
佐南オープンデー期間中の授業実施予定  

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

1年1組 ＥＥ 科人 数学 家庭 国総 芸術 現社 社情 体育 ＣＥ 国総 数学 保健 ＥＥ 芸術 国総 数学 体育 総学 数学 ＥＥＴ 家庭 ＣＥ 地歴 現社 国総 数学 地歴 国総 体育 ＣＥ 数学 社情

      石見 永益 礎 戎野 野中 ／／ 山西 寺田 ／／／ 中川 野中 礎 村里 石見 ／／ 野中 礎 ／／／ 礎 石見／ALT 戎野 中川 ／／ 山西 野中 礎 ／／ 野中 ／／／ 中川 礎 寺田

1年2組 国総 ＣＥ 社情 数学 家庭 芸術 科人 ＥＥ 体育 国総 数学 社情 家庭 ＥＥ 芸術 数学 国総 体育 総学 ＥＥＴ 国総 ＣＥ 科人 地歴 現社 数学 数学 地歴 数学 体育 国総 ＣＥ 保健

      本山 石見 寺田 木佐貫 戎野 ／／ 永益 田向 ／／／ 本山 木佐貫 寺田 戎野 田向 ／／ 木佐貫 本山 ／／／ 田向／ALT 本山 石見 永益 ／／ 川島 木佐貫 木佐貫 ／／ 木佐貫 ／／／ 本山 石見 村里

1年3組 世Ａ 数学 国総 体育 現社 ＣＥ 芸術 数学 ＥＥＴ 体育 家庭 科人 現社 芸術 国総 数学 ＣＥ 社情 総学 国総 体育 数学 世Ａ 数学 科人 ＥＥ 国総 ＥＥ 数学 社情 保健 ＣＥ 家庭

      齋藤 礎 本山 ／／／ 嶺 中川 ／／ 礎 石見／ALT ／／／ 戎野 永益 嶺 ／／ 本山 礎 中川 寺田 本山 ／／／ 礎 齋藤 礎 永益 石見 本山 石見 礎 寺田 野口彩 中川 戎野

1年4組 数学 数学 ＥＥＴ 体育 国総 ＣＥ 芸術 ＣＥ 現社 体育 国総 家庭 世Ａ 芸術 科人 国総 数学 ＥＥ 総学 数学 体育 社情 家庭 ＥＥ 現社 国総 保健 数学 国総 科人 社情 世Ａ ＣＥ

      木佐貫 木佐貫 中川／ALT ／／／ 本山 石見 ／／ 石見 小森 ／／／ 本山 戎野 齋藤 ／／ 永益 本山 木佐貫 中川 木佐貫 ／／／ 寺田 戎野 中川 小森 本山 野口彩 木佐貫 本山 永益 寺田 齋藤 石見

1年5組 ＥＥ 体育 国総 現社 芸術 数学 社情 保健 数学 世Ａ ＥＥ 体育 科人 数学 国総 芸術 ＣＥ 現社 総学 国総 社情 体育 ＣＥ 家庭 数学 数学 国総 ＥＥＴ 家庭 ＣＥ 数学 科人 世Ａ

      中川 ／／／ 野中 小森 一ノ瀬／坂根 礎 寺田 山﨑駿 礎 齋藤 中川 ／／／ 永益 礎 野中 一ノ瀬／坂根 石見 小森 野中 寺田 ／／／ 石見 戎野 礎 礎 野中 中川／ALT 戎野 石見 礎 永益 齋藤

1年6組 国総 体育 現社 社情 ＥＥＴ 数学 世Ａ 科人 数学 国総 音楽 体育 保健 現社 ＥＥ 家庭 国総 数学 総学 世Ａ 国総 体育 社情 数学 数学 ＣＥ ＥＥ 家庭 科人 音楽 国総 数学 ＣＥ

      野中 ／／／ 小森 寺田 田向／ALT 木佐貫 齋藤 永益 木佐貫 野中 一ノ瀬 ／／／ 山﨑駿 小森 田向 戎野 野中 木佐貫 齋藤 野中 ／／／ 寺田 木佐貫 木佐貫 中川 田向 戎野 永益 一ノ瀬 野中 木佐貫 中川

