
 5月18日 月曜 5月19日 火曜 5月20日 水曜 5月21日 木曜 5月22日 金曜

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

 ＬＨＲ 国総合 数学Ⅰ 畜産 数学Ⅰ 国総合 世史Ａ 化基礎 Ｃ英Ⅰ 世史Ａ 化基礎 Ｃ英Ⅰ 保健

 尾﨑 後藤ま 白鳥 尾﨑 白鳥 後藤ま 増廣 佐々木 柳澤 増廣 佐々木 柳澤 平塚

 ＬＨＲ 化基礎 数学Ⅰ 作物 数学Ⅰ 国総合 世史Ａ 保健 化基礎 Ｃ英Ⅰ 国総合 聖書 化基礎

 福本 福本 千葉 関根 千葉 多津美 中越 平塚 福本 西村 多津美 新井 福本

 ＬＨＲ 世史Ａ 数学Ⅰ Ｃ英Ⅰ 国総合 Ｃ英Ⅰ 数学Ⅰ 国総合 数学Ⅰ 国総合 科人生 家基礎 数学Ⅰ

 福田 中越 福田 齋藤 後藤ゆ 齋藤 福田 後藤ゆ 福田 後藤ゆ 福本 龍 福田

 ＬＨＲ 聖書 数学Ⅰ 世史Ａ 国総合 数学Ⅰ 家基礎 世史Ａ 科人生 Ｃ英Ⅰ Ｃ英Ⅰ 数学Ⅰ 家基礎

 澤辺 新井 牧野 渡邊 澤辺 牧野 細野 渡邊 前田 田口 田口 牧野 細野

 ＬＨＲ Ｃ英Ⅰ 世史Ａ 科人生 国総合 数学Ⅰ 科人生 世史Ａ 国総合 保健 数学Ⅰ 中入門 聖書

 多津美 柳澤 庄司 佐々木 多津美 白鳥 佐々木 庄司 多津美 建部 白鳥 張、佐々木 新井

 ＬＨＲ Ｃ英Ⅰ 国総合 数学Ⅰ Ｃ英Ⅰ 数学Ⅰ 国総合 家基礎 数学Ⅰ 世史Ａ 国総合 数学Ⅰ 科人生

 後藤ゆ 田口 後藤ゆ 白鳥 田口 白鳥 後藤ゆ 龍 白鳥 渡邊 後藤ゆ 白鳥 佐々木

 ＬＨＲ 国総合 聖書 数学Ⅰ 国総合 数学Ⅰ 科人生 国総合 数学Ⅰ 科人生 科人生 数学Ⅰ 中入門

 柳澤 澤辺 新井 千葉 澤辺 千葉 前田 澤辺 千葉 前田 前田 千葉 張、佐々木

 ＬＨＲ 科人生 国総合 数学Ⅰ Ｃ英Ⅰ 数学Ⅰ 国総合 保健 聖書 数学Ⅰ 数学Ⅰ 国総合 数学Ⅰ

 庄司 佐々木 多津美 牧野 西村 牧野 多津美 播磨 新井 牧野 牧野 多津美 牧野

 ＬＨＲ 数学Ⅰ 科人生 Ｃ英Ⅰ 国総合 数学Ⅰ 国総合 数学Ⅰ 国総合 中入門 国総合 数学Ⅰ 科人生

 藤島 藤島 伊藤洋 柳澤 田島 藤島 田島 藤島 田島 張 田島 藤島 伊藤洋

 ＬＨＲ 科人生 数学Ⅰ 世史Ａ 国総合 科人生 数学Ⅰ Ｃ英Ⅰ 国総合 数学Ⅰ 科人生 数学Ⅰ 世史Ａ

 木村浩 伊藤洋 白鳥、千葉 木村浩 後藤ゆ 伊藤洋 白鳥、千葉 齋藤、家山 後藤ゆ 白鳥、千葉 伊藤洋 白鳥、千葉 木村浩

 ＬＨＲ 世史Ａ 数学Ⅰ 科人生 国総合 科人生 数学Ⅰ Ｃ英Ⅰ 国総合 数学Ⅰ 科人生 数学Ⅰ 国総合

 渕田 木村浩 白鳥、千葉 川口 鶴喰 川口 白鳥、千葉 齋藤、家山 鶴喰 白鳥、千葉 川口 白鳥、千葉 鶴喰

 ＬＨＲ Ｃ英Ⅰ 国総合 数学Ⅰ 国総合 Ｃ英Ⅰ 数学Ⅰ 生基礎 物基礎 国総合 Ｃ英Ⅰ 国総合 数学Ⅰ

 池田 池田 鶴喰 和泉 鶴喰 池田 和泉 星野 福本 鶴喰 池田 鶴喰 和泉

 ＬＨＲ 数学Ａ Ｃ英Ⅱ 生基礎 農経営 社情報 地理Ａ Ｃ英Ⅱ 作物 数学Ａ 地理Ａ 数学Ａ 国総合

 松浦 千葉 柳澤 伊藤洋 中田 隼野 守田 柳澤 高橋 千葉 守田 千葉 八木

 ＬＨＲ 日史Ｂ Ｃ英Ⅱ 数学Ⅱ Ｃ英Ⅱ Ｆ．Ｂ 日史Ｂ 数学Ⅱ Ｔ．Ｆ Ｔ．Ｆ 生基礎 現文Ｂ 日史Ｂ

