
2021/4/2517:05

1限 ２限 ３限 昼休み ４限 ５限 ６限 LT 1限 ２限 ３限 昼休み ４限 ５限 ６限 LT

9:00～9:50 10:00～10:50 11:00～11:50 11:50～ 12:40～13:30 13:40～14:30 14:40～15:30 9:00～9:50 10:00～10:50 11:00～11:50 11:50～ 12:40～13:30 13:40～14:30 14:40～15:30
国語総合 国語総合 国語総合 国語総合 国語総合
早川 早川 早川 早川 早川
旭丘　１０６ 旭丘　１０７ 旭丘　１０６ 旭丘　１０６ 旭丘　１０６
2年以上 １B 2年以上 2年以上 １C

国語総合 国語総合 国語総合 国語総合
小笠原 小笠原 小笠原 小笠原
旭丘　１０８ 旭丘　１０２ 旭丘　１０３ 旭丘　１０４
1A 1F 1E 1D

現代文B 現代文B 現代文B 現代文B 現代文B 現代文B
東條　 東條　 東條　 東條　 東條　 東條　
旭丘　３０６ 旭丘　３０６ 旭丘　３０６ 旭丘　３０６ 旭丘　３０６ 旭丘　３０６

古典B 古典B 古典B 古典B 古典B 古典B
相馬　 相馬　 相馬　 相馬　 相馬　 相馬　
旭丘　３０５ 旭丘　３０５ 旭丘　３０５ 旭丘　３０５ 旭丘　３０５ 旭丘　３０５

世界史B 世界史B 世界史B 世界史B 世界史B
田中　 田中　 田中　 田中　 田中　
旭丘　２０７ 旭丘　２０７ 旭丘　２０７ 旭丘　２０７ 旭丘　２０７

1年,4年,HS 1年,2年,HS 1年,2ABC,4年
世界史B 世界史B 世界史B 世界史B
広中　 広中　 広中　 広中　
旭丘　２０９ 旭丘　２０９ 旭丘　２０６ 旭丘　２０６
2年,3年 3年,4年 ２D,3年

日本史B 日本史B 日本史B 日本史B 日本史B 日本史B
山田(俊) 山田(俊) 山田(俊) L 山田(俊) 山田(俊) 山田(俊) L
旭丘　３０４ 旭丘　３０４ 旭丘　３０４ 旭丘　３０４ 旭丘　３０４ 旭丘　３０４

地理B 地理B 地理B 地理B 地理B 地理B
小久保 小久保 小久保 小久保 小久保 小久保
旭丘　３０７ 旭丘　３０７ 旭丘　３０７ T 旭丘　３０７ 旭丘　３０７ 旭丘　３０７ T

現代社会 現代社会 現代社会 現代社会 現代社会
龍田　 龍田　 龍田　 龍田　 龍田　
旭丘　１０８ 旭丘　１０６ 旭丘　１０８ 旭丘　１０７ 旭丘　１０８
2年以上 １C 2年以上 1B 1A

現代社会 現代社会 現代社会
樋口 樋口 樋口
旭丘　１０３ 旭丘　１０４ 旭丘　１０２
１E 1D 1F

政治経済 政治経済 政治経済 政治経済 政治経済 政治経済
西田　 西田　 西田　 西田　 西田　 西田　
旭丘　２０８ 旭丘　２０９ 旭丘　２０９ 旭丘　２０７ 旭丘　２０９ 旭丘　２０９

数学入門 数学Ⅰ 数学Ⅰ 数学入門 数学入門 数学Ⅰ
浅川　 浅川　 浅川　 浅川　 浅川　 浅川　
旭丘　１０２ 旭丘　１０７ 旭丘　２０７ 旭丘　１０８ 旭丘　１０３ 旭丘　１０３
下記以外 下記以外 2年 1E 下記以外
数学入門 数学Ⅰ 数学Ⅰ 数学A 数学Ⅰ 数学Ⅰ
加藤(圭) 加藤(圭) 加藤(圭) 加藤(圭) 加藤(圭) 加藤(圭)
旭丘　１０４ 旭丘　１０２ 旭丘　１０４ 旭丘　２０９ 旭丘　１０８ 旭丘　１０６
1BD 1ABF,4年,TK 上記以外 1CE,4年

