
学生印刷用

3部印刷

ITエ１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ITエ２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 情ビ１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 情ビ２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
ＬＨＲ コンシス ｼｽ設計 ｼｽ設計 ｼｽ設計 ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ 商簿Ⅰ 商簿Ⅰ ＥｘｃｅｌⅠ 商簿Ⅰ ＬＨＲ 商簿Ⅱ ﾍﾟﾝⅡ毛 コン会Ⅱ 給与社保

51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 31 31 31 61 31 32 32 32 62 32
成田 成田 成田 成田 成田 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 駒木 宮部 宮部 駒木 宮部 宮部 野々口 西川 宮部 駒木

ビジマナ コンシス コンシス コンシス コンシス ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＷordⅠ 商簿Ⅰ 商簿Ⅰ コミュニケ ＷordⅠ 就職実務 商簿Ⅱ ﾍﾟﾝⅡ毛 コン会Ⅱ 就職実務
51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 61 31 31 31 61 32 32 32 62 32

國分 成田 成田 成田 成田 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 駒木 宮部 宮部 駒木 駒木 宮部 野々口 西川 宮部 宮部
コンシス コンシス コンシス コンシス コンシス ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ 商簿Ⅰ ペン字Ⅰ 商簿Ⅰ 商簿Ⅰ 商簿Ⅰ ﾘｽｸﾏﾈ コン会Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 工業簿記

51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 31 31 31 31 31 32 62 32 32 32
成田 成田 成田 成田 成田 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 宮部 西川 宮部 宮部 宮部 丸谷 宮部 野々口 野々口 小坂

マネサイ マネサイ マネサイ マネサイ マネサイ ペン字 ペン字 ペン字 ペン字 ペン字 ビジマナ 商簿Ⅰ ＷordⅠ 商簿Ⅰ 商簿Ⅰ 工業簿記 給与社保 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 工業簿記
51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 31 31 61 31 31 32 32 32 32 32

岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 西川 西川 西川 西川 西川 國分 宮部 駒木 宮部 宮部 小坂 駒木 野々口 野々口 小坂
マネサイ マネサイ マネサイ マネサイ マネサイ ペン字 ペン字 ペン字 ペン字 ペン字 商簿Ⅰ ＥｘｃｅｌⅠ マルチ実 商簿Ⅰ 商簿Ⅰ 工業簿記 ＥｘｃｅｌⅡ 就職実務 ＥｘｃｅｌⅡ ﾘｽｸﾏﾈ

51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 31 61 61 31 31 32 62 32 62 32
岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 西川 西川 西川 西川 西川 宮部 駒木 駒木 宮部 宮部 小坂 山舘 宮部 山舘 丸谷

アルゴ アルゴ アルゴ アルゴ アルゴ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ 商簿Ⅰ ＥｘｃｅｌⅠ 商簿Ⅰ 商簿Ⅰ 商簿Ⅰ Webデ ＥｘｃｅｌⅡ Webデ 工業簿記 ﾘｽｸﾏﾈ
51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 31 61 31 31 31 62 62 62 32 32

成田 成田 成田 成田 成田 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 宮部 駒木 宮部 宮部 宮部 駒木 山舘 駒木 小坂 丸谷

事務１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 事務２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 公務１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 公務２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
ＬＨＲ 表Ⅰ実習 秘書学Ⅰ 英会話Ⅰ ＷＰⅠ実 ＬＨＲ ペン毛筆 ＷＰⅡ 就職実務 秘書学Ⅱ ＬＨＲ マルチ実 社科学Ⅰ 自Ⅰ数学 公対数学 ＬＨＲ 人文Ⅱ世界史 数Ⅱ推理 人文Ⅱ世界史 社科学Ⅱ

71 62 71 71 62 72 72 62 72 72 41 61 41 41 41 42 42 42 42 42
田澤 田澤 田澤 工藤 田澤 小坂 西川 駒木 小坂 小坂 丸谷 駒木 丸谷 外里 外里 外里 丸谷 外里 丸谷 大久保

ＷＰⅠ実 表Ⅰ実習 秘書学Ⅰ 英会話Ⅰ ＷＰⅠ実 秘書学Ⅱ ペン毛筆 ＷＰⅡ 秘書学Ⅱ 秘書学Ⅱ 公対国語 表計算Ⅰ 公対適性 ＷＰⅠ 公対数学 公対Ⅱ① 人文Ⅱ世界史 公対Ⅱ① 数Ⅱ推理 公対Ⅱ①
62 62 71 71 62 72 72 62 72 72 41 61 41 61 41 42 42 42 42 42

田澤 田澤 田澤 工藤 田澤 小坂 西川 駒木 小坂 小坂 丸谷 外里 丸谷 丸谷 外里 大久保 丸谷 大久保 外里 大久保
ＷＰⅠ実 秘書学Ⅰ ＷＰⅠ実 秘書学Ⅰ 秘書学Ⅰ 秘書学Ⅱ 就職実務 秘書学Ⅱ 英会話Ⅱ ＷＰⅡ 自Ⅰ数学 社科学Ⅰ 公対数学 ＷＰⅠ ＷＰⅠ 公対Ⅱ① 数Ⅱ推理 文Ⅱ英文 数Ⅱ推理 公対Ⅱ①

62 71 62 71 71 72 72 72 72 62 41 41 41 61 61 42 42 42 42 42
田澤 田澤 田澤 田澤 田澤 小坂 小坂 小坂 工藤 駒木 外里 丸谷 外里 丸谷 丸谷 大久保 外里 大久保 外里 大久保

秘書学Ⅰ 秘書学Ⅰ ＷＰⅠ実 秘書学Ⅰ 秘書学Ⅰ ＷＰⅡ 秘書学Ⅱ 秘書学Ⅱ 英会話Ⅱ ＷＰⅡ ビジマナ 文Ⅰ現代文 文Ⅰ英文 文Ⅰ英文 文Ⅰ英文 文Ⅱ英文 文Ⅱ英文 数Ⅱ判断 数Ⅱ判断 数Ⅱ判断
71 71 62 71 71 62 72 72 72 62 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42

田澤 田澤 田澤 田澤 田澤 駒木 小坂 小坂 工藤 駒木 丸谷 丸谷 大久保 大久保 大久保 大久保 大久保 小田 小田 小田
ビジマナ 秘書学Ⅰ 表Ⅰ実習 華道／茶道 表Ⅰ実習 ＷＰⅡ 秘書学Ⅱ 秘書学Ⅱ 秘書学Ⅱ 秘書学Ⅱ 人文Ⅰ 公対国語 文Ⅰ現代文 公対全般 表計算Ⅰ 文Ⅱ現代文 文Ⅱ現代文 数Ⅱ資解 自科学Ⅱ 数Ⅱ資解

71 71 62 71 62 62 72 72 72 72 41 41 41 41 61 42 42 42 42 42
國分 田澤 田澤 小野沢･高橋 田澤 駒木 小坂 小坂 小坂 小坂 丸谷 丸谷 丸谷 大久保 外里 大久保 大久保 小田 小田 小田

秘書学Ⅰ 秘書学Ⅰ 秘書学Ⅰ 華道／茶道 マルチ実 秘書学Ⅱ 秘書学Ⅱ 秘書学Ⅱ I-net 秘書学Ⅱ 人文Ⅰ 公対国語 公対国語 公対全般 表計算Ⅰ 人文Ⅱ地理 人文Ⅱ地理 自科学Ⅱ 人文Ⅱ世界史 自科学Ⅱ
71 71 71 71 62 72 72 72 62 72 41 41 41 41 61 42 42 42 42 42

田澤 田澤 田澤 小野沢･高橋 駒木 小坂 小坂 小坂 駒木 小坂 丸谷 丸谷 丸谷 大久保 外里 大久保 大久保 小田 丸谷 小田

６１教室 ６２教室 ５３教室
６１室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ６２室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ５３室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

マルチ実 ＥｘｃｅｌⅠ 表Ⅰ実習 ＷＰⅡ コン会Ⅱ ＷＰⅠ実
公務１ 情ビ１ 事務１ 事務２ 情ビ２ 事務１
駒木 駒木 田澤 駒木 宮部 田澤

ＷordⅠ 表計算Ⅰ ＷＰⅠ ＷordⅠ ＷＰⅠ実 表Ⅰ実習 ＷＰⅡ コン会Ⅱ ＷＰⅠ実
情ビ１ 公務１ 公務１ 情ビ１ 事務１ 事務１ 事務２ 情ビ２ 事務１
駒木 外里 丸谷 駒木 田澤 田澤 駒木 宮部 田澤

ＷＰⅠ ＷＰⅠ ＷＰⅠ実 コン会Ⅱ ＷＰⅠ実 ＷＰⅡ
公務１ 公務１ 事務１ 情ビ２ 事務１ 事務２
丸谷 丸谷 田澤 宮部 田澤 駒木

ＷordⅠ ＷＰⅡ ＷＰⅠ実 ＷＰⅡ
情ビ１ 事務２ 事務１ 事務２
駒木 駒木 田澤 駒木

ＥｘｃｅｌⅠ マルチ実 表計算Ⅰ ＷＰⅡ ＥｘｃｅｌⅡ 表Ⅰ実習 ＥｘｃｅｌⅡ 表Ⅰ実習
情ビ１ 情ビ１ 公務１ 事務２ 情ビ２ 事務１ 情ビ２ 事務１
駒木 駒木 外里 駒木 山舘 田澤 山舘 田澤

ＥｘｃｅｌⅠ 表計算Ⅰ Webデ ＥｘｃｅｌⅡ Webデ I-net マルチ実
情ビ１ 公務１ 情ビ２ 情ビ２ 情ビ２ 事務２ 事務１
駒木 外里 駒木 山舘 駒木 駒木 駒木
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学生印刷用

4部印刷

ITエ１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ITエ２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 情ビ１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 情ビ２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
ＬＨＲ マネサイ マネサイ マネサイ マネサイ ＬＨＲ Webプロ Webプロ Webプロ 商業簿記 ＬＨＲ 商簿Ⅰ 商簿Ⅰ ＥｘｃｅｌⅠ 商簿Ⅰ ＬＨＲ 商簿Ⅱ ﾍﾟﾝⅡ毛 コン会Ⅱ 給与社保

51 51 51 51 51 52 53 53 53 52 31 31 31 61 31 32 32 32 62 32
成田 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 山舘 山舘 山舘 山舘 駒木 宮部 宮部 駒木 宮部 宮部 野々口 西川 宮部 駒木

ビジマナ マネサイ マネサイ マネサイ マネサイ 商業簿記 Webプロ Webプロ Webプロ 商業簿記 ＷordⅠ 商簿Ⅰ 商簿Ⅰ コミュニケ ＷordⅠ 就職実務 商簿Ⅱ ﾍﾟﾝⅡ毛 コン会Ⅱ 就職実務
51 51 51 51 51 52 53 53 53 52 61 31 31 31 61 32 32 32 62 32

國分 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 山舘 山舘 山舘 山舘 山舘 駒木 宮部 宮部 駒木 駒木 宮部 野々口 西川 宮部 宮部
マネサイ コンシス ｼｽ設計 ｼｽ設計 ｼｽ設計 商業簿記 商業簿記 商業簿記 商業簿記 商業簿記 商簿Ⅰ ペン字Ⅰ 商簿Ⅰ 商簿Ⅰ 商簿Ⅰ ﾘｽｸﾏﾈ コン会Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 工業簿記

51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 31 31 31 31 31 32 62 32 32 32
岩﨑 成田 成田 成田 成田 山舘 山舘 山舘 山舘 山舘 宮部 西川 宮部 宮部 宮部 丸谷 宮部 野々口 野々口 小坂

マネサイ コンシス コンシス コンシス コンシス 商業簿記 商業簿記 商業簿記 商業簿記 商業簿記 ビジマナ 商簿Ⅰ ＷordⅠ 商簿Ⅰ 商簿Ⅰ 工業簿記 給与社保 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 工業簿記
51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 31 31 61 31 31 32 32 32 32 32

岩﨑 成田 成田 成田 成田 山舘 山舘 山舘 山舘 山舘 國分 宮部 駒木 宮部 宮部 小坂 駒木 野々口 野々口 小坂
コンシス コンシス コンシス コンシス コンシス Java実Ⅱ Java実Ⅱ Java実Ⅱ Java実Ⅱ Java実Ⅱ 商簿Ⅰ ＥｘｃｅｌⅠ マルチ実 商簿Ⅰ 商簿Ⅰ 工業簿記 ＥｘｃｅｌⅡ 就職実務 ＥｘｃｅｌⅡ ﾘｽｸﾏﾈ

51 51 51 51 51 53 53 53 53 53 31 61 61 31 31 32 62 32 62 32
成田 成田 成田 成田 成田 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 宮部 駒木 駒木 宮部 宮部 小坂 山舘 宮部 山舘 丸谷

アルゴ アルゴ アルゴ アルゴ アルゴ Java実Ⅱ Java実Ⅱ Java実Ⅱ Java実Ⅱ Java実Ⅱ 商簿Ⅰ ＥｘｃｅｌⅠ 商簿Ⅰ 商簿Ⅰ 商簿Ⅰ Webデ ＥｘｃｅｌⅡ Webデ 工業簿記 ﾘｽｸﾏﾈ
51 51 51 51 51 53 53 53 53 53 31 61 31 31 31 62 62 62 32 32

成田 成田 成田 成田 成田 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 宮部 駒木 宮部 宮部 宮部 駒木 山舘 駒木 小坂 丸谷

事務１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 事務２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 公務１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 公務２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
ＬＨＲ 表Ⅰ実習 秘書学Ⅰ 英会話Ⅰ ＷＰⅠ実 ＬＨＲ ペン毛筆 ＷＰⅡ 就職実務 秘書学Ⅱ ＬＨＲ マルチ実 社科学Ⅰ 自Ⅰ数学 公対数学 ＬＨＲ 人文Ⅱ世界史 数Ⅱ推理 人文Ⅱ世界史 社科学Ⅱ

71 62 71 71 62 72 72 62 72 72 41 61 41 41 41 42 42 42 42 42
田澤 田澤 田澤 工藤 田澤 小坂 西川 駒木 小坂 小坂 丸谷 駒木 丸谷 外里 外里 外里 丸谷 外里 丸谷 大久保

ＷＰⅠ実 表Ⅰ実習 秘書学Ⅰ 英会話Ⅰ ＷＰⅠ実 秘書学Ⅱ ペン毛筆 ＷＰⅡ 秘書学Ⅱ 秘書学Ⅱ 公対国語 表計算Ⅰ 公対適性 ＷＰⅠ 公対数学 公対Ⅱ① 人文Ⅱ世界史 公対Ⅱ① 数Ⅱ推理 公対Ⅱ①
62 62 71 71 62 72 72 62 72 72 41 61 41 61 41 42 42 42 42 42

田澤 田澤 田澤 工藤 田澤 小坂 西川 駒木 小坂 小坂 丸谷 外里 丸谷 丸谷 外里 大久保 丸谷 大久保 外里 大久保
ＷＰⅠ実 秘書学Ⅰ ＷＰⅠ実 秘書学Ⅰ 秘書学Ⅰ 秘書学Ⅱ 就職実務 秘書学Ⅱ 英会話Ⅱ ＷＰⅡ 自Ⅰ数学 社科学Ⅰ 公対数学 ＷＰⅠ ＷＰⅠ 公対Ⅱ① 数Ⅱ推理 文Ⅱ英文 数Ⅱ推理 公対Ⅱ①

62 71 62 71 71 72 72 72 72 62 41 41 41 61 61 42 42 42 42 42
田澤 田澤 田澤 田澤 田澤 小坂 小坂 小坂 工藤 駒木 外里 丸谷 外里 丸谷 丸谷 大久保 外里 大久保 外里 大久保

秘書学Ⅰ 秘書学Ⅰ ＷＰⅠ実 秘書学Ⅰ 秘書学Ⅰ ＷＰⅡ 秘書学Ⅱ 秘書学Ⅱ 英会話Ⅱ ＷＰⅡ ビジマナ 文Ⅰ現代文 文Ⅰ英文 文Ⅰ英文 文Ⅰ英文 文Ⅱ英文 文Ⅱ英文 数Ⅱ判断 数Ⅱ判断 数Ⅱ判断
71 71 62 71 71 62 72 72 72 62 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42

田澤 田澤 田澤 田澤 田澤 駒木 小坂 小坂 工藤 駒木 丸谷 丸谷 大久保 大久保 大久保 大久保 大久保 小田 小田 小田
ビジマナ 秘書学Ⅰ 表Ⅰ実習 華道／茶道 表Ⅰ実習 ＷＰⅡ 秘書学Ⅱ 秘書学Ⅱ 秘書学Ⅱ 秘書学Ⅱ 人文Ⅰ 公対国語 文Ⅰ現代文 公対全般 表計算Ⅰ 文Ⅱ現代文 文Ⅱ現代文 数Ⅱ資解 自科学Ⅱ 数Ⅱ資解

71 71 62 71 62 62 72 72 72 72 41 41 41 41 61 42 42 42 42 42
國分 田澤 田澤 小野沢･高橋 田澤 駒木 小坂 小坂 小坂 小坂 丸谷 丸谷 丸谷 大久保 外里 大久保 大久保 小田 小田 小田

秘書学Ⅰ 秘書学Ⅰ 秘書学Ⅰ 華道／茶道 マルチ実 秘書学Ⅱ 秘書学Ⅱ 秘書学Ⅱ I-net 秘書学Ⅱ 人文Ⅰ 公対国語 公対国語 公対全般 表計算Ⅰ 人文Ⅱ地理 人文Ⅱ地理 自科学Ⅱ 人文Ⅱ世界史 自科学Ⅱ
71 71 71 71 62 72 72 72 62 72 41 41 41 41 61 42 42 42 42 42

田澤 田澤 田澤 小野沢･高橋 駒木 小坂 小坂 小坂 駒木 小坂 丸谷 丸谷 丸谷 大久保 外里 大久保 大久保 小田 丸谷 小田

６１教室 ６２教室 ５３教室
６１室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ６２室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ５３室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

マルチ実 ＥｘｃｅｌⅠ 表Ⅰ実習 ＷＰⅡ コン会Ⅱ ＷＰⅠ実 Webプロ Webプロ Webプロ
公務１ 情ビ１ 事務１ 事務２ 情ビ２ 事務１ ITエ２ ITエ２ ITエ２
駒木 駒木 田澤 駒木 宮部 田澤 山舘 山舘 山舘

ＷordⅠ 表計算Ⅰ ＷＰⅠ ＷordⅠ ＷＰⅠ実 表Ⅰ実習 ＷＰⅡ コン会Ⅱ ＷＰⅠ実 Webプロ Webプロ Webプロ
情ビ１ 公務１ 公務１ 情ビ１ 事務１ 事務１ 事務２ 情ビ２ 事務１ ITエ２ ITエ２ ITエ２
駒木 外里 丸谷 駒木 田澤 田澤 駒木 宮部 田澤 山舘 山舘 山舘

ＷＰⅠ ＷＰⅠ ＷＰⅠ実 コン会Ⅱ ＷＰⅠ実 ＷＰⅡ
公務１ 公務１ 事務１ 情ビ２ 事務１ 事務２
丸谷 丸谷 田澤 宮部 田澤 駒木

ＷordⅠ ＷＰⅡ ＷＰⅠ実 ＷＰⅡ
情ビ１ 事務２ 事務１ 事務２
駒木 駒木 田澤 駒木

ＥｘｃｅｌⅠ マルチ実 表計算Ⅰ ＷＰⅡ ＥｘｃｅｌⅡ 表Ⅰ実習 ＥｘｃｅｌⅡ 表Ⅰ実習 Java実Ⅱ Java実Ⅱ Java実Ⅱ Java実Ⅱ Java実Ⅱ
情ビ１ 情ビ１ 公務１ 事務２ 情ビ２ 事務１ 情ビ２ 事務１ ITエ２ ITエ２ ITエ２ ITエ２ ITエ２
駒木 駒木 外里 駒木 山舘 田澤 山舘 田澤 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑

ＥｘｃｅｌⅠ 表計算Ⅰ Webデ ＥｘｃｅｌⅡ Webデ I-net マルチ実 Java実Ⅱ Java実Ⅱ Java実Ⅱ Java実Ⅱ Java実Ⅱ
情ビ１ 公務１ 情ビ２ 情ビ２ 情ビ２ 事務２ 事務１ ITエ２ ITエ２ ITエ２ ITエ２ ITエ２
駒木 外里 駒木 山舘 駒木 駒木 駒木 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑

第2週～第4週  (4/24～5/19)

第2週～第4週  (4/24～5/19) 第2週～第4週  (4/24～5/19) 第2週～第4週  (4/24～5/19) 第2週～第4週  (4/24～5/19)

第１限

第３限

第2週～第4週  (4/24～5/19) 第2週～第4週  (4/24～5/19)

第５限 第５限

第２限

第2週～第4週  (4/24～5/19)

第１限 第１限 第１限

第１限 第１限 第１限

第2週～第4週  (4/24～5/19)

第３限 第３限

第６限 第６限 第６限

第３限 第３限 第３限

第４限 第４限 第４限

第５限

第５限

第２限

第４限 第４限 第４限 第４限

第３限

第２限 第２限 第２限

第６限

第１限 第１限 第１限 第１限

第６限 第６限

第５限 第５限 第５限

第３限

第２限 第２限 第２限 第２限

第６限

第３限

第６限第６限

第2週～第4週  (4/24～5/19)第2週～第4週  (4/24～5/19)

第６限

第２限 第２限

第2週～第4週  (4/24～5/19)

第６限

第３限 第３限

第４限 第４限

第５限第５限 第５限 第５限

第４限 第４限

時間割2017(02_04).xls 2018/9/11 14:39



学生印刷用

4部印刷

ITエ１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ITエ２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 情ビ１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 情ビ２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
ＬＨＲ マネサイ マネサイ マネサイ マネサイ ＬＨＲ Webプロ Webプロ Webプロ 商業簿記 ＬＨＲ 商簿Ⅰ 商簿Ⅰ ＥｘｃｅｌⅠ 商簿Ⅰ ＬＨＲ 商簿Ⅱ ﾍﾟﾝⅡ毛 コン会Ⅱ 工業簿記

51 51 51 51 51 52 53 53 53 52 31 31 31 61 31 32 32 32 62 32
成田 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 山舘 山舘 山舘 山舘 駒木 宮部 宮部 駒木 宮部 宮部 野々口 西川 宮部 小坂

