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国総 家総 音楽 生物 基看 礼法 解生 解生 世界史 基看 数Ⅰ コミュⅠ 看概 学校評価

森園か 前原 清野 海江田 田實 原田 熊田 田實 富田 年増 和田 小島 池田

国総 家総 音楽 生物 基看 礼法 解生 解生 世界史 基看 数Ⅰ コミュⅠ 看概 学校評価

森園か 前原 清野 海江田 田實 原田 熊田 田實 富田 年増 和田 小島 池田

国総 介基 音楽 生物 生支 情報 コミュⅠ 補習 介総 世界史 コミュ 数Ⅰ 社基 こころ 学校評価

森園か 山下史 清野 海江田 渡邉 小田原 上猶 渡邉 富田 川畑 和田 今村 渡邉

国総 現社 音楽 生基 礼法 家総 保健 家総 リビング 生情 保育 数Ⅰ コミュⅠ ファッション フード 数Ⅰ 学校評価

森園か 清野 清野 山下宣 原田 内倉 平﨑 原田 粟ケ窪 高橋菜 内倉 和田 小島 山下宣 原田 和田・小田原

現社 家総 老年 解生 数Ⅰ 成人 基看 化学 成人 コミュⅡ 疾病 国表 成人 国表 学校評価

清野 前原 年増 福居 和田 高橋覚 大迫 鍬崎 北上 上猶 西園 吉ケ別符 北上 吉ケ別符

現社 家総 老年 解生 数Ⅰ 成人 基看 化学 成人 コミュⅡ 疾病 国表 家総 成人 学校評価

清野 前原 年増 福居 和田 高橋覚 大迫 鍬崎 北上 上猶 西園 吉ケ別符 前原 北上

数Ⅰ 家総 コミュⅡ 化学 介過 医ケア 補習 国総 生支 こころ 住環境 日本史 介基 介総 学校評価

高橋菜 前原 上猶 前田 渡邉 大迫 吉ケ別符 川畑 今村 山下史 富田 川畑 山下史

数Ⅰ 消費 コミュⅡ 化学 礼法 生情 エステ理論 栄養 日本史 保健 国表 ファッション 栄養 学校評価

高橋菜 山下宣 上猶 前田 原田 小田原 加治屋 内倉 富田 濵田 吉ケ別符 加治屋 内倉

数Ⅰ 消費 コミュⅡ 化学 礼法 ファ造基 ファ造基 ファッション I・M 日本史 保健 国表 ファッション I・M 学校評価

高橋菜 山下宣 上猶 前田 原田 粟ケ窪 粟ケ窪 山下宣 粟ケ窪 富田 濵田 吉ケ別符 山下宣 粟ケ窪

物理 栄養 数A 手話 成人 日本史 基看 薬理 情報 写真撮影 自己学習 コミュⅡ 現代文 基看 日本史 成人 学校評価

前田 小濵 小田原 奈良迫・若松 東村 富田 福居 西園 高橋菜 小島 森園潤 小濵 富田 東村

物理 栄養 数A 手話 成人 日本史 基看 薬理 情報 自己学習 写真撮影 コミュⅡ 現代文 基看 基看 薬理 学校評価

前田 小濵 小田原 奈良迫・若松 東村 富田 福居 西園 高橋菜 小島 森園潤 小濵 福居 西園

現社 生支 家総 介過 地学 介総 補習 コミュⅡ 社基 こころ 写真撮影 介基 現代文 学校評価 現社 体育 地学

清野 今村 粟ケ窪 今村 海江田 今村 小島 川畑・山下史 渡邉 今村 森園潤 清野 平﨑 海江田

数A 地学 栄養 コミュⅡ 世界史 写真撮影 エステ理論 現代文 学校評価 エステ理論 現代文 数A

高橋菜 海江田 内倉 小島 富田 内倉 森園か 内倉 森園か 高橋菜・小田原

I・M ファ造 ファッション 数A 地学 手芸 コミュⅡ 世界史 写真撮影 手芸 現代文 学校評価 I・M 現代文 数A

粟ケ窪 原田 山下宣 高橋菜 海江田 原田 小島 富田 原田 森園か 粟ケ窪 森園か 高橋菜・小田原

は授業

実技OR

年増・田實

実技OR

年増・田實

生支

渡邉

家総

モード３T

エステ技術

加治屋・内倉・青木

補習 補習

看２Ｂ

医　２
補習 補習

モード２T

エステ技術

加治屋・内倉・青木

前原

医　１

モード３F

モード２F

看３Ａ

看３Ｂ

医　３

補習 補習

イング１

看２Ａ

看１Ａ

看１Ｂ

令和元年度　１学期　期末考査時間割（大雨変更後）

７月２日（火） ７月８日（月） ７月９日（火）７月５日（金）


