
 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5

教科  国語  音楽 社会  体育  数学 教科  体育  英語 国語 理科  技術

場所  １－１  １－１  １－１ 運動場  １－１ 場所 運動場  ３－１  ３－１  ３－１ ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ室

担当 濵 髙橋 大西 西本･大田 眞喜屋 担当 西本･林 板谷 長谷川 西田 竹田

教科  理科  体育  英語  音楽  数学 教科  体育  国語  理科  技術  家庭

場所  １－２ 運動場  １－２ 音楽室  １－２ 場所 運動場  ３－２  ３－２ ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ室  ３－２

担当 西田 西本･大田 喜多 髙橋 富田 担当 西本･林 長谷川 前川 竹田 渡邊

教科  数学  体育  国語  英語 社会 教科  社会  美術  英語  数学  理科

場所  １－３ 運動場  １－３  １－３  １－３ 場所  ３－３ 美術室  ３－３  ３－３・３年数学  ３－３

担当 富田 西本･大田 奥間 喜多 大西 担当 大西 新 板谷 福井・山本 西田

教科  英語  国語  数学 家庭科  美術 教科  国語  数学  美術  社会  理科

場所  １－４  １－４  １－４  １－４ 美術室 場所  ３－４  ３－４・３年数学 美術室  ３－４  ３－４

担当 喜多 奥間 眞喜屋 渡邊 新 担当 長谷川 福井・山本 新 大西 前川

教科  音楽  国語  数学  美術 英語 教科  美術  理科  数学  英語 国語

場所 音楽室  １－５  １－５ 美術室  １－５ 場所 美術室  ３－５  ３－５・３年数学  ３－５  ３－５

担当 髙橋 濵 富田･原田 新 喜多 担当 新 前川 福井・山本 清山 長谷川

教科  英語  数学  国語 会場準備  社会 教科 自活 国語 作業 英語 数学

場所  ２－１  ２－１・２年数学  ２－１ 体育館  ２－１ 場所  山口学級  山口学級  山口学級  山口学級  山口学級

担当 永田 大橋・原田 松村 大橋 畑 担当 山口 山口 山口 板谷 山口

教科  社会  理科  体育  国語  数学 教科 国語 国語 理科 数学 体育

場所  ２－２  ２－２  ２－２  ２－２  ２－２・２年数学 場所  片山学級  片山学級  片山学級  片山学級 運動場

担当 畑 西村 大田・林 松村 大橋・原田 担当 片山 片山 原口･西田 片山 西村・清山

教科  国語  英語  体育  総数  音楽 教科 国･数･英 国･数･英 国･数･英 国･数･英 国･数･英

場所  ２－３  ２－３ 運動場  ２－３ 音楽室 場所  北 学級  北 学級  北 学級  北 学級  北 学級

担当 奥間 永田 大田・林 眞喜屋 髙橋 担当 北 北 北 北 北

教科  理科  家庭  技術 社会  国語

場所  ２－４  ２－４ 木工室  ２－４  ２－４

担当 西村 渡邊 竹田 畑 松村

教科  数学  技術  家庭  理科  国語

場所  ２－５・２年数学 木工室  ２－５  ２－５  ２－５

担当 眞喜屋・原田 竹田 渡邊 西村 奥間

1/26（土）参観時間割予定

 １－１  ３－１

 １－２  ３－２

 ２－３  北 学級

 １－３  ３－３

 １－４  ３－４

 １－５  ３－５

 ２－１  山口学級

 ２－２  片山学級

 ２－４

 ２－５

※　特別支援学級の個別の時間割は担任よりお伝えします。

※　授業場所は変更になる可能性があります。決定版は当日受付でお配りします


