
１時間目　17：30～18：10 ２時間目　18：20～19：00

担当

総合① 総合① 総合① 総合① 総合①

総合② 総合② 総合② 総合② 総合②

社会① 山内 体育① 花田 数学① 真藤 社会① 井原 国語① 片井

数学① 加藤 理科① 川田 英語① 井上な 数学① 松﨑 保健① 西村

理科① 上地 国語① 森田 保健① 岩切 理科① 古賀 芸術① 新里

体育① 西村 英語① 松井 中国語① 江田 英語① 田﨑 情報① 藤田

社会② 山内 国語② 森田 中国語② 江田 英語② 田﨑 保健② 西村

理科② 上地 体育② 花田 数学② 真藤 社会② 井原 情報② 藤田

数学② 加藤 英語② 松井 保健② 岩切 数学② 松﨑 国語② 片井

体育② 花田 理科② 川田 英語② 井上な 理科② 古賀 芸術② 新里

数学③ 加藤 体育③ 花田 英語③ 井上な 理科③ 古賀 国語③ 片井

理科③ 松山 国語③ 森田 中国語③ 江田 英語③ 田﨑 情報③ 藤田

体育③ 西村 理科③ 川田 数学③ 真藤 数学③ 松﨑 保健③ 西村

社会③ 山内 英語③ 松井 保健③ 岩切 社会③ 吉田 芸術③ 新里

社会④ 山内 理科④ 川田 中国語④ 江田 英語④ 田﨑 芸術④ 新里

数学④ 加藤 体育④ 花田 数学④ 真藤 数学④ 松﨑 国語④ 片井

総合③ 総合③ 総合③ 総合③ 総合③

総合④ 総合④ 総合④ 総合④ 総合④

体育④ 西村 国語④ 森田 英語④ 井上な 社会④ 吉田 保健④ 花田

理科④ 松田 英語④ 松井 保健④ 岩切 理科④ 古賀 情報④ 藤田

社会⑤ 井原 英語⑤ 松井 数学⑤ 真藤 理科⑤ 古賀 保健⑤ 花田

理科⑤ 松田 体育⑤ 花田 英語⑤ 井上な 数学⑤ 松﨑 国語⑤ 片井

体育⑤ 梶原 理科⑤ 川田 保健⑤ 岩切 社会⑤ 吉田 芸術⑤ 新里

数学⑤ 加藤 国語⑤ 森田 中国語⑤ 江田 英語⑤ 田﨑 情報⑤ 藤田

理科⑥ 松山 英語⑥ 松井 保健⑥ 岩切 理科⑥ 古賀 芸術⑥ 新里

体育⑥ 中村 国語⑥ 森田 数学⑥ 真藤 社会⑥ 吉田 国語⑥ 片井

数学⑥ 加藤 体育⑥ 花田 中国語⑥ 江田 数学⑥ 松﨑 情報⑥ 藤田

社会⑥ 井原 理科⑥ 川田 英語⑥ 井上な 英語⑥ 田﨑 保健⑥ 花田

総合⑤ 総合⑤ 総合⑤ 総合⑤ 総合⑤

総合⑥ 総合⑥ 総合⑥ 総合⑥ 総合⑥
川田

※　臨時休校の場合は学校外教室も休室いたします。

15

9月12日 9月12日 9月13日 9月14日 9月14日

藤田 井上勝 井上な 松﨑

14

9月5日 9月5日 9月6日 9月7日 9月7日

13

7月18日 7月18日 7月19日 7月20日 7月20日

12

7月11日 7月11日 7月12日 7月13日 7月13日

11

7月4日 7月4日 7月5日 7月6日 7月6日

川田

10

6月27日 6月27日 6月28日 6月29日 6月29日

9

6月20日 6月20日 6月21日 6月22日 6月22日

藤田 井上勝 井上な 松﨑

8

6月13日 6月13日 6月14日 6月15日 6月15日

7

6月6日 6月6日 6月7日 6月8日 6月8日

6

5月30日 5月30日 5月31日 6月1日 6月1日

5

5月23日 5月23日 5月24日 5月25日 5月25日

4

5月16日 5月16日 5月17日 5月18日 5月18日

3

5月9日 5月9日 5月10日 5月11日 5月11日

藤田 井上勝 井上な 松﨑 川田

川田

2

4月25日 4月25日 4月26日 4月27日 4月27日

1

4月18日 4月18日 4月19日 4月20日 4月20日

藤田
井上勝
松山

井上な 松﨑

H29年度　前期学校外教室時間割

2017/4/1

粕屋教室 西教室 水曜教室 古賀教室 白木原教室

火曜日 火曜日 （立花高校） 木曜日 木曜日