ビジマナ マネサイ マネサイ マネサイ マネサイ 商業簿記 Webプロ Webプロ Webプロ 商業簿記 ＷordⅠ 商簿Ⅰ 商簿Ⅰ コミュニケ 商簿Ⅰ 就職実務 商簿Ⅱ ﾍﾟﾝⅡ毛 コン会Ⅱ 工業簿記
51 51 51 51 51 52 53 53 53 52 61 31 31 31 31 32 32 32 62 32

國分 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 山舘 山舘 山舘 山舘 山舘 駒木 宮部 宮部 駒木 宮部 宮部 野々口 西川 宮部 小坂
マネサイ コンシス ｼｽ設計 ｼｽ設計 ｼｽ設計 商業簿記 商業簿記 商業簿記 商業簿記 商業簿記 商簿Ⅰ ペン字Ⅰ 商簿Ⅰ 商簿Ⅰ 商簿Ⅰ ﾘｽｸﾏﾈ コン会Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 給与社保

51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 31 31 31 31 31 32 62 32 32 32
岩﨑 成田 成田 成田 成田 山舘 山舘 山舘 山舘 山舘 宮部 西川 宮部 宮部 宮部 丸谷 宮部 野々口 野々口 駒木

マネサイ コンシス コンシス コンシス コンシス 商業簿記 商業簿記 商業簿記 商業簿記 商業簿記 ビジマナ 商簿Ⅰ ＷordⅠ 商簿Ⅰ ＷordⅠ 工業簿記 給与社保 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 就職実務
51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 31 31 61 31 61 32 32 32 32 32

岩﨑 成田 成田 成田 成田 山舘 山舘 山舘 山舘 山舘 國分 宮部 駒木 宮部 駒木 小坂 駒木 野々口 野々口 宮部
コンシス コンシス コンシス コンシス コンシス Java実Ⅱ Java実Ⅱ Java実Ⅱ Java実Ⅱ Java実Ⅱ 商簿Ⅰ ＥｘｃｅｌⅠ マルチ実 商簿Ⅰ 商簿Ⅰ 工業簿記 ＥｘｃｅｌⅡ 就職実務 ＥｘｃｅｌⅡ ﾘｽｸﾏﾈ

51 51 51 51 51 53 53 53 53 53 31 61 61 31 31 32 62 32 62 32
成田 成田 成田 成田 成田 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 宮部 駒木 駒木 宮部 宮部 小坂 山舘 宮部 山舘 丸谷

アルゴ アルゴ アルゴ アルゴ アルゴ Java実Ⅱ Java実Ⅱ Java実Ⅱ Java実Ⅱ Java実Ⅱ 商簿Ⅰ ＥｘｃｅｌⅠ 商簿Ⅰ 商簿Ⅰ 商簿Ⅰ Webデ ＥｘｃｅｌⅡ Webデ 工業簿記 ﾘｽｸﾏﾈ
51 51 51 51 51 53 53 53 53 53 31 61 31 31 31 62 62 62 32 32

成田 成田 成田 成田 成田 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 宮部 駒木 宮部 宮部 宮部 駒木 山舘 駒木 小坂 丸谷

事務１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 事務２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 公務１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 公務２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
ＬＨＲ 表Ⅰ実習 秘書学Ⅰ 英会話Ⅰ マルチ実 ＬＨＲ ペン毛筆 調剤事務 就職実務 調剤事務 ＬＨＲ マルチ実 社科学Ⅰ 自Ⅰ数学 公対数学 ＬＨＲ 人文Ⅱ世界史 数Ⅱ推理 人文Ⅱ世界史 社科学Ⅱ

71 62 71 71 62 72 72 72 72 72 41 61 41 41 41 42 42 42 42 42
田澤 田澤 田澤 工藤 駒木 小坂 西川 ﾆﾁｲ2 小坂 ﾆﾁｲ2 丸谷 駒木 丸谷 外里 外里 外里 丸谷 外里 丸谷 大久保

ＷＰⅠ実 表Ⅰ実習 秘書学Ⅰ 英会話Ⅰ ＷＰⅠ実 秘書学Ⅱ ペン毛筆 調剤事務 秘書学Ⅱ 調剤事務 公対国語 表計算Ⅰ 公対適性 ＷＰⅠ 公対数学 公対Ⅱ① 人文Ⅱ世界史 公対Ⅱ① 数Ⅱ推理 公対Ⅱ①
62 62 71 71 62 72 72 72 72 72 41 61 41 61 41 42 42 42 42 42

田澤 田澤 田澤 工藤 田澤 小坂 西川 ﾆﾁｲ2 小坂 ﾆﾁｲ2 丸谷 外里 丸谷 丸谷 外里 大久保 丸谷 大久保 外里 大久保
ＷＰⅠ実 秘書学Ⅰ ＷＰⅠ実 秘書学Ⅰ ＷＰⅠ実 秘書学Ⅱ 就職実務 調剤事務 英会話Ⅱ 調剤事務 自Ⅰ数学 社科学Ⅰ 公対数学 ＷＰⅠ ＷＰⅠ 公対Ⅱ① 数Ⅱ推理 文Ⅱ英文 数Ⅱ推理 公対Ⅱ①

62 71 62 71 62 72 72 72 72 72 41 41 41 61 61 42 42 42 42 42
田澤 田澤 田澤 田澤 田澤 小坂 小坂 ﾆﾁｲ2 工藤 ﾆﾁｲ2 外里 丸谷 外里 丸谷 丸谷 大久保 外里 大久保 外里 大久保

秘書学Ⅰ 秘書学Ⅰ ＷＰⅠ実 秘書学Ⅰ 表Ⅰ実習 表Ⅱ実習 秘書学Ⅱ 秘書学Ⅱ 英会話Ⅱ 秘書学Ⅱ ビジマナ 文Ⅰ現代文 文Ⅰ英文 文Ⅰ英文 文Ⅰ英文 文Ⅱ英文 文Ⅱ英文 数Ⅱ判断 数Ⅱ判断 数Ⅱ判断
71 71 62 71 62 62 72 72 72 72 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42

田澤 田澤 田澤 田澤 田澤 駒木 小坂 小坂 工藤 小坂 丸谷 丸谷 大久保 大久保 大久保 大久保 大久保 小田 小田 小田
ビジマナ 秘書学Ⅰ 表Ⅰ実習 華道／茶道 秘書学Ⅰ 表Ⅱ実習 秘書学Ⅱ 秘書学Ⅱ 秘書学Ⅱ 表Ⅱ実習 人文Ⅰ 公対国語 文Ⅰ現代文 公対全般 表計算Ⅰ 文Ⅱ現代文 文Ⅱ現代文 数Ⅱ資解 自科学Ⅱ 数Ⅱ資解

71 71 62 71 71 62 72 72 72 62 41 41 41 41 61 42 42 42 42 42
國分 田澤 田澤 小野沢･高橋 田澤 駒木 小坂 小坂 小坂 駒木 丸谷 丸谷 丸谷 大久保 外里 大久保 大久保 小田 小田 小田

秘書学Ⅰ 秘書学Ⅰ 秘書学Ⅰ 華道／茶道 秘書学Ⅰ 秘書学Ⅱ 秘書学Ⅱ 秘書学Ⅱ I-net 表Ⅱ実習 人文Ⅰ 公対国語 公対国語 公対全般 表計算Ⅰ 人文Ⅱ地理 人文Ⅱ地理 自科学Ⅱ 人文Ⅱ世界史 自科学Ⅱ
71 71 71 71 71 72 72 72 62 62 41 41 41 41 61 42 42 42 42 42

田澤 田澤 田澤 小野沢･高橋 田澤 小坂 小坂 小坂 駒木 駒木 丸谷 丸谷 丸谷 大久保 外里 大久保 大久保 小田 丸谷 小田

６１教室 ６２教室 ５３教室
６１室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ６２室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ５３室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

マルチ実 ＥｘｃｅｌⅠ 表Ⅰ実習 コン会Ⅱ マルチ実 Webプロ Webプロ Webプロ
公務１ 情ビ１ 事務１ 情ビ２ 事務１ ITエ２ ITエ２ ITエ２
駒木 駒木 田澤 宮部 駒木 山舘 山舘 山舘

ＷordⅠ 表計算Ⅰ ＷＰⅠ ＷＰⅠ実 表Ⅰ実習 コン会Ⅱ ＷＰⅠ実 Webプロ Webプロ Webプロ
情ビ１ 公務１ 公務１ 事務１ 事務１ 情ビ２ 事務１ ITエ２ ITエ２ ITエ２
駒木 外里 丸谷 田澤 田澤 宮部 田澤 山舘 山舘 山舘

ＷＰⅠ ＷＰⅠ ＷＰⅠ実 コン会Ⅱ ＷＰⅠ実 ＷＰⅠ実
公務１ 公務１ 事務１ 情ビ２ 事務１ 事務１
丸谷 丸谷 田澤 宮部 田澤 田澤

ＷordⅠ ＷordⅠ 表Ⅱ実習 ＷＰⅠ実 表Ⅰ実習
情ビ１ 情ビ１ 事務２ 事務１ 事務１
駒木 駒木 駒木 田澤 田澤

ＥｘｃｅｌⅠ マルチ実 表計算Ⅰ 表Ⅱ実習 ＥｘｃｅｌⅡ 表Ⅰ実習 ＥｘｃｅｌⅡ 表Ⅱ実習 Java実Ⅱ Java実Ⅱ Java実Ⅱ Java実Ⅱ Java実Ⅱ
情ビ１ 情ビ１ 公務１ 事務２ 情ビ２ 事務１ 情ビ２ 事務２ ITエ２ ITエ２ ITエ２ ITエ２ ITエ２
駒木 駒木 外里 駒木 山舘 田澤 山舘 駒木 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑

ＥｘｃｅｌⅠ 表計算Ⅰ Webデ ＥｘｃｅｌⅡ Webデ I-net 表Ⅱ実習 Java実Ⅱ Java実Ⅱ Java実Ⅱ Java実Ⅱ Java実Ⅱ
情ビ１ 公務１ 情ビ２ 情ビ２ 情ビ２ 事務２ 事務２ ITエ２ ITエ２ ITエ２ ITエ２ ITエ２
駒木 外里 駒木 山舘 駒木 駒木 駒木 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑

第３限 第３限

第４限 第４限

第５限第５限 第５限 第５限

第４限 第４限

第６限第６限

第5週～第7週  (5/22～6/9)第5週～第7週  (5/22～6/9)

第６限

第２限 第２限

第5週～第7週  (5/22～6/9)

第６限

第５限 第５限 第５限

第３限

第２限 第２限 第２限 第２限

第６限

第３限

第６限

第１限 第１限 第１限 第１限

第６限 第６限

第５限

第２限

第４限 第４限 第４限 第４限

第３限

第２限 第２限 第２限

第６限 第６限 第６限

第３限 第３限 第３限

第４限 第４限 第４限

第５限

第5週～第7週  (5/22～6/9)

第１限 第１限 第１限

第１限 第１限 第１限

第5週～第7週  (5/22～6/9)

第３限 第３限

第５限 第５限

第２限

第5週～第7週  (5/22～6/9)

第5週～第7週  (5/22～6/9) 第5週～第7週  (5/22～6/9) 第5週～第7週  (5/22～6/9) 第5週～第7週  (5/22～6/9)

第１限

第３限

第5週～第7週  (5/22～6/9) 第5週～第7週  (5/22～6/9)

時間割2017(05_07).xls 2018/9/11 14:39



学生印刷用

4部印刷

ITエ１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ITエ２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 情ビ１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 情ビ２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
ＬＨＲ マネサイ マネサイ マネサイ マネサイ ＬＨＲ Webプロ Webプロ Webプロ 商業簿記 ＬＨＲ 工業簿記 工業簿記 工業簿記 工業簿記 ＬＨＲ 就職実務 ﾍﾟﾝⅡ毛 コン会Ⅱ 工業簿記

51 51 51 51 51 52 53 53 53 52 31 31 31 31 31 32 32 32 62 32
成田 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 山舘 山舘 山舘 山舘 駒木 野々口 野々口 野々口 野々口 宮部 宮部 西川 宮部 小坂

ビジマナ マネサイ マネサイ マネサイ マネサイ 商業簿記 Webプロ Webプロ Webプロ 商業簿記 ＷordⅠ 工業簿記 工業簿記 工業簿記 工業簿記 就職実務 給与社保 ﾍﾟﾝⅡ毛 コン会Ⅱ 工業簿記
51 51 51 51 51 52 53 53 53 52 61 31 31 31 31 32 32 32 62 32

國分 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 山舘 山舘 山舘 山舘 山舘 駒木 野々口 野々口 野々口 野々口 宮部 駒木 西川 宮部 小坂
マネサイ コンシス ｼｽ設計 ｼｽ設計 ｼｽ設計 商業簿記 商業簿記 商業簿記 商業簿記 商業簿記 コン概論 ペン字Ⅰ 商簿Ⅱ コン概論 工業簿記 ﾘｽｸﾏﾈ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 就職実務

51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32
岩﨑 成田 成田 成田 成田 山舘 山舘 山舘 山舘 山舘 宮部 西川 宮部 宮部 野々口 丸谷 野々口 野々口 野々口 宮部

マネサイ コンシス コンシス コンシス コンシス 画像処理 画像処理 商業簿記 一般教養 一般教養 ビジマナ 商簿Ⅱ ＷordⅠ コミュニケ ＷordⅠ 工業簿記 Webデ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ コン会Ⅱ
51 51 51 51 51 53 53 52 52 52 31 31 61 31 61 32 62 32 32 62

岩﨑 成田 成田 成田 成田 山舘 山舘 山舘 丸谷 丸谷 國分 宮部 駒木 駒木 駒木 小坂 駒木 野々口 野々口 宮部
コンシス コンシス コンシス コンシス コンシス Java実Ⅱ Java実Ⅱ Java実Ⅱ Java実Ⅱ Java実Ⅱ 商簿Ⅱ ＥｘｃｅｌⅠ マルチ実 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 工業簿記 ＥｘｃｅｌⅡ 商簿Ⅱ ＥｘｃｅｌⅡ ﾘｽｸﾏﾈ

51 51 51 51 51 53 53 53 53 53 31 61 61 31 31 32 62 32 62 32
成田 成田 成田 成田 成田 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 宮部 駒木 駒木 宮部 宮部 小坂 山舘 野々口 山舘 丸谷

アルゴ アルゴ アルゴ アルゴ アルゴ Java実Ⅱ Java実Ⅱ Java実Ⅱ Java実Ⅱ Java実Ⅱ 商簿Ⅱ ＥｘｃｅｌⅠ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ Webデ ＥｘｃｅｌⅡ 給与社保 工業簿記 ﾘｽｸﾏﾈ
51 51 51 51 51 53 53 53 53 53 31 61 31 31 31 62 62 32 32 32

成田 成田 成田 成田 成田 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 宮部 駒木 宮部 宮部 宮部 駒木 山舘 駒木 小坂 丸谷

事務１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 事務２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 公務１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 公務２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
ＬＨＲ 表Ⅰ実習 秘書学Ⅰ 英会話Ⅰ マルチ実 ＬＨＲ ペン毛筆 調剤事務 就職実務 調剤事務 ＬＨＲ マルチ実 社科学Ⅰ 自Ⅰ数学 公対数学 ＬＨＲ 人文Ⅱ世界史 数Ⅱ推理 人文Ⅱ世界史 社科学Ⅱ

71 62 71 71 62 72 72 72 72 72 41 61 41 41 41 42 42 42 42 42
田澤 田澤 田澤 工藤 駒木 小坂 西川 ﾆﾁｲ2 小坂 ﾆﾁｲ2 丸谷 駒木 丸谷 外里 外里 外里 丸谷 外里 丸谷 大久保

ＷＰⅠ実 表Ⅰ実習 秘書学Ⅰ 英会話Ⅰ ＷＰⅠ実 秘書学Ⅱ ペン毛筆 調剤事務 秘書学Ⅱ 調剤事務 公対国語 表計算Ⅰ 公対適性 ＷＰⅠ 公対数学 公対Ⅱ① 人文Ⅱ世界史 公対Ⅱ① 数Ⅱ推理 公対Ⅱ①
62 62 71 71 62 72 72 72 72 72 41 61 41 61 41 42 42 42 42 42

田澤 田澤 田澤 工藤 田澤 小坂 西川 ﾆﾁｲ2 小坂 ﾆﾁｲ2 丸谷 外里 丸谷 丸谷 外里 大久保 丸谷 大久保 外里 大久保
ＷＰⅠ実 秘書学Ⅰ ＷＰⅠ実 秘書学Ⅰ ＷＰⅠ実 秘書学Ⅱ 就職実務 調剤事務 英会話Ⅱ 調剤事務 自Ⅰ数学 社科学Ⅰ 公対数学 ＷＰⅠ ＷＰⅠ 公対Ⅱ① 数Ⅱ推理 文Ⅱ英文 数Ⅱ推理 公対Ⅱ①

62 71 62 71 62 72 72 72 72 72 41 41 41 61 61 42 42 42 42 42
田澤 田澤 田澤 田澤 田澤 小坂 小坂 ﾆﾁｲ2 工藤 ﾆﾁｲ2 外里 丸谷 外里 丸谷 丸谷 大久保 外里 大久保 外里 大久保

秘書学Ⅰ 秘書学Ⅰ ＷＰⅠ実 秘書学Ⅰ 秘書学Ⅰ 表Ⅱ実習 秘書学Ⅱ 秘書学Ⅱ 英会話Ⅱ 秘書学Ⅱ ビジマナ 文Ⅰ現代文 文Ⅰ英文 文Ⅰ英文 文Ⅰ英文 文Ⅱ英文 文Ⅱ英文 数Ⅱ判断 数Ⅱ判断 数Ⅱ判断
71 71 62 71 71 62 72 72 72 72 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42

田澤 田澤 田澤 田澤 田澤 駒木 小坂 小坂 工藤 小坂 丸谷 丸谷 大久保 大久保 大久保 大久保 大久保 小田 小田 小田
ビジマナ 秘書学Ⅰ 表Ⅰ実習 華道／茶道 秘書学Ⅰ 表Ⅱ実習 秘書学Ⅱ 秘書学Ⅱ 秘書学Ⅱ 表Ⅱ実習 人文Ⅰ 公対国語 文Ⅰ現代文 公対全般 表計算Ⅰ 文Ⅱ現代文 文Ⅱ現代文 数Ⅱ資解 自科学Ⅱ 数Ⅱ資解

71 71 62 71 71 62 72 72 72 62 41 41 41 41 61 42 42 42 42 42
國分 田澤 田澤 小野沢･高橋 田澤 駒木 小坂 小坂 小坂 駒木 丸谷 丸谷 丸谷 大久保 外里 大久保 大久保 小田 小田 小田

秘書学Ⅰ 秘書学Ⅰ 表Ⅰ実習 華道／茶道 秘書学Ⅰ 秘書学Ⅱ 秘書学Ⅱ 秘書学Ⅱ I-net 表Ⅱ実習 人文Ⅰ 公対国語 公対国語 公対全般 表計算Ⅰ 人文Ⅱ地理 人文Ⅱ地理 自科学Ⅱ 人文Ⅱ世界史 自科学Ⅱ
71 71 62 71 71 72 72 72 62 62 41 41 41 41 61 42 42 42 42 42

田澤 田澤 田澤 小野沢･高橋 田澤 小坂 小坂 小坂 駒木 駒木 丸谷 丸谷 丸谷 大久保 外里 大久保 大久保 小田 丸谷 小田

６１教室 ６２教室 ５３教室
６１室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ６２室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ５３室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

マルチ実 表Ⅰ実習 コン会Ⅱ マルチ実 Webプロ Webプロ Webプロ
公務１ 事務１ 情ビ２ 事務１ ITエ２ ITエ２ ITエ２
駒木 田澤 宮部 駒木 山舘 山舘 山舘

ＷordⅠ 表計算Ⅰ ＷＰⅠ ＷＰⅠ実 表Ⅰ実習 コン会Ⅱ ＷＰⅠ実 Webプロ Webプロ Webプロ
情ビ１ 公務１ 公務１ 事務１ 事務１ 情ビ２ 事務１ ITエ２ ITエ２ ITエ２
駒木 外里 丸谷 田澤 田澤 宮部 田澤 山舘 山舘 山舘

ＷＰⅠ ＷＰⅠ ＷＰⅠ実 ＷＰⅠ実 ＷＰⅠ実
公務１ 公務１ 事務１ 事務１ 事務１
丸谷 丸谷 田澤 田澤 田澤

ＷordⅠ ＷordⅠ 表Ⅱ実習 Webデ ＷＰⅠ実 コン会Ⅱ 画像処理 画像処理
情ビ１ 情ビ１ 事務２ 情ビ２ 事務１ 情ビ２ ITエ２ ITエ２
駒木 駒木 駒木 駒木 田澤 宮部 山舘 山舘

ＥｘｃｅｌⅠ マルチ実 表計算Ⅰ 表Ⅱ実習 ＥｘｃｅｌⅡ 表Ⅰ実習 ＥｘｃｅｌⅡ 表Ⅱ実習 Java実Ⅱ Java実Ⅱ Java実Ⅱ Java実Ⅱ Java実Ⅱ
情ビ１ 情ビ１ 公務１ 事務２ 情ビ２ 事務１ 情ビ２ 事務２ ITエ２ ITエ２ ITエ２ ITエ２ ITエ２
駒木 駒木 外里 駒木 山舘 田澤 山舘 駒木 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑

ＥｘｃｅｌⅠ 表計算Ⅰ Webデ ＥｘｃｅｌⅡ 表Ⅰ実習 I-net 表Ⅱ実習 Java実Ⅱ Java実Ⅱ Java実Ⅱ Java実Ⅱ Java実Ⅱ
情ビ１ 公務１ 情ビ２ 情ビ２ 事務１ 事務２ 事務２ ITエ２ ITエ２ ITエ２ ITエ２ ITエ２
駒木 外里 駒木 山舘 田澤 駒木 駒木 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑
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第８週のみ利用　第９週は次ページへ



学生印刷用

4部印刷

ITエ１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ITエ２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 情ビ１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 情ビ２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
ＬＨＲ コンシス コンシス コンシス コンシス ＬＨＲ Webプロ Webプロ Java実Ⅱ 一般教養 ＬＨＲ 工業簿記 工業簿記 工業簿記 工業簿記 ＬＨＲ 就職実務 商簿Ⅱ コン会Ⅱ 工業簿記

51 51 51 51 51 52 53 53 53 52 31 31 31 31 31 32 32 32 62 32
成田 成田 成田 成田 成田 岩﨑 山舘 山舘 岩﨑 丸谷 駒木 野々口 野々口 野々口 野々口 宮部 宮部 野々口 宮部 小坂

