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 生物基礎 社会と情報  体育 体育  国語総合 英語表現Ⅰ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ

 中路航  提中惠  保体科  保体科  澤恵里香 堀打/田中/白杉 堀打/田中/白杉

4-301 情報処理室 4-301 4-301/4-401/4-302 4-301/4-401/4-302

 国語総合  化学基礎 体育 体育  生物基礎 英語表現Ⅰ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ

 山内悠加  中川雅博  保体科  保体科  中路航 堀打/田中/白杉 堀打/田中/白杉

4-302 4-302 4-302 4-301/4-401/4-302 4-301/4-401/4-302

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ 数学Ａ  生物基礎  現代社会 体育 体育  国語総合

白杉/堀打/中川 山田/溝端/淺原  中路航  中口敏志  保体科  保体科  向髙亜由美

4-402/4-303/4-201 4-402/4-303/4-201 4-303 4-303 4-303

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ 数学Ａ  国語総合  国語総合 体育 体育  現代社会

白杉/堀打/中川 山田/溝端/淺原  澤恵里香  澤恵里香  保体科  保体科  中口敏志

4-402/4-303/4-201 4-402/4-303/4-201 4-201 4-201 4-201

体育 体育  化学基礎 英語表現Ⅰ  国語総合  現代社会  数学Ⅰ

 保体科  保体科  岡田暁雄  川畑正樹  向髙亜由美  小笠原義治  淺原健

4-202 4-202 4-202 4-202 4-202

体育 体育  数学Ａ 英語表現Ⅰ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ  化学基礎  国語総合

 保体科  保体科  溝端貢  中川めぐみ  中川めぐみ  中川雅博  山内悠加

4-203 4-203 4-203 4-203 4-203

 現代文Ｂ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ  世界史Ｂ  物理基礎 芸術Ⅱ 芸術Ⅱ  数学Ⅱ

 岩﨑俊之  松宮真由美  小栗努  星原庸平 井手/西村 井手/西村  山田高志

1-301 1-301 1-301 2-302（物理実験室） 美術室/書道室 美術室/書道室 1-301

芸術Ⅱ 芸術Ⅱ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ  世界史Ｂ  古典Ｂ  数学Ⅱ  現代文Ｂ

井手/西村 茨木/井手/西村  塩見通郎  小栗努  山内悠加  安本聖子  小林紀代子

美術室/書道室 音楽室/美術室/書道室 1-302 1-302 1-302 1-302 1-302

芸術Ⅱ 芸術Ⅱ  世界史Ａ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ  数学Ⅱ  現代文Ｂ 英語表現Ⅱ

井手/西村 茨木/井手/西村  島田雄介  松宮真由美  木谷健二  岩﨑俊之  塩見通郎

美術室/書道室 音楽室/美術室/書道室 1-303 1-303 1-303 1-303 1-303

英語表現Ⅱ  現代文Ｂ  古典Ｂ  数学Ⅱ  数学Ⅱ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ  世界史Ｂ

 田中和子  亀村眞一  小林紀代子  淺原健  淺原健  塩見通郎  小笠原義治

1-304 1-304 1-304 1-304 1-304 1-304 1-304

 世界史Ｂ  家庭基礎  数学Ⅱ  数学Ⅱ  現代文Ｂ  物理基礎  古典Ｂ

 小笠原義治  田中繭美  山田高志  山田高志  亀村眞一  今井駿  岩﨑俊之

3-301 3-301 3-301 3-301 3-301 3-301 3-301

 地理Ｂ  数学Ｂ  家庭基礎  数学Ⅱ  化学 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ  物理基礎

 三田村大介  安本聖子  田中繭美  安本聖子  中川雅博  松宮真由美  今井駿

3-302 3-302 3-302 3-302 3-302 3-302 3-302

 国語研究①②/英語研究  国語研究①②/英語研究  現代文Ｂ  日本史Ｂ 英語表現Ⅱ  地理Ｂ  古典Ｂ

 小林/坂本/川畑  小林/坂本/川畑  亀村眞一  島田雄介  中惠美子  三田村大介  舟引遥香

1-201/1-202/1-204 1-201/1-202/1-204 1-201 1-201 1-201 1-201 1-201

 国語研究①②/英語研究  国語研究①②/英語研究 地理B/政治・経済 英語表現Ⅱ  現代文Ｂ  古典Ｂ 地理B/政治・経済

 小林/坂本/川畑  小林/坂本/川畑
三田村/

植村
 足立有美  中村浩之  舟引遥香 三田村/植村

1-201/1-202/1-204 1-201/1-202/1-204 1-204/1-202 1-202 1-202 1-202 1-204/1-202

日本史Ｂ/地理Ｂ  古典Ｂ  現代文Ｂ 生命と物質 京都の産業文化 京都の産業文化 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅲ

島田/藤井  中村浩之  舟引遥香  今井駿 岡田/田中 岡田/田中  川畑正樹

1-203/2-301 1-203 1-203 1-203 1-203 1-203 1-203

英語表現Ⅱ①② 英語表現Ⅱ①② 生命と物質 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅲ 国語研究/政治・経済  日本史Ｂ  古典Ｂ

中/足立 中/足立  今井駿  中惠美子 坂本/植村  中口敏志  中村浩之

3-201/3-202 3-201/3-202 3-201 3-201 3-101/3-201 3-201 3-201

英語表現Ⅱ①② 英語表現Ⅱ①② 数学Ⅲ①② 数学Ⅲ①②  地理Ｂ  古典Ｂ
物理
生物

中/足立 中/足立 土井/木谷 土井/木谷  藤井昭大  坂本美和子 星原/中路

3-201/3-202 3-201/3-202 3-202/3-101 3-202/3-101 3-202 3-202
2-302（物理実験室）
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＜クラスの授業時間割一覧＞
1限（8:40～9:30）／2限（9:40～10:30）／3限（10:40～11:30）／4限（11:40～12:30）／
                      ／5限（13:15～14:05）／6（14:15～15:05）／7（15:15～16:05）           　　　　　　　　　　　　　  京都府立鴨沂高等学校
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