
クラス名  １－１  １－２  １－３  １－４  １－５  １－６ クラス名  ２－１  ２－２  ２－３  ２－４  ２－５ ２－６ ２－７ クラス名  ３－１  ３－２  ３－３  ３－４  ３－５  ３－６  ３－７

考査返却１ コ英Ⅰα コ英Ⅰβ 保健 数学A 社情 コ英Ⅰα 考査返却１ 日本史B 家庭基礎 保健 コ英Ⅱ 物理基礎 考査返却１ 日本史B 国語探究 国語探究 現代文B

8:50-9:15 黒瀬 木戸、ヤコヴ 北脇 小寺 松浦 八並 8:50-9:15 鈴木 角谷 田上 大内 石尾、大林 8:50-9:15 宮脇 寺井 乾 三木

考査返却２ 生物基礎 社情 現社 保健 考査返却２ 古典B 世界史A 家庭基礎 保健 化学 考査返却２ 古典B 古典B 数学Ⅱ 国語探究 物理／生物

9:15-9:40 藤井 上田 赤星 北脇 9:15-9:40 山上 藤原 角谷 田上 春元 9:15-9:40 西脇 三木 小俣 寺井 石尾、松浦

考査返却３ 国総現 数学A 国総古 生物基礎 コ英Ⅰα 社情 考査返却３ 現代文B 地学基礎 日本史B 家庭基礎 コ英Ⅱ 考査返却３ コ英Ⅲ コ英Ⅲ 日本史B 英語理解 英語表現Ⅱ

9:50-10:15 河津 阪口 河野 大林 八並 上田 9:50-10:15 栗林 石尾 鈴木 角谷 大内 9:50-10:15 戸田 稲中 宮脇 木戸 吉仲、衣笠

考査返却４ コ英Ⅰα 化学基礎 保健 国総古 考査返却４ 世界史A 地学基礎 古典B 現代文B 古典B 考査返却４ 数学Ⅲα

10:15-10:40 八並 藤井 北脇 河津 10:15-10:40 藤原 石尾 栗林 福田 山上 10:15-10:40 森田

考査返却５ 保健 コ英Ⅰα 生物基礎 社情 数学A 現社 考査返却５ 地理B 考査返却５ 古典B 数学Ⅱ 古典B 現代文B 化学

10:50-11:15 北脇 黒瀬 藤井 上田 小寺 歳森 10:50-11:15 尾住 10:50-11:15 西脇 森田 三木 小東 春元

考査返却６ 社情 現社 コ英Ⅰβ 国総現 考査返却６ 世界史A 日本史B 古典B 保健 数学B 考査返却６ 現代文B 日本史B コ英Ⅲ 古典B 古典B

11:15-11:40 上田 赤星 木戸、ヤコヴ 河野 11:15-11:40 藤原 鈴木 乾 山内 後藤、門田 11:15-11:40 三木 宮脇 稲中 西脇 福田

考査返却７ 国総古 保健 社情 国総古 現社 コ英Ⅰβ 考査返却７ 現代文B 考査返却７ 国語探究 英語理解 現代文B 古典B 世界史A

11:50-12:15 河野 北脇 上田 小東 歳森 黒瀬、ヤコヴ 11:50-12:15 福田 11:50-12:15 乾 稲中 西脇 三木 藤原

考査返却８ 化学基礎 国総古 数学A 現社 国総古 保健 考査返却８ 保健 コ英Ⅱ 現代文B 地学基礎 英表Ⅱ 考査返却８ 地理B

12:15-12:40 春元 小東 小寺 歳森 河津 北脇 12:15-12:40 村山 前野 福田 石尾 伊庭、馬屋原12:15-12:40 尾住

考査返却９ 数学A 国総現 化学基礎 コ英Ⅰβ 考査返却９ 地学基礎 保健 家庭基礎 現代文B 保健 世界史B 物理／生物 考査返却９

13:25-13:50 阪口 河津 春元 木戸、ヤコヴ 13:25-13:50 松浦 村山 角谷 山上 田上 赤星 石尾、大林 13:25-13:50

考査返却１０ 現社 化学基礎 コ英Ⅰβ コ英Ⅰα 化学基礎 数学A 考査返却１０ 家庭基礎 古典B コ英Ⅱ 古典B 地学基礎 古典B 保健 考査返却１０

13:50-14:15 赤星 藤井 木戸、ヤコヴ 黒瀬 春元 阪口 13:50-14:15 角谷 山上 大内 乾 松浦 栗林 山内 13:50-14:15

英表Ⅰ

黒瀬、八並、伊庭

戸田、木戸、衣笠

数学Ⅱ 選択D

門田、小俣、梶本

⑤数学Ⅱ／⑥数学Ⅱ／（文２）発生基

阪口、岩本、小寺 大内、伊庭、馬屋原 小俣、森田、藤井

選択B 英語表現Ⅱ

選択A 英語表現Ⅱ

吉仲、木戸、衣笠

数学Ⅰ 英表Ⅱ

赤星、歳森 乾、寺井、森田

数学Ⅰ 英表Ⅱ 選択C

阪口、岩本、小寺 大内、伊庭、馬屋原

英語表現Ⅱ

阪口、梶本、小寺 前野、伊庭、馬屋原 木戸、衣笠

日本史A／地理A ⑤国探／⑥国探／（文２）数Ⅱ

7
月
1
2
日

月
曜
日

数学Ⅱ ⑤、⑥⑦英語理解／（文２）発化基／数学Ⅲα

7
月
1
2
日

月
曜
日

後藤、門田、梶本 稲中、吉仲、春元、森田

数学Ⅰ 英表Ⅱ