ビジマナ コンシス コンシス コンシス コンシス 商業簿記 Webプロ Webプロ Java実Ⅱ Java実Ⅱ ＷordⅠ 工業簿記 工業簿記 工業簿記 工業簿記 就職実務 給与社保 ＥｘｃｅｌⅡ ＥｘｃｅｌⅡ 就職実務
51 51 51 51 51 52 53 53 53 53 61 31 31 31 31 32 32 62 62 32

國分 成田 成田 成田 成田 山舘 山舘 山舘 岩﨑 岩﨑 駒木 野々口 野々口 野々口 野々口 宮部 駒木 山舘 山舘 宮部
マネサイ マネサイ ｼｽ設計 マネサイ ｼｽ設計 商業簿記 商業簿記 Java実Ⅱ 商業簿記 Java実Ⅱ コン概論 ペン字Ⅰ 商簿Ⅱ コン概論 工業簿記 ﾘｽｸﾏﾈ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ コン会Ⅱ 工業簿記

51 51 51 51 51 52 52 53 52 53 31 31 31 31 31 32 32 32 62 32
岩﨑 岩﨑 成田 岩﨑 成田 山舘 山舘 岩﨑 山舘 岩﨑 宮部 西川 宮部 宮部 野々口 丸谷 野々口 野々口 宮部 小坂

マネサイ マネサイ アルゴ マネサイ アルゴ 画像処理 画像処理 Java実Ⅱ 一般教養 商業簿記 ビジマナ 商簿Ⅱ ＷordⅠ コミュニケ ＷordⅠ 工業簿記 Webデ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ コン会Ⅱ
51 51 51 51 51 53 53 53 52 52 31 31 61 31 61 32 62 32 32 62

岩﨑 岩﨑 成田 岩﨑 成田 山舘 山舘 岩﨑 丸谷 山舘 國分 宮部 駒木 駒木 駒木 小坂 駒木 野々口 野々口 宮部
コンシス コンシス マネサイ ｼｽ設計 マネサイ Java実Ⅱ Java実Ⅱ 商業簿記 Webプロ 商業簿記 商簿Ⅱ ＥｘｃｅｌⅠ マルチ実 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 工業簿記 ﾍﾟﾝⅡ毛 給与社保 商簿Ⅱ ﾘｽｸﾏﾈ

51 51 51 51 51 53 53 52 53 52 31 61 61 31 31 32 32 32 32 32
成田 成田 岩﨑 成田 岩﨑 岩﨑 岩﨑 山舘 山舘 山舘 宮部 駒木 駒木 宮部 宮部 小坂 西川 駒木 野々口 丸谷

アルゴ アルゴ マネサイ アルゴ マネサイ Java実Ⅱ Java実Ⅱ 商業簿記 Webプロ 商業簿記 商簿Ⅱ ＥｘｃｅｌⅠ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ Webデ ﾍﾟﾝⅡ毛 ＥｘｃｅｌⅡ 工業簿記 ﾘｽｸﾏﾈ
51 51 51 51 51 53 53 52 53 52 31 61 31 31 31 62 32 62 32 32

成田 成田 岩﨑 成田 岩﨑 岩﨑 岩﨑 山舘 山舘 山舘 宮部 駒木 宮部 宮部 宮部 駒木 西川 山舘 小坂 丸谷

事務１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 事務２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 公務１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 公務２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
ＬＨＲ 表Ⅰ実習 ＷＰⅠ実 英会話Ⅰ マルチ実 ＬＨＲ ペン毛筆 調剤事務 接遇マⅡ 調剤事務 ＬＨＲ マルチ実 社科学Ⅰ 自Ⅰ数学 公対数学 ＬＨＲ 人文Ⅱ世界史 数Ⅱ推理 人文Ⅱ世界史 社科学Ⅱ

71 62 62 71 62 72 72 72 72 72 41 61 41 41 41 42 42 42 42 42
田澤 田澤 田澤 工藤 駒木 小坂 西川 ﾆﾁｲ2 田澤 ﾆﾁｲ2 丸谷 駒木 丸谷 外里 外里 外里 丸谷 外里 丸谷 大久保

商業簿記 表Ⅰ実習 ＷＰⅠ実 英会話Ⅰ 表Ⅰ実習 医事コン ペン毛筆 調剤事務 接遇マⅡ 調剤事務 公対国語 表計算Ⅰ 公対適性 ＷＰⅠ 公対数学 公対Ⅱ① 人文Ⅱ世界史 公対Ⅱ① 数Ⅱ推理 公対Ⅱ①
71 62 62 71 62 62 72 72 72 72 41 61 41 61 41 42 42 42 42 42

成田 田澤 田澤 工藤 田澤 小坂 西川 ﾆﾁｲ2 田澤 ﾆﾁｲ2 丸谷 外里 丸谷 丸谷 外里 大久保 丸谷 大久保 外里 大久保
商業簿記 商業簿記 表Ⅰ実習 商業簿記 ＷＰⅠ実 医事コン 接遇マⅡ 調剤事務 英会話Ⅱ 接遇マⅡ 自Ⅰ数学 社科学Ⅰ 公対数学 ＷＰⅠ ＷＰⅠ 公対Ⅱ① 数Ⅱ推理 文Ⅱ英文 数Ⅱ推理 公対Ⅱ①

71 71 62 71 62 62 72 72 72 72 41 41 41 61 61 42 42 42 42 42
成田 成田 田澤 成田 田澤 小坂 田澤 ﾆﾁｲ2 工藤 田澤 外里 丸谷 外里 丸谷 丸谷 大久保 外里 大久保 外里 大久保

ＷＰⅠ講 商業簿記 接遇マⅠ ＷＰⅠ講 ＷＰⅠ実 表Ⅱ実習 接遇マⅡ 就職実務 英会話Ⅱ 表Ⅱ実習 ビジマナ 文Ⅰ現代文 文Ⅰ英文 文Ⅰ英文 文Ⅰ英文 文Ⅱ英文 文Ⅱ英文 数Ⅱ判断 数Ⅱ判断 数Ⅱ判断
71 71 71 71 62 62 72 72 72 62 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42

田澤 成田 田澤 田澤 田澤 駒木 田澤 小坂 工藤 駒木 丸谷 丸谷 大久保 大久保 大久保 大久保 大久保 小田 小田 小田
ビジマナ 接遇マⅠ 商業簿記 華道／茶道 商業簿記 表Ⅱ実習 医事コン 医事コン I-net 接遇マⅡ 人文Ⅰ 公対国語 文Ⅰ現代文 公対全般 表計算Ⅰ 文Ⅱ現代文 文Ⅱ現代文 数Ⅱ資解 自科学Ⅱ 数Ⅱ資解

71 71 71 71 71 62 62 62 62 72 41 41 41 41 61 42 42 42 42 42
國分 田澤 成田 小野沢･高橋 成田 駒木 小坂 小坂 駒木 田澤 丸谷 丸谷 丸谷 大久保 外里 大久保 大久保 小田 小田 小田

接遇マⅠ 接遇マⅠ 商業簿記 華道／茶道 商業簿記 就職実務 医事コン 医事コン 調剤事務 表Ⅱ実習 人文Ⅰ 公対国語 公対国語 公対全般 表計算Ⅰ 人文Ⅱ地理 人文Ⅱ地理 自科学Ⅱ 人文Ⅱ世界史 自科学Ⅱ
71 71 71 71 71 72 62 62 72 62 41 41 41 41 61 42 42 42 42 42

田澤 田澤 成田 小野沢･高橋 成田 小坂 小坂 小坂 ﾆﾁｲ2 駒木 丸谷 丸谷 丸谷 大久保 外里 大久保 大久保 小田 丸谷 小田

６１教室 ６２教室 ５３教室
６１室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ６２室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ５３室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

マルチ実 表Ⅰ実習 ＷＰⅠ実 ＥｘｃｅｌⅡ マルチ実 Webプロ Webプロ Java実Ⅱ
公務１ 事務１ 事務１ 情ビ２ 事務１ ITエ２ ITエ２ ITエ２
駒木 田澤 田澤 山舘 駒木 山舘 山舘 岩﨑

ＷordⅠ 表計算Ⅰ ＷＰⅠ 医事コン 表Ⅰ実習 ＷＰⅠ実 ＥｘｃｅｌⅡ ＷＰⅠ実 Webプロ Webプロ Java実Ⅱ Java実Ⅱ
情ビ１ 公務１ 公務１ 事務２ 事務１ 事務１ 情ビ２ 事務１ ITエ２ ITエ２ ITエ２ ITエ２
駒木 外里 丸谷 小坂 田澤 田澤 山舘 田澤 山舘 山舘 岩﨑 岩﨑

ＷＰⅠ ＷＰⅠ 医事コン 表Ⅰ実習 ＷＰⅠ実 Java実Ⅱ Java実Ⅱ
公務１ 公務１ 事務２ 事務１ 事務１ ITエ２ ITエ２
丸谷 丸谷 小坂 田澤 田澤 岩﨑 岩﨑

ＷordⅠ ＷordⅠ 表Ⅱ実習 Webデ ＥｘｃｅｌⅡ コン会Ⅱ 画像処理 画像処理 Java実Ⅱ
情ビ１ 情ビ１ 事務２ 情ビ２ 情ビ２ 情ビ２ ITエ２ ITエ２ ITエ２
駒木 駒木 駒木 駒木 山舘 宮部 山舘 山舘 岩﨑

ＥｘｃｅｌⅠ マルチ実 表計算Ⅰ 表Ⅱ実習 医事コン 医事コン 表Ⅱ実習 Java実Ⅱ Java実Ⅱ Webプロ
情ビ１ 情ビ１ 公務１ 事務２ 事務２ 事務２ 事務２ ITエ２ ITエ２ ITエ２
駒木 駒木 外里 駒木 小坂 小坂 駒木 岩﨑 岩﨑 山舘

ＥｘｃｅｌⅠ 表計算Ⅰ Webデ 医事コン 医事コン I-net 表Ⅱ実習 Java実Ⅱ Java実Ⅱ Webプロ
情ビ１ 公務１ 情ビ２ 事務２ 事務２ 事務２ 事務２ ITエ２ ITエ２ ITエ２
駒木 外里 駒木 小坂 小坂 駒木 駒木 岩﨑 岩﨑 山舘

第9週～第12週  (6/19～7/14)

第9週～第12週  (6/19～7/14) 第9週～第12週  (6/19～7/14) 第9週～第12週  (6/19～7/14) 第9週～第12週  (6/19～7/14)

第１限

第３限

第9週～第12週  (6/19～7/14) 第9週～第12週  (6/19～7/14)

第５限 第５限

第２限

第9週～第12週  (6/19～7/14)

第１限 第１限 第１限

第１限 第１限 第１限

第9週～第12週  (6/19～7/14)

第３限 第３限

第６限 第６限 第６限

第３限 第３限 第３限

第４限 第４限 第４限

第５限

第５限

第２限

第４限 第４限 第４限 第４限

第３限

第２限 第２限 第２限

第６限

第１限 第１限 第１限 第１限

第６限 第６限

第５限 第５限 第５限

第３限

第２限 第２限 第２限 第２限

第６限

第３限

第６限第６限

第9週～第12週  (6/19～7/14)第9週～第12週  (6/19～7/14)

第６限

第２限 第２限

第9週～第12週  (6/19～7/14)

第６限

第３限 第３限

第４限 第４限

第５限第５限 第５限 第５限

第４限 第４限
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学生印刷用

4部印刷

ITエ１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ITエ２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 情ビ１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 情ビ２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
ＬＨＲ アルゴ ｼｽ設計 ｼｽ設計 CASL講 ＬＨＲ Webプロ Webプロ JavaⅡ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ＬＨＲ 商簿Ⅱ ＷordⅠ コン概論 工業簿記 ＬＨＲ Webデ ﾍﾟﾝⅡ毛 ＥｘｃｅｌⅡ 就職実務

51 51 51 51 51 52 53 53 53 53 31 31 61 31 31 32 62 32 61 32
成田 成田 成田 成田 山舘 岩﨑 山舘 山舘 岩﨑 岩﨑 駒木 宮部 駒木 宮部 野々口 宮部 駒木 西川 山舘 宮部

ビジマナ アルゴ ｼｽ設計 ｼｽ設計 CASL講 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 Webプロ Webプロ JavaⅡ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 コン概論 商簿Ⅱ ＷordⅠ コミュニケ 工業簿記 ＥｘｃｅｌⅡ Webデ ﾍﾟﾝⅡ毛 ＥｘｃｅｌⅡ ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実
51 51 51 51 51 53 53 53 53 53 31 31 61 31 31 61 62 32 61 62

國分 成田 成田 成田 山舘 岩﨑 山舘 山舘 岩﨑 岩﨑 宮部 宮部 駒木 駒木 野々口 山舘 駒木 西川 山舘 駒木
CASL実 CASL講 DB技実 CASL実 DB技実 JavaⅡ講 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 一般教養 JavaⅡ講 一般教養 ＷordⅠ ペン字Ⅰ 商簿Ⅱ 工業簿記 工業簿記 ﾘｽｸﾏﾈ ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 就職実務 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実

53 51 53 53 53 52 53 52 52 52 61 31 31 31 31 32 62 62 32 62
山舘 山舘 山舘 山舘 山舘 岩﨑 岩﨑 丸谷 岩﨑 丸谷 駒木 西川 宮部 野々口 野々口 丸谷 駒木 駒木 宮部 駒木

CASL実 CASL講 アルゴ CASL実 DB技実 JavaⅡ講 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 JavaⅡ実 JavaⅡ講 JavaⅡ講 ビジマナ 工業簿記 工業簿記 工業簿記 ＷordⅠ 所得・消費 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ＥｘｃｅｌⅡ ﾘｽｸﾏﾈ ﾘｽｸﾏﾈ
53 51 51 53 53 52 53 53 52 52 31 31 31 31 61 32 62 61 32 32

山舘 山舘 成田 山舘 山舘 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 國分 野々口 野々口 野々口 駒木 野々口 駒木 山舘 丸谷 丸谷
DB技実 ﾈｯﾄ技術 ﾈｯﾄ技術 ﾈｯﾄ技術 アルゴ ﾌﾟﾚｾﾞﾝ講 画像処理 画像処理 Webプロ JavaⅡ実 商簿Ⅱ ＥｘｃｅｌⅠ マルチ実 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 所得・消費 所得・消費 所得・消費 所得・消費 ＥｘｃｅｌⅡ

53 51 51 51 51 52 53 53 53 53 31 61 61 31 31 32 32 32 32 61
山舘 岩﨑 岩﨑 岩﨑 成田 岩﨑 山舘 山舘 山舘 岩﨑 宮部 駒木 駒木 宮部 宮部 野々口 野々口 野々口 野々口 山舘

DB技実 ｼｽ設計 ﾈｯﾄ技術 ﾈｯﾄ技術 アルゴ ﾌﾟﾚｾﾞﾝ講 画像処理 画像処理 Webプロ JavaⅡ実 工業簿記 ＥｘｃｅｌⅠ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 就職実務 所得・消費 所得・消費 所得・消費 ＥｘｃｅｌⅡ

53 51 51 51 51 52 53 53 53 53 31 61 31 31 31 32 32 32 32 61
山舘 成田 岩﨑 岩﨑 成田 岩﨑 山舘 山舘 山舘 岩﨑 野々口 駒木 宮部 宮部 宮部 宮部 野々口 野々口 野々口 山舘

事務１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 事務２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 公務１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 公務２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
ＬＨＲ 接遇マⅠ ＷＰⅠ実 英会話Ⅰ マルチ実 ＬＨＲ ペン毛筆 調剤事務 医事コン 調剤事務 ＬＨＲ 表計算Ⅰ 社科学Ⅰ 自Ⅰ数学 表計算Ⅰ ＬＨＲ 人文Ⅱ世界史 公対Ⅱ① 人文Ⅱ世界史 社科学Ⅱ

71 71 62 71 62 72 72 72 62 72 41 61 41 41 61 42 42 42 42 42
田澤 田澤 田澤 工藤 駒木 小坂 西川 ﾆﾁｲ2 小坂 ﾆﾁｲ2 丸谷 外里 丸谷 外里 外里 外里 丸谷 大久保 丸谷 大久保

商業簿記 接遇マⅠ ＷＰⅠ実 英会話Ⅰ 商業簿記 表Ⅱ講義 ペン毛筆 調剤事務 医事コン 調剤事務 公対国語 表計算Ⅰ 人文Ⅰ 人文Ⅰ 表計算Ⅰ 公対Ⅱ① 人文Ⅱ世界史 文Ⅱ英文 数Ⅱ推理 公対Ⅱ①
71 71 62 71 71 72 72 72 62 72 41 61 41 41 61 42 42 42 42 42

成田 田澤 田澤 工藤 成田 田澤 西川 ﾆﾁｲ2 小坂 ﾆﾁｲ2 丸谷 外里 丸谷 丸谷 外里 大久保 丸谷 大久保 外里 大久保
商業簿記 商業簿記 ＷＰⅠ講 ＷＰⅠ実 商業簿記 接遇マⅡ 接遇マⅡ 調剤事務 英会話Ⅱ 調剤事務 自Ⅰ数学 社科学Ⅰ 文Ⅰ英文 人文Ⅰ 数Ⅰ推理 公対Ⅱ① 数Ⅱ推理 数Ⅱ推理 数Ⅱ推理 公対Ⅱ①

71 71 71 62 71 72 72 72 72 72 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42
成田 成田 田澤 田澤 成田 田澤 田澤 ﾆﾁｲ2 工藤 ﾆﾁｲ2 外里 丸谷 大久保 丸谷 外里 大久保 外里 外里 外里 大久保

ＷＰⅠ講 商業簿記 接遇マⅠ ＷＰⅠ実 商業簿記 表Ⅱ実習 接遇マⅡ 就職実務 英会話Ⅱ 接遇マⅡ ビジマナ 文Ⅰ現代文 数Ⅰ判断 公対全般 文Ⅰ英文 文Ⅱ英文 文Ⅱ英文 数Ⅱ判断 数Ⅱ判断 数Ⅱ判断
71 71 71 62 71 62 72 72 72 72 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42

田澤 成田 田澤 田澤 成田 駒木 田澤 小坂 工藤 田澤 丸谷 丸谷 大久保 大久保 大久保 大久保 大久保 小田 小田 小田
ビジマナ 医療事務 商業簿記 華道／茶道 医療事務 表Ⅱ実習 医事コン 医事コン 表Ⅱ実習 表Ⅱ講義 数Ⅰ推理 自Ⅰ理科 文Ⅰ現代文 公対全般 公対全般 文Ⅱ現代文 文Ⅱ現代文 数Ⅱ資解 自科学Ⅱ 数Ⅱ資解

71 71 71 71 71 62 62 62 62 72 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42
國分 ﾆﾁｲ1 成田 小野沢･高橋 ﾆﾁｲ1 駒木 小坂 小坂 駒木 田澤 外里 小田 丸谷 大久保 大久保 大久保 大久保 小田 小田 小田

接遇マⅠ 医療事務 商業簿記 華道／茶道 医療事務 就職実務 医事コン 医事コン 表Ⅱ実習 I-net マルチ実 自Ⅰ理科 公対国語 数Ⅰ資解 数Ⅰ判断 人文Ⅱ地理 人文Ⅱ地理 自科学Ⅱ 人文Ⅱ世界史 自科学Ⅱ
71 71 71 71 71 72 62 62 62 62 61 41 41 41 41 42 42 42 42 42

田澤 ﾆﾁｲ1 成田 小野沢･高橋 ﾆﾁｲ1 小坂 小坂 小坂 駒木 駒木 駒木 小田 丸谷 小田 大久保 大久保 大久保 小田 丸谷 小田

６１教室 ６２教室 ５３教室
６１室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ６２室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ５３室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

表計算Ⅰ ＷordⅠ ＥｘｃｅｌⅡ 表計算Ⅰ Webデ ＷＰⅠ実 医事コン マルチ実 Webプロ Webプロ JavaⅡ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実
公務１ 情ビ１ 情ビ２ 公務１ 情ビ２ 事務１ 事務２ 事務１ ITエ２ ITエ２ ITエ２ ITエ２
外里 駒木 山舘 外里 駒木 田澤 小坂 駒木 山舘 山舘 岩﨑 岩﨑

ＥｘｃｅｌⅡ 表計算Ⅰ ＷordⅠ ＥｘｃｅｌⅡ 表計算Ⅰ Webデ ＷＰⅠ実 医事コン ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 Webプロ Webプロ JavaⅡ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実
情ビ２ 公務１ 情ビ１ 情ビ２ 公務１ 情ビ２ 事務１ 事務２ 情ビ２ ITエ２ ITエ２ ITエ２ ITエ２ ITエ２
山舘 外里 駒木 山舘 外里 駒木 田澤 小坂 駒木 岩﨑 山舘 山舘 岩﨑 岩﨑

ＷordⅠ ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ＷＰⅠ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 CASL実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 DB技実 CASL実 DB技実
情ビ１ 情ビ２ 情ビ２ 事務１ 情ビ２ ITエ１ ITエ２ ITエ１ ITエ１ ITエ１
駒木 駒木 駒木 田澤 駒木 山舘 岩﨑 山舘 山舘 山舘

ＥｘｃｅｌⅡ ＷordⅠ 表Ⅱ実習 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ＷＰⅠ実 CASL実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 JavaⅡ実 CASL実 DB技実
情ビ２ 情ビ１ 事務２ 情ビ２ 事務１ ITエ１ ITエ２ ITエ２ ITエ１ ITエ１
山舘 駒木 駒木 駒木 田澤 山舘 岩﨑 岩﨑 山舘 山舘

ＥｘｃｅｌⅠ マルチ実 ＥｘｃｅｌⅡ 表Ⅱ実習 医事コン 医事コン 表Ⅱ実習 DB技実 画像処理 画像処理 Webプロ JavaⅡ実
情ビ１ 情ビ１ 情ビ２ 事務２ 事務２ 事務２ 事務２ ITエ１ ITエ２ ITエ２ ITエ２ ITエ２
駒木 駒木 山舘 駒木 小坂 小坂 駒木 山舘 山舘 山舘 山舘 岩﨑

マルチ実 ＥｘｃｅｌⅠ ＥｘｃｅｌⅡ 医事コン 医事コン 表Ⅱ実習 I-net DB技実 画像処理 画像処理 Webプロ JavaⅡ実
公務１ 情ビ１ 情ビ２ 事務２ 事務２ 事務２ 事務２ ITエ１ ITエ２ ITエ２ ITエ２ ITエ２
駒木 駒木 山舘 小坂 小坂 駒木 駒木 山舘 山舘 山舘 山舘 岩﨑

