
 月２ 月３ 月４ 月５ 月６  月２ 月３ 月４ 月５ 月６

 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5

教科  社会  英語  音楽  理科  保体 教科  保体  国語  理科  数学  社会

場所 １－１ １－１ 音楽室 １－１ 運動場 多目的ﾎｰﾙ 場所 運動場・教室 ３－１ ３－１
３－１
数学3

３－１

担当 大西 段林 中山 平野弥 久保・西本 担当 大田・丹下 松村 西村 髙嶋・大橋 永野

教科  音楽  数学  英語  国語  保体 教科  国語  技術  家庭科  社会  理科

場所 音楽室 １－２ １－２ １－２ 運動場 多目的ﾎｰﾙ 場所 ３－２ ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ室 被服室 ３－２ ３－２

担当 中山 眞喜屋・西岡 段林 奥間 久保・西本 担当 松村 竹田 大倉 戸井 西村

教科  英語  国語  保体  数学  社会 教科  英語  家庭科  技術  理科  数学

場所 １－３ １－３ 運動場 多目的ﾎｰﾙ １－３ １－３ 場所 ３－３ 被服室 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ室 ３－３
３－３
数学3

担当 池田 奥間 久保・大田 眞喜屋・西岡 大西 担当 永田 大倉 竹田 西村 髙嶋・原田

教科  国語  数学  保体  英語  美術 教科  理科  英語  数学  技術  家庭科

場所 １－４ １－４ 運動場 多目的ﾎｰﾙ １－４ 美術室 場所 ３－４ ３－４ ３－４ 数学3 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ室 被服室

担当 奥間 原田・富田 久保・大田 段林 川﨑 担当 西村 永田 髙嶋・原田 竹田 大倉

教科  理科  国語  社会  保体  英語 教科  社会  数学 総英  家庭科  技術

場所 １－５ １－５ １－５ 運動場 多目的ﾎｰﾙ １－５ 場所 ３－５ ３－５ 数学3 ３－５ 被服室 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ室

担当 平野弥 濵 大西 久保・西本 段林 担当 戸井 髙嶋・大橋 荒田 大倉 竹田

教科  数学  社会  理科  保体  英語 教科 作業 国語 交流授業 特社 数学

場所 １－６ １－６ １－６ 運動場 多目的ﾎｰﾙ １－６ 場所 清山学級 清山学級 各交流学級 清山学級 清山学級

担当 眞喜屋・西岡 大西 塚本 久保・西本 池田 担当 清山 清山 0 丹下 清山

教科  保体  英語  社会  美術  理科 教科 数学  特理  特社 国語 国語

場所 運動場 多目的ﾎｰﾙ ２－１ ２－１ 美術室 ２－１ 場所 渡藤学級 渡藤学級 渡藤学級 渡藤学級 渡藤学級

担当 西本・久保 荒田 永野 川﨑 東江 担当 渡藤 平野弥 丹下 渡藤 渡藤

教科  保体  国語  数学  社会  英語 教科 数学 数学 特理 作業 国語

場所 運動場 多目的ﾎｰﾙ ２－２ ２－２ 数学2 ２－２ ２－２ 場所 片山学級 片山学級 片山学級 片山学級 片山学級

担当 西本・久保 長谷川 富田・西岡 永野 荒田 担当 片山 片山 平野弥 片山 片山

教科  社会  英語  美術 会場準備  理科 教科 国数英  特数 国数英 国数英 国数英

場所 ２－３ ２－３ 美術室 体育館 ２－３ 場所 北学級 北学級 北学級 北学級 北学級

担当 永野 池田 川﨑 0 塚本 担当 北 原口 北 北 北

教科  美術  理科  国語  音楽  数学

場所 美術室 ２－４ ２－４ 音楽室 ２－４ 数学2 ※　

担当 川﨑 東江 長谷川 中山 富田・西岡 ※　

教科  理科  保体  総数  英語  国語 ※　

場所 ２－５ 運動場・教室 ２－５ ２－５ ２－５ ※　

担当 東江 西本・丹下 原口 荒田 奥間

土曜参観時間割（予定）

 １－１  ３－１

 １－２  ３－２

 １－３  ３－３

 １－４  ３－４

 １－５  ３－５

 １－６  清山学級

 ２－１  渡藤学級

 ２－２  片山学級

 ２－３  北 学級

特別支援学級の個別の時間割は担任よりお伝えします。

授業中および休み時間などの写真撮影は行わないようにして下さい。

 ２－４

 ２－５

２年生・３年生の数学はハーフサイズ（１クラス２分割）授業です。

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。


