4件・2-5 2-4・2-5・生物室・物理室 2-4・2-5・生物室・物理室 2-4・共同実 2-4・第4研・2-5

 森三   春木 野村恒 吉田 森義  松村   谷口 山田 畑中  森義   谷口 田中 山田  齋藤   谷口 山田 黒田 永吉  齋藤   谷口 山田 黒田 永吉  齋藤  松村  島崎 畑中   谷口 田中 山田  森三  齋藤

C英語Ⅱ 体育 現代文
△世界史B △日本史B

 △化学
数学A

△世界史B △地理
 △日本史B

C英語Ⅲ
〇世界史A 〇日本史A

 〇生物 〇物理
現代文

●世界史B ●日本史B
 ●生物基礎 ●物理基礎

保健 数学Ⅱ ■生物基礎 ■化学
△世界史B △地理

 △日本史B
数学B C英語Ⅱ

体育館・グラウンド 2-4・2-5・共同実 2-4・第4件・2-5 2-4・2-5・生物室・物理室 2-4・2-5・生物室・物理室 2-5・共同実 2-4・第4研・2-5

 内田   春木 野村恒 吉田 森義  久米田   谷口 山田 畑中  青垣   谷口 田中 山田  内田   谷口 山田 黒田 永吉  久米田   谷口 山田 黒田 永吉  森義  青垣  黒田 畑中   谷口 田中 山田  青垣  内田

政治経済 ビジネス基礎 生物 C英語Ⅲ 現代文 数学Ⅱ 政治経済 C英語Ⅲ 日本史 数学Ⅱ 生物 体育
○数学Ｂ 〇体育

○C英語Ⅲ 〇情報処理
〇発達と保育 〇情報処理

ビジネス基礎 古典 生物

体育館・グラウンド

 小西  帆谷  黒田  永田 タンヤ  久米田  青垣  小西  永田  山田  青垣  黒田
 三上 春木

 野村恒 森義
 浅井 野村恒 吉田 三田村

 内田 土田か 帆谷
 帆谷  久米田  黒田

Ｃ英語Ⅲ 現代文 政治経済 生物 Ｃ英語Ⅲ 数学Ⅱ ビジネス基礎 政治経済 数学Ⅱ ビジネス基礎 現代文 体育
○数学Ｂ 〇体育

○C英語Ⅲ 〇情報処理
〇発達と保育 〇情報処理

政治経済 古典 Ｃ英語Ⅲ

体育館・グラウンド

 三田村  丸山  小西  宮崎  三田村  松井  帆谷  小西  松井  帆谷  丸山
 三上 春木

 野村恒 森義
 浅井 野村恒 吉田 三田村

 内田 土田か 帆谷
 小西  丸山  三田村 タンヤ

現代文 生物 C英語Ⅲ ビジネス基礎 古典 ビジネス基礎 生物 C英語Ⅲ 現代文 政治経済 日本史 体育
○数学Ｂ 〇体育

○C英語Ⅲ 〇情報処理
〇発達と保育 〇情報処理

C英語Ⅲ 数学Ⅱ 日本史

体育館・グラウンド

 高橋  黒田  山口  帆谷  高橋  帆谷  黒田  山口  高橋  渡邉  岩本
 三上 春木

 野村恒 森義
 浅井 野村恒 吉田 三田村

 内田 土田か 帆谷
 山口 タンヤ  齋藤  岩本

□数学B □化学基礎
 □地学基礎

△地理 △数学Ｂ 古典 体育 〇政治経済 〇化学 C英語Ⅲ
□数学B □化学基礎

 □地学基礎
現代文 〇古典 〇化学 体育 英表Ⅱ

●世界史B ●日本史B
 ●生物 ●物理

△地理 △数学B ■数学Ⅲ ■生物基礎  〇政治経済 〇化学 古典

第3研・3-5・3-4 第3研・3-4・3-5 3-4・第2研・3-5 体育館・グラウンド 3-4・3-5・第3研 第2研・3-4・3-5 第3研・3-5・3-4 3-4・3-5・第3研 体育館・グラウンド 3-4・第2研・3-5 3-4・3-5・生物室・物理室 第3研・3-4・3-5 第3研・3-4・3-5 3-4・3-5・第3研 3-4・第2研・3-5

 松井 宮崎 畑中   田中 西尾 齋藤  丸山 高橋 山元   三上 春木 吉田 森義  谷口 小西 宮崎   山口 森三 内田  松井 宮崎 畑中  丸山  丸山 山元 宮崎   三上 春木 野村恒 吉田  三田村 山口 内田   谷口 山田 島崎 永吉  田中 西尾 齋藤   松井 島崎 黒田  谷口 小西 宮崎   丸山 高橋 山元

□数学B □化学基礎
 □地学基礎

△地理 △数学Ｂ 古典 体育 〇政治経済 〇化学 C英語Ⅲ
□数学B □化学基礎

 □地学基礎
現代文 ○古典 〇化学 体育 英表Ⅱ

●世界史B ●日本史B
 ●生物 ●物理

△地理 △数学B ■数学Ⅲ ■生物基礎  〇政治経済 〇化学 古典

第3研・3-5・3-4 3-4・第2研・3-5 体育館・グラウンド 3-4・3-5・第3研 第2研・3-4・3-5 第3研・3-5・3-4 3-4・3-5・第3研 体育館・グラウンド 3-4・第2研・3-5 3-4・3-5・生物室・物理室 第3研・3-4・3-5 第3研・3-4・3-5 3-4・3-5・第3研 3-4・第2研・3-5

 松井 宮崎 畑中   田中 西尾 齋藤  丸山 高橋 山元   三上 春木 吉田 森義  谷口 小西 宮崎   山口 森三 内田  松井 宮崎 畑中  高橋  丸山 山元 宮崎   三上 春木 野村恒 吉田  三田村 山口 内田   谷口 山田 島崎 永吉  田中 西尾 齋藤   松井 島崎 黒田  谷口 小西 宮崎   丸山 高橋 山元

校　時 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
時間 8:40-9:30 9:40-10:30 10:40-11:30 11:40-12:30 8:40-9:30 9:40-10:30 10:40-11:30 11:40-12:30 8:40-9:30 9:40-10:30 10:40-11:30 11:40-12:30 8:40-9:30 9:40-10:30 10:40-11:30 11:40-12:30

時間割変更箇所 研究授業
←決まり次第、更新
します。

11月22日（金）11月19日（火）

 ３－２

上段：科目　中段：教室　下段：担当者
（※）ただし、空欄の場合の実施教室は、該当ｸﾗｽの教室である。たとえば、１－１ならば、1年1組教室令和元年度　丹生高校公開授業時間割　10月15日現在
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 ３－５

11月21日（木）11月20日（水）
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