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１年  社情  生物基  生物基  社情  化基  化基

理数  大野  豊島  豊島  大野  髙橋佳  髙橋佳

クラス 301 数学Ⅰ 数学A 芸術 芸術 EC-Ⅰ ゼミⅣ EC-Ⅰ 体育 ゼミⅣ 物基 物基 PCA 数学A EC-Ⅰ 数学Ⅰ ゼミⅣ EC-Ⅰ ゼミⅣ 数学Ⅰ 数学Ⅰ

１年  情表管 中田 国総現 長岡 国総古 有田  社情 有田 小川 伊藤 伊藤  情表管 長岡 国総現 有田 中田  社情 LHR 有田 体育 国総現 中田 中田

情報  山本 ゼミⅣ 石本 ゼミⅣ 新井　300 新井　300 石本 ゼミⅣ  大野 ゼミⅣ 体育館 科人 剣道 ゼミⅣ 日本史A ゼミⅣ  山本 ゼミⅣ 石本 ゼミⅣ 日本史A ゼミⅣ  大野 有田 ゼミⅣ 科人 小川 石本 ゼミⅣ ゼミⅣ

クラス PCB 中村勝　400 中村勝　400 PCB  伊藤  志渡岡 PCB  志渡岡 PCB  伊藤 グラウンド

 １－１  社情 数学Ⅰ CAT 小関　301 小関　301 EC-Ⅰ EC-Ⅰ 総基数  茂木 コミュ英 EC-Ⅰ  社情 総基HR  書道Ⅰ 総基数 数学Ⅰ コミュ 数学Ⅰ 総基英

301  大野 有田 杉浦  大野  有田  八尋 髙橋佳

有田 301 木村　301 川村 平原　301 平原　301 木村　301 原田　301 平原　301 PCA 木村　301 木村　301 木村　301 有田　301

 １－２ コミュ 志水　302  書道Ⅰ  体育 日本史Ａ 八記　302 八記　302 長岡　302 科人  社情 八記　302 科人 八記　302  国総現 総基HR  国総現  社情 CAT 長岡　302 志水　302 LHR  国総古  体育  国総現 日本史Ａ 志水　302 八記　302

302  門司 山田陽　300  八尋  小川 山田湧 栗田　401 栗田　401 楢崎山西  伊藤  大野 栗田　300 伊藤 栗田　300  椿  山本  椿  大野 山本 楢崎山西 山田陽　300  山本  新妻  小川  椿 山田湧 山田陽　300 平原栗田

山本 グラウンド 401 PCB 302 川村 300 体育館 300

 １－３ 数学Ⅰ  国総現  体育  科人  社情  日本史A EC-Ⅰ コミュ  科人  体育 総基数 CAT 芸術 芸術 EC-Ⅰ 数学Ⅰ コミュ英 総基HR  書道Ⅰ 剣道 数学Ⅰ  日本史A EC-Ⅰ LHR  国総現  社情  国総現  国総古 総基英 総基数

303  高橋教  小川  渡辺 山岸 山田湧 髙橋佳  渡辺  小川 平原  平原  八尋 山田湧  平原  高橋教 山岸  高橋教  椿

平原 木村　303 グラウンド 303 平原　303 体育館 志水　303 川村 野沢　303 野沢　303 平原　303 木村　303 原田　303  茂木 木村　303 平原　303 PCB 有田　303 志水　303

 １－４ 志水　304  書道Ⅰ  国総現  国総現  体育 科人 八記　304 CAT  体育  社情 長岡　304  国総現 小関　304 小関　304 八記　304 志水　304 八記　304 総基HR  日本史A 杉浦 志水　304 科人 八記　304 LHR  社情  国総古  日本史A コミュ 八記　304 長岡　304

304 山田陽　401  八尋  椿  椿  小川  伊藤 栗田　401 小川  小川  大野 楢崎山西  椿 中村勝　400 中村勝　400 栗田　401 山田陽　401 栗田　401  小川 山田湧 山田陽　401  伊藤 栗田　401  小川  大野  新妻 山田湧 有田 平原栗田 楢崎山西

小川 グラウンド 川村 体育館 304 401 PCB 401 401

 １－５  国総現 剣道 コミュ  日本史A  科人  社情  日本史A 数学Ⅰ 総基数 EC-Ⅰ  科人 数学Ⅰ EC-Ⅰ  体育 芸術 芸術 総基数 総基HR CAT EC-Ⅰ 総基英 コミュ英  書道Ⅰ LHR  体育 数学Ⅰ  社情  国総古  国総現  国総現