 齋藤 中越 齋藤 牧野 齋藤 伊藤俊 中越 牧野 龍 龍 吉川 多津美 中越

 ＬＨＲ 古典Ｂ Ｃ英Ⅱ 数学Ⅱ 数学Ⅱ 日史Ｂ Ｃ英Ⅱ Ｃ英Ⅱ 古典Ｂ 日史Ｂ 古典Ｂ Ｃ英Ⅱ 数学Ⅱ

 吉川 後藤ま 齋藤 福田 福田 中越 齋藤 齋藤 後藤ま 中越 後藤ま 齋藤 福田

 ＬＨＲ 数学Ⅱ Ｃ英Ⅱ 日史Ｂ 数学Ⅱ Ｃ英Ⅱ 数学Ⅱ 現文Ｂ 古典Ｂ 数学Ⅱ Ｃ英Ⅱ 日史Ｂ 現文Ｂ

 前田 五十嵐 山館 庄司 五十嵐 山館 五十嵐 田島 後藤ま 五十嵐 山館 庄司 田島

 ＬＨＲ Ｃ英Ⅱ 数学Ⅱ 古典Ｂ 日史Ｂ 数学Ⅱ Ｃ英Ⅱ 保健 古典Ｂ 数学Ⅱ 数学Ⅱ Ｃ英Ⅱ 日史Ｂ

 永木 山館 五十嵐 後藤ま 中越 五十嵐 山館 永木 後藤ま 五十嵐 五十嵐 山館 中越

 ＬＨＲ 数学Ⅱ 生基礎 現文Ｂ 数学Ⅱ Ｃ英Ⅱ 日史Ｂ 生基礎 数学Ⅱ 現文Ｂ 数学Ⅱ 現文Ｂ 日史Ｂ

 田島 藤島 前田 田島 藤島 野坂 庄司 前田 藤島 田島 藤島 田島 庄司

 ＬＨＲ 保健 社情報 日史Ｂ 数学Ⅱ 日史Ｂ 生基礎 数学Ⅱ 現文Ｂ Ｃ英Ⅱ 日史Ｂ Ｃ英Ⅱ 聖書

 妹尾 妹尾 隼野 中越 越後 中越 伊藤洋 越後 諸橋 野坂 中越 野坂 松竹谷

 ＬＨＲ 社情報 生物 数学Ⅱ Ｃ英Ⅱ 地理Ｂ 生物 古典Ｂ Ｃ英Ⅱ 現文Ｂ 化学 数学Ⅱ 英演Ⅰ

 星野 隼野 星野 五十嵐 山館 守田 星野 鶴喰 山館 鶴喰 川口 五十嵐 山館

 ＬＨＲ 科人生 畜産 作物 畜産 Ｃ英Ⅱ 現社会 畜産 科人生 Ｃ英Ⅱ 現社会 作物 Ｃ英Ⅱ

 西川 源津 西川 関根 西川 家山 木村浩 西川 源津 家山 木村浩 関根 家山

 ＬＨＲ Ｃ英Ⅲ 数学Ｂ 古典Ｂ 現社会 現文Ｂ Ｃ英Ⅲ 社情報 現文Ｂ 現社会 現社会 生物 現文Ｂ

 龍 田口 福田 辻 伊藤俊 諸橋 田口 隼野 諸橋 伊藤俊 伊藤俊 伊藤洋 諸橋

 ＬＨＲ 現社会 国演習 現文Ｂ 社情報 現社会 Ｃ英Ⅲ 国演習 現社会 Ｃ英Ⅲ 聖書 数演習 現文Ｂ

 石橋 木村浩 諸橋 辻 石橋 木村浩 西村 諸橋 木村浩 西村 原 石橋 辻

 ＬＨＲ 現社会 国演習 現文Ｂ 現文Ｂ 現社会 Ｃ英Ⅲ 現社会 現社会 国演習 Ｃ英Ⅲ 現文Ｂ 現社会

 播磨 渡邊 諸橋 辻 辻 渡邊 家山 渡邊 渡邊 諸橋 家山 辻 渡邊

 ＬＨＲ 生物 国演習 現文Ｂ 現社会 現文Ｂ Ｃ英Ⅲ 数演習 国演習 現文Ｂ 生物 現社会 Ｃ英Ⅲ

 建部 源津 諸橋 辻 木村浩 辻 西村 石橋 諸橋 辻 源津 木村浩 西村

 ＬＨＲ 現文Ｂ 数演習 政・経 Ｃ英Ⅲ 数演習 化学 政・経 化学 倫理 聖書 現文Ｂ 社情報

 辻 辻 牧野 木村浩 西村 牧野 吉川 木村浩 吉川 渡邊 松竹谷 辻 隼野

 ＬＨＲ 現文Ｂ 生物 政・経 生物 化学 Ｃ英Ⅲ 数学Ｂ 現文Ｂ Ｃ英Ⅲ Ｃ英Ⅲ 聖書 古典Ｂ

 諸橋 諸橋 星野 伊藤俊 星野 吉川 田口 千葉 諸橋 田口 田口 松竹谷 後藤ま

 ＬＨＲ 数学Ⅲ Ｃ英Ⅲ 地理Ｂ 生物 現社会 数学Ⅲ 数学Ⅲ 化学 Ｃ英Ⅲ 聖書 化学 現文Ｂ

 和泉 和泉 池田 守田 星野 渡邊 和泉 和泉 川口 池田 松竹谷 川口 鶴喰
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 5月25日 月曜 5月26日 火曜 5月27日 水曜 5月28日 木曜 5月29日 金曜