第13週～第Ｇ週  (8/14～9/8)

第13週～第Ｇ週  (8/14～9/8) 第13週～第Ｇ週  (8/14～9/8) 第13週～第Ｇ週  (8/14～9/8) 第13週～第Ｇ週  (8/14～9/8)

第１限

第３限

第13週～第Ｇ週  (8/14～9/8) 第13週～第Ｇ週  (8/14～9/8)

第５限 第５限

第２限

第13週～第Ｇ週  (8/14～9/8)

第１限 第１限 第１限

第１限 第１限 第１限

第13週～第Ｇ週  (8/14～9/8)

第３限 第３限

第６限 第６限 第６限

第３限 第３限 第３限

第４限 第４限 第４限

第５限

第５限

第２限

第４限 第４限 第４限 第４限

第３限

第２限 第２限 第２限

第６限

第１限 第１限 第１限 第１限

第６限 第６限

第５限 第５限 第５限

第３限

第２限 第２限 第２限 第２限

第６限

第３限

第６限第６限

第13週～第Ｇ週  (8/14～9/8)第13週～第Ｇ週  (8/14～9/8)

第６限

第２限 第２限

第13週～第Ｇ週  (8/14～9/8)

第６限

第３限 第３限

第４限 第４限

第５限第５限 第５限 第５限

第４限 第４限

時間割2017(13_0G).xls 2018/9/11 14:40



学生印刷用

4部印刷

ITエ１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ITエ２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 情ビ１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 情ビ２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
ＬＨＲ アルゴ ｼｽ設計 ｼｽ設計 CASL実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 OS実習 OS実習 卒業研究 ペン字 ＬＨＲ 商簿Ⅱ コン会Ⅰ コミュニケ 工業簿記 ＬＨＲ ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾍﾟﾝⅡ毛 ＥｘｃｅｌⅡ 就職実務

51 51 51 51 53 53 53 53 53 52 31 31 61 31 31 32 62 32 62 32
成田 成田 成田 成田 山舘 岩﨑 山舘 山舘 岩﨑 西川 駒木 宮部 宮部 駒木 野々口 宮部 駒木 西川 山舘 宮部

ビジマナ アルゴ ｼｽ設計 ｼｽ設計 CASL実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 OS実習 OS実習 卒業研究 ペン字 工業簿記 商簿Ⅱ コン会Ⅰ 工業簿記 工業簿記 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾍﾟﾝⅡ毛 ＥｘｃｅｌⅡ ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実
51 51 51 51 53 53 53 53 53 52 31 31 61 31 31 62 62 32 62 62

國分 成田 成田 成田 山舘 岩﨑 山舘 山舘 岩﨑 西川 野々口 宮部 宮部 野々口 野々口 駒木 駒木 西川 山舘 駒木
ﾈｯﾄ技術 CASL講 DB技実 CASL実 DB技実 Ｗｏｒｄ 卒業研究 一般教養 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ講 一般教養 工業簿記 ペン字Ⅰ 工業簿記 工業簿記 コン会Ⅰ ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 就職実務 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実

51 51 53 53 53 53 53 52 52 52 31 31 31 31 61 62 62 62 32 62
岩﨑 山舘 山舘 山舘 山舘 田澤 岩﨑 丸谷 岩﨑 丸谷 野々口 西川 野々口 野々口 宮部 駒木 駒木 駒木 宮部 駒木

ﾈｯﾄ技術 CASL講 アルゴ CASL実 DB技実 Ｗｏｒｄ 卒業研究 卒業研究 就職実務 就職実務 ビジマナ コン概論 工業簿記 商簿Ⅱ コン会Ⅰ 所得・消費 所得・消費 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 所得・消費 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実
51 51 51 53 53 53 53 53 52 52 31 31 31 31 61 32 32 62 32 62

岩﨑 山舘 成田 山舘 山舘 田澤 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 國分 宮部 野々口 宮部 宮部 野々口 野々口 駒木 野々口 駒木
DB技実 ﾈｯﾄ技術 CASL講 ﾈｯﾄ技術 アルゴ ＬＨＲ Access ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 OS実習 国対ⅡＢ 商簿Ⅱ ＥｘｃｅｌⅠ マルチ実 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 所得・消費 所得・消費 所得・消費 所得・消費 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実

53 51 51 51 51 52 53 53 53 53 31 61 61 31 31 32 32 32 32 62
山舘 岩﨑 山舘 岩﨑 成田 岩﨑 山舘 岩﨑 山舘 山舘 宮部 駒木 駒木 宮部 宮部 野々口 野々口 野々口 野々口 駒木

DB技実 ｼｽ設計 CASL講 ﾈｯﾄ技術 アルゴ ﾌﾟﾚｾﾞﾝ講 Access ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 OS実習 国対ⅡＢ 工業簿記 ＥｘｃｅｌⅠ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 就職実務 所得・消費 所得・消費 所得・消費 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実
53 51 51 51 51 52 53 53 53 53 31 61 31 31 31 32 32 32 32 62

山舘 成田 山舘 岩﨑 成田 岩﨑 山舘 岩﨑 山舘 山舘 野々口 駒木 宮部 宮部 宮部 宮部 野々口 野々口 野々口 駒木

事務１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 事務２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 公務１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 公務２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
ＬＨＲ 接遇マⅠ ＷＰⅠ実 英会話Ⅰ マルチ実 ＬＨＲ ペン毛筆 就職実務 卒研講義 卒研講義 ＬＨＲ 表計算Ⅰ 社科学Ⅰ 自Ⅰ数学 表計算Ⅰ ＬＨＲ 人文Ⅱ世界史 公対Ⅱ① 人文Ⅱ世界史 社科学Ⅱ

71 71 62 71 62 72 72 72 72 72 41 61 41 41 61 42 42 42 42 42
田澤 田澤 田澤 工藤 駒木 小坂 西川 小坂 小坂 小坂 丸谷 外里 丸谷 外里 外里 外里 丸谷 大久保 丸谷 大久保

商業簿記 接遇マⅠ ＷＰⅠ実 英会話Ⅰ 商業簿記 表Ⅱ講義 ペン毛筆 卒研講義 卒研講義 卒研講義 公対国語 表計算Ⅰ 人文Ⅰ 人文Ⅰ 表計算Ⅰ 公対Ⅱ① 人文Ⅱ世界史 文Ⅱ英文 数Ⅱ推理 公対Ⅱ①
71 71 62 71 71 72 72 72 72 72 41 61 41 41 61 42 42 42 42 42

成田 田澤 田澤 工藤 成田 田澤 西川 小坂 小坂 小坂 丸谷 外里 丸谷 丸谷 外里 大久保 丸谷 大久保 外里 大久保
商業簿記 商業簿記 ＷＰⅠ講 ＷＰⅠ実 商業簿記 就職実務 卒研実習 卒研実習 英会話Ⅱ 卒研講義 自Ⅰ数学 社科学Ⅰ 文Ⅰ英文 人文Ⅰ 数Ⅰ推理 公対Ⅱ① 数Ⅱ推理 数Ⅱ推理 数Ⅱ推理 公対Ⅱ①

71 71 71 62 71 72 61 61 72 72 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42
成田 成田 田澤 田澤 成田 小坂 小坂 小坂 工藤 小坂 外里 丸谷 大久保 丸谷 外里 大久保 外里 外里 外里 大久保

商業簿記 商業簿記 接遇マⅠ ＷＰⅠ実 ＷＰⅠ講 表Ⅱ実習 卒研実習 卒研実習 英会話Ⅱ 卒研講義 ビジマナ 文Ⅰ現代文 数Ⅰ判断 公対全般 文Ⅰ英文 文Ⅱ英文 文Ⅱ英文 数Ⅱ判断 数Ⅱ判断 数Ⅱ判断
71 71 71 62 71 61 61 61 72 72 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42

成田 成田 田澤 田澤 田澤 駒木 小坂 小坂 工藤 小坂 丸谷 丸谷 大久保 大久保 大久保 大久保 大久保 小田 小田 小田
ビジマナ 医療事務 商業簿記 華道／茶道 医療事務 表Ⅱ実習 ＷＰⅡ ＷＰⅡ 表Ⅱ実習 表Ⅱ講義 数Ⅰ推理 自Ⅰ理科 文Ⅰ現代文 公対全般 公対全般 文Ⅱ現代文 文Ⅱ現代文 数Ⅱ資解 自科学Ⅱ 数Ⅱ資解

71 71 71 71 71 61 62 62 61 72 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42
國分 ﾆﾁｲ1 成田 小野沢･高橋 ﾆﾁｲ1 駒木 田澤 田澤 駒木 田澤 外里 小田 丸谷 大久保 大久保 大久保 大久保 小田 小田 小田

接遇マⅠ 医療事務 商業簿記 華道／茶道 医療事務 I-net ＷＰⅡ ＷＰⅡ 表Ⅱ実習 卒研講義 公対国語 自Ⅰ理科 マルチ実 数Ⅰ資解 数Ⅰ判断 人文Ⅱ地理 人文Ⅱ地理 自科学Ⅱ 人文Ⅱ世界史 自科学Ⅱ
71 71 71 71 71 61 62 62 61 72 41 41 61 41 41 42 42 42 42 42

田澤 ﾆﾁｲ1 成田 小野沢･高橋 ﾆﾁｲ1 駒木 田澤 田澤 駒木 小坂 丸谷 小田 駒木 小田 大久保 大久保 大久保 小田 丸谷 小田

６１教室 ６２教室 ５３教室
６１室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ６２室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ５３室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

表計算Ⅰ コン会Ⅰ 表計算Ⅰ ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ＷＰⅠ実 ＥｘｃｅｌⅡ マルチ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 OS実習 OS実習 卒業研究 CASL実
公務１ 情ビ１ 公務１ 情ビ２ 事務１ 情ビ２ 事務１ ITエ２ ITエ２ ITエ２ ITエ２ ITエ１
外里 宮部 外里 駒木 田澤 山舘 駒木 岩﨑 山舘 山舘 岩﨑 山舘

表計算Ⅰ コン会Ⅰ 表計算Ⅰ ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ＷＰⅠ実 ＥｘｃｅｌⅡ ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 OS実習 OS実習 卒業研究 CASL実
公務１ 情ビ１ 公務１ 情ビ２ 情ビ２ 事務１ 情ビ２ 情ビ２ ITエ２ ITエ２ ITエ２ ITエ２ ITエ１
外里 宮部 外里 駒木 駒木 田澤 山舘 駒木 岩﨑 山舘 山舘 岩﨑 山舘

卒研実習 卒研実習 コン会Ⅰ ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ＷＰⅠ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 Ｗｏｒｄ 卒業研究 DB技実 CASL実 DB技実
事務２ 事務２ 情ビ１ 情ビ２ 情ビ２ 情ビ２ 事務１ 情ビ２ ITエ２ ITエ２ ITエ１ ITエ１ ITエ１
小坂 小坂 宮部 駒木 駒木 駒木 田澤 駒木 田澤 岩﨑 山舘 山舘 山舘

表Ⅱ実習 卒研実習 卒研実習 コン会Ⅰ ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ＷＰⅠ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 Ｗｏｒｄ 卒業研究 卒業研究 CASL実 DB技実
事務２ 事務２ 事務２ 情ビ１ 情ビ２ 事務１ 情ビ２ ITエ２ ITエ２ ITエ２ ITエ１ ITエ１
駒木 小坂 小坂 宮部 駒木 田澤 駒木 田澤 岩﨑 岩﨑 山舘 山舘

表Ⅱ実習 ＥｘｃｅｌⅠ マルチ実 表Ⅱ実習 ＷＰⅡ ＷＰⅡ ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 DB技実 Access ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 OS実習 国対ⅡＢ
事務２ 情ビ１ 情ビ１ 事務２ 事務２ 事務２ 情ビ２ ITエ１ ITエ２ ITエ２ ITエ２ ITエ２
駒木 駒木 駒木 駒木 田澤 田澤 駒木 山舘 山舘 岩﨑 山舘 山舘
I-net ＥｘｃｅｌⅠ マルチ実 表Ⅱ実習 ＷＰⅡ ＷＰⅡ ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 DB技実 Access ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 OS実習 国対ⅡＢ
事務２ 情ビ１ 公務１ 事務２ 事務２ 事務２ 情ビ２ ITエ１ ITエ２ ITエ２ ITエ２ ITエ２
駒木 駒木 駒木 駒木 田澤 田澤 駒木 山舘 山舘 岩﨑 山舘 山舘

第16週～第17週  (9/11～9/22)

第16週～第17週  (9/11～9/22) 第16週～第17週  (9/11～9/22) 第16週～第17週  (9/11～9/22) 第16週～第17週  (9/11～9/22)

第１限

第３限

第16週～第17週  (9/11～9/22) 第16週～第17週  (9/11～9/22)

第５限 第５限

第２限

第16週～第17週  (9/11～9/22)

第１限 第１限 第１限

第１限 第１限 第１限

第16週～第17週  (9/11～9/22)

第３限 第３限

第６限 第６限 第６限

第３限 第３限 第３限

第４限 第４限 第４限

第５限

第５限

第２限

第４限 第４限 第４限 第４限

第３限

第２限 第２限 第２限

第６限

第１限 第１限 第１限 第１限

第６限 第６限

第５限 第５限 第５限

第３限

第２限 第２限 第２限 第２限

第６限

第３限

第６限第６限

第16週～第17週  (9/11～9/22)第16週～第17週  (9/11～9/22)

第６限

第２限 第２限

第16週～第17週  (9/11～9/22)

第６限

第３限 第３限

第４限 第４限

第５限第５限 第５限 第５限

第４限 第４限

時間割2017(16_17).xls 2018/9/11 14:40



学生印刷用

4部印刷

ITエ１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ITエ２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 情ビ１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 情ビ２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
ＬＨＲ アルゴ ｼｽ設計 ｼｽ設計 CASL実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 OS実習 OS実習 卒業研究 ペン字 ＬＨＲ 商簿Ⅱ コン会Ⅰ コミュニケ 工業簿記 ＬＨＲ ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾍﾟﾝⅡ毛 ＥｘｃｅｌⅡ 就職実務

51 51 51 51 53 53 53 53 53 52 31 31 61 31 31 32 62 32 62 32
成田 成田 成田 成田 山舘 岩﨑 山舘 山舘 岩﨑 西川 駒木 宮部 宮部 駒木 野々口 宮部 駒木 西川 山舘 宮部

ビジマナ アルゴ ｼｽ設計 ｼｽ設計 CASL実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 OS実習 OS実習 卒業研究 ペン字 工業簿記 商簿Ⅱ コン会Ⅰ 工業簿記 工業簿記 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾍﾟﾝⅡ毛 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実
51 51 51 51 53 53 53 53 53 52 31 31 61 31 31 62 62 32 62 62

國分 成田 成田 成田 山舘 岩﨑 山舘 山舘 岩﨑 西川 野々口 宮部 宮部 野々口 野々口 駒木 駒木 西川 駒木 駒木
ﾈｯﾄ技術 CASL実 DB技実 国試対策Ⅰ DB技実 Ｗｏｒｄ 就職実務 就職実務 卒業研究 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ講 工業簿記 ペン字Ⅰ 工業簿記 工業簿記 コン会Ⅰ ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 就職実務 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実

51 53 53 51 53 53 52 52 53 52 31 31 31 31 61 62 62 62 32 62
岩﨑 山舘 山舘 成田 山舘 田澤 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 野々口 西川 野々口 野々口 宮部 駒木 駒木 駒木 宮部 駒木

ﾈｯﾄ技術 ﾈｯﾄ技術 アルゴ 国試対策Ⅰ DB技実 Ｗｏｒｄ 国対ⅡＢ 卒業研究 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ講 ビジマナ コン概論 工業簿記 商簿Ⅱ コン会Ⅰ 所得・消費 所得・消費 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 所得・消費 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実
51 51 51 51 53 53 52 53 53 52 31 31 31 31 61 32 32 62 32 62

岩﨑 岩﨑 成田 成田 山舘 田澤 山舘 岩﨑 岩﨑 岩﨑 國分 宮部 野々口 宮部 宮部 野々口 野々口 駒木 野々口 駒木
DB技実 国試対策Ⅰ ﾈｯﾄ技術 アルゴ 国試対策Ⅰ ＬＨＲ ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 Access OS実習 国対ⅡＢ 商簿Ⅱ ＥｘｃｅｌⅠ マルチ実 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 所得・消費 所得・消費 所得・消費 所得・消費 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実

53 51 51 51 51 52 53 53 53 52 31 61 61 31 31 32 32 32 32 62
山舘 成田 岩﨑 成田 成田 岩﨑 岩﨑 山舘 山舘 山舘 宮部 駒木 駒木 宮部 宮部 野々口 野々口 野々口 野々口 駒木

DB技実 ｼｽ設計 ﾈｯﾄ技術 アルゴ 国試対策Ⅰ 一般教養 一般教養 Access OS実習 卒業研究 工業簿記 ＥｘｃｅｌⅠ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 就職実務 所得・消費 所得・消費 所得・消費 ＥｘｃｅｌⅡ

53 51 51 51 51 52 52 53 53 53 31 61 31 31 31 32 32 32 32 62
山舘 成田 岩﨑 成田 成田 丸谷 丸谷 山舘 山舘 岩﨑 野々口 駒木 宮部 宮部 宮部 宮部 野々口 野々口 野々口 山舘

事務１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 事務２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 公務１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 公務２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
ＬＨＲ 接遇マⅠ ＷＰⅠ実 英会話Ⅰ マルチ実 ＬＨＲ ペン毛筆 就職実務 卒研講義 卒研講義 ＬＨＲ 表計算Ⅰ 社科学Ⅰ 自Ⅰ数学 表計算Ⅰ 公試対Ⅱ 公対Ⅱ③ 公試対Ⅱ 公対Ⅱ③ 公対Ⅱ③

71 71 62 71 62 72 72 72 72 72 41 61 41 41 61 42 42 42 42 42
田澤 田澤 田澤 工藤 駒木 小坂 西川 小坂 小坂 小坂 丸谷 外里 丸谷 外里 外里 外里 丸谷 外里 丸谷 丸谷

商業簿記 接遇マⅠ ＷＰⅠ実 英会話Ⅰ 商業簿記 表Ⅱ講義 ペン毛筆 卒研講義 卒研講義 卒研講義 ビジマナ 表計算Ⅰ 数Ⅰ推理 人文Ⅰ 表計算Ⅰ 公試対Ⅱ 公対Ⅱ③ 公対Ⅱ③ 公試対Ⅱ 公対Ⅱ③
71 71 62 71 71 72 72 72 72 72 41 61 41 41 61 42 42 42 42 42

成田 田澤 田澤 工藤 成田 田澤 西川 小坂 小坂 小坂 丸谷 外里 外里 丸谷 外里 外里 丸谷 丸谷 外里 丸谷
商業簿記 商業簿記 ＷＰⅠ講 ＷＰⅠ実 商業簿記 就職実務 卒研実習 卒研実習 英会話Ⅱ 卒研講義 自Ⅰ数学 社科学Ⅰ 文Ⅰ現代文 人文Ⅰ 数Ⅰ推理 公対Ⅱ③ 公試対Ⅱ 公試対Ⅱ 公試対Ⅱ 公対Ⅱ③

71 71 71 62 71 72 61 61 72 72 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42
成田 成田 田澤 田澤 成田 小坂 小坂 小坂 工藤 小坂 外里 丸谷 丸谷 丸谷 外里 丸谷 外里 外里 外里 丸谷

商業簿記 商業簿記 接遇マⅠ ＷＰⅠ実 ＷＰⅠ講 表Ⅱ実習 卒研実習 卒研実習 英会話Ⅱ 卒研講義 公対全般 公対全般 数Ⅰ判断 数Ⅰ判断 文Ⅰ現代文 公試対Ⅱ 公試対Ⅱ 公試対Ⅱ 公対Ⅱ③ 公試対Ⅱ
71 71 71 62 71 61 61 61 72 72 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42

成田 成田 田澤 田澤 田澤 駒木 小坂 小坂 工藤 小坂 大久保 大久保 小田 小田 丸谷 外里 外里 外里 丸谷 外里
ビジマナ 医療事務 商業簿記 華道／茶道 医療事務 表Ⅱ実習 ＷＰⅡ ＷＰⅡ 表Ⅱ実習 表Ⅱ講義 公対全般 文Ⅰ英文 数Ⅰ資解 自Ⅰ理科 公対国語 公試対Ⅱ 公試対Ⅱ 公試対Ⅱ 公対Ⅱ③ 公試対Ⅱ

71 71 71 71 71 61 62 62 61 72 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42
國分 ﾆﾁｲ1 成田 小野沢･高橋 ﾆﾁｲ1 駒木 田澤 田澤 駒木 田澤 大久保 大久保 小田 小田 丸谷 外里 外里 外里 丸谷 外里

接遇マⅠ 医療事務 商業簿記 華道／茶道 医療事務 I-net ＷＰⅡ ＷＰⅡ 表Ⅱ実習 卒研講義 公対全般 文Ⅰ英文 自Ⅰ理科 公対国語 マルチ実 ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ
71 71 71 71 71 61 62 62 61 72 41 41 41 41 61 42 42 42 42 42

田澤 ﾆﾁｲ1 成田 小野沢･高橋 ﾆﾁｲ1 駒木 田澤 田澤 駒木 小坂 大久保 大久保 小田 丸谷 駒木 外里 外里 外里 外里 外里

６１教室 ６２教室 ５３教室
６１室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ６２室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ５３室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

表計算Ⅰ コン会Ⅰ 表計算Ⅰ ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ＷＰⅠ実 ＥｘｃｅｌⅡ マルチ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 OS実習 OS実習 卒業研究 CASL実
公務１ 情ビ１ 公務１ 情ビ２ 事務１ 情ビ２ 事務１ ITエ２ ITエ２ ITエ２ ITエ２ ITエ１
外里 宮部 外里 駒木 田澤 山舘 駒木 岩﨑 山舘 山舘 岩﨑 山舘

表計算Ⅰ コン会Ⅰ 表計算Ⅰ ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ＷＰⅠ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 OS実習 OS実習 卒業研究 CASL実
公務１ 情ビ１ 公務１ 情ビ２ 情ビ２ 事務１ 情ビ２ 情ビ２ ITエ２ ITエ２ ITエ２ ITエ２ ITエ１
外里 宮部 外里 駒木 駒木 田澤 駒木 駒木 岩﨑 山舘 山舘 岩﨑 山舘

