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春学期 月1 R0701 英語１－Ⅰ キ1年：英語a組 大曲　陽子 F403

秋学期 月1 R0702 英語１－Ⅱ キ1年：英語a組 大曲　陽子 F403

春学期 月1 R0703 英語１－Ⅰ キ1年：英語ｂ組 飛田　英伸 F504

秋学期 月1 R0704 英語１－Ⅱ キ1年：英語ｂ組 飛田　英伸 F504

春学期 月1 R0705 英語１－Ⅰ キ1年：英語ｃ組 川野　芽生 （S201）

秋学期 月1 R0706 英語１－Ⅱ キ1年：英語ｃ組 川野　芽生 （S201）

春学期 月1 R0707 英語１－Ⅰ キ1年：英語ｄ組 溝部　敦子 F307

秋学期 月1 R0708 英語１－Ⅱ キ1年：英語ｄ組 溝部　敦子 F307

春学期 月1 R0709 英語１－Ⅰ キ1年：英語e組 光野　昭雄 F308

秋学期 月1 R0710 英語１－Ⅱ キ1年：英語e組 光野　昭雄 F308

春学期 月1 R0711 英語１－Ⅰ キ1年：英語f組 鈴木　博雄 F306

秋学期 月1 R0712 英語１－Ⅱ キ1年：英語f組 鈴木　博雄 F306

春学期 火1 R0713 英語１－Ⅰ キ1年：英語g組 鈴木　理枝 F406

秋学期 火1 R0714 英語１－Ⅱ キ1年：英語g組 鈴木　理枝 S202

春学期 火1 R0715 英語１－Ⅰ キ1年：英語h組 亀岡　浩一 F302

秋学期 火1 R0716 英語１－Ⅱ キ1年：英語h組 亀岡　浩一 F302

春学期 火1 R0717 英語１－Ⅰ キ1年：英語i組 光野　昭雄 F303

秋学期 火1 R0718 英語１－Ⅱ キ1年：英語i組 光野　昭雄 F303

春学期 火1 R0719 英語１－Ⅰ キ1年：英語j組 戸嶋　まゆみ F311

秋学期 火1 R0720 英語１－Ⅱ キ1年：英語j組 戸嶋　まゆみ F311

春学期 火1 R0721 英語１－Ⅰ キ1年：英語k組 折笠　真美 F304

秋学期 火1 R0722 英語１－Ⅱ キ1年：英語k組 折笠　真美 0508LL

春学期 火1 R0723 英語１－Ⅰ キ1年：英語l組 福井　令恵 F308

秋学期 火1 R0724 英語１－Ⅱ キ1年：英語l組 福井　令恵 F308

春学期 火1 R0725 英語１－Ⅰ キ1年：英語m組 小堀　洋 0604

秋学期 火1 R0726 英語１－Ⅱ キ1年：英語m組 小堀　洋 0604

春学期 火2 R0731 英語２－Ⅰ キ1年：英語a組 鈴木　理枝 F406

秋学期 火2 R0732 英語２－Ⅱ キ1年：英語a組 鈴木　理枝 S202

春学期 火2 R0733 英語２－Ⅰ キ1年：英語ｂ組 亀岡　浩一 F302

秋学期 火2 R0734 英語２－Ⅱ キ1年：英語ｂ組 亀岡　浩一 F302

春学期 火2 R0735 英語２－Ⅰ キ1年：英語ｃ組 光野　昭雄 F303

秋学期 火2 R0736 英語２－Ⅱ キ1年：英語ｃ組 光野　昭雄 F303

春学期 火2 R0737 英語２－Ⅰ キ1年：英語ｄ組 戸嶋　まゆみ F408

秋学期 火2 R0738 英語２－Ⅱ キ1年：英語ｄ組 戸嶋　まゆみ F408

春学期 火2 R0739 英語２－Ⅰ キ1年：英語e組 折笠　真美 F304

秋学期 火2 R0740 英語２－Ⅱ キ1年：英語e組 折笠　真美 0508LL

春学期 火2 R0741 英語２－Ⅰ キ1年：英語f組 福井　令恵 F308

秋学期 火2 R0742 英語２－Ⅱ キ1年：英語f組 福井　令恵 F308

春学期 月2 R0743 英語２－Ⅰ キ1年：英語g組 大曲　陽子 F403

秋学期 月2 R0744 英語２－Ⅱ キ1年：英語g組 大曲　陽子 F403

春学期 月2 R0745 英語２－Ⅰ キ1年：英語h組 飛田　英伸 F504

秋学期 月2 R0746 英語２－Ⅱ キ1年：英語h組 飛田　英伸 F504
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春学期 月2 R0747 英語２－Ⅰ キ1年：英語i組 大和久　悌一郎 S503

秋学期 月2 R0748 英語２－Ⅱ キ1年：英語i組 大和久　悌一郎 S503

春学期 月2 R0749 英語２－Ⅰ キ1年：英語j組 溝部　敦子 F307

秋学期 月2 R0750 英語２－Ⅱ キ1年：英語j組 溝部　敦子 F307

春学期 月2 R0751 英語２－Ⅰ キ1年：英語k組 光野　昭雄 F308

秋学期 月2 R0752 英語２－Ⅱ キ1年：英語k組 光野　昭雄 F308

春学期 月2 R0753 英語２－Ⅰ キ1年：英語l組 豊口　真衣子 （0907）

秋学期 月2 R0754 英語２－Ⅱ キ1年：英語l組 豊口　真衣子 （0907）

春学期 月2 R0755 英語２－Ⅰ キ1年：英語m組 川野　芽生 （S201）

秋学期 月2 R0756 英語２－Ⅱ キ1年：英語m組 川野　芽生 （S201）