2年1組 数学 ＣＥ 古典 ＥＥ 体育 数学 現文 地歴 社情 現社 数学 ＣＥＴ 化基 ＣＥ 体育 数学 地歴 古典 地歴 化基 ＥＥ ＣＥ 体育 数学 ＣＥ 現文 社情 現社 地歴 数学 保健

      野口敦／東 井上 石橋 井上 ／／／ 野口敦／東 益田 ／／／／ 川原 嶺 野口敦／東 井上／ALT 江口 井上 ／／／ 野口敦／東 ／／／／ 石橋 ／／／／ 江口 井上 井上 ／／／ 野口敦／東 井上 益田 川原 嶺 ／／／／ 野口敦／東 平山

2年2組 ＣＥＴ 古典 体育 現文 数学 現社 数学 地歴 数学 社情 化基 ＣＥ ＣＥ 社情 現文 現社 地歴 ＣＥ 地歴 数学 ＥＥ 体育 古典 化基 ＣＥ ＥＥ 数学 保健 地歴 古典 現文

      西出／ALT 益田 ／／／ 石橋 ／／ 寺澤 ／／ ／／／／ ／／ 川原 江口 西出 西出 川原 石橋 寺澤 ／／／／ 西出 ／／／／ ／／ 西出 ／／／ 益田 江口 西出 西出 ／／ 宮原 ／／／／ 益田 石橋

2年3組 化基 ＣＥ 古典 現社 数学 体育 数学 地歴 数学 ＣＥ ＥＥ 化基 古典 ＣＥＴ 現社 社情 地歴 現文 地歴 数学 体育 ＣＥ ＥＥ 社情 現文 保健 数学 古典 地歴 体育 ＣＥ

      江口 西出 益田 嶺 ／／ ／／／ ／／ ／／／／ ／／ 西出 西出 江口 益田 西出／ALT 嶺 田中 ／／／／ 益田 ／／／／ ／／ ／／／ 西出 西出 田中 益田 友松 ／／ 益田 ／／／／ ／／／ 西出

2年4組 物／生 地歴 化学 数学 現文 体育 ＥＥ ＣＥ 現文 物／生 地歴 数学 数学 古典 社情 物／生 ＣＥ ＥＥ 数学 地歴 体育 化学 ＣＥ 古典 数学 社情 ＣＥＴ 化学 古典 体育 保健

      ／／ ／／／ 江口 東 益田 ／／／ 井上 井上 益田 ／／ ／／／ 東 東 石橋 川原 ／／ 井上 井上 東 ／／／ ／／／ 江口 井上 石橋 東 川原 井上／ALT 江口 石橋 ／／／ 宮原

2年5組 物／生 地歴 体育 数学 化学 古典 ＣＥ 古典 ＥＥ 物／生 地歴 数学 社情 数学 現文 物／生 化学 数学 数学 地歴 化学 体育 現文 ＣＥ 社情 数学 保健 ＣＥＴ ＥＥ 化学 古典

      ／／ ／／／ ／／／ 野口敦 江口 益田 西出 益田 西出 ／／ ／／／ 野口敦 川原 野口敦 中島 ／／ 江口 野口敦 野口敦 ／／／ 江口 ／／／ 中島 西出 川原 野口敦 友松 西出／ALT 西出 江口 益田

2年6組 ＣＥ 地歴 数学 化学 体育 古典 物理 古典 ＥＥ 保健 地歴 物理 数学 化学 体育 現文 社情 化学 数学 地歴 古典 社情 体育 ＣＥ 化学 数学 現文 物理 数学 ＣＥＴ ＥＥ

      井上 ／／／ 田中 江口 ／／／ 石橋 田川 石橋 井上 平山 ／／／ 田川 田中 江口 ／／／ 中島 田中 江口 田中 ／／／ 石橋 田中 ／／／ 井上 江口 田中 中島 田川 田中 井上／ALT 井上

3年1組 現文 数学 理基 ＣＥＴ ＥＥ 倫／政 古典 数学 現文 ＣＥ 倫／政 地歴 地歴 古典 ＣＥ 数学 体育 理基 総学 倫／政 古典 数学 化基 ＥＥ ＣＥ 地歴 古典 体育 ＣＥ 地歴 数学 数学 現文