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

作物 世史Ａ Ｃ英Ⅰ 数学Ⅰ 国総合 化基礎 Ｃ英Ⅰ 数学Ⅰ 世史Ａ 数学Ⅰ 作物 畜産 数学Ⅰ 国総合 化基礎

関根 増廣 柳澤 白鳥 後藤ま 佐々木 柳澤 白鳥 増廣 白鳥 関根 尾﨑 白鳥 後藤ま 佐々木

畜産 Ｃ英Ⅰ 国総合 世史Ａ Ｃ英Ⅰ 数学Ⅰ 化基礎 数学Ⅰ 国総合 世史Ａ 畜産 作物 数学Ⅰ 世史Ａ Ｃ英Ⅰ

尾﨑 西村 多津美 中越 西村 千葉 福本 千葉 多津美 中越 尾﨑 関根 千葉 中越 西村

家基礎 数学Ⅰ 科人生 国総合 聖書 科人生 国総合 科人生 Ｃ英Ⅰ 数学Ⅰ Ｃ英Ⅰ 世史Ａ 国総合 保健 Ｃ英Ⅰ

龍 福田 福本 後藤ゆ 新井 福本 後藤ゆ 福本 齋藤 福田 齋藤 中越 後藤ゆ 平塚 齋藤

保健 Ｃ英Ⅰ 国総合 国総合 数学Ⅰ 科人生 数学Ⅰ Ｃ英Ⅰ 国総合 Ｃ英Ⅰ 数学Ⅰ 国総合 科人生 中入門 国総合

播磨 家山 澤辺 澤辺 牧野 前田 牧野 田口 澤辺 田口 牧野 澤辺 前田 張、佐々木 澤辺

家基礎 数学Ⅰ 国総合 国総合 Ｃ英Ⅰ 数学Ⅰ 数学Ⅰ 国総合 家基礎 数学Ⅰ Ｃ英Ⅰ 数学Ⅰ Ｃ英Ⅰ 科人生 国総合

細野 白鳥 多津美 多津美 柳澤 白鳥 白鳥 多津美 細野 白鳥 家山 白鳥 柳澤 佐々木 多津美

保健 国総合 科人生 科人生 数学Ⅰ 世史Ａ Ｃ英Ⅰ 科人生 数学Ⅰ 国総合 Ｃ英Ⅰ 聖書 中入門 Ｃ英Ⅰ 数学Ⅰ

建部 後藤ゆ 佐々木 佐々木 白鳥 渡邊 田口 佐々木 白鳥 後藤ゆ 田口 新井 張、佐々木 家山 白鳥

数学Ⅰ Ｃ英Ⅰ 世史Ａ Ｃ英Ⅰ 国総合 家基礎 数学Ⅰ 国総合 Ｃ英Ⅰ Ｃ英Ⅰ 世史Ａ 保健 国総合 数学Ⅰ Ｃ英Ⅰ

千葉 柳澤 増廣 柳澤 澤辺 細野 千葉 澤辺 柳澤 家山 増廣 播磨 澤辺 千葉 柳澤

国総合 科人生 Ｃ英Ⅰ 世史Ａ 国総合 Ｃ英Ⅰ 科人生 家基礎 数学Ⅰ Ｃ英Ⅰ 国総合 世史Ａ 科人生 Ｃ英Ⅰ 中入門

多津美 佐々木 家山 庄司 多津美 西村 佐々木 細野 牧野 西村 多津美 庄司 佐々木 西村 張、佐々木

数学Ⅰ 国総合 世史Ａ 国総合 Ｃ英Ⅰ 聖書 科人生 Ｃ英Ⅰ 数学Ⅰ 世史Ａ 保健 科人生 国総合 Ｃ英Ⅰ 家基礎

藤島 田島 中越 田島 柳澤 新井 伊藤洋 柳澤 藤島 中越 平塚 伊藤洋 田島 柳澤 龍

