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論理表現Ⅰ 現代の国語 音楽Ⅰ 美術Ⅰ
 書道Ⅰ 地学基礎 数学A 英語会話 保健 言語文化 英ＣⅠ 数学Ⅰ 体育 歴史総合 情報Ⅰ 数学A 地学基礎 公共 音楽Ⅰ 美術Ⅰ
 書道Ⅰ 英ＣⅠ 家庭基礎

三田村 安藤 藤田 熊谷
 中長 草間 宇野 清水 タンヤ 吉田 安藤 清水 宇野 春木 野村恒
 吉田 為国 山田理 藤田 宇野 草間 前田 藤田 熊谷
 中長 清水 土田

地学基礎 言語文化 音楽Ⅰ 美術Ⅰ
 書道Ⅰ 家庭基礎 保健 C英Ⅱ 数学Ⅰ 論理表現Ⅰ 数学Ⅰ 歴史総合 体育 現代の国語 家庭基礎 地学基礎 歴史総合 数学A 音楽Ⅰ 美術Ⅰ
 書道Ⅰ 英ＣⅠ 公共

橋本靖 松村 藤田 熊谷
 中長 土田 吉田 野村あ 東 三田村 東 山田理 春木 野村恒
 吉田 為国 松村 土田 橋本靖 山田理 岡田 藤田 熊谷
 中長 野村あ 前田

美術Ⅰ 書道Ⅰ 論理表現Ⅰ 歴史総合 英語会話 言語文化 数学A 保健 論理表現Ⅰ 数学Ⅰ 歴史総合 体育 公共 地学基礎 数学Ⅰ 現代の国語 美術Ⅰ 書道Ⅰ 家庭基礎 公共 英ＣⅠ

熊谷 中長 森三 松田 清水 タンヤ 高橋 東 森義 森三 岡田 松田 春木 野村恒
 吉田 為国 駒野 草間 岡田 高橋 熊谷 中長 土田 駒野 内田

地学基礎 音楽Ⅰ 美術Ⅰ
 書道Ⅰ 言語文化 数学Ⅰ 英語会話 歴史総合 論理表現Ⅰ 英ＣⅠ 現代の国語 数学A 家庭基礎 情報Ⅰ 体育 公共 音楽Ⅰ 美術Ⅰ
 書道Ⅰ 論理表現Ⅰ 数学Ⅰ 保健 歴史総合

石井 藤田 熊谷
 中長 高橋 宇野 清水 タンヤ 小西 野村あ 野村あ 高橋 東 土田 藤田 春木 野村恒
 吉田 森義 山田理 藤田 熊谷
 中長 野村あ 宇野 春木 小西

保健 音楽Ⅰ 美術Ⅰ
 書道Ⅰ 歴史総合 数学A 公共 英ＣⅠ 現代の国語 地学基礎 情報Ⅰ 英ＣⅠ 言語文化 数学Ⅰ 体育 家庭基礎 音楽Ⅰ 美術Ⅰ
 書道Ⅰ 論理表現Ⅰ 現代の国語 地学基礎 数学A

春木 藤田 熊谷
 中長 小西 西尾 山田理 内田 松村 石井 藤田 内田 松村 西尾 春木 野村恒
 吉田 森義 土田 藤田 熊谷
 中長 山田和 松村 石井 西尾

保健 生物基礎 C英Ⅱ 音楽Ⅱ 美術Ⅱ
 書道Ⅱ 現代文 数学Ⅱ 家庭基礎 数学Ⅱ 体育 地理 世界史Ａ C英Ⅱ 現代文 地理 古典 C英Ⅱ 生物基礎 音楽Ⅱ 美術Ⅱ
 書道Ⅱ 数学B

為国 橋本靖 清水 藤田 熊谷
 中長 岩本 西尾 土田 西尾 春木 野村恒
 為国 森義 前田 小西 清水 岩本 前田 安藤 清水 タンヤ 橋本靖 藤田 熊谷
 中長 岡田

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

土田 三田村 東 藤田 熊谷
 中長 小西 前田 岩本 前田 春木 野村恒
 為国 森義 橋本陽 三田村 岩本 橋本靖 石井 為国 丸山 小西 三田村 タンヤ 藤田 熊谷
 中長 橋本陽

△世界史Ｂ △日本史Ｂ
 △地理 体育 英表Ⅱ 数学Ⅱ C英Ⅱ ■生物基礎文系 ■化学
 ■生物基礎文系 現代文 保健 数学Ⅱ ○現代文
 ○生物 ○物理 △世界史Ｂ △日本史Ｂ
 △地理 数学B C英Ⅱ 現代文 ●世界史Ａ ●日本史Ａ
 ●生物基礎 ●物理基礎 C英Ⅱ ■生物基礎文系 ■化学
 ■生物基礎文系 数学Ⅱ 体育

松田 山田理
 前田 野村恒 吉田
 為国 森義 森三 橋本陽 三田村 石井 溝口
 齋藤和 安藤 野村恒 橋本陽 安藤 松村
 橋本靖 石井 松田 山田理
 前田 橋本陽 三田村 安藤 小西 竹本
 橋本靖 石井 三田村 石井 溝口
 齋藤和 橋本陽 春木 野村恒
 吉田 為国

