
【 訂正版 】

1 2 3 4 5 9:00 ～ 9:15 SHR

原/マ/商 音楽/美術 音楽/美術 国語 コミ英 9:25 ～ 10:10 1限

山下/竹下/立川 山本/古海 山本/古海 大熊 鬼武 10:25 ～ 11:10 2限

原/マ/商 音楽/美術 音楽/美術 国語 コミ英 11:25 ～ 12:10 3限

山下/竹下/立川 山本/古海 山本/古海 大熊 鬼武

コミ英 化学 英表 倫理 体育 12:50 ～ 13:35 4限

鬼武 吉光 江藤 小坂 芦川 宇野 13:50 ～ 14:35 5限

日本史 化学/英会 数学Ⅱ 英表 体育 14:45 ～ 15:00 SHR

小坂 吉光/甲能 梶原 二見 芦川 宇野 15:00 ～ 清掃

発達 コミ英 古典 情報 体育

金子 鬼武 馬田 竹下 芦川 宇野 15:50

16:20

16:48

1 2 3 4 5

現社 ビジ基 体育 コミ英 総合

広光 立川 入井 芦川 宇野 藤﨑 山本

ビジ基 簿記 体育 情処 社情

立川 山下 入井 芦川 宇野 長澤 中野

英表 数学Ａ 保健 生物 体育

甲能 新座 河津 松本 河津 芦川 宇野

コミ英 古典 数学Ａ 総合 体育

藤﨑 大熊 新座 山本 河津 芦川 宇野

生物 コミ英 英表 科学 体育

松本 藤﨑 江藤 吉光 河津 芦川 宇野

ダンス ピアノ 現代文 現社 体育

芦川 山本 安達 広光 河津 芦川 宇野

1 2 3 4 5

財/ビ/電 英表 経法 原/マ/商 総合

山下/中野/古海 甲能 立川 山下/中野/古海 宇野

財/ビ/電 世界史 情処 原/マ/商 英表

山下/中野/古海 長澤 竹下 山下/中野/古海 甲能

化学 日本史 英表 体育 生物

森平 小坂 二見 河津 芦川 松本

化学/英会 現代文 コミ英 体育 生物/国語

森平/鬼武 安達 甲能 河津 芦川 松本/髙瀬

生活 現代文 ピアノ 体育 コミ英
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 5月27日（水）　
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昼休み（40分）　　 

 5月25日（月）　
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　スクールバス

※ 部活動については

 5月26日（火）　

1-1

2-5

　　登校学年において16：30まで

　JR（久留米方面）

　JR（玖珠方面）
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金子 髙瀬 山本 河津 芦川 二見
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1 2 1 2 9:00 ～ 9:15

情処 現社 簿記 社情 9:25 ～ 10:10

長澤 広光 山下 中野 10:25 ～ 11:10

国語 社情 数学 簿記 11:20 ～ 11:30

大熊 中野 吉光 山下 11:30 ～

日本史 音楽/美術 日本史 現代文

広光 山本/古海 広光 安達

生物 音楽/美術 社情 保健

松本 山本/古海 中野 河津

数学Ⅰ 音楽/美術 数学Ａ 現社

梶原 山本/古海 新座 広光

総合 現代文 発達 子ども

山本 安達 金子 竹尾

体育 生物 コミ英 課研

河津 宇野 松本 鬼武 竹下

体育 生物 コミ英 課研

河津 宇野 松本 鬼武 竹下

古典 数学Ⅱ 物理/生物 体育

馬田 新座 森平/松本 芦川 宇野

情報 英表 生物/国語 体育

竹下 二見 松本/安達 芦川 宇野

コミ英 情報 ダンス 体育

鬼武 竹下 芦川 芦川 宇野

財/ビ/電 家庭 情処 英表

山下/中野/古海 金子 竹下 甲能

財/ビ/電 英表 経法 家庭

山下/中野/古海 甲能 立川 金子

コミ英 英会話 コミ英 生物

甲能 江藤 甲能 松本

英表 日本史 総合 生物/国語

藤﨑 長澤 宇野 松本/髙瀬

発達 保育 世界史 コミ英

金子 竹尾 長澤 二見
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 5月28日（木）　  5月29日（金）　
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　スクールバス ①

　スクールバス ②

　JR（久留米方面）

　JR（玖珠方面）





SHR

1限

2限

SHR

清掃
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