305  椿 有田  志渡岡  渡辺  大野  志渡岡  渡辺  海老根  伊藤 伊藤  八尋  伊藤  海老根  大野  新妻  椿  椿

伊藤  茂木 305 中田　305 木村　305 平原　305 中田　305 平原　305 体育館 野沢　305 野沢　305 木村　305 川村 平原　305 有田　305 原田　305 グラウンド 中田　305 PCB

 １－６  国総現 杉浦 CAT  国総現  日本史A  科人  国総現 志水　306 長岡　306 八記　306  社情 志水　306 八記　306  書道Ⅰ 小関　306 小関　306 長岡　306 総基HR  体育 八記　306 八記　306 栗田　306  国総古 LHR  日本史A 志水　306  科人  社情  体育 コミュ

306  金子 海老根 金子 山田湧  渡辺 金子 山田陽　402 楢崎山西 栗田　402  大野 山田陽　402 栗田　402  八尋 中村勝　400 中村勝　400 楢崎西山  海老根  海老根 栗田　402 平原原田 有田　402  新妻  海老根 山田湧 山田陽　402  渡辺  大野  海老根 有田

海老根 川村 402 306 402 グラウンド 402 PCB 体育館

２年  化学  化学  物理生物  化学  数学研  化学  物理生物 理科実験 理科実験  数学研

理数  英特E  英特E EC-Ⅱ EC-Ⅱ イマージョン イマージョン 数学演習  浅井  浅井 数学Ⅱ 数学Ⅱ  浅井 EC-Ⅱ EC-Ⅱ  志水 数学演習  浅井 数学Ⅱ 数学B 数学Ⅱ 数学B 伊藤酒井 伊藤酒井  志水

クラス  安藤  安藤 浅野 浅野 浅野 浅野 長岡 ゼミⅡ・Ⅲ ゼミⅡ・Ⅲ 中田 伊藤　ゼミⅡ・Ⅲ 中田 ゼミⅡ・Ⅲ 浅野 浅野 ゼミⅡ・Ⅲ 長岡 ゼミⅡ・Ⅲ 伊藤　ゼミⅡ・Ⅲ 中田 長岡 中田 長岡 理室 理室 ゼミⅡ・Ⅲ

２年 ゼミⅡ・Ⅲ ゼミⅡ・Ⅲ ゼミⅡ・Ⅲ ゼミⅡ・Ⅲ ゼミⅡ・Ⅲ ゼミⅡ・Ⅲ ゼミⅡ・Ⅲ  情報ﾃﾞ  情報ﾃﾞ ゼミⅡ・Ⅲ 豊島　200 ゼミⅡ・Ⅲ 現代文B  世界史A  体育 ゼミⅡ・Ⅲ ゼミⅡ・Ⅲ 現代文B  ｱﾙﾌﾟﾛ ゼミⅡ・Ⅲ  情報ｼｽ 豊島　300 ゼミⅡ・Ⅲ  保健 ゼミⅡ・Ⅲ ゼミⅡ・Ⅲ  世界史A  体育 ゼミⅡ・Ⅲ  情報ｼｽ  ｱﾙﾌﾟﾛ

情報 大野 大野 石本  岩井  岡田 石本  大野  大野 小川 LHR  岩井  岡田  大野  大野

クラス PCA PCA グラウンド PCB PCＢ  髙橋佳 体育館 PCB PCB

 ２－１  書道Ⅰ  EC-Ⅱ  国語表  数学A  数演A英会A  国語表 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ  数演A英会A  生物基  数学A  生物基  EC-Ⅱ

209  淡河 藤原  石本  楢崎 山西　209  石本  髙橋佳 山西　209  酒井  楢崎  酒井 藤原

髙橋佳 数ⅡA 中田 209 栗田　200 物基 伊藤　209 英特C 森岡　209 数学B 長岡　209 栗田　200 数ⅡA 中田　209 化基 渡辺　209

 ２－２  EC-Ⅱ  書道Ⅰ 数ⅡB 西山 109  体育 世界史Ａ 国演AA 光本　109 CGA 山本　PCA  国語表  数学A  保健  EC-Ⅱ 英特Ⅰ 安藤　109  国語表 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ 数ⅡB 西山　109  数学A  体育  生物基 LHR  現代文B  現代文B 生物基  世界史A 古A 金子 ｾﾞﾐⅡⅢ