卒研実習 卒研実習 コン会Ⅰ ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ＷＰⅠ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 Ｗｏｒｄ CASL実 DB技実 卒業研究 DB技実
事務２ 事務２ 情ビ１ 情ビ２ 情ビ２ 情ビ２ 事務１ 情ビ２ ITエ２ ITエ１ ITエ１ ITエ２ ITエ１
小坂 小坂 宮部 駒木 駒木 駒木 田澤 駒木 田澤 山舘 山舘 岩﨑 山舘

表Ⅱ実習 卒研実習 卒研実習 コン会Ⅰ ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ＷＰⅠ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 Ｗｏｒｄ 卒業研究 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 DB技実
事務２ 事務２ 事務２ 情ビ１ 情ビ２ 事務１ 情ビ２ ITエ２ ITエ２ ITエ２ ITエ１
駒木 小坂 小坂 宮部 駒木 田澤 駒木 田澤 岩﨑 岩﨑 山舘

表Ⅱ実習 ＥｘｃｅｌⅠ マルチ実 表Ⅱ実習 ＷＰⅡ ＷＰⅡ ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 DB技実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 Access OS実習
事務２ 情ビ１ 情ビ１ 事務２ 事務２ 事務２ 情ビ２ ITエ１ ITエ２ ITエ２ ITエ２
駒木 駒木 駒木 駒木 田澤 田澤 駒木 山舘 岩﨑 山舘 山舘
I-net ＥｘｃｅｌⅠ 表Ⅱ実習 マルチ実 ＷＰⅡ ＷＰⅡ ＥｘｃｅｌⅡ DB技実 Access OS実習 卒業研究
事務２ 情ビ１ 事務２ 公務１ 事務２ 事務２ 情ビ２ ITエ１ ITエ２ ITエ２ ITエ２
駒木 駒木 駒木 駒木 田澤 田澤 山舘 山舘 山舘 山舘 岩﨑
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学生印刷用

4部印刷

ITエ１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ITエ２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 情ビ１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 情ビ２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
ＬＨＲ アルゴ ｼｽ設計 ｼｽ設計 CASL実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 OS実習 OS実習 卒業研究 ペン字 ＬＨＲ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ コミュニケ 工業簿記 ＬＨＲ ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾍﾟﾝⅡ毛 ＥｘｃｅｌⅡ 就職実務

51 51 51 51 53 53 53 53 53 52 31 31 31 31 31 32 62 32 62 32
成田 成田 成田 成田 山舘 岩﨑 山舘 山舘 岩﨑 西川 駒木 宮部 宮部 駒木 野々口 宮部 駒木 西川 山舘 宮部

ビジマナ アルゴ ｼｽ設計 ｼｽ設計 CASL実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 OS実習 OS実習 卒業研究 ペン字 工業簿記 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 工業簿記 工業簿記 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾍﾟﾝⅡ毛 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実
51 51 51 51 53 53 53 53 53 52 31 31 31 31 31 62 62 32 62 62

國分 成田 成田 成田 山舘 岩﨑 山舘 山舘 岩﨑 西川 野々口 宮部 宮部 野々口 野々口 駒木 駒木 西川 駒木 駒木
ﾈｯﾄ技術 CASL実 DB技実 国試対策Ⅰ DB技実 Ｗｏｒｄ 就職実務 就職実務 卒業研究 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ講 工業簿記 ペン字Ⅰ 工業簿記 工業簿記 コン会Ⅰ ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 就職実務 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実

51 53 53 51 53 53 52 52 53 52 31 31 31 31 61 62 62 62 32 62
岩﨑 山舘 山舘 成田 山舘 田澤 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 野々口 西川 野々口 野々口 宮部 駒木 駒木 駒木 宮部 駒木

ﾈｯﾄ技術 ﾈｯﾄ技術 アルゴ 国試対策Ⅰ DB技実 Ｗｏｒｄ 国対ⅡＢ 卒業研究 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ講 ビジマナ 商簿Ⅱ 工業簿記 商簿Ⅱ コン会Ⅰ 所得・消費 所得・消費 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 所得・消費 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実
51 51 51 51 53 53 52 53 53 52 31 31 31 31 61 32 32 62 32 62

岩﨑 岩﨑 成田 成田 山舘 田澤 山舘 岩﨑 岩﨑 岩﨑 國分 宮部 野々口 宮部 宮部 野々口 野々口 駒木 野々口 駒木
DB技実 国試対策Ⅰ ﾈｯﾄ技術 アルゴ 国試対策Ⅰ ＬＨＲ ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 Access OS実習 国対ⅡＢ 商簿Ⅱ ＥｘｃｅｌⅠ マルチ実 コン会Ⅰ 商簿Ⅱ 所得・消費 所得・消費 所得・消費 所得・消費 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実

53 51 51 51 51 52 53 53 53 52 31 61 61 61 31 32 32 32 32 62
山舘 成田 岩﨑 成田 成田 岩﨑 岩﨑 山舘 山舘 山舘 宮部 駒木 駒木 宮部 宮部 野々口 野々口 野々口 野々口 駒木

DB技実 ｼｽ設計 ﾈｯﾄ技術 アルゴ 国試対策Ⅰ 一般教養 一般教養 Access OS実習 卒業研究 工業簿記 ＥｘｃｅｌⅠ コン概論 コン会Ⅰ 商簿Ⅱ 就職実務 所得・消費 所得・消費 所得・消費 ＥｘｃｅｌⅡ

53 51 51 51 51 52 52 53 53 53 31 61 31 61 31 32 32 32 32 62
山舘 成田 岩﨑 成田 成田 丸谷 丸谷 山舘 山舘 岩﨑 野々口 駒木 宮部 宮部 宮部 宮部 野々口 野々口 野々口 山舘

事務１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 事務２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 公務１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 公務２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
ＬＨＲ 接遇マⅠ ＷＰⅠ実 英会話Ⅰ マルチ実 ＬＨＲ ペン毛筆 就職実務 卒研講義 卒研講義 ＬＨＲ 表計算Ⅰ マルチ実 自Ⅰ数学 社科学Ⅰ ＬＨＲ 卒研②（講義） 卒研②（講義） 表計算Ⅱ 卒研①（実習）

71 71 62 71 62 72 72 72 72 72 41 61 61 41 41 42 42 42 61 61
田澤 田澤 田澤 工藤 駒木 小坂 西川 小坂 小坂 小坂 丸谷 外里 駒木 外里 丸谷 外里 丸谷 外里 田澤 外里

商業簿記 接遇マⅠ ＷＰⅠ実 英会話Ⅰ 商業簿記 表Ⅱ講義 ペン毛筆 卒研講義 卒研講義 卒研講義 表計算Ⅰ 表計算Ⅰ ビジマナ 人文Ⅰ 社科学Ⅰ 公対Ⅱ① 公対Ⅱ① ＷＰⅡ 表計算Ⅱ 卒研①（実習）

71 71 62 71 71 72 72 72 72 72 61 61 41 41 41 42 42 61 61 61
成田 田澤 田澤 工藤 成田 田澤 西川 小坂 小坂 小坂 外里 外里 丸谷 丸谷 丸谷 大久保 大久保 外里 田澤 外里

商業簿記 商業簿記 ＷＰⅠ講 ＷＰⅠ実 商業簿記 就職実務 卒研実習 卒研実習 英会話Ⅱ 卒研講義 表計算Ⅰ 自Ⅰ数学 公対国語 人文Ⅰ 公対国語 公対Ⅱ① 公対Ⅱ① ペン字 ＷＰⅡ 卒研②（講義）

71 71 71 62 71 72 61 61 72 72 61 41 41 41 41 42 42 42 61 42
成田 成田 田澤 田澤 成田 小坂 小坂 小坂 工藤 小坂 外里 外里 丸谷 丸谷 丸谷 大久保 大久保 西川 外里 外里

商業簿記 商業簿記 接遇マⅠ ＷＰⅠ実 ＷＰⅠ講 表Ⅱ実習 卒研実習 卒研実習 英会話Ⅱ 卒研講義 公対全般 公対全般 数Ⅰ判断 数Ⅰ判断 文Ⅰ現代文 商簿基礎 就職実務 ペン字 卒研①（実習） 卒研②（講義）

71 71 71 62 71 62 61 61 72 72 41 41 41 41 41 42 42 42 61 42
成田 成田 田澤 田澤 田澤 駒木 小坂 小坂 工藤 小坂 大久保 大久保 小田 小田 丸谷 外里 外里 西川 外里 外里

ビジマナ 医療事務 商業簿記 華道／茶道 医療事務 表Ⅱ実習 ＷＰⅡ ＷＰⅡ 表Ⅱ実習 表Ⅱ講義 公対全般 文Ⅰ英文 数Ⅰ資解 自Ⅰ理科 文Ⅰ現代文 表計算Ⅱ 商簿基礎 商簿基礎 卒研②（講義） ＷＰⅡ
71 71 71 71 71 62 62 62 62 72 41 41 41 41 41 61 42 42 42 61

國分 ﾆﾁｲ1 成田 小野沢･高橋 ﾆﾁｲ1 駒木 田澤 田澤 駒木 田澤 大久保 大久保 小田 小田 丸谷 田澤 外里 外里 外里 外里
接遇マⅠ 医療事務 商業簿記 華道／茶道 医療事務 I-net ＷＰⅡ ＷＰⅡ 表Ⅱ実習 卒研講義 公対全般 文Ⅰ英文 自Ⅰ理科 数Ⅰ推理 数Ⅰ推理 ペン字 ペン字 ペン字 ペン字 ペン字

71 71 71 71 71 62 62 62 62 72 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42
田澤 ﾆﾁｲ1 成田 小野沢･高橋 ﾆﾁｲ1 駒木 田澤 田澤 駒木 小坂 大久保 大久保 小田 外里 外里 西川 西川 西川 西川 西川

６１教室 ６２教室 ５３教室
６１室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ６２室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ５３室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

表計算Ⅰ マルチ実 表計算Ⅱ 卒研①（実習） ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ＷＰⅠ実 ＥｘｃｅｌⅡ マルチ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 OS実習 OS実習 卒業研究 CASL実
公務１ 公務１ 公務２ 公務２ 情ビ２ 事務１ 情ビ２ 事務１ ITエ２ ITエ２ ITエ２ ITエ２ ITエ１
外里 駒木 田澤 外里 駒木 田澤 山舘 駒木 岩﨑 山舘 山舘 岩﨑 山舘

表計算Ⅰ 表計算Ⅰ ＷＰⅡ 表計算Ⅱ 卒研①（実習） ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ＷＰⅠ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 OS実習 OS実習 卒業研究 CASL実
公務１ 公務１ 公務２ 公務２ 公務２ 情ビ２ 情ビ２ 事務１ 情ビ２ 情ビ２ ITエ２ ITエ２ ITエ２ ITエ２ ITエ１
外里 外里 外里 田澤 外里 駒木 駒木 田澤 駒木 駒木 岩﨑 山舘 山舘 岩﨑 山舘

表計算Ⅰ 卒研実習 卒研実習 ＷＰⅡ コン会Ⅰ ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ＷＰⅠ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 Ｗｏｒｄ CASL実 DB技実 卒業研究 DB技実
公務１ 事務２ 事務２ 公務２ 情ビ１ 情ビ２ 情ビ２ 情ビ２ 事務１ 情ビ２ ITエ２ ITエ１ ITエ１ ITエ２ ITエ１
外里 小坂 小坂 外里 宮部 駒木 駒木 駒木 田澤 駒木 田澤 山舘 山舘 岩﨑 山舘

卒研実習 卒研実習 卒研①（実習） コン会Ⅰ 表Ⅱ実習 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ＷＰⅠ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 Ｗｏｒｄ 卒業研究 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 DB技実
事務２ 事務２ 公務２ 情ビ１ 事務２ 情ビ２ 事務１ 情ビ２ ITエ２ ITエ２ ITエ２ ITエ１
小坂 小坂 外里 宮部 駒木 駒木 田澤 駒木 田澤 岩﨑 岩﨑 山舘

表計算Ⅱ ＥｘｃｅｌⅠ マルチ実 コン会Ⅰ ＷＰⅡ 表Ⅱ実習 ＷＰⅡ ＷＰⅡ 表Ⅱ実習 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 DB技実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 Access OS実習
公務２ 情ビ１ 情ビ１ 情ビ１ 公務２ 事務２ 事務２ 事務２ 事務２ 情ビ２ ITエ１ ITエ２ ITエ２ ITエ２
田澤 駒木 駒木 宮部 外里 駒木 田澤 田澤 駒木 駒木 山舘 岩﨑 山舘 山舘

ＥｘｃｅｌⅠ コン会Ⅰ I-net ＷＰⅡ ＷＰⅡ 表Ⅱ実習 ＥｘｃｅｌⅡ DB技実 Access OS実習 卒業研究
情ビ１ 情ビ１ 事務２ 事務２ 事務２ 事務２ 情ビ２ ITエ１ ITエ２ ITエ２ ITエ２
駒木 宮部 駒木 田澤 田澤 駒木 山舘 山舘 山舘 山舘 岩﨑

第３限 第３限

第４限 第４限

第５限第５限 第５限 第５限

第４限 第４限

第６限第６限
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第６限

第２限 第２限
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第５限 第５限 第５限

第３限

第２限 第２限 第２限 第２限

第６限

第３限

第６限

第１限 第１限 第１限 第１限

第６限 第６限

第５限

第２限

第４限 第４限 第４限 第４限

第３限

第２限 第２限 第２限

第６限 第６限 第６限

第３限 第３限 第３限

第４限 第４限 第４限

第５限

第20週  (10/9～10/13)

第１限 第１限 第１限

第１限 第１限 第１限

第20週  (10/9～10/13)

第３限 第３限

第５限 第５限

第２限

第20週  (10/9～10/13)

第20週  (10/9～10/13) 第20週  (10/9～10/13) 第20週  (10/9～10/13) 第20週  (10/9～10/13)
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学生印刷用

4部印刷

ITエ１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ITエ２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 情ビ１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 情ビ２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
ＬＨＲ アルゴ ｼｽ設計 ｼｽ設計 CASL実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 OS実習 OS実習 卒業研究 ペン字 ＬＨＲ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ コミュニケ 工業簿記 ＬＨＲ ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾍﾟﾝⅡ毛 ＥｘｃｅｌⅡ 就職実務

51 51 51 51 53 53 53 53 53 52 31 31 31 31 31 32 62 32 62 32
成田 成田 成田 成田 山舘 岩﨑 山舘 山舘 岩﨑 西川 駒木 宮部 宮部 駒木 野々口 宮部 駒木 西川 山舘 宮部

ビジマナ アルゴ ｼｽ設計 ｼｽ設計 CASL実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 OS実習 OS実習 卒業研究 ペン字 工業簿記 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 工業簿記 工業簿記 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾍﾟﾝⅡ毛 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実
51 51 51 51 53 53 53 53 53 52 31 31 31 31 31 62 62 32 62 62

國分 成田 成田 成田 山舘 岩﨑 山舘 山舘 岩﨑 西川 野々口 宮部 宮部 野々口 野々口 駒木 駒木 西川 駒木 駒木
ﾈｯﾄ技術 CASL実 アルゴ 国試対策Ⅰ DB技実 Ｗｏｒｄ 就職実務 卒業研究 卒業研究 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ講 工業簿記 ペン字Ⅰ 工業簿記 工業簿記 コン会Ⅰ ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 就職実務 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実

51 53 51 51 53 53 52 53 53 52 31 31 31 31 61 62 62 62 32 62
岩﨑 山舘 成田 成田 山舘 田澤 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 野々口 西川 野々口 野々口 宮部 駒木 駒木 駒木 宮部 駒木

ﾈｯﾄ技術 ﾈｯﾄ技術 DB技実 国試対策Ⅰ DB技実 Ｗｏｒｄ 国対ⅡＢ 就職実務 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ講 ビジマナ 商簿Ⅱ 工業簿記 商簿Ⅱ コン会Ⅰ 所得・消費 所得・消費 就職実務 所得・消費 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実
51 51 53 51 53 53 52 52 53 52 31 31 31 31 61 32 32 32 32 62

岩﨑 岩﨑 山舘 成田 山舘 田澤 山舘 岩﨑 岩﨑 岩﨑 國分 宮部 野々口 宮部 宮部 野々口 野々口 宮部 野々口 駒木
DB技実 国試対策Ⅰ ﾈｯﾄ技術 アルゴ 国試対策Ⅰ ＬＨＲ ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 Access OS実習 国対ⅡＢ 商簿Ⅱ ＥｘｃｅｌⅠ マルチ実 コン会Ⅰ 商簿Ⅱ 所得・消費 所得・消費 所得・消費 所得・消費 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実

53 51 51 51 51 52 53 53 53 52 31 61 61 61 31 32 32 32 32 62
山舘 成田 岩﨑 成田 成田 岩﨑 岩﨑 山舘 山舘 山舘 宮部 駒木 駒木 宮部 宮部 野々口 野々口 野々口 野々口 駒木

DB技実 ｼｽ設計 ﾈｯﾄ技術 アルゴ 国試対策Ⅰ 一般教養 一般教養 Access OS実習 卒業研究 工業簿記 ＥｘｃｅｌⅠ コン概論 コン会Ⅰ 商簿Ⅱ ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 所得・消費 所得・消費 所得・消費 ＥｘｃｅｌⅡ

53 51 51 51 51 52 52 53 53 53 31 61 31 61 31 62 32 32 32 62
山舘 成田 岩﨑 成田 成田 丸谷 丸谷 山舘 山舘 岩﨑 野々口 駒木 宮部 宮部 宮部 駒木 野々口 野々口 野々口 山舘

事務１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 事務２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 公務１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 公務２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
ＬＨＲ 接遇マⅠ 表Ⅰ実習 英会話Ⅰ マルチ実 ＬＨＲ ペン毛筆 就職実務 卒研講義 卒研講義 ＬＨＲ 表計算Ⅰ マルチ実 自Ⅰ数学 社科学Ⅰ ＬＨＲ 卒研②（講義） 卒研②（講義） 表計算Ⅱ 卒研①（実習）

71 71 62 71 62 72 72 72 72 72 41 61 61 41 41 42 42 42 61 61
田澤 田澤 田澤 工藤 駒木 小坂 西川 小坂 小坂 小坂 丸谷 外里 駒木 外里 丸谷 外里 丸谷 外里 田澤 外里

商業簿記 接遇マⅠ 表Ⅰ実習 英会話Ⅰ 商業簿記 就職実務 ペン毛筆 卒研講義 卒研講義 卒研講義 表計算Ⅰ 表計算Ⅰ ビジマナ 人文Ⅰ 社科学Ⅰ 公対Ⅱ① 公対Ⅱ① ＷＰⅡ 表計算Ⅱ 卒研①（実習）

71 71 62 71 71 72 72 72 72 72 61 61 41 41 41 42 42 61 61 61
成田 田澤 田澤 工藤 成田 小坂 西川 小坂 小坂 小坂 外里 外里 丸谷 丸谷 丸谷 大久保 大久保 外里 田澤 外里

商業簿記 商業簿記 接遇マⅠ 表Ⅰ実習 商業簿記 卒研講義 卒研実習 卒研実習 英会話Ⅱ 卒研講義 表計算Ⅰ 自Ⅰ数学 公対国語 人文Ⅰ 公対国語 公対Ⅱ① 公対Ⅱ① ペン字 ＷＰⅡ 卒研②（講義）

71 71 71 62 71 72 61 61 72 72 61 41 41 41 41 42 42 42 61 42
成田 成田 田澤 田澤 成田 小坂 小坂 小坂 工藤 小坂 外里 外里 丸谷 丸谷 丸谷 大久保 大久保 西川 外里 外里

商業簿記 商業簿記 商業簿記 表Ⅰ実習 商業簿記 卒研実習 ＷＰⅡ ＷＰⅡ 英会話Ⅱ 卒研講義 公対全般 公対全般 数Ⅰ判断 数Ⅰ判断 文Ⅰ現代文 商簿基礎 就職実務 ペン字 卒研①（実習） 卒研②（講義）

71 71 71 62 71 61 62 62 72 72 41 41 41 41 41 42 42 42 61 42
成田 成田 成田 田澤 成田 小坂 田澤 田澤 工藤 小坂 大久保 大久保 小田 小田 丸谷 外里 外里 西川 外里 外里

ビジマナ 医療事務 商業簿記 華道／茶道 医療事務 I-net ＷＰⅡ ＷＰⅡ 卒研講義 卒研講義 公対全般 文Ⅰ英文 数Ⅰ資解 自Ⅰ理科 文Ⅰ現代文 表計算Ⅱ 商簿基礎 商簿基礎 卒研②（講義） ＷＰⅡ
71 71 71 71 71 62 62 62 72 72 41 41 41 41 41 61 42 42 42 61

國分 ﾆﾁｲ1 成田 小野沢･高橋 ﾆﾁｲ1 駒木 田澤 田澤 小坂 小坂 大久保 大久保 小田 小田 丸谷 田澤 外里 外里 外里 外里
接遇マⅠ 医療事務 商業簿記 華道／茶道 医療事務 ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ 公対全般 文Ⅰ英文 自Ⅰ理科 数Ⅰ推理 数Ⅰ推理 ペン字 ペン字 ペン字 ペン字 ペン字

71 71 71 71 71 72 72 72 72 72 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42
田澤 ﾆﾁｲ1 成田 小野沢･高橋 ﾆﾁｲ1 小坂 小坂 小坂 小坂 小坂 大久保 大久保 小田 外里 外里 西川 西川 西川 西川 西川

６１教室 ６２教室 ５３教室
６１室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ６２室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ５３室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

表計算Ⅰ マルチ実 表計算Ⅱ 卒研①（実習） ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 表Ⅰ実習 ＥｘｃｅｌⅡ マルチ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 OS実習 OS実習 卒業研究 CASL実
公務１ 公務１ 公務２ 公務２ 情ビ２ 事務１ 情ビ２ 事務１ ITエ２ ITエ２ ITエ２ ITエ２ ITエ１
外里 駒木 田澤 外里 駒木 田澤 山舘 駒木 岩﨑 山舘 山舘 岩﨑 山舘

表計算Ⅰ 表計算Ⅰ ＷＰⅡ 表計算Ⅱ 卒研①（実習） ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 表Ⅰ実習 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 OS実習 OS実習 卒業研究 CASL実
公務１ 公務１ 公務２ 公務２ 公務２ 情ビ２ 情ビ２ 事務１ 情ビ２ 情ビ２ ITエ２ ITエ２ ITエ２ ITエ２ ITエ１
外里 外里 外里 田澤 外里 駒木 駒木 田澤 駒木 駒木 岩﨑 山舘 山舘 岩﨑 山舘