数学A 数学Ⅱ 数学Ⅱ 数学入門
小池 小池 小池 小池
旭丘　２０４ 旭丘　２０４ 旭丘　３０４ 旭丘　１０６

上記以外
化学基礎 化学基礎 化学基礎 化学基礎 化学基礎
近藤 阿部　 阿部　 阿部　 阿部　
旭陵　K２ 旭陵　K２ 旭陵　K２ 旭陵　K２ 旭陵　K２

生物基礎 生物基礎 生物基礎 生物基礎
松野　 坂内 坂内 松野　
旭丘　２０８ 旭丘　１０８ 旭丘　１０６ 旭丘　１０７
2年以上 １A, ４A １C 1B

生物基礎 生物基礎 生物基礎 生物基礎 生物基礎
稲葉　 稲葉　 稲葉　 稲葉　 稲葉　
旭丘　３０８ 旭丘　１０３ 旭丘　３０８ 旭丘　１０４ 旭丘　１０２
2年以上 1E 2年以上 1D,3D,4A 1F
地学基礎 地学基礎 地学基礎 地学基礎 地学基礎
近藤 新田　 新田　 新田　 阿部　
旭陵　K２ 旭陵　K３ 旭陵　K３ 旭陵　K３ 旭丘　２０９
2A,3年 １D,２年,３A
地学基礎 地学基礎
新田　 新田　
旭陵　K３ 旭丘　２０３
4年,HS,TK 3BCD,4年

物理基礎 物理基礎 L 物理基礎 物理基礎 L
松野　 松野　 松野　 松野　
旭丘　２０８ 旭丘　２０８ 旭丘　２０８ 旭丘　２０８

体育（1年） 体育（2年） 体育（3年） 体育（4年） T 体育（1年） 体育（2年） 体育（3年） 体育（4年） T
北野,柴田 北野,柴田 山口,鬼頭 山口,鬼頭 北野,柴田 北野,柴田 山口,鬼頭 山口,鬼頭
井上,永田,名和 井上,永田,名和 山田（梓）,田組 山田（梓）,田組 井上,永田,名和 井上,永田,名和 山田（梓）,田組 山田（梓）,田組

体育（特別班） 体育（特別班） 体育（特別班） 体育（特別班） 体育（特別班） 体育（特別班） 体育（特別班） 体育（特別班）
高比良 高比良 柏原 柏原 高比良 高比良 柏原 柏原

保健（井上） 保健（山口） 保健（柏原） 保健（井上）
旭陵Ｓ２３ 旭陵Ｓ２３ 旭陵Ｓ２３ 旭陵Ｓ２３
奇数回→1CE 奇数回→1A 奇数回→1BF 奇数回→1D
偶数回→2,3,4年 偶数回→2,3,4年 偶数回→2,3,4年 偶数回→2,3,4年

書道Ⅰ 書道Ⅰ 音楽Ⅰ 音楽Ⅰ 書道Ⅰ 書道Ⅰ 音楽Ⅰ 音楽Ⅰ
犬飼　 犬飼　 松浦　 松浦　 犬飼　 犬飼　 松浦　 松浦　
旭丘　書道室 旭丘　書道室 旭丘　音楽室 旭丘　音楽室 旭丘　書道室 旭丘　書道室 旭丘　音楽室 旭丘　音楽室

美術Ⅰ 美術Ⅰ 美術Ⅰ 美術Ⅰ 美術Ⅰ 美術Ⅰ
杉浦 杉浦 杉浦 杉浦 杉浦 杉浦
旭陵　K４ 旭陵　K４ 旭陵　K４ 旭陵　K４ 旭陵　K４ 旭陵　K４

コミ英語Ⅰ コミ英語Ⅰ コミ英語Ⅰ コミ英語Ⅰ コミ英語Ⅰ コミ英語Ⅰ コミ英語Ⅰ コミ英語Ⅰ
山田(の) 服部 西堀 西堀 山田(の) 服部 西堀 西堀
旭丘　１０６ 旭丘　２０４ 旭丘　２０３ 旭丘　１０７ 旭丘　１０６ 旭丘　２０４ 旭丘　２０３ 旭丘　１０７
1C,3年,TK １AD,２A １A,2年,3年,4年 １ABD,2A,3年,4年,TK １C,3年,TK １AD,２A １A,2年,3年,4年 １ABD,2A,3年,4年,TK
コミ英語Ⅰ コミ英語Ⅰ コミ英語Ⅰ コミ英語Ⅰ コミ英語Ⅰ コミ英語Ⅰ
遠山　 谷口 遠山　 遠山　 谷口 遠山　
旭丘　２０４ 旭丘　２０３ 旭丘　２０４ 旭丘　２０４ 旭丘　２０３ 旭丘　２０４
1EF,2年,4年 2BCD 1F,2BCD 1EF,2年,4年 2BCD 1F,2BCD
英語入門 英語入門 英語入門 英語入門 英語入門 英語入門 英語入門 英語入門
服部 遠山　 清水 清水 服部 遠山　 清水 清水
旭丘　１０３ 旭丘　１０４ 旭丘　１０８ 旭丘　１０２ 旭丘　１０３ 旭丘　１０４ 旭丘　１０８ 旭丘　１０２
1CE 1D,3年 １A １BF,2年,3年 1CE 1D,3年 １A １BF,2年,3年