109 藤原  淡河 情科 山岸 PCB  岡田 一色 国演AB 新妻　208 国研A 石本　109  光本  楢崎  小川 藤原 CGA 山本　PCA  光本  石本 情デザ 山本　PCA  楢崎  岡田  酒井  石本  川村  川村 酒井 一色 世演A 岩井　109

石本 英特AA 原田 208 体育館 講世A 一色　207 歴研A 山田湧　208 国特AA 石本　208 数ⅡﾄﾚA 志水　208 グラウンド 日演AA 志渡岡　208

 ２－３  体育  国語表 英特AB 成田 207  生物基  数学A 数演AA 山西　108 音AA 中村勝　400  EC-Ⅱ  体育  生物基  世界史A 国特AB 新妻　207  現代文B ﾌﾟﾚｾﾞﾝ 数ⅡﾄﾚB 山西　207  書道Ⅰ  数学A  EC-Ⅱ LHR  保健  国語表  現代文B  世界史A 日演AB 山田湧　207

208  岡田  石本 数ⅡﾄﾚC 木村 108  浅井 山田陽 数演AB 大谷　107 音AB 新井　300 森岡  岡田  浅井  志渡岡 国特AC 川村　108  川村  木村 英特AC 藤原　108  八尋 山田陽 森岡  木村  小川  石本  川村  志渡岡 政経 一色　108

木村 体育館 数ⅡﾄﾚD 山西 107 化基 酒井　200 美ⅡA 野沢　工室 グラウンド 国特AD 髙橋教　107 英特AD 原田　107 物基 大河内　107

 ２－４  現代文B  生物基 総基B数 楢崎 300  書道Ⅰ  保健 地基 渡辺　理室 美ⅡB 小関　アトリエ  EC-Ⅱ  国語表  国語表  世界史A 国特AE 光本　200  世界史A ﾌﾟﾚｾﾞﾝ 総基B国 光本　200  体育  EC-Ⅱ  現代文B LHR  生物基  体育  数学A  数学A 理科実験 伊藤酒井

207  川村  浅井 食A 明石 家室  八尋  小川 ｽﾎﾟｰﾂⅠA 岡田 英会AA 浅野　207  浅野  光本  光本 一色 英基 原田　ER 一色  志渡岡 調A 明石　家室  岡田  浅野  川村  志渡岡  浅井  岡田 山田陽 山田陽 理室

志渡岡 工芸Ⅰ 小関　工室 ｽﾎﾟｰﾂⅠB 大内 英会AB 成田　108 情ﾒﾃﾞｨ 山岸　PCB ビジュデザ 野沢　工室 体育館 グラウンド 剣A 茂木　多目

 ２－５  書道Ⅰ  保健  世界史A  現代文B 構成 野沢　工室  生物基  生物基  体育  EC-Ⅱ  EC-Ⅱ ﾌﾟﾚｾﾞﾝ  現代文B  世界史A  国語表 LHR  数学A  数学A  国語表  体育 素描 野沢　工室

108  八尋  小川  志渡岡  椿  酒井  酒井  岡田  浅野  浅野  浅井  椿  志渡岡  光本  浅井  大谷  大谷  光本  岡田 英演AA 安藤　400

浅井 体育館 グラウンド 英演AB 原田　200

 ２－６  EC-Ⅱ  現代文B  世界史A  体育  数学A  世界史A  書道Ⅰ  国語表  数学A ﾌﾟﾚｾﾞﾝ  EC-Ⅱ  現代文B  生物基 LHR  体育  生物基  保健  国語表 情実A 山本　PCA

107  浅野  椿  岩井  岡田 山田陽  岩井  八尋  光本 山田陽  岡田  浅野  椿  浅井  岡田  岡田  浅井  海老根  光本

岡田 グラウンド 体育館

３年  英語演  数学Ⅲ  数学Ⅲ  英語演  数演  英語特  英語特 イマージョン イマージョン  英語演 数研 数研  英語演  数学Ⅲ  数学Ⅲ  数学Ⅲ  数演