表計算Ⅰ 卒研実習 卒研実習 ＷＰⅡ コン会Ⅰ ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 表Ⅰ実習 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 Ｗｏｒｄ CASL実 卒業研究 卒業研究 DB技実
公務１ 事務２ 事務２ 公務２ 情ビ１ 情ビ２ 情ビ２ 情ビ２ 事務１ 情ビ２ ITエ２ ITエ１ ITエ２ ITエ２ ITエ１
外里 小坂 小坂 外里 宮部 駒木 駒木 駒木 田澤 駒木 田澤 山舘 岩﨑 岩﨑 山舘

卒研実習 卒研①（実習） コン会Ⅰ ＷＰⅡ ＷＰⅡ 表Ⅰ実習 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 Ｗｏｒｄ DB技実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 DB技実
事務２ 公務２ 情ビ１ 事務２ 事務２ 事務１ 情ビ２ ITエ２ ITエ１ ITエ２ ITエ１
小坂 外里 宮部 田澤 田澤 田澤 駒木 田澤 山舘 岩﨑 山舘

表計算Ⅱ ＥｘｃｅｌⅠ マルチ実 コン会Ⅰ ＷＰⅡ I-net ＷＰⅡ ＷＰⅡ ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 DB技実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 Access OS実習
公務２ 情ビ１ 情ビ１ 情ビ１ 公務２ 事務２ 事務２ 事務２ 情ビ２ ITエ１ ITエ２ ITエ２ ITエ２
田澤 駒木 駒木 宮部 外里 駒木 田澤 田澤 駒木 山舘 岩﨑 山舘 山舘

ＥｘｃｅｌⅠ コン会Ⅰ ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ＥｘｃｅｌⅡ DB技実 Access OS実習 卒業研究
情ビ１ 情ビ１ 情ビ２ 情ビ２ ITエ１ ITエ２ ITエ２ ITエ２
駒木 宮部 駒木 山舘 山舘 山舘 山舘 岩﨑

第21週  (10/16～10/20)

第21週  (10/16～10/20) 第21週  (10/16～10/20) 第21週  (10/16～10/20) 第21週  (10/16～10/20)

第１限

第３限

第21週  (10/16～10/20) 第21週  (10/16～10/20)

第５限 第５限

第２限

第21週  (10/16～10/20)

第１限 第１限 第１限

第１限 第１限 第１限

第21週  (10/16～10/20)

第３限 第３限

第６限 第６限 第６限

第３限 第３限 第３限

第４限 第４限 第４限

第５限

第５限

第２限

第４限 第４限 第４限 第４限

第３限

第２限 第２限 第２限

第６限

第１限 第１限 第１限 第１限

第６限 第６限

第５限 第５限 第５限

第３限

第２限 第２限 第２限 第２限

第６限

第３限

第６限第６限

第21週  (10/16～10/20)第21週  (10/16～10/20)

第６限

第２限 第２限

第21週  (10/16～10/20)

第６限

第３限 第３限

第４限 第４限

第５限第５限 第５限 第５限

第４限 第４限

時間割2017(21_21).xls 2018/9/11 14:41



学生印刷用

4部印刷

ITエ１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ITエ２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 情ビ１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 情ビ２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
ＬＨＲ コミュニケ コミュニケ HTML実 Ｅｘｃｅｌ 卒研実習 サーバ実 サーバ実 卒研講義 ペン字 ＬＨＲ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ コミュニケ 工業簿記 ＬＨＲ ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾍﾟﾝⅡ毛 ＥｘｃｅｌⅡ 就職実務

51 51 51 53 53 53 53 53 52 52 31 31 31 31 31 32 62 32 62 32
成田 岩﨑 岩﨑 成田 山舘 岩﨑 山舘 山舘 岩﨑 西川 駒木 宮部 宮部 駒木 野々口 宮部 駒木 西川 山舘 宮部

ビジマナ 情報数学 コミュニケ HTML実 JavaⅠ実 卒研実習 サーバ実 サーバ実 卒研講義 ペン字 工業簿記 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 工業簿記 工業簿記 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾍﾟﾝⅡ毛 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実
51 51 51 53 53 53 53 53 52 52 31 31 31 31 31 62 62 32 62 62

國分 成田 岩﨑 成田 山舘 岩﨑 山舘 山舘 岩﨑 西川 野々口 宮部 宮部 野々口 野々口 駒木 駒木 西川 駒木 駒木
コミュニケ Ｅｘｃｅｌ 国試対策Ⅰ 情報数学 JavaⅠ実 Ｗｏｒｄ 卒研講義 卒研実習 卒研実習 卒研講義 工業簿記 ペン字Ⅰ 工業簿記 工業簿記 コン会Ⅰ ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 就職実務 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実

51 53 51 51 53 53 52 53 53 52 31 31 31 31 61 62 62 62 32 62
岩﨑 山舘 成田 成田 山舘 田澤 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 野々口 西川 野々口 野々口 宮部 駒木 駒木 駒木 宮部 駒木

国語表現 Ｅｘｃｅｌ 国語表現 情報数学 コミュニケ Ｗｏｒｄ 卒研講義 卒研実習 卒研実習 Access ビジマナ 商簿Ⅱ 工業簿記 商簿Ⅱ コン会Ⅰ 所得・消費 所得・消費 就職実務 所得・消費 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実
51 53 51 51 51 53 52 53 53 53 31 31 31 31 61 32 32 32 32 62

山舘 山舘 山舘 成田 岩﨑 田澤 岩﨑 岩﨑 岩﨑 山舘 國分 宮部 野々口 宮部 宮部 野々口 野々口 宮部 野々口 駒木
JavaⅠ実 JavaⅠ実 JavaⅠ実 国試対策Ⅰ 情報数学 ＬＨＲ 就職実務 就職実務 卒研実習 Access 商簿Ⅱ ＥｘｃｅｌⅠ マルチ実 コン会Ⅰ 商簿Ⅱ 所得・消費 所得・消費 所得・消費 所得・消費 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実

53 53 53 51 51 52 52 52 53 53 31 61 61 61 31 32 32 32 32 62
山舘 山舘 山舘 成田 成田 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 山舘 宮部 駒木 駒木 宮部 宮部 野々口 野々口 野々口 野々口 駒木

JavaⅠ実 JavaⅠ実 JavaⅠ実 JavaⅠ実 国試対策Ⅰ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ 工業簿記 ＥｘｃｅｌⅠ コン概論 コン会Ⅰ 商簿Ⅱ ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 所得・消費 所得・消費 所得・消費 ＥｘｃｅｌⅡ

53 53 53 53 51 52 52 52 52 52 31 61 31 61 31 62 32 32 32 62
山舘 山舘 山舘 山舘 成田 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 野々口 駒木 宮部 宮部 宮部 駒木 野々口 野々口 野々口 山舘

事務１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 事務２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 公務１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 公務２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
ＬＨＲ 接遇マⅠ 表Ⅰ実習 英会話Ⅰ マルチ実 ＬＨＲ ペン毛筆 就職実務 卒研講義 卒研講義 ＬＨＲ 表計算Ⅰ マルチ実 自Ⅰ数学 社科学Ⅰ ＬＨＲ 卒研②（講義） ﾘｽｸﾏﾈ 表計算Ⅱ 卒研①（実習）

71 71 62 71 62 72 72 72 72 72 41 61 61 41 41 42 42 42 61 61
田澤 田澤 田澤 工藤 駒木 小坂 西川 小坂 小坂 小坂 丸谷 外里 駒木 外里 丸谷 外里 丸谷 丸谷 田澤 外里

商業簿記 接遇マⅠ 表Ⅰ実習 英会話Ⅰ 商業簿記 就職実務 ペン毛筆 卒研講義 卒研講義 卒研講義 表計算Ⅰ 表計算Ⅰ ビジマナ 人文Ⅰ 社科学Ⅰ ﾘｽｸﾏﾈ 卒研②（講義） 卒研①（実習） 表計算Ⅱ 卒研①（実習）

71 71 62 71 71 72 72 72 72 72 61 61 41 41 41 42 42 61 61 61
成田 田澤 田澤 工藤 成田 小坂 西川 小坂 小坂 小坂 外里 外里 丸谷 丸谷 丸谷 丸谷 丸谷 外里 田澤 外里

商業簿記 商業簿記 接遇マⅠ 表Ⅰ実習 商業簿記 卒研講義 卒研実習 卒研実習 英会話Ⅱ 卒研講義 表計算Ⅰ 自Ⅰ数学 公対国語 人文Ⅰ 公対国語 ﾘｽｸﾏﾈ 卒研②（講義） ペン字 ＷＰⅡ 卒研②（講義）

71 71 71 62 71 72 61 61 72 72 61 41 41 41 41 42 42 42 61 42
成田 成田 田澤 田澤 成田 小坂 小坂 小坂 工藤 小坂 外里 外里 丸谷 丸谷 丸谷 丸谷 丸谷 西川 外里 外里

商業簿記 商業簿記 商業簿記 表Ⅰ実習 商業簿記 卒研実習 ＷＰⅡ ＷＰⅡ 英会話Ⅱ 卒研講義 公対全般 公対全般 数Ⅰ判断 数Ⅰ判断 文Ⅰ現代文 商簿基礎 就職実務 ペン字 卒研①（実習） 卒研②（講義）

71 71 71 62 71 61 62 62 72 72 41 41 41 41 41 42 42 42 61 42
成田 成田 成田 田澤 成田 小坂 田澤 田澤 工藤 小坂 大久保 大久保 小田 小田 丸谷 外里 外里 西川 外里 外里

ビジマナ 医療事務 商業簿記 華道／茶道 医療事務 I-net ＷＰⅡ ＷＰⅡ 卒研講義 卒研講義 公対全般 文Ⅰ英文 数Ⅰ資解 自Ⅰ理科 文Ⅰ現代文 表計算Ⅱ 商簿基礎 商簿基礎 卒研②（講義） ＷＰⅡ
71 71 71 71 71 62 62 62 72 72 41 41 41 41 41 61 42 42 42 61

國分 ﾆﾁｲ1 成田 小野沢･高橋 ﾆﾁｲ1 駒木 田澤 田澤 小坂 小坂 大久保 大久保 小田 小田 丸谷 田澤 外里 外里 外里 外里
接遇マⅠ 医療事務 商業簿記 華道／茶道 医療事務 ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ 公対全般 文Ⅰ英文 自Ⅰ理科 数Ⅰ推理 数Ⅰ推理 ペン字 ペン字 ペン字 ペン字 ペン字

71 71 71 71 71 72 72 72 72 72 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42
田澤 ﾆﾁｲ1 成田 小野沢･高橋 ﾆﾁｲ1 小坂 小坂 小坂 小坂 小坂 大久保 大久保 小田 外里 外里 西川 西川 西川 西川 西川

６１教室 ６２教室 ５３教室
６１室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ６２室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ５３室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

表計算Ⅰ マルチ実 表計算Ⅱ 卒研①（実習） ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 表Ⅰ実習 ＥｘｃｅｌⅡ マルチ実 卒研実習 サーバ実 サーバ実 HTML実 Ｅｘｃｅｌ

公務１ 公務１ 公務２ 公務２ 情ビ２ 事務１ 情ビ２ 事務１ ITエ２ ITエ２ ITエ２ ITエ１ ITエ１
外里 駒木 田澤 外里 駒木 田澤 山舘 駒木 岩﨑 山舘 山舘 成田 山舘

表計算Ⅰ 表計算Ⅰ 卒研①（実習） 表計算Ⅱ 卒研①（実習） ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 表Ⅰ実習 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 卒研実習 サーバ実 サーバ実 HTML実 JavaⅠ実
公務１ 公務１ 公務２ 公務２ 公務２ 情ビ２ 情ビ２ 事務１ 情ビ２ 情ビ２ ITエ２ ITエ２ ITエ２ ITエ１ ITエ１
外里 外里 外里 田澤 外里 駒木 駒木 田澤 駒木 駒木 岩﨑 山舘 山舘 成田 山舘

表計算Ⅰ 卒研実習 卒研実習 ＷＰⅡ コン会Ⅰ ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 表Ⅰ実習 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 Ｗｏｒｄ Ｅｘｃｅｌ 卒研実習 卒研実習 JavaⅠ実
公務１ 事務２ 事務２ 公務２ 情ビ１ 情ビ２ 情ビ２ 情ビ２ 事務１ 情ビ２ ITエ２ ITエ１ ITエ２ ITエ２ ITエ１
外里 小坂 小坂 外里 宮部 駒木 駒木 駒木 田澤 駒木 田澤 山舘 岩﨑 岩﨑 山舘

卒研実習 卒研①（実習） コン会Ⅰ ＷＰⅡ ＷＰⅡ 表Ⅰ実習 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 Ｗｏｒｄ Ｅｘｃｅｌ 卒研実習 卒研実習 Access
事務２ 公務２ 情ビ１ 事務２ 事務２ 事務１ 情ビ２ ITエ２ ITエ１ ITエ２ ITエ２ ITエ２
小坂 外里 宮部 田澤 田澤 田澤 駒木 田澤 山舘 岩﨑 岩﨑 山舘

表計算Ⅱ ＥｘｃｅｌⅠ マルチ実 コン会Ⅰ ＷＰⅡ I-net ＷＰⅡ ＷＰⅡ ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 JavaⅠ実 JavaⅠ実 JavaⅠ実 卒研実習 Access
公務２ 情ビ１ 情ビ１ 情ビ１ 公務２ 事務２ 事務２ 事務２ 情ビ２ ITエ１ ITエ１ ITエ１ ITエ２ ITエ２
田澤 駒木 駒木 宮部 外里 駒木 田澤 田澤 駒木 山舘 山舘 山舘 岩﨑 山舘

ＥｘｃｅｌⅠ コン会Ⅰ ﾌﾟﾚｾﾞﾝ実 ＥｘｃｅｌⅡ JavaⅠ実 JavaⅠ実 JavaⅠ実 JavaⅠ実
情ビ１ 情ビ１ 情ビ２ 情ビ２ ITエ１ ITエ１ ITエ１ ITエ１
駒木 宮部 駒木 山舘 山舘 山舘 山舘 山舘

第22週  (10/23～10/27)

第22週  (10/23～10/27) 第22週  (10/23～10/27) 第22週  (10/23～10/27) 第22週  (10/23～10/27)

第１限

第３限

第22週  (10/23～10/27) 第22週  (10/23～10/27)

第５限 第５限

第２限

第22週  (10/23～10/27)

第１限 第１限 第１限

第１限 第１限 第１限

第22週  (10/23～10/27)

第３限 第３限

第６限 第６限 第６限

第３限 第３限 第３限

第４限 第４限 第４限

第５限

第５限

第２限

第４限 第４限 第４限 第４限

第３限

第２限 第２限 第２限

第６限

第１限 第１限 第１限 第１限

第６限 第６限

第５限 第５限 第５限

第３限

第２限 第２限 第２限 第２限

第６限

第３限

第６限第６限

第22週  (10/23～10/27)第22週  (10/23～10/27)

第６限

第２限 第２限

第22週  (10/23～10/27)

第６限

第３限 第３限

第４限 第４限

第５限第５限 第５限 第５限

第４限 第４限

時間割2017(22_22).xls 2018/9/11 14:41



学生印刷用

4部印刷

ITエ１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ITエ２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 情ビ１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 情ビ２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
ＬＨＲ コミュニケ コミュニケ HTML実 Ｅｘｃｅｌ 卒研実習 サーバ実 サーバ実 卒研講義 ペン字 ＬＨＲ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 工業簿記 工業簿記 ＬＨＲ 卒研実習 ﾍﾟﾝⅡ毛 卒研実習 就職実務

51 51 51 53 53 53 53 53 52 52 31 31 31 31 31 32 62 32 62 32
成田 岩﨑 岩﨑 成田 山舘 岩﨑 山舘 山舘 岩﨑 西川 駒木 野々口 野々口 野々口 野々口 宮部 宮部 西川 宮部 宮部

ビジマナ 情報数学 コミュニケ HTML実 JavaⅠ実 卒研実習 サーバ実 サーバ実 卒研講義 ペン字 工業簿記 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 工業簿記 工業簿記 卒研実習 卒研実習 ﾍﾟﾝⅡ毛 卒研実習 卒研実習
51 51 51 53 53 53 53 53 52 52 31 31 31 31 31 62 62 32 62 62

國分 成田 岩﨑 成田 山舘 岩﨑 山舘 山舘 岩﨑 西川 野々口 野々口 野々口 野々口 野々口 宮部 宮部 西川 宮部 宮部
コミュニケ Ｅｘｃｅｌ 国試対策Ⅰ 情報数学 JavaⅠ実 Ｗｏｒｄ 卒研講義 卒研実習 卒研実習 卒研講義 工業簿記 ペン字Ⅰ 工業簿記 商簿Ⅱ 工業簿記 ＥｘｃｅｌⅡ 卒研実習 卒研実習 就職実務 卒研実習

51 53 51 51 53 53 52 53 53 52 31 31 31 31 31 62 62 62 32 62
岩﨑 山舘 成田 成田 山舘 田澤 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 野々口 西川 野々口 野々口 野々口 山舘 宮部 宮部 宮部 宮部

国語表現 Ｅｘｃｅｌ 国語表現 情報数学 コミュニケ Ｗｏｒｄ 卒研講義 卒研実習 卒研実習 Access ビジマナ コミュニケ 工業簿記 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 卒研実習 就職実務 就職実務 卒研講義 卒研講義
51 53 51 51 51 53 52 53 53 53 31 31 31 31 31 62 32 32 32 32

山舘 山舘 山舘 成田 岩﨑 田澤 岩﨑 岩﨑 岩﨑 山舘 國分 駒木 野々口 宮部 宮部 宮部 宮部 宮部 駒木 駒木
JavaⅠ実 JavaⅠ実 JavaⅠ実 国試対策Ⅰ 情報数学 ＬＨＲ 就職実務 就職実務 卒研実習 Access コン概論 ＥｘｃｅｌⅠ 商簿Ⅱ コン会Ⅰ コン会Ⅰ 卒研講義 就職実務 卒研講義 ＥｘｃｅｌⅡ 卒研講義

53 53 53 51 51 52 52 52 53 53 31 61 31 61 61 32 32 32 62 32
山舘 山舘 山舘 成田 成田 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 山舘 宮部 駒木 宮部 宮部 宮部 駒木 宮部 駒木 山舘 駒木

JavaⅠ実 JavaⅠ実 JavaⅠ実 JavaⅠ実 国試対策Ⅰ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ 商簿Ⅱ ＥｘｃｅｌⅠ マルチ実 コン会Ⅰ コン会Ⅰ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ
53 53 53 53 51 52 52 52 52 52 31 61 61 61 61 32 32 32 32 32

山舘 山舘 山舘 山舘 成田 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 宮部 駒木 駒木 宮部 宮部 野々口 野々口 野々口 野々口 野々口

事務１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 事務２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 公務１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 公務２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
ＬＨＲ 接遇マⅠ 表Ⅰ実習 英会話Ⅰ マルチ実 ＬＨＲ ペン毛筆 就職実務 卒研講義 卒研講義 ＬＨＲ 表計算Ⅰ マルチ実 自Ⅰ数学 社科学Ⅰ ＬＨＲ 卒研②（講義） ﾘｽｸﾏﾈ 表計算Ⅱ 卒研①（実習）

71 71 62 71 62 72 72 72 72 72 41 61 61 41 41 42 42 42 61 61
田澤 田澤 田澤 工藤 駒木 小坂 西川 小坂 小坂 小坂 丸谷 外里 駒木 外里 丸谷 外里 丸谷 丸谷 田澤 外里

商業簿記 接遇マⅠ 表Ⅰ実習 英会話Ⅰ 商業簿記 就職実務 ペン毛筆 卒研講義 卒研講義 卒研講義 表計算Ⅰ 表計算Ⅰ ビジマナ 人文Ⅰ 社科学Ⅰ ﾘｽｸﾏﾈ 卒研②（講義） 卒研①（実習） 表計算Ⅱ 卒研①（実習）

71 71 62 71 71 72 72 72 72 72 61 61 41 41 41 42 42 61 61 61
成田 田澤 田澤 工藤 成田 小坂 西川 小坂 小坂 小坂 外里 外里 丸谷 丸谷 丸谷 丸谷 丸谷 外里 田澤 外里

商業簿記 商業簿記 接遇マⅠ 表Ⅰ実習 商業簿記 卒研講義 I-net 卒研実習 英会話Ⅱ 卒研実習 表計算Ⅰ 自Ⅰ数学 公対国語 人文Ⅰ 公対国語 ﾘｽｸﾏﾈ 卒研②（講義） ペン字 ＷＰⅡ 卒研②（講義）

71 71 71 62 71 72 61 61 72 61 61 41 41 41 41 42 42 42 61 42
成田 成田 田澤 田澤 成田 小坂 駒木 小坂 工藤 小坂 外里 外里 丸谷 丸谷 丸谷 丸谷 丸谷 西川 外里 外里

商業簿記 商業簿記 商業簿記 表Ⅰ実習 商業簿記 卒研実習 ＷＰⅡ ＷＰⅡ 英会話Ⅱ 卒研講義 公対全般 公対全般 数Ⅰ判断 数Ⅰ判断 文Ⅰ現代文 商簿基礎 就職実務 ペン字 卒研①（実習） ＷＰⅡ
71 71 71 62 71 61 62 62 72 72 41 41 41 41 41 42 42 42 61 61

成田 成田 成田 田澤 成田 小坂 田澤 田澤 工藤 小坂 大久保 大久保 小田 小田 丸谷 外里 外里 西川 外里 外里
ビジマナ 医療事務 商業簿記 華道／茶道 医療事務 卒研講義 ＷＰⅡ ＷＰⅡ 卒研講義 卒研講義 公対全般 文Ⅰ英文 数Ⅰ資解 自Ⅰ理科 文Ⅰ現代文 表計算Ⅱ 商簿基礎 商簿基礎 卒研②（講義） 卒研②（講義）

71 71 71 71 71 72 62 62 72 72 41 41 41 41 41 61 42 42 42 42
國分 ﾆﾁｲ1 成田 小野沢･高橋 ﾆﾁｲ1 小坂 田澤 田澤 小坂 小坂 大久保 大久保 小田 小田 丸谷 田澤 外里 外里 外里 外里

接遇マⅠ 医療事務 商業簿記 華道／茶道 医療事務 ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ 公対全般 文Ⅰ英文 自Ⅰ理科 数Ⅰ推理 数Ⅰ推理 ペン字 ペン字 ペン字 ペン字 ペン字
71 71 71 71 71 72 72 72 72 72 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42