コミ英語Ⅱ コミ英語Ⅱ コミ英語Ⅱ コミ英語Ⅱ
山田(の) 坪井　 山田(の) 坪井　
旭丘　２０２ 旭丘　３０８ 旭丘　２０２ 旭丘　３０８

英語会話 英語会話 英語会話 英語会話
坪井　 谷口 坪井　 谷口
旭丘　１０４ 旭丘　２０４ 旭丘　１０４ 旭丘　２０４

家庭総合 家庭総合 家庭総合 家庭総合
村田 村田 村田 村田
旭丘　３０３ 旭丘　３０３ 旭丘　３０３ 旭丘　３０３
２CD,4年,TK ２D,3年,4年 ２CD,4年,TK ２D,3年,4年

家庭総合 家庭総合 家庭総合 L 家庭総合 家庭総合 家庭総合 L
山内　 山内　 山内　 山内　 山内　 山内　
旭丘　２０６ 旭丘　２０２ 旭丘　２０２ 旭丘　２０６ 旭丘　２０２ 旭丘　２０２
２ABC,4年 上記以外 上記以外 ２ABC,4年 上記以外 上記以外
家庭総合 家庭総合 家庭総合 家庭総合
鏡味 鏡味 T 鏡味 鏡味 T
旭丘　２０３ 旭丘　２０３ 旭丘　２０３ 旭丘　２０３
上記以外 上記以外
フードデザイン フードデザイン 消費生活 消費生活
村田 村田 村山 村山
旭丘　３０３ 旭丘　３０３ 旭丘　３０７ 旭丘　３０７
3年,4EFG,HS 3年,4EFG,HS 4DEFG,HS 3年,４AB
フードデザイン フードデザイン 消費生活 消費生活
郁 郁 郁 郁
旭丘　３０２ 旭丘　３０２ 旭丘　３０３ 旭丘　３０３
上記以外 上記以外 上記以外 上記以外

経済と法 ビジネス基礎 経済と法 経済と法 ビジネス基礎 経済と法
加藤(修) 加藤(修) 加藤(修) 加藤(修) 加藤(修) 加藤(修)
旭丘　２０５ 旭丘　２０５ 旭丘　２０５ 旭丘　２０５ 旭丘　２０５ 旭丘　２０５
4CDEFG 2年,3年,４ABC 4BCDEFG,HS,TK 4年 3年 4DEFG,HS,TK

簿記 簿記 簿記 簿記 ビジネス基礎
杉山　 杉山　 杉山　 杉山　 杉山　
旭丘　２０５ 旭丘　２０５ 旭丘　２０５ 旭丘　２０５ 旭丘　２０５

4年
ビジネス基礎 経済と法 ビジネス基礎 経済と法 経済と法 ビジネス基礎 経済と法 ビジネス基礎
河邉 河邉 赤木 赤木 赤木 赤木 三好 三好
旭丘　２０５ 旭丘　２０６ 旭丘　２０６ 旭丘　２０６ 旭丘　２０６ 旭丘　２０６ 旭丘　２０７ 旭丘　２０７

上記以外 上記以外 上記以外 上記以外 上記以外 上記以外 上記以外

社会と情報 社会と情報 社会と情報 社会と情報 社会と情報 社会と情報
石川,松本 石川,松本 石川,松本 石川,松本 石川,小曽根 石川,小曽根
旭陵　S１ 旭陵　S１ 旭陵　S１ 旭陵　S１ 旭陵　S１ 旭陵　S１

　　　＜対象クラス・・・担当教員　・　教室＞ ＊体育の更衣場所 *体育の活動場所 　前期　男･･･大体育館　　女…ﾃﾆｽｺｰﾄ
 　　　　1年・・・各クラス担任 ・ 該当のHR教室 ２年・・・新田 ・ 旭丘２０３ 男･･･活動場所　　 　後期　男･･･ﾃﾆｽｺｰﾄ　　　女・・・大体育館
 　　　　３ＡＢ・・・阿部・ 旭丘２０９　　 ３ＣＤ・・・浅川 ・ 旭丘２０７ 女･･･武道場

 　　　　４年・・・稲葉・ 旭丘３０８ 希望者・・・加藤圭 ・ 旭陵S1
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総合的な
探究の時間

１～４年
※雨天時 前期 男子→大体育館 女子→小体育館
 ※雨天時 後期 男子→小体育館 女子→大体育館
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