理数  平原  中田  中田 安藤  長岡  成田  成田  安藤  安藤 安藤 門司 門司  安藤  中田  中田  中田  長岡

クラス 数Ⅲ 楢崎　201  家庭基  体育 ER ER ER ER 現代文  現代社 物理 大河内　201 ER ER ER  家庭基 現代文 ER ER ER ER ER 物理 大河内　201  現代社 LHR ER ER ER ER 保健 体育 ER

 ３－１ 国演B 新妻　203  中村美  海老根  国語表  EC-Ⅱ 金子 一色 化演 髙橋佳　ER  数B数演  数B数演  中村美 金子 進路総合 進路総合  国語表  EC-Ⅱ 化演 髙橋佳　ER 一色 門司 杉浦 海老根

201 日演B 志渡岡　204 体育館  高橋教 森岡 生物 浅井　203 長岡　201 長岡　201 山西 山西  高橋教 森岡 生物 浅井　203 グラウンド

門司 世演B 岩井　205 英特D 安藤　201 歴研BA 志渡岡　204 山田陽　200 山田陽　200 古A 光本　204 数Ⅲ 楢崎　201 数Ⅲ 楢崎　201

 ３－２ 理科実験 髙橋佳渡辺  EC-Ⅱ  数学B CGB 山本　PCA  数学B  現代社  家庭基  家庭基 歴研BB 山田湧　205  現代文B  現代文B  体育  EC-Ⅱ 進路総合 進路総合  体育  現代社 講世B 一色　205  国語表 LHR 英特Ⅱ 原田　203 英会B 栗田　203  保健  国語表

203 理室 藤原  志水 国特BA 金子　203  志水  岩井  明石  明石 時問研B 一色　206  金子  金子  茂木 藤原  高橋教  高橋教  茂木  岩井 倫理 岩井　206  高橋教  高橋教 ｱﾙﾌﾟﾛ 山本　PCA DB 山岸　PCA 大内  高橋教

高橋教 音B 中村勝　400 国特BB 新妻　204 数演B 大谷　200 グラウンド 体育館 剣B 茂木　多室 数ⅡA 山西　205 英特BA 成田　204

 ３－３ 英会B 原田　206  体育  EC-Ⅱ 国特BC 川村　205  家庭基  国語表  現代文B  保健 ｽﾎﾟｰﾂⅡ 茂木  数学B  現代文B  数学B  体育 進路総合 進路総合  現代社  国語表 美史A 野沢　工室  現代社 LHR 数ⅡB 長岡　206 英特BB 八記　205  家庭基  EC-Ⅱ

204 情実B 山岸　PCA  茂木 藤原 書ⅡA 淡河 ｱﾄﾘｴ  明石  高橋教  椿 大内 絵画 野沢　工室  志水  椿  志水  茂木  茂木  茂木  岩井  高橋教 美史B 小関　ｱﾄﾘｴ  岩井  茂木 数ⅡC 木村　200 英特BC 原田　206  明石 藤原

茂木 体育館 書ⅡB 八尋 和室 グラウンド 英演B 森岡　200 総基C国 光本　300 総基C数 大谷　400

 ３－４  数学B  国語表 英総 原田　200  保健  家庭基  国語表  現代文B  現代社  数学B  体育  現代社 進路総合 進路総合  現代文B  体育  EC-Ⅱ LHR 調B 明石　家室 食B 明石　家室  EC-Ⅱ  家庭基

205  志水  高橋教  海老根  明石  高橋教  金子 一色  志水  海老根 一色  岩井  岩井  金子  海老根  浅野  岩井 ｸﾗﾃﾞｻﾞ 小関　工室 工芸Ⅱ 小関　工室  浅野  明石

岩井 体育館 グラウンド

 ３－５  現代社  現代社  EC-Ⅱ  現代文B  数学B  体育  家庭基  家庭基  現代文B  体育 進路総合 進路総合  国語表  EC-Ⅱ  保健 LHR 数学Ｂ  国語表

206 一色 一色  浅野  椿  大谷  海老根  中村美  中村美  椿  海老根  金子  金子  新妻  浅野  海老根  金子 大谷  新妻

金子 グラウンド 体育館

金曜日

２年選択科目E

2020年度　時間割

２年選択科目F ２年選択科目A

火曜日月曜日
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水曜日

３年選択科目C

木曜日

３年選択科目E

３年選択科目B

３年選択科目F

３年選択科目G

３年選択科目D


