
１普１ 藤崎 数学A 藤崎 柔/ダンス 田中/池田

１普２ 中村和博 コミュ英 中村博 柔/ダンス 田中/池田

１普３ 中川優 コミュ英 熊本 体育 坂井/大賀

１普４ 吉村和 科人 内山 体育 坂井/大賀

１普５ 秀島 美術Ⅰ 田中恭 コミュ英 熊本

１普６ 菅 国語総合 喜屋武 コミュ英 小椎尾

１普７ 月野 科人 釜堀 美術Ⅰ 田中恭

１普８ 志水 数A 塚本 情報 籾井/金子

１普９ 桜井 保健 坂井 化学基礎 釜堀

１普10 三上 コミュ英 三上 数学A 松岡

１普11 上田 柔/ダンス 木村/池田 基礎英語 伊藤

１普12 西川 柔/ダンス 木村/池田 数Ⅰ 半田

１普13 佐藤淳 調理実習 山本梨 調理実習 山本梨

１普14 寳来 道徳 木村康 国語総合 喜屋武

１普15 土居 化学基礎 平中 情報 柳/平川

１普16 伊地知 数学Ⅰ 古賀 化学基礎 中邨

１機１ 黒田 工業数理 白水 化学基礎 洞

１機２ 小泉 工業数理 平塚 道徳 三原

１機３ 大城 数学Ⅰ 半田 工業数理 白水

２普１ 萩原靖 英語会話 内村 現代文 楠原

２普２ 内村 化学 洞 数Ⅱ 萩原

２普３文 古典B 上村 世界史A 石井

２普３理 世界史A 梶原 コミュ英 横山

２普４ 鴨川 現代文 江頭 世界史A 鴨川

２普５文 生物基礎 佐々木公 世界史B 渡邊

２普５理 物理基礎 五通 物理基礎 五通

２普６ 森山 生物基礎 山口 数学Ⅱ 桂口

２普７ 加茂 日本史B 中村和弘 生物基礎 山口

２普８ 平城 コミュ英 山本大 コミュ英 山本大

２普９ 大久保 地理B 佐治 化学 内山

２普１０ 平山 コミュ英 永田 生物基礎 佐々木公

２普１１ 中村竜 古典B 楠原 数学Ⅱ 松澤

２普１２ 中村匡 日本史A 轟 数学Ⅱ 川原

２普１３ 山内 古典B 友光 世界史A 轟

２普１４ 室 コミュ英 長 化学 平中

２機１ 佐々木寛 機械工作 河津 国語総合 堀

２機２ 村雲 数学Ⅱ 松岡 製図 原田淳司

３普１文 理科演習 添田

３普１理 英語表現 黒木

３普２ 菅原 菅原 古典B 友光

３普３ 佐藤拓 佐藤拓 社会演習 伊地知

３普４ 小川 小川 社会演習 梶原

３普５ 猿渡 猿渡 数学Ⅱ 古賀

３普６ 畠添 畠添 社会演習 橋本

３普７ 吉田 吉田 コミュ英 中島

３普８ 井上洋 井上洋 コミュ英 井上秀

３普９ 歳國 歳國 コミュ英 長

３普１０ 大段 大段 英語表現 永田

３普１１ 霧島 霧島 コミュ英 八木

３普１２ 小山 小山 美術Ⅱ 森北

３普１３ 中川幸 中川幸 日本史B 佐治

３普１４ 青木 青木 数学Ⅲ 松井

３普１５ 久保田 久保田 数学Ⅲ 入江

３機１ 高嶋 高嶋 政治経済 池之上

３機２ 緒方 緒方 地理A 榊

３機３ 髙森 髙森 機械工作 河津

３機４ 国吉 国吉 国語表現 平川み

３機５ 吉村健 吉村健 機械設計 植野
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13時より学級懇談
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