田澤 ﾆﾁｲ1 成田 小野沢･高橋 ﾆﾁｲ1 小坂 小坂 小坂 小坂 小坂 大久保 大久保 小田 外里 外里 西川 西川 西川 西川 西川

６１教室 ６２教室 ５３教室
６１室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ６２室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ５３室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

表計算Ⅰ マルチ実 表計算Ⅱ 卒研①（実習） 卒研実習 表Ⅰ実習 卒研実習 マルチ実 卒研実習 サーバ実 サーバ実 HTML実 Ｅｘｃｅｌ

公務１ 公務１ 公務２ 公務２ 情ビ２ 事務１ 情ビ２ 事務１ ITエ２ ITエ２ ITエ２ ITエ１ ITエ１
外里 駒木 田澤 外里 宮部 田澤 宮部 駒木 岩﨑 山舘 山舘 成田 山舘

表計算Ⅰ 表計算Ⅰ 卒研①（実習） 表計算Ⅱ 卒研①（実習） 卒研実習 卒研実習 表Ⅰ実習 卒研実習 卒研実習 卒研実習 サーバ実 サーバ実 HTML実 JavaⅠ実
公務１ 公務１ 公務２ 公務２ 公務２ 情ビ２ 情ビ２ 事務１ 情ビ２ 情ビ２ ITエ２ ITエ２ ITエ２ ITエ１ ITエ１
外里 外里 外里 田澤 外里 宮部 宮部 田澤 宮部 宮部 岩﨑 山舘 山舘 成田 山舘

表計算Ⅰ I-net 卒研実習 ＷＰⅡ 卒研実習 ＥｘｃｅｌⅡ 卒研実習 卒研実習 表Ⅰ実習 卒研実習 Ｗｏｒｄ Ｅｘｃｅｌ 卒研実習 卒研実習 JavaⅠ実
公務１ 事務２ 事務２ 公務２ 事務２ 情ビ２ 情ビ２ 情ビ２ 事務１ 情ビ２ ITエ２ ITエ１ ITエ２ ITエ２ ITエ１
外里 駒木 小坂 外里 小坂 山舘 宮部 宮部 田澤 宮部 田澤 山舘 岩﨑 岩﨑 山舘

卒研実習 卒研①（実習） ＷＰⅡ 卒研実習 ＷＰⅡ ＷＰⅡ 表Ⅰ実習 Ｗｏｒｄ Ｅｘｃｅｌ 卒研実習 卒研実習 Access
事務２ 公務２ 公務２ 情ビ２ 事務２ 事務２ 事務１ ITエ２ ITエ１ ITエ２ ITエ２ ITエ２
小坂 外里 外里 宮部 田澤 田澤 田澤 田澤 山舘 岩﨑 岩﨑 山舘

表計算Ⅱ ＥｘｃｅｌⅠ コン会Ⅰ コン会Ⅰ ＷＰⅡ ＷＰⅡ ＥｘｃｅｌⅡ JavaⅠ実 JavaⅠ実 JavaⅠ実 卒研実習 Access
公務２ 情ビ１ 情ビ１ 情ビ１ 事務２ 事務２ 情ビ２ ITエ１ ITエ１ ITエ１ ITエ２ ITエ２
田澤 駒木 宮部 宮部 田澤 田澤 山舘 山舘 山舘 山舘 岩﨑 山舘

ＥｘｃｅｌⅠ マルチ実 コン会Ⅰ コン会Ⅰ JavaⅠ実 JavaⅠ実 JavaⅠ実 JavaⅠ実
情ビ１ 情ビ１ 情ビ１ 情ビ１ ITエ１ ITエ１ ITエ１ ITエ１
駒木 駒木 宮部 宮部 山舘 山舘 山舘 山舘

第23週  (10/30～11/3)

第23週  (10/30～11/3) 第23週  (10/30～11/3) 第23週  (10/30～11/3) 第23週  (10/30～11/3)
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学生印刷用

4部印刷

ITエ１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ITエ２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 情ビ１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 情ビ２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
ＬＨＲ コミュニケ コミュニケ HTML実 Ｅｘｃｅｌ 卒研実習 サーバ実 サーバ実 卒研講義 ペン字 ＬＨＲ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 工業簿記 工業簿記 ＬＨＲ 卒研実習 ﾍﾟﾝⅡ毛 卒研実習 就職実務

51 51 51 53 53 53 53 53 52 52 31 31 31 31 31 32 62 32 62 32
成田 岩﨑 岩﨑 成田 山舘 岩﨑 山舘 山舘 岩﨑 西川 駒木 野々口 野々口 野々口 野々口 宮部 宮部 西川 宮部 宮部

ビジマナ 情報数学 コミュニケ HTML実 JavaⅠ実 卒研実習 サーバ実 サーバ実 卒研講義 ペン字 工業簿記 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 工業簿記 工業簿記 卒研実習 卒研実習 ﾍﾟﾝⅡ毛 卒研実習 卒研実習
51 51 51 53 53 53 53 53 52 52 31 31 31 31 31 62 62 32 62 62

國分 成田 岩﨑 成田 山舘 岩﨑 山舘 山舘 岩﨑 西川 野々口 野々口 野々口 野々口 野々口 宮部 宮部 西川 宮部 宮部
コミュニケ Ｅｘｃｅｌ 国試対策Ⅰ 情報数学 JavaⅠ実 Ｗｏｒｄ 卒研講義 卒研実習 卒研実習 卒研講義 工業簿記 ペン字Ⅰ 工業簿記 商簿Ⅱ 工業簿記 ＥｘｃｅｌⅡ 卒研実習 卒研実習 就職実務 卒研実習

51 53 51 51 53 53 52 53 53 52 31 31 31 31 31 62 62 62 32 62
岩﨑 山舘 成田 成田 山舘 田澤 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 野々口 西川 野々口 野々口 野々口 山舘 宮部 宮部 宮部 宮部

国語表現 Ｅｘｃｅｌ 国語表現 情報数学 コミュニケ Ｗｏｒｄ 卒研講義 卒研実習 卒研実習 Access ビジマナ コミュニケ 工業簿記 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 卒研実習 就職実務 就職実務 卒研講義 卒研講義
51 53 51 51 51 53 52 53 53 53 31 31 31 31 31 62 32 32 32 32

山舘 山舘 山舘 成田 岩﨑 田澤 岩﨑 岩﨑 岩﨑 山舘 國分 駒木 野々口 宮部 宮部 宮部 宮部 宮部 駒木 駒木
JavaⅠ実 JavaⅠ実 JavaⅠ実 国試対策Ⅰ 情報数学 ＬＨＲ 就職実務 就職実務 卒研実習 Access コン概論 ＥｘｃｅｌⅠ 商簿Ⅱ コン会Ⅰ コン会Ⅰ 卒研講義 就職実務 卒研講義 ＥｘｃｅｌⅡ 卒研講義

53 53 53 51 51 52 52 52 53 53 31 61 31 61 61 32 32 32 62 32
山舘 山舘 山舘 成田 成田 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 山舘 宮部 駒木 宮部 宮部 宮部 駒木 宮部 駒木 山舘 駒木

JavaⅠ実 JavaⅠ実 JavaⅠ実 JavaⅠ実 国試対策Ⅰ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ 商簿Ⅱ ＥｘｃｅｌⅠ マルチ実 コン会Ⅰ コン会Ⅰ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ
53 53 53 53 51 52 52 52 52 52 31 61 61 61 61 32 32 32 32 32

山舘 山舘 山舘 山舘 成田 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 宮部 駒木 駒木 宮部 宮部 野々口 野々口 野々口 野々口 野々口

事務１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 事務２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 公務１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 公務２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
ＬＨＲ 接遇マⅠ 表Ⅰ実習 英会話Ⅰ マルチ実 ＬＨＲ ペン毛筆 就職実務 卒研講義 卒研講義 ＬＨＲ 表計算Ⅰ マルチ実 自Ⅰ数学 社科学Ⅰ ＬＨＲ 卒研②（講義） ﾘｽｸﾏﾈ 表計算Ⅱ 卒研①（実習）

71 71 62 71 62 72 72 72 72 72 41 61 61 41 41 42 42 42 61 61
田澤 田澤 田澤 工藤 駒木 小坂 西川 小坂 小坂 小坂 丸谷 外里 駒木 外里 丸谷 外里 丸谷 丸谷 田澤 外里

商業簿記 接遇マⅠ 表Ⅰ実習 英会話Ⅰ 商業簿記 就職実務 ペン毛筆 卒研講義 卒研講義 卒研講義 表計算Ⅰ 表計算Ⅰ ビジマナ 人文Ⅰ 社科学Ⅰ ﾘｽｸﾏﾈ 卒研②（講義） 卒研①（実習） 表計算Ⅱ 卒研①（実習）

71 71 62 71 71 72 72 72 72 72 61 61 41 41 41 42 42 61 61 61
成田 田澤 田澤 工藤 成田 小坂 西川 小坂 小坂 小坂 外里 外里 丸谷 丸谷 丸谷 丸谷 丸谷 外里 田澤 外里

商業簿記 商業簿記 接遇マⅠ 表Ⅰ実習 商業簿記 卒研講義 I-net 卒研実習 英会話Ⅱ 卒研実習 表計算Ⅰ 自Ⅰ数学 公対国語 人文Ⅰ 公対国語 ﾘｽｸﾏﾈ 卒研②（講義） ペン字 ＷＰⅡ 卒研②（講義）

71 71 71 62 71 72 61 61 72 61 61 41 41 41 41 42 42 42 61 42
成田 成田 田澤 田澤 成田 小坂 駒木 小坂 工藤 小坂 外里 外里 丸谷 丸谷 丸谷 丸谷 丸谷 西川 外里 外里

商業簿記 商業簿記 商業簿記 表Ⅰ実習 商業簿記 卒研実習 ＷＰⅡ ＷＰⅡ 英会話Ⅱ 卒研講義 公対全般 公対全般 数Ⅰ判断 数Ⅰ判断 文Ⅰ現代文 商簿基礎 就職実務 ペン字 卒研①（実習） ＷＰⅡ
71 71 71 62 71 61 62 62 72 72 41 41 41 41 41 42 42 42 61 61

成田 成田 成田 田澤 成田 小坂 田澤 田澤 工藤 小坂 大久保 大久保 小田 小田 丸谷 外里 外里 西川 外里 外里
ビジマナ 医療事務 商業簿記 華道／茶道 医療事務 卒研講義 ＷＰⅡ ＷＰⅡ 卒研講義 卒研講義 公対全般 文Ⅰ英文 数Ⅰ資解 自Ⅰ理科 文Ⅰ現代文 表計算Ⅱ 商簿基礎 商簿基礎 卒研②（講義） 卒研②（講義）

71 71 71 71 71 72 62 62 72 72 41 41 41 41 41 61 42 42 42 42
國分 ﾆﾁｲ1 成田 小野沢･高橋 ﾆﾁｲ1 小坂 田澤 田澤 小坂 小坂 大久保 大久保 小田 小田 丸谷 田澤 外里 外里 外里 外里

接遇マⅠ 医療事務 商業簿記 華道／茶道 医療事務 ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ 公対全般 文Ⅰ英文 自Ⅰ理科 数Ⅰ推理 数Ⅰ推理 ペン字 ペン字 ペン字 ペン字 ペン字
71 71 71 71 71 72 72 72 72 72 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42

田澤 ﾆﾁｲ1 成田 小野沢･高橋 ﾆﾁｲ1 小坂 小坂 小坂 小坂 小坂 大久保 大久保 小田 外里 外里 西川 西川 西川 西川 西川

６１教室 ６２教室 ５３教室
６１室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ６２室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ５３室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

表計算Ⅰ マルチ実 表計算Ⅱ 卒研①（実習） 卒研実習 表Ⅰ実習 卒研実習 マルチ実 卒研実習 サーバ実 サーバ実 HTML実 Ｅｘｃｅｌ

公務１ 公務１ 公務２ 公務２ 情ビ２ 事務１ 情ビ２ 事務１ ITエ２ ITエ２ ITエ２ ITエ１ ITエ１
外里 駒木 田澤 外里 宮部 田澤 宮部 駒木 岩﨑 山舘 山舘 成田 山舘

表計算Ⅰ 表計算Ⅰ 卒研①（実習） 表計算Ⅱ 卒研①（実習） 卒研実習 卒研実習 表Ⅰ実習 卒研実習 卒研実習 卒研実習 サーバ実 サーバ実 HTML実 JavaⅠ実
公務１ 公務１ 公務２ 公務２ 公務２ 情ビ２ 情ビ２ 事務１ 情ビ２ 情ビ２ ITエ２ ITエ２ ITエ２ ITエ１ ITエ１
外里 外里 外里 田澤 外里 宮部 宮部 田澤 宮部 宮部 岩﨑 山舘 山舘 成田 山舘

表計算Ⅰ I-net 卒研実習 ＷＰⅡ 卒研実習 ＥｘｃｅｌⅡ 卒研実習 卒研実習 表Ⅰ実習 卒研実習 Ｗｏｒｄ Ｅｘｃｅｌ 卒研実習 卒研実習 JavaⅠ実
公務１ 事務２ 事務２ 公務２ 事務２ 情ビ２ 情ビ２ 情ビ２ 事務１ 情ビ２ ITエ２ ITエ１ ITエ２ ITエ２ ITエ１
外里 駒木 小坂 外里 小坂 山舘 宮部 宮部 田澤 宮部 田澤 山舘 岩﨑 岩﨑 山舘

卒研実習 卒研①（実習） ＷＰⅡ 卒研実習 ＷＰⅡ ＷＰⅡ 表Ⅰ実習 Ｗｏｒｄ Ｅｘｃｅｌ 卒研実習 卒研実習 Access
事務２ 公務２ 公務２ 情ビ２ 事務２ 事務２ 事務１ ITエ２ ITエ１ ITエ２ ITエ２ ITエ２
小坂 外里 外里 宮部 田澤 田澤 田澤 田澤 山舘 岩﨑 岩﨑 山舘

表計算Ⅱ ＥｘｃｅｌⅠ コン会Ⅰ コン会Ⅰ ＷＰⅡ ＷＰⅡ ＥｘｃｅｌⅡ JavaⅠ実 JavaⅠ実 JavaⅠ実 卒研実習 Access
公務２ 情ビ１ 情ビ１ 情ビ１ 事務２ 事務２ 情ビ２ ITエ１ ITエ１ ITエ１ ITエ２ ITエ２
田澤 駒木 宮部 宮部 田澤 田澤 山舘 山舘 山舘 山舘 岩﨑 山舘

ＥｘｃｅｌⅠ マルチ実 コン会Ⅰ コン会Ⅰ JavaⅠ実 JavaⅠ実 JavaⅠ実 JavaⅠ実
情ビ１ 情ビ１ 情ビ１ 情ビ１ ITエ１ ITエ１ ITエ１ ITエ１
駒木 駒木 宮部 宮部 山舘 山舘 山舘 山舘

第３限 第３限

第４限 第４限

第５限第５限 第５限 第５限

第４限 第４限

第６限第６限

第24週  (11/6～11/10)第24週  (11/6～11/10)

第６限

第２限 第２限

第24週  (11/6～11/10)

第６限

第５限 第５限 第５限

第３限

第２限 第２限 第２限 第２限

第６限

第３限

第６限

第１限 第１限 第１限 第１限

第６限 第６限

第５限

第２限

第４限 第４限 第４限 第４限

第３限

第２限 第２限 第２限

第６限 第６限 第６限

第３限 第３限 第３限

第４限 第４限 第４限

第５限

第24週  (11/6～11/10)

第１限 第１限 第１限

第１限 第１限 第１限

第24週  (11/6～11/10)

第３限 第３限

第５限 第５限

第２限

第24週  (11/6～11/10)

第24週  (11/6～11/10) 第24週  (11/6～11/10) 第24週  (11/6～11/10) 第24週  (11/6～11/10)

第１限

第３限

第24週  (11/6～11/10) 第24週  (11/6～11/10)
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学生印刷用

4部印刷

ITエ１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ITエ２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 情ビ１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 情ビ２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
ＬＨＲ コミュニケ コミュニケ HTML実 Ｅｘｃｅｌ 卒研実習 サーバ実 サーバ実 卒研講義 ペン字 ＬＨＲ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 工業簿記 工業簿記 ＬＨＲ 卒研実習 ﾍﾟﾝⅡ毛 卒研実習 就職実務

51 51 51 53 53 53 53 53 52 52 31 31 31 31 31 32 62 32 62 32
成田 岩﨑 岩﨑 成田 山舘 岩﨑 山舘 山舘 岩﨑 西川 駒木 野々口 野々口 野々口 野々口 宮部 宮部 西川 宮部 宮部

ビジマナ 情報数学 コミュニケ HTML実 JavaⅠ実 卒研実習 サーバ実 サーバ実 卒研講義 ペン字 工業簿記 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 工業簿記 工業簿記 卒研実習 卒研実習 ﾍﾟﾝⅡ毛 卒研実習 卒研実習
51 51 51 53 53 53 53 53 52 52 31 31 31 31 31 62 62 32 62 62

國分 成田 岩﨑 成田 山舘 岩﨑 山舘 山舘 岩﨑 西川 野々口 野々口 野々口 野々口 野々口 宮部 宮部 西川 宮部 宮部
コミュニケ Ｅｘｃｅｌ 国試対策Ⅰ 情報数学 JavaⅠ実 Ｗｏｒｄ 卒研講義 卒研実習 卒研実習 卒研講義 工業簿記 ペン字Ⅰ 工業簿記 商簿Ⅱ 工業簿記 ＥｘｃｅｌⅡ 卒研実習 卒研実習 就職実務 卒研実習

51 53 51 51 53 53 52 53 53 52 31 31 31 31 31 62 62 62 32 62
岩﨑 山舘 成田 成田 山舘 田澤 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 野々口 西川 野々口 野々口 野々口 山舘 宮部 宮部 宮部 宮部

国語表現 Ｅｘｃｅｌ 国語表現 情報数学 コミュニケ Ｗｏｒｄ 卒研講義 卒研実習 卒研実習 Access ビジマナ コミュニケ 工業簿記 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 卒研実習 就職実務 就職実務 卒研講義 卒研講義
51 53 51 51 51 53 52 53 53 53 31 31 31 31 31 62 32 32 32 32

山舘 山舘 山舘 成田 岩﨑 田澤 岩﨑 岩﨑 岩﨑 山舘 國分 駒木 野々口 宮部 宮部 宮部 宮部 宮部 駒木 駒木
JavaⅠ実 JavaⅠ実 JavaⅠ実 国試対策Ⅰ 情報数学 ＬＨＲ 就職実務 就職実務 卒研実習 Access コン概論 ＥｘｃｅｌⅠ 商簿Ⅱ コン会Ⅰ コン会Ⅰ 卒研講義 就職実務 卒研講義 ＥｘｃｅｌⅡ 卒研講義

53 53 53 51 51 52 52 52 53 53 31 61 31 61 61 32 32 32 62 32
山舘 山舘 山舘 成田 成田 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 山舘 宮部 駒木 宮部 宮部 宮部 駒木 宮部 駒木 山舘 駒木

JavaⅠ実 JavaⅠ実 JavaⅠ実 JavaⅠ実 国試対策Ⅰ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ 商簿Ⅱ ＥｘｃｅｌⅠ マルチ実 コン会Ⅰ コン会Ⅰ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ
53 53 53 53 51 52 52 52 52 52 31 61 61 61 61 32 32 32 32 32

山舘 山舘 山舘 山舘 成田 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 宮部 駒木 駒木 宮部 宮部 野々口 野々口 野々口 野々口 野々口

事務１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 事務２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 公務１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 公務２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
ＬＨＲ 接遇マⅠ 表Ⅰ実習 英会話Ⅰ マルチ実 ＬＨＲ ペン毛筆 就職実務 卒研講義 卒研講義 ＬＨＲ 表計算Ⅰ マルチ実 自Ⅰ数学 社科学Ⅰ ＬＨＲ 卒研②（講義） ﾘｽｸﾏﾈ 表計算Ⅱ 卒研①（実習）

71 71 62 71 62 72 72 72 72 72 41 61 61 41 41 42 42 42 61 61
田澤 田澤 田澤 工藤 駒木 小坂 西川 小坂 小坂 小坂 丸谷 外里 駒木 外里 丸谷 外里 丸谷 丸谷 田澤 外里

商業簿記 接遇マⅠ 表Ⅰ実習 英会話Ⅰ 商業簿記 就職実務 ペン毛筆 卒研講義 卒研講義 卒研講義 表計算Ⅰ 表計算Ⅰ ビジマナ 人文Ⅰ 社科学Ⅰ ﾘｽｸﾏﾈ 卒研②（講義） 卒研①（実習） 表計算Ⅱ 卒研①（実習）

71 71 62 71 71 72 72 72 72 72 61 61 41 41 41 42 42 61 61 61
成田 田澤 田澤 工藤 成田 小坂 西川 小坂 小坂 小坂 外里 外里 丸谷 丸谷 丸谷 丸谷 丸谷 外里 田澤 外里

商業簿記 商業簿記 接遇マⅠ 表Ⅰ実習 商業簿記 卒研講義 I-net 卒研実習 英会話Ⅱ 卒研実習 表計算Ⅰ 自Ⅰ数学 公対国語 人文Ⅰ 公対国語 ﾘｽｸﾏﾈ 卒研②（講義） ペン字 ＷＰⅡ 卒研②（講義）

71 71 71 62 71 72 61 61 72 61 61 41 41 41 41 42 42 42 61 42
成田 成田 田澤 田澤 成田 小坂 駒木 小坂 工藤 小坂 外里 外里 丸谷 丸谷 丸谷 丸谷 丸谷 西川 外里 外里

商業簿記 商業簿記 商業簿記 表Ⅰ実習 商業簿記 卒研実習 ＷＰⅡ ＷＰⅡ 英会話Ⅱ 卒研講義 公対全般 公対全般 数Ⅰ判断 数Ⅰ判断 文Ⅰ現代文 商簿基礎 就職実務 ペン字 卒研①（実習） ＷＰⅡ
71 71 71 62 71 61 62 62 72 72 41 41 41 41 41 42 42 42 61 61

成田 成田 成田 田澤 成田 小坂 田澤 田澤 工藤 小坂 大久保 大久保 小田 小田 丸谷 外里 外里 西川 外里 外里
ビジマナ 医療事務 商業簿記 華道／茶道 医療事務 卒研講義 ＷＰⅡ ＷＰⅡ 卒研講義 卒研講義 公対全般 文Ⅰ英文 数Ⅰ資解 自Ⅰ理科 文Ⅰ現代文 表計算Ⅱ 商簿基礎 商簿基礎 卒研②（講義） 卒研②（講義）