△世界史Ｂ △日本史Ｂ
 △地理 体育 現代文 数学Ⅱ C英Ⅱ ■生物基礎文系 ■化学
 ■生物基礎文系 保健 英表Ⅱ 数学B ○現代文
 ○生物 ○物理 △世界史Ｂ △日本史Ｂ
 △地理 数学A C英Ⅱ 現代文 ●世界史Ａ ●日本史Ａ
 ●生物基礎 ●物理基礎 数学Ⅱ ■生物基礎文系 ■化学
 ■生物基礎文系 C英Ⅱ 体育

松田 山田理
 前田 野村恒 吉田
 為国 森義 松村 齋藤友 山田和 石井 溝口
 齋藤和 野村恒 山田和 齋藤友 安藤 松村
 橋本靖 石井 松田 山田理
 前田 齋藤友 山田和 松村 小西 竹本
 橋本靖 石井 齋藤友 石井 溝口
 齋藤和 山田和 春木 野村恒
 吉田 為国

現代文 情報処理 C英Ⅲ 体育 日本史Ａ 数学Ⅱ 生物 政経 数学Ⅱ ○数学Ｂ ○体育
 ○体育 ○C英Ⅲ
 ○発達と保育 C英Ⅲ 古典 生物 C英Ⅲ ○C英Ⅲ 体育 現代文 情報処理 日本史Ａ 数学Ⅱ

丸山 山岸 山田和 野村恒 吉田
 為国 森義 竹本 宇野 溝口 松田 宇野 岡田 吉田
 為国 三田村
 土田 山田和 丸山 溝口 山田和 タンヤ 春木 野村恒
 吉田 為国 丸山 山岸 竹本 宇野

C英Ⅲ 現代文 情報処理 体育 生物 物理 日本史Ａ 数学Ⅱ 数学Ⅱ 生物 物理 ○数学Ｂ ○体育
 ○体育 ○C英Ⅲ
 ○発達と保育 C英Ⅲ 古典 政経 現代文 体育 情報処理 日本史Ａ 数学Ⅱ C英Ⅲ

森三 タンヤ 高橋 山岸 野村恒 吉田
 為国 森義 橋本靖 草間 竹本 齋藤友 齋藤友 橋本靖 草間 岡田 吉田
 為国 三田村
 土田 森三 高橋 松田 高橋 春木 野村恒
 吉田 為国 山岸 竹本 齋藤友 森三

□数学Ｂ □地学基礎
 □化学基礎 ■数学Ⅲ ■生物基礎文系
 ■生物基礎文系 現代文 ▲世界史A ▲英表
 ▲英表 △地理 △数学Ｂ
 △数学Ｂ 体育 ●世界史Ｂ ●日本史Ｂ
 ●物理 ●生物 古典 英表Ⅱ ○政経
 ○化学 ●現代文
 ●物理 ●生物 C英Ⅲ ▽数学Ⅲ ▽数学Ⅱ
 ▽数学Ⅱ C英Ⅲ ▽数学Ⅲ ▽数学Ⅱ
 ▽数学Ⅱ ▲世界史A ▲英表
 ▲英表 体育 古典 ●世界史Ｂ ●日本史Ｂ
 ●物理 ●生物

西尾 草間
 溝口 西尾 溝口
 齋藤和 丸山 竹本 森三
 内田 前田 橋本陽
 東 春木 野村恒
 為国 森義 松田 山田理
 草間 齋藤和 丸山 高橋
 松村 野村あ 森三
 内田 駒野 小西
 溝口 丸山 安藤
 草間 齋藤和 野村あ 森三
 内田 西尾 宇野
 橋本陽 野村あ 森三
 内田 西尾 宇野
 橋本陽 竹本 森三
 内田 春木 野村恒
 吉田 為国 丸山 高橋
 松村 松田 山田理
 草間 齋藤和

□数学Ｂ □地学基礎
 □化学基礎 ■数学Ⅲ ■生物基礎文系
 ■生物基礎文系 現代文 ▲世界史A ▲英表
 ▲英表 △地理 △数学Ｂ
 △数学Ｂ 体育 ●世界史Ｂ ●日本史Ｂ
 ●物理 ●生物 古典 英表Ⅱ ○政経
 ○化学 ●現代文
 ●物理 ●生物 C英Ⅲ ▽数学Ⅲ ▽数学Ⅱ
 ▽数学Ⅱ C英Ⅲ ▽数学Ⅲ ▽数学Ⅱ
 ▽数学Ⅱ ▲世界史A ▲英表
 ▲英表 体育 古典 ●世界史Ｂ ●日本史Ｂ
 ●物理 ●生物

西尾 草間
 溝口 西尾 溝口
 齋藤和 安藤 竹本 森三
 内田 前田 橋本陽
 東 春木 野村恒
 為国 森義 松田 山田理
 草間 齋藤和 丸山 高橋
 松村 野村あ 森三
 内田 駒野 小西
 溝口 丸山 安藤
 草間 齋藤和 野村あ 森三
 内田 西尾 宇野
 橋本陽 野村あ 森三
 内田 西尾 宇野
 橋本陽 竹本 森三
 内田 春木 野村恒
 吉田 為国 丸山 高橋
 松村 松田 山田理
 草間 齋藤和
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※６月７日（火）段階のものです。急な時間割変更があることをご了承ください。

６月１４日（火） ６月１５日（水） ６月１６日（木）

LH

2022年度　丹生高校　前期公開授業　時間割