      種川 ／／ ／／ 浦／ALT 浦 山西／嶺 山﨑照 ／／ 種川 浦 山西／嶺 ／／／ ／／／ 山﨑照 浦 ／／ ／／／ ／／ 山西／嶺 山﨑照 ／／ 田川 浦 浦 ／／／ 山﨑照 ／／／ 浦 ／／／ ／／ ／／ 種川

3年2組 ＣＥ 現文 政経 生基 古典 化基 数学 ＣＥ ＥＥ 数学 数学 地歴 地歴 政経 ＣＥＴ 体育 数学 古典 総学 数学 生基 現文 古典 ＣＥ 化基 地歴 ＣＥ 数学 体育 地歴 ＥＥ 古典 政経

      吉田 山﨑照 嶺 中山 中島 田川 ／／ 吉田 吉田 ／／ ／／ ／／／ ／／／ 嶺 吉田／ALT ／／／ ／／ 中島 ／／ 中山 山﨑照 中島 吉田 田川 ／／／ 吉田 ／／ ／／／ ／／／ 吉田 中島 嶺

3年3組 ＥＥ 古典 理基 化基 ＣＥ 現文 数学 ＣＥＴ 現文 数学 数学 地歴 地歴 体育 ＣＥ 古典 数学 理基 総学 数学 政経 ＥＥ ＣＥ 化基 古典 地歴 古典 数学 ＣＥ 地歴 体育 政経 現文

      川添 種川 ／／ 森下 川添 中島 ／／ 川添／ALT 中島 ／／ ／／ ／／／ ／／／ ／／／ 川添 種川 ／／ ／／ ／／ 嶺 川添 川添 森下 種川 ／／／ 種川 ／／ 川添 ／／／ ／／／ 嶺 中島

3年4組 地歴 化学 数学 数学 現文 ＣＥＴ 古典 古典 物／生 地歴 ＥＥ 数学 物／生 化学 数学 体育 現文 ＣＥ 総学 古典 化学 ＣＥ 地歴 数学 数学 物／生 物／生 現文 体育 数学 ＣＥ ＥＥ 化学

      ／／ 森下 ／／ ／／ 山﨑照 浦／ALT 種川 種川 ／／ ／／ 浦 ／／ ／／ 森下 ／／ ／／／ 山﨑照 浦 種川 森下 浦 ／／ ／／ ／／ ／／ ／／ 山﨑照 ／／／ ／／ 浦 浦 森下

3年5組 地歴 ＣＥ 数学 数学 化学 ＥＥ 現文 化学 物／生 地歴 古典 数学 物／生 体育 数学 古典 化学 ＣＥＴ 総学 ＣＥ 現文 化学 地歴 数学 数学 物／生 物／生 現文 ＣＥ 数学 体育 化学 古典

      ／／ 吉田 ／／ ／／ 森下 吉田 中島 森下 ／／ ／／ 山﨑照 ／／ ／／ ／／／ ／／ 山﨑照 森下 吉田／ALT 吉田 中島 森下 ／／ ／／ ／／ ／／ ／／ 中島 吉田 ／／ ／／／ 森下 山﨑照

3年6組 地歴 古典 数学 数学 現文 化学 ＣＥ 古典 物／生 地歴 化学 数学 物／生 古典 数学 化学 体育 ＣＥ 総学 化学 ＣＥ 現文 地歴 数学 数学 物／生 物／生 体育 化学 数学 ＣＥＴ 現文 ＥＥ

      ／／ 中島 ／／ ／／ 種川 江口 川添 中島 ／／ ／／ 森下 ／／ ／／ 中島 ／／ 森下 ／／／ 川添 森下 川添 種川 ／／ ／／ ／／ ／／ ／／ ／／／ 森下 ／／ 川添／ALT 種川 川添

      
１０月２１日（月）      １０月１５日（火）      １０月１６日（水）      １０月１７日（木）      １０月１８日（金）      
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備考 （１）急な変更がある場合もございます。ご了承ください。

（２）///の箇所は、複数の職員で担当しております。


