
学級 １校時 ２校時 ３校時 ４校時
科目 現代の国語  体育1  情報Ⅰ  生物基礎

担当  河村  宮平、與那嶺、知花  豊原  金城

場所  １－１  体育館・グラウンド  コンピュータ室①  生物実験室

科目  英語コミュニケーションⅠ  体育1  歴史総合  言語文化

担当  久髙、金城、前泊  宮平、與那嶺、知花  米須  上江洲

場所  １－２７、多目的⑤  体育館・グラウンド  １－２  １－２

科目  生物基礎 現代の国語  数学ⅠA  体育1

担当  金城  眞境名、田中、河村、上間  杉本、知名、城間、外間  宮平、與那嶺、松田、知花

場所  生物実験室  １－３５７、多目的⑤  １－３５７、多目的④  体育館・グラウンド

科目  体育1  生物基礎  芸術（音楽・美術・書道）  芸術（音楽・美術・書道）

担当  宮平、與那嶺、知花  武島  池間、比嘉、上門  池間、比嘉、上門

場所  体育館・グラウンド  生物教  音楽教室、美術教室、書道教室  音楽教室、美術教室、書道教室

科目  生物基礎 現代の国語  数学ⅠA  体育1

担当  武島  眞境名、田中、河村、上間  杉本、知名、城間、外間  宮平、與那嶺、松田、知花

場所  生物教室  １－３、１－５、１－７、多目的  １－３５７、多目的④  体育館・グラウンド

科目  体育1  歴史総合  芸術（音楽・美術・書道）  芸術（音楽・美術・書道）

担当  宮平、與那嶺、知花  平良  池間、比嘉、上門  池間、比嘉、上門

場所  体育館・グラウンド  １－６  音楽教室、美術教室、書道教室  音楽教室、美術教室、書道教室

科目  英語コミュニケーションⅠ 現代の国語  数学ⅠA  体育1

担当  久髙、金城、前泊  眞境名、田中、河村、上間  杉本、知名、城間、外間  宮平、與那嶺、松田、知花

場所  １－２７、多目的⑤  １－３、１－５、１－７、多目的  １－３５７、多目的④  体育館・グラウンド

科目  理科選択（物理基礎・地学基礎）  保健２  現代文B・古典A コミュニケーション英語Ⅱ

担当  島袋、福原  中津  田中  下地

場所  物理実験室、地学教室  ２－１  ２－１  ２－１

科目  現代文B・古典A  世界史  家庭総合  家庭総合

担当  眞境名、上江洲、田中、下里  又吉  比嘉  比嘉

場所  ２－２４６、多目的⑥  ２－２  ２－２  ２－２

科目  保健２  数学Ⅱ コミュニケーション英語Ⅱ  理科選択（物理基礎・地学基礎）

担当  中津  玉城、外間、天願、川端  久髙、田端、冨里  島袋、福原

場所  ２－３  ２－３、２－５、２－７、物理教室  ２－３５、多目的③  物理実験室、地学教室

科目  現代文B・古典A コミュニケーション英語Ⅱ  体育2  世界史

担当  眞境名、上江洲、田中、下里  田端、下地、冨里  松田、山城、中津  又吉

場所  ２－２４６、多目的⑥  ２－４６、多目的③  体育館・グラウンド  ２－４

科目  世界史  数学Ⅱ コミュニケーション英語Ⅱ  理科選択（物理基礎・地学基礎）

担当  平良  玉城、外間、天願、川端  久髙、田端、冨里  島袋、福原

場所  ２－５  ２－３、２－５、２－７、物理教室  ２－３５、多目的③  物理実験室、地学教室

科目  現代文B・古典A コミュニケーション英語Ⅱ  体育2  世界史

担当  眞境名、上江洲、田中、下里  田端、下地、冨里  松田、山城、中津  平良

場所  ２－２４６、多目的⑥  ２－４６、多目的③  体育館・グラウンド  ２－６

科目  世界史  数学Ⅱ  家庭総合  家庭総合

担当  又吉  玉城、外間、天願、川端  伊差川  伊差川

場所  ２－７  ２－３、２－５、２－７、物理教室  ２－７  ２－７

科目  現代文B  理科選択（物理・化学・生物・地学） 選択（政治経済・化学・生物）  国語選択（国語表現・応用古典）

担当  上間  島袋、佐和田、金城、福原  金城、佐和田、武島  池村、下里

場所  ３－１  物理教室、化学教室、生物教室、地学教室  ３－１、化学実験室、生物教室  ３－１、多目的⑥

科目  数学実践  選択A コミュニケーション英語Ⅲ  現代文B

担当  川端  北見、金城、又吉、豊原、杉本  金城、前泊、下里、下地  河村

場所  ３－２  ３－２、３－４、化学教室、コンピュータ室①、３－６  ３－２４６、多目的②  ３－２

科目  選択A  日本史B・地理  現代文B コミュニケーション英語Ⅲ

担当  北見、金城、又吉、豊原、比嘉  米須、宮城  池村  金城、前泊、下里、冨里

場所  ３－３、３－５、化学教室、コンピュータ室①、被服実習室  ３－３、３－５  ３－３  ３－３５７、多目的②

科目  数学実践  選択A コミュニケーション英語Ⅲ  日本史B・地理

担当  外間  北見、金城、又吉、豊原、杉本  金城、前泊、下里、下地  米須、宮城

場所  ３－４  ３－２、３－４、化学教室、コンピュータ室①、３－６  ３－２４６、多目的②  ３－４、３－６

科目  選択A  日本史B・地理  現代文B コミュニケーション英語Ⅲ

担当  北見、金城、又吉、豊原、比嘉  米須、宮城  上間  金城、前泊、下里、冨里

場所  ３－３、３－５、化学教室、コンピュータ室①、被服実習室  ３－３、３－５  ３－５  ３－３５７、多目的②

科目  数学実践  選択A コミュニケーション英語Ⅲ  日本史B・地理

担当  知名  北見、金城、又吉、豊原、杉本  金城、前泊、下里、下地  米須、宮城

場所  ３－６  ３－２、３－４、化学教室、コンピュータ室①、３－６  ３－２４６、多目的②  ３－４、３－６

科目  選択A  現代文B  日本史B コミュニケーション英語Ⅲ

担当  北見、金城、又吉、豊原、比嘉  池村  宮城  金城、前泊、下里、冨里

場所  ３－３、３－５、化学教室、コンピュータ室①、被服実習室  ３－７  社会科  ３－３５７、多目的②
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