家基礎 国総合 数学Ⅰ Ｃ英Ⅰ 保健 国総合 Ｃ英Ⅰ 科人生 国総合 聖書 数学Ⅰ 国総合 家基礎 国総合 Ｃ英Ⅰ

大沼 後藤ゆ 白鳥、千葉 家山、齋藤 渕田 後藤ゆ 家山、齋藤 伊藤洋 後藤ゆ 新井 白鳥、千葉 後藤ゆ 大沼 後藤ゆ 家山、齋藤

科人生 国総合 数学Ⅰ Ｃ英Ⅰ 国総合 保健 Ｃ英Ⅰ 科人生 国総合 家基礎 数学Ⅰ 国総合 聖書 家基礎 Ｃ英Ⅰ

川口 鶴喰 白鳥、千葉 家山、齋藤 鶴喰 渕田 家山、齋藤 川口 鶴喰 大沼 白鳥、千葉 鶴喰 新井 大沼 家山、齋藤

数学Ⅰ 生基礎 世史Ａ 数学Ⅰ 化基礎 聖書 国総合 英表Ⅰ Ｃ英Ⅰ 世史Ａ 保健 数学Ⅰ 数学Ⅰ 物基礎 家基礎

和泉 星野 中越 和泉 福本 新井 鶴喰 池田 池田 中越 平塚 和泉 和泉 福本 龍

家基礎 生基礎 Ｃ英Ⅱ 国総合 社情報 畜産 国総合 地理Ａ 生基礎 数学Ａ 畜産 国総合 作物 聖書 家基礎

龍 伊藤洋 柳澤 八木 隼野 尾﨑 八木 守田 伊藤洋 千葉 尾﨑 八木 高橋 松竹谷 龍

保健 生基礎 聖書 Ｃ英Ⅱ Ｆ．Ｂ 古典Ｂ 日史Ｂ 数学Ⅱ 数学Ⅱ 数学Ⅱ Ｃ英Ⅱ 日史Ｂ 数学Ⅱ Ｃ英Ⅱ 日史Ｂ

妹尾 吉川 松竹谷 齋藤 伊藤俊 後藤ま 中越 牧野 牧野 牧野 齋藤 中越 牧野 齋藤 中越

現文Ｂ 数学Ⅱ Ｃ英Ⅱ Ｃ英Ⅱ 日史Ｂ 生基礎 数学Ⅱ 日史Ｂ Ｃ英Ⅱ 生基礎 現文Ｂ 数学Ⅱ 数学Ⅱ 日史Ｂ 現文Ｂ

田島 福田 齋藤 齋藤 中越 吉川 福田 中越 齋藤 吉川 田島 福田 福田 中越 田島

日史Ｂ 保健 古典Ｂ Ｃ英Ⅱ 古典Ｂ 生基礎 数学Ⅱ Ｃ英Ⅱ 日史Ｂ Ｃ英Ⅱ 日史Ｂ Ｃ英Ⅱ 日史Ｂ 数学Ⅱ 聖書

庄司 永木 後藤ま 山館 後藤ま 前田 五十嵐 山館 庄司 山館 庄司 山館 庄司 五十嵐 松竹谷

日史Ｂ 数学Ⅱ Ｃ英Ⅱ 生基礎 現文Ｂ 日史Ｂ 数学Ⅱ Ｃ英Ⅱ 日史Ｂ 古典Ｂ Ｃ英Ⅱ 現文Ｂ 日史Ｂ 数学Ⅱ 現文Ｂ

中越 五十嵐 山館 前田 田島 中越 五十嵐 山館 中越 後藤ま 山館 田島 中越 五十嵐 田島

古典Ｂ 聖書 Ｃ英Ⅱ 保健 数学Ⅱ 日史Ｂ 数学Ⅱ 日史Ｂ Ｃ英Ⅱ Ｃ英Ⅱ 古典Ｂ 日史Ｂ Ｃ英Ⅱ 古典Ｂ 数学Ⅱ

後藤ま 松竹谷 野坂 永木 藤島 庄司 藤島 庄司 野坂 野坂 後藤ま 庄司 野坂 後藤ま 藤島

生基礎 Ｃ英Ⅱ 日史Ｂ 現文Ｂ Ｃ英Ⅱ 数学Ⅱ 数学Ⅱ 古典Ｂ Ｃ英Ⅱ 日史Ｂ Ｃ英Ⅱ 現文Ｂ 数学Ⅱ 古典Ｂ 日史Ｂ

