
１校時 ２校時 ３校時 ４校時 ５校時 ６校時

8:55～9:45 9:55～10:45 10:55～11:45 11:55～12:45 1:35～2:25 2:35～3:25

301 英語 体育 数学 社会 理科 応援練習

高橋 三浦・酒井・梶原 小川 堀内 今澤 3学年職員

301教室 体育館・グラウンド 301教室 301教室 301教室 体育館

302 社会 体育 理科 数学 英語 応援練習

堀内 三浦・酒井・梶原 今澤 佐藤 高橋 3学年職員

302教室 体育館・グラウンド 302教室 302教室 302教室 体育館

303 美術 体育 社会 英語 国語 応援練習

金丸 三浦・酒井・梶原 堀内 杉本 小宮山 3学年職員

美術室 303教室 303教室 303教室 303教室 体育館

304 体育 技術 英語 社会 数学 応援練習

米山・酒井・梶原 嶋津 高橋 須藤 佐藤 3学年職員

体育館・グラウンド パソコン室 304教室 304教室 304教室 体育館

305 体育 美術 英語 数学 国語 応援練習

米山・酒井・梶原 金丸 杉本 小川 矢野 3学年職員

体育館・グラウンド 美術室 305教室 305教室 305教室 体育館

306 体育 英語 数学 理科 美術 応援練習

米山・酒井・梶原 杉本 佐藤 今澤 金丸 3学年職員

体育館・グラウンド 306教室 306教室 306教室 美術室 体育館

１校時 ２校時 ３校時 ４校時 ５校時 ６校時

8:55～9:40 9:50～10:35 10:45～11:30 11:40～12:25 1:35～2:25 2:35～3:25

301 音楽 数学 社会 国語

冨田 小川 堀内 矢野

音Ⅱ 301教室 301教室 301教室

302 理科 社会 数学 美術

今澤 堀内 佐藤 金丸

302教室 302教室 302教室 美術室

303 国語 数学 音楽 理科

小宮山 佐藤 冨田 今澤

303教室 303教室 音Ⅱ 303教室

304 社会 国語 美術 数学

須藤 矢野 金丸 佐藤

304教室 304教室 美術室 304教室

305 家庭科 理科 社会 数学

梶原 廣瀬 須藤 小川

ふじやまホール 305教室 305教室 305教室

306 家庭科 英語 理科 社会

梶原 杉本 今澤 堀内

ふじやまホール 306教室 306教室 306教室

１校時 ２校時 ３校時 ４校時 ５校時 ６校時

8:55～9:45 9:55～10:45 10:55～11:45 11:55～12:45 1:35～2:25 2:35～3:25

301 社会 理科 保健 数学 国語 学活

堀内 今澤 梶原 小川 矢野 嶋津

301教室 301教室 301教室 301教室 301教室 体育館

302 理科 英語 保健 国語 社会 学活

今澤 高橋 三浦 小宮山 堀内 佐藤

302教室 302教室 302教室 302教室 302教室 体育館

303 英語 社会 保健 数学 理科 学活

杉本 堀内 酒井 佐藤 今澤 小宮山

303教室 303教室 ふじやまホール 303教室 303教室 体育館

304 理科 社会 数学 保健 英語 学活

廣瀬 須藤 佐藤 米山 高橋 矢野

304教室 304教室 304教室 304教室 304教室 体育館

305 国語 英語 理科 保健 社会 学活

矢野 杉本 廣瀬 梶原 須藤 梶原

305教室 305教室 305教室 305教室 305教室 体育館

306 数学 国語 社会 保健 英語 学活

佐藤 矢野 堀内 酒井 杉本 堀内

306教室 306教室 306教室 ふじやまホール 306教室 体育館

2月2日（木）学校開放１日目

2月３日（金）学校開放２日目　短縮日課

2月６日（月）学校開放３日目