71 71 71 71 71 72 62 62 72 72 41 41 41 41 41 61 42 42 42 42
國分 ﾆﾁｲ1 成田 小野沢･高橋 ﾆﾁｲ1 小坂 田澤 田澤 小坂 小坂 大久保 大久保 小田 小田 丸谷 田澤 外里 外里 外里 外里

接遇マⅠ 医療事務 商業簿記 華道／茶道 医療事務 ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ 公対全般 文Ⅰ英文 自Ⅰ理科 数Ⅰ推理 数Ⅰ推理 ペン字 ペン字 ペン字 ペン字 ペン字
71 71 71 71 71 72 72 72 72 72 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42

田澤 ﾆﾁｲ1 成田 小野沢･高橋 ﾆﾁｲ1 小坂 小坂 小坂 小坂 小坂 大久保 大久保 小田 外里 外里 西川 西川 西川 西川 西川

６１教室 ６２教室 ５３教室
６１室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ６２室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ５３室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

表計算Ⅰ マルチ実 表計算Ⅱ 卒研①（実習） 卒研実習 表Ⅰ実習 卒研実習 マルチ実 卒研実習 サーバ実 サーバ実 HTML実 Ｅｘｃｅｌ

公務１ 公務１ 公務２ 公務２ 情ビ２ 事務１ 情ビ２ 事務１ ITエ２ ITエ２ ITエ２ ITエ１ ITエ１
外里 駒木 田澤 外里 宮部 田澤 宮部 駒木 岩﨑 山舘 山舘 成田 山舘

表計算Ⅰ 表計算Ⅰ 卒研①（実習） 表計算Ⅱ 卒研①（実習） 卒研実習 卒研実習 表Ⅰ実習 卒研実習 卒研実習 卒研実習 サーバ実 サーバ実 HTML実 JavaⅠ実
公務１ 公務１ 公務２ 公務２ 公務２ 情ビ２ 情ビ２ 事務１ 情ビ２ 情ビ２ ITエ２ ITエ２ ITエ２ ITエ１ ITエ１
外里 外里 外里 田澤 外里 宮部 宮部 田澤 宮部 宮部 岩﨑 山舘 山舘 成田 山舘

表計算Ⅰ I-net 卒研実習 ＷＰⅡ 卒研実習 ＥｘｃｅｌⅡ 卒研実習 卒研実習 表Ⅰ実習 卒研実習 Ｗｏｒｄ Ｅｘｃｅｌ 卒研実習 卒研実習 JavaⅠ実
公務１ 事務２ 事務２ 公務２ 事務２ 情ビ２ 情ビ２ 情ビ２ 事務１ 情ビ２ ITエ２ ITエ１ ITエ２ ITエ２ ITエ１
外里 駒木 小坂 外里 小坂 山舘 宮部 宮部 田澤 宮部 田澤 山舘 岩﨑 岩﨑 山舘

卒研実習 卒研①（実習） ＷＰⅡ 卒研実習 ＷＰⅡ ＷＰⅡ 表Ⅰ実習 Ｗｏｒｄ Ｅｘｃｅｌ 卒研実習 卒研実習 Access
事務２ 公務２ 公務２ 情ビ２ 事務２ 事務２ 事務１ ITエ２ ITエ１ ITエ２ ITエ２ ITエ２
小坂 外里 外里 宮部 田澤 田澤 田澤 田澤 山舘 岩﨑 岩﨑 山舘

表計算Ⅱ ＥｘｃｅｌⅠ コン会Ⅰ コン会Ⅰ ＷＰⅡ ＷＰⅡ ＥｘｃｅｌⅡ JavaⅠ実 JavaⅠ実 JavaⅠ実 卒研実習 Access
公務２ 情ビ１ 情ビ１ 情ビ１ 事務２ 事務２ 情ビ２ ITエ１ ITエ１ ITエ１ ITエ２ ITエ２
田澤 駒木 宮部 宮部 田澤 田澤 山舘 山舘 山舘 山舘 岩﨑 山舘

ＥｘｃｅｌⅠ マルチ実 コン会Ⅰ コン会Ⅰ JavaⅠ実 JavaⅠ実 JavaⅠ実 JavaⅠ実
情ビ１ 情ビ１ 情ビ１ 情ビ１ ITエ１ ITエ１ ITエ１ ITエ１
駒木 駒木 宮部 宮部 山舘 山舘 山舘 山舘

第25週  (11/13～11/17)

第25週  (11/13～11/17) 第25週  (11/13～11/17) 第25週  (11/13～11/17) 第25週  (11/13～11/17)

第１限

第３限

第25週  (11/13～11/17) 第25週  (11/13～11/17)

第５限 第５限

第２限

第25週  (11/13～11/17)

第１限 第１限 第１限

第１限 第１限 第１限

第25週  (11/13～11/17)

第３限 第３限

第６限 第６限 第６限

第３限 第３限 第３限

第４限 第４限 第４限

第５限

第５限

第２限

第４限 第４限 第４限 第４限

第３限

第２限 第２限 第２限

第６限

第１限 第１限 第１限 第１限

第６限 第６限

第５限 第５限 第５限

第３限

第２限 第２限 第２限 第２限

第６限

第３限

第６限第６限

第25週  (11/13～11/17)第25週  (11/13～11/17)

第６限

第２限 第２限

第25週  (11/13～11/17)

第６限

第３限 第３限

第４限 第４限

第５限第５限 第５限 第５限

第４限 第４限
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学生印刷用

4部印刷

ITエ１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ITエ２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 情ビ１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 情ビ２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
ＬＨＲ コミュニケ コミュニケ HTML実 Ｅｘｃｅｌ 卒研実習 サーバ実 サーバ実 卒研講義 ペン字 ＬＨＲ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 工業簿記 ＬＨＲ 卒研実習 ﾍﾟﾝⅡ毛 卒研実習 就職実務

51 51 51 53 53 53 53 53 52 52 31 31 31 31 31 32 62 32 62 32
成田 岩﨑 岩﨑 成田 山舘 岩﨑 山舘 山舘 岩﨑 西川 駒木 野々口 野々口 野々口 野々口 宮部 宮部 西川 宮部 宮部

ビジマナ 情報数学 コミュニケ HTML実 JavaⅠ実 卒研実習 サーバ実 サーバ実 卒研講義 ペン字 工業簿記 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 工業簿記 工業簿記 卒研実習 卒研実習 ﾍﾟﾝⅡ毛 卒研実習 卒研実習
51 51 51 53 53 53 53 53 52 52 31 31 31 31 31 62 62 32 62 62

國分 成田 岩﨑 成田 山舘 岩﨑 山舘 山舘 岩﨑 西川 野々口 野々口 野々口 野々口 野々口 宮部 宮部 西川 宮部 宮部
コミュニケ Ｅｘｃｅｌ 国試対策Ⅰ 情報数学 JavaⅠ実 Ｗｏｒｄ 卒研講義 卒研実習 卒研実習 卒研講義 工業簿記 ペン字Ⅰ 法人税法 法人税法 法人税法 ＥｘｃｅｌⅡ 卒研実習 卒研実習 就職実務 卒研実習

51 53 51 51 53 53 52 53 53 52 31 31 31 31 31 62 62 62 32 62
岩﨑 山舘 成田 成田 山舘 田澤 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 野々口 西川 野々口 野々口 野々口 山舘 宮部 宮部 宮部 宮部

国語表現 Ｅｘｃｅｌ 国語表現 情報数学 コミュニケ Ｗｏｒｄ 卒研講義 卒研実習 卒研実習 Access ビジマナ 法人税法 法人税法 法人税法 法人税法 卒研実習 就職実務 就職実務 卒研講義 卒研講義
51 53 51 51 51 53 52 53 53 53 31 31 31 31 31 62 32 32 32 32

山舘 山舘 山舘 成田 岩﨑 田澤 岩﨑 岩﨑 岩﨑 山舘 國分 野々口 野々口 野々口 野々口 宮部 宮部 宮部 宮部 宮部
JavaⅠ実 JavaⅠ実 JavaⅠ実 国試対策Ⅰ 情報数学 ＬＨＲ 就職実務 就職実務 卒研実習 Access コン概論 ＥｘｃｅｌⅠ 法人税法 コン会Ⅰ コン会Ⅰ 卒研講義 就職実務 卒研講義 ＥｘｃｅｌⅡ 卒研講義

53 53 53 51 51 52 52 52 53 53 31 61 31 61 61 32 32 32 62 32
山舘 山舘 山舘 成田 成田 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 山舘 宮部 駒木 野々口 宮部 宮部 駒木 宮部 宮部 山舘 駒木

JavaⅠ実 JavaⅠ実 JavaⅠ実 JavaⅠ実 国試対策Ⅰ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ コミュニケ ＥｘｃｅｌⅠ マルチ実 コン会Ⅰ コン会Ⅰ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ
53 53 53 53 51 52 52 52 52 52 31 61 61 61 61 32 32 32 32 32

山舘 山舘 山舘 山舘 成田 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 駒木 駒木 駒木 宮部 宮部 野々口 野々口 野々口 野々口 野々口

事務１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 事務２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 公務１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 公務２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
ＬＨＲ 接遇マⅠ 表Ⅰ実習 英会話Ⅰ マルチ実 ＬＨＲ ペン毛筆 就職実務 卒研講義 卒研講義 ＬＨＲ 表計算Ⅰ マルチ実 自Ⅰ数学 社科学Ⅰ ＬＨＲ 卒研②（講義） ﾘｽｸﾏﾈ 表計算Ⅱ 卒研①（実習）

71 71 62 71 62 72 72 72 72 72 41 61 61 41 41 42 42 42 61 61
田澤 田澤 田澤 工藤 駒木 小坂 西川 小坂 小坂 小坂 丸谷 外里 駒木 外里 丸谷 外里 丸谷 丸谷 田澤 外里

商業簿記 接遇マⅠ 表Ⅰ実習 英会話Ⅰ 商業簿記 就職実務 ペン毛筆 卒研講義 卒研講義 卒研講義 表計算Ⅰ 表計算Ⅰ ビジマナ 人文Ⅰ 社科学Ⅰ ﾘｽｸﾏﾈ 卒研②（講義） 卒研①（実習） 表計算Ⅱ 卒研①（実習）

71 71 62 71 71 72 72 72 72 72 61 61 41 41 41 42 42 61 61 61
成田 田澤 田澤 工藤 成田 小坂 西川 小坂 小坂 小坂 外里 外里 丸谷 丸谷 丸谷 丸谷 丸谷 外里 田澤 外里

商業簿記 商業簿記 接遇マⅠ 表Ⅰ実習 商業簿記 卒研講義 I-net 卒研実習 英会話Ⅱ 卒研実習 表計算Ⅰ 自Ⅰ数学 公対国語 人文Ⅰ 公対国語 ﾘｽｸﾏﾈ 卒研②（講義） ペン字 ＷＰⅡ 卒研②（講義）

71 71 71 62 71 72 61 61 72 61 61 41 41 41 41 42 42 42 61 42
成田 成田 田澤 田澤 成田 小坂 駒木 小坂 工藤 小坂 外里 外里 丸谷 丸谷 丸谷 丸谷 丸谷 西川 外里 外里

商業簿記 商業簿記 商業簿記 表Ⅰ実習 商業簿記 卒研実習 ＷＰⅡ ＷＰⅡ 英会話Ⅱ 卒研講義 公対全般 公対全般 数Ⅰ判断 数Ⅰ判断 文Ⅰ現代文 商簿基礎 就職実務 ペン字 卒研①（実習） ＷＰⅡ
71 71 71 62 71 61 62 62 72 72 41 41 41 41 41 42 42 42 61 61

成田 成田 成田 田澤 成田 小坂 田澤 田澤 工藤 小坂 大久保 大久保 小田 小田 丸谷 外里 外里 西川 外里 外里
ビジマナ 医療事務 商業簿記 華道／茶道 医療事務 卒研講義 ＷＰⅡ ＷＰⅡ 卒研講義 卒研講義 公対全般 文Ⅰ英文 数Ⅰ資解 自Ⅰ理科 文Ⅰ現代文 表計算Ⅱ 商簿基礎 商簿基礎 卒研②（講義） 卒研②（講義）

71 71 71 71 71 72 62 62 72 72 41 41 41 41 41 61 42 42 42 42
國分 ﾆﾁｲ1 成田 小野沢･高橋 ﾆﾁｲ1 小坂 田澤 田澤 小坂 小坂 大久保 大久保 小田 小田 丸谷 田澤 外里 外里 外里 外里

接遇マⅠ 医療事務 商業簿記 華道／茶道 医療事務 ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ 公対全般 文Ⅰ英文 自Ⅰ理科 数Ⅰ推理 数Ⅰ推理 ペン字 ペン字 ペン字 ペン字 ペン字
71 71 71 71 71 72 72 72 72 72 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42

田澤 ﾆﾁｲ1 成田 小野沢･高橋 ﾆﾁｲ1 小坂 小坂 小坂 小坂 小坂 大久保 大久保 小田 外里 外里 西川 西川 西川 西川 西川

６１教室 ６２教室 ５３教室
６１室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ６２室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ５３室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

表計算Ⅰ マルチ実 表計算Ⅱ 卒研①（実習） 卒研実習 表Ⅰ実習 卒研実習 マルチ実 卒研実習 サーバ実 サーバ実 HTML実 Ｅｘｃｅｌ

公務１ 公務１ 公務２ 公務２ 情ビ２ 事務１ 情ビ２ 事務１ ITエ２ ITエ２ ITエ２ ITエ１ ITエ１
外里 駒木 田澤 外里 宮部 田澤 宮部 駒木 岩﨑 山舘 山舘 成田 山舘

表計算Ⅰ 表計算Ⅰ 卒研①（実習） 表計算Ⅱ 卒研①（実習） 卒研実習 卒研実習 表Ⅰ実習 卒研実習 卒研実習 卒研実習 サーバ実 サーバ実 HTML実 JavaⅠ実
公務１ 公務１ 公務２ 公務２ 公務２ 情ビ２ 情ビ２ 事務１ 情ビ２ 情ビ２ ITエ２ ITエ２ ITエ２ ITエ１ ITエ１
外里 外里 外里 田澤 外里 宮部 宮部 田澤 宮部 宮部 岩﨑 山舘 山舘 成田 山舘

表計算Ⅰ I-net 卒研実習 ＷＰⅡ 卒研実習 ＥｘｃｅｌⅡ 卒研実習 卒研実習 表Ⅰ実習 卒研実習 Ｗｏｒｄ Ｅｘｃｅｌ 卒研実習 卒研実習 JavaⅠ実
公務１ 事務２ 事務２ 公務２ 事務２ 情ビ２ 情ビ２ 情ビ２ 事務１ 情ビ２ ITエ２ ITエ１ ITエ２ ITエ２ ITエ１
外里 駒木 小坂 外里 小坂 山舘 宮部 宮部 田澤 宮部 田澤 山舘 岩﨑 岩﨑 山舘

卒研実習 卒研①（実習） ＷＰⅡ 卒研実習 ＷＰⅡ ＷＰⅡ 表Ⅰ実習 Ｗｏｒｄ Ｅｘｃｅｌ 卒研実習 卒研実習 Access
事務２ 公務２ 公務２ 情ビ２ 事務２ 事務２ 事務１ ITエ２ ITエ１ ITエ２ ITエ２ ITエ２
小坂 外里 外里 宮部 田澤 田澤 田澤 田澤 山舘 岩﨑 岩﨑 山舘

表計算Ⅱ ＥｘｃｅｌⅠ コン会Ⅰ コン会Ⅰ ＷＰⅡ ＷＰⅡ ＥｘｃｅｌⅡ JavaⅠ実 JavaⅠ実 JavaⅠ実 卒研実習 Access
公務２ 情ビ１ 情ビ１ 情ビ１ 事務２ 事務２ 情ビ２ ITエ１ ITエ１ ITエ１ ITエ２ ITエ２
田澤 駒木 宮部 宮部 田澤 田澤 山舘 山舘 山舘 山舘 岩﨑 山舘

ＥｘｃｅｌⅠ マルチ実 コン会Ⅰ コン会Ⅰ JavaⅠ実 JavaⅠ実 JavaⅠ実 JavaⅠ実
情ビ１ 情ビ１ 情ビ１ 情ビ１ ITエ１ ITエ１ ITエ１ ITエ１
駒木 駒木 宮部 宮部 山舘 山舘 山舘 山舘

第26週  (11/20～11/24)

第26週  (11/20～11/24) 第26週  (11/20～11/24) 第26週  (11/20～11/24) 第26週  (11/20～11/24)

第１限

第３限

第26週  (11/20～11/24) 第26週  (11/20～11/24)

第５限 第５限

第２限

第26週  (11/20～11/24)

第１限 第１限 第１限

第１限 第１限 第１限

第26週  (11/20～11/24)

第３限 第３限

第６限 第６限 第６限

第３限 第３限 第３限

第４限 第４限 第４限

第５限

第５限

第２限

第４限 第４限 第４限 第４限

第３限

第２限 第２限 第２限

第６限

第１限 第１限 第１限 第１限

第６限 第６限

第５限 第５限 第５限

第３限

第２限 第２限 第２限 第２限

第６限

第３限

第６限第６限

第26週  (11/20～11/24)第26週  (11/20～11/24)

第６限

第２限 第２限

第26週  (11/20～11/24)

第６限

第３限 第３限

第４限 第４限

第５限第５限 第５限 第５限

第４限 第４限
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学生印刷用

4部印刷

ITエ１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ITエ２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 情ビ１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 情ビ２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
ＬＨＲ コミュニケ コミュニケ HTML実 Ｅｘｃｅｌ 卒研実習 Ｗｏｒｄ サーバ実 卒研講義 ペン字 ＬＨＲ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 法人税法 工業簿記 卒研実習 卒研実習 ﾍﾟﾝⅡ毛 卒研実習 就職実務

51 51 51 53 53 53 53 53 52 52 31 31 31 31 31 62 62 32 62 32
成田 岩﨑 岩﨑 成田 山舘 岩﨑 田澤 山舘 岩﨑 西川 駒木 野々口 野々口 野々口 野々口 宮部 宮部 西川 宮部 宮部

ビジマナ 国語表現 コミュニケ HTML実 JavaⅠ実 卒研実習 Ｗｏｒｄ サーバ実 卒研講義 ペン字 工業簿記 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 法人税法 工業簿記 ＥｘｃｅｌⅡ 卒研実習 ﾍﾟﾝⅡ毛 卒研実習 卒研実習
51 51 51 53 53 53 53 53 52 52 31 31 31 31 31 62 62 32 62 62

國分 山舘 岩﨑 成田 山舘 岩﨑 田澤 山舘 岩﨑 西川 野々口 野々口 野々口 野々口 野々口 山舘 宮部 西川 宮部 宮部
コミュニケ Ｅｘｃｅｌ 国試対策Ⅰ 情報数学 JavaⅠ実 サーバ実 卒研講義 卒研実習 卒研実習 卒研講義 工業簿記 ペン字Ⅰ 法人税法 商簿Ⅱ 工業簿記 ＬＨＲ 卒研実習 卒研実習 就職実務 卒研実習

51 53 51 51 53 53 52 53 53 52 31 31 31 31 31 32 62 62 32 62
岩﨑 山舘 成田 成田 山舘 山舘 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 野々口 西川 野々口 野々口 野々口 宮部 宮部 宮部 宮部 宮部

情報数学 Ｅｘｃｅｌ 国語表現 情報数学 コミュニケ サーバ実 卒研講義 卒研実習 卒研実習 Access ビジマナ 法人税法 法人税法 法人税法 法人税法 卒研講義 就職実務 就職実務 卒研講義 卒研講義
51 53 51 51 51 53 52 53 53 53 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32

成田 山舘 山舘 成田 岩﨑 山舘 岩﨑 岩﨑 岩﨑 山舘 國分 野々口 野々口 野々口 野々口 宮部 宮部 宮部 宮部 宮部
JavaⅠ実 JavaⅠ実 JavaⅠ実 国試対策Ⅰ 情報数学 ＬＨＲ 就職実務 就職実務 卒研実習 Access コミュニケ ＥｘｃｅｌⅠ 法人税法 コン会Ⅰ コン会Ⅰ 卒研実習 就職実務 卒研講義 ＥｘｃｅｌⅡ 卒研講義

53 53 53 51 51 52 52 52 53 53 31 61 31 61 61 62 32 32 62 32
山舘 山舘 山舘 成田 成田 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 山舘 駒木 駒木 野々口 宮部 宮部 宮部 宮部 宮部 山舘 駒木

JavaⅠ実 JavaⅠ実 JavaⅠ実 JavaⅠ実 国試対策Ⅰ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ コン概論 ＥｘｃｅｌⅠ マルチ実 コン会Ⅰ コン会Ⅰ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ
53 53 53 53 51 52 52 52 52 52 31 61 61 61 61 32 32 32 32 32

山舘 山舘 山舘 山舘 成田 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 宮部 駒木 駒木 宮部 宮部 野々口 野々口 野々口 野々口 野々口

事務１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 事務２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 公務１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 公務２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
ＬＨＲ 医療事務 表Ⅰ実習 英会話Ⅰ マルチ実 卒研実習 ペン毛筆 就職実務 卒研講義 卒研講義 ＬＨＲ 表計算Ⅰ マルチ実 自Ⅰ数学 社科学Ⅰ ＬＨＲ 卒研②（講義） ﾘｽｸﾏﾈ 表計算Ⅱ 卒研①（実習）

71 71 62 71 62 61 72 72 72 72 41 61 61 41 41 42 42 42 61 61
田澤 小坂 田澤 工藤 駒木 小坂 西川 小坂 小坂 小坂 丸谷 外里 駒木 外里 丸谷 外里 丸谷 丸谷 田澤 外里

ＷＰⅠ講 医療事務 表Ⅰ実習 英会話Ⅰ 表Ⅰ講義 ＬＨＲ ペン毛筆 卒研講義 卒研講義 卒研講義 表計算Ⅰ 表計算Ⅰ ビジマナ 人文Ⅰ 社科学Ⅰ ﾘｽｸﾏﾈ 卒研②（講義） 卒研①（実習） 表計算Ⅱ 卒研①（実習）

71 71 62 71 71 72 72 72 72 72 61 61 41 41 41 42 42 61 61 61
田澤 小坂 田澤 工藤 田澤 小坂 西川 小坂 小坂 小坂 外里 外里 丸谷 丸谷 丸谷 丸谷 丸谷 外里 田