伊藤洋 野坂 中越 諸橋 野坂 越後 越後 後藤ま 野坂 中越 野坂 諸橋 越後 後藤ま 中越

化学 聖書 地理Ｂ 保健 数学Ⅱ Ｃ英Ⅱ Ｃ英Ⅱ 生物 数学Ⅱ 数学Ⅱ 社情報 化学 現文Ｂ 地理Ｂ Ｃ英Ⅱ

川口 松竹谷 守田 永木 五十嵐 山館 山館 星野 五十嵐 五十嵐 隼野 川口 鶴喰 守田 山館

作物 農経営 現文Ｂ 数演習 現文Ｂ 科人生 現文Ｂ 数演習 現社会 現文Ｂ 数演習 農経営 農経営 数演習 現文Ｂ

関根 中田 八木 福田 八木 源津 八木 福田 木村浩 八木 福田 中田 中田 福田 八木

古典Ｂ 生物 化学 社情報 Ｃ英Ⅲ 生物 現社会 生物 Ｃ英Ⅲ 数学Ｂ Ｃ英Ⅲ 生物 化学 Ｃ英Ⅲ 聖書

辻 伊藤洋 吉川 隼野 田口 伊藤洋 伊藤俊 伊藤洋 田口 福田 田口 伊藤洋 吉川 田口 原

生物 現文Ｂ Ｃ英Ⅲ 現文Ｂ 生物 Ｃ英Ⅲ Ｃ英Ⅲ 現文Ｂ 現社会 社情報 現社会 生物 国演習 生物 Ｃ英Ⅲ

源津 辻 西村 辻 源津 西村 西村 辻 木村浩 石橋 木村浩 源津 諸橋 源津 西村

Ｃ英Ⅲ 生物 数演習 Ｃ英Ⅲ 生物 数演習 Ｃ英Ⅲ 現文Ｂ 生物 現文Ｂ Ｃ英Ⅲ 社情報 生物 聖書 社情報

家山 源津 石橋 家山 源津 石橋 家山 辻 源津 辻 家山 石橋 源津 原 石橋

社情報 Ｃ英Ⅲ 生物 数演習 Ｃ英Ⅲ 現社会 Ｃ英Ⅲ 現文Ｂ 国演習 Ｃ英Ⅲ 生物 現社会 聖書 社情報 現文Ｂ

石橋 西村 源津 石橋 西村 木村浩 西村 辻 諸橋 西村 源津 木村浩 原 石橋 辻

政・経 国演習 理選択 Ｃ英Ⅲ 理選択 Ｃ英Ⅲ Ｃ英Ⅲ 理選択 社情報 理選択 Ｃ英Ⅲ 古典Ｂ 現文Ｂ 倫理 古典Ｂ

木村浩 八木 福本、源津 西村 福本、源津 西村 西村 福本、源津 隼野 福本、源津 西村 後藤ま 辻 渡邊 後藤ま

政・経 数学Ｂ 倫理 倫理 化学 Ｃ英Ⅲ Ｃ英Ⅲ 現文Ｂ 政・経 Ｃ英Ⅲ 政・経 生物 数学Ｂ 政・経 Ｃ英Ⅲ

伊藤俊 千葉 渡邊 渡邊 吉川 田口 田口 諸橋 伊藤俊 田口 伊藤俊 星野 千葉 伊藤俊 田口

英演Ⅱ 化学 生物 数学Ⅲ 現社会 数学Ⅲ 数学Ⅲ 生物 Ｃ英Ⅲ 古典Ｂ 化学 Ｃ英Ⅲ 英演Ⅱ 数学Ⅲ 地理Ｂ

池田 川口 星野 和泉 渡邊 和泉 和泉 星野 池田 鶴喰 川口 池田 池田 和泉 守田
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