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現代文３ 熊谷 国３ 漢文「知音」 現代文Ｂ２新井 国２ 「山月記」 古典S 小高 国６ 「源氏物語」

濱 数学αS 篠島 数５ 数Ⅱ「円と直線」 古典講読 大森 国７ 「大鏡」

澤柳 体育ｇ 小笠原 大体 バレーボール 世界史イ 駒瀬 社１ ７月革命・２月革命

化学４ 岩波 数２ 原子量・分子量 体育ｆ 田中 グラ ソフトボール 地理イ 中田 社５ 国際的組織

化学５ 原 地学 原子量・分子量 音楽A2・3 藤森秀 音楽 日本史イ 堀内 社７ 新政府の国際問題

英語R６ 大久保 英５ 読解 美術A2・3 平林 美術 数学ε１ 味澤 数４ 数ⅠＡ問題演習

書道A2・3 小宮山 書道 数学ε３ 久保田 国１ 数ⅠＡ問題演習

英語ＲB3 伊藤哲 英６ 読解 数学ε２ 松崎 数１ 数ⅠＡ問題演習

化学A3 山岡 理講 物質の三態

現代文５ 細尾 社４ 漢文「知音」 現代文Ｂ３新井 国２ 「山月記」 現代文Ａ３伊藤清 国７ 論語・孟子

現社６ 駒瀬 社７ 主権国家 現代文Ｂ１矢口 社２ 「山月記」 現代文Ｂ３小高 国６ 論語・孟子

化学３ 岩波 数４ 原子量・分子量 現代文Ａ３大森 国３ 「山月記」 物理Ａ２ 井口 物理 万有引力

体育ａ 小池忠 グラ ソフトボール 地理Ａ１ 佐々木 社１ 日本の地形 地学Ｂ１ 原 地学 太陽の概観

体育ｂ 小笠原 格技 柔道 物理Ａ２ 清水久 理講 波の性質 英語Ｒ１ 笠原 英６ 読解演習

体育ｃ 清水一 大体 バレーボール 生物Ｓ 松田 数２ 細胞分裂 英語Ｒ２ 高嶋 英５ 読解演習

英語ＲB２ 轟 英４ 読解 英語Ｒ３ 藤森政 英７ 読解演習

ﾌｰﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ水野 数１ 実習の計画

現代文１ 熊谷 国３ 漢文「知音」 現代文Ａ１矢口 社２ 「山月記」 世界史ウ 駒瀬 社５ ７月革命・２月革命

数学２ 澤柳 数５ 数Ⅰ「２次関数」 現代文Ａ２大森 国７ 「山月記」 政経ア 佐々木 社１ 日本銀行

古典３ 細尾 社４ 十訓抄「大江山」 生物Ｂ３ 井口 国２ 細胞膜と水の出入り日本史ウ 堀内 社７ 新政府の国際問題

体育ｄ 小笠原 グラ ソフトボール 生物Ｂ２ 小池良 生物 実習「２種類の細胞」数学ω３ 味澤 数４ 数ⅠＡ問題演習

体育ｅ 田中 大体 バレーボール 地学Ｂ 原 地学 プレートの動き 数学ω２ 久保田 国１ 数ⅠＡ問題演習

英語Ｒ５ 岡田 英５ 読解 音楽Ｂ１ 藤森秀 音楽 数学ω４ 松崎 数１ 数ⅠＡ問題演習

美術Ｂ１ 平林 美術 数学ω１ 窪田 数２ 数ⅠＡ問題演習

英語ＲＡ３ 伊藤哲 英６ 読解

英語ＲＳ 畠山 英７ 読解

古典２ 細尾 社４ 十訓抄「大江山」 地理Ｓ 中田 社５ 読図について 現文ＣＢ１ 小高 国６ 論語・孟子

数学６ 濱 国１ 数Ⅰ「２次関数」 日本史Ｂ２堀内 社７ 平城京の時代 生物Ｂ２ 小池良 国４ 植物の反応と調節

数学５ 藤澤 数３ 数Ⅰ「２次関数」 数学α２ 坂本 数２ 数Ⅱ「円と直線」 体育ｃ 小池忠 大体 バレーボール

化学１ 岩波 理講 原子量・分子量 数学α１ 橋本 数５ 数Ⅱ「円と直線」 体育ａ 清水一 グラ ソフトボール

英語Ｒ４ 大久保 英７ 読解 物理Ａ３ 清水久 物理 波の性質 体育ｂ 田中 グラ ソフトボール

英語Ｒ３ 岡田 社２ 読解 英語ＲＡ２ 伊藤哲 社１ 読解 英語Ｒ５ 笠原 英６ 読解演習

英語Ｒ６ 高嶋 英５ 読解演習

英語Ｒ４ 藤森政 英４ 読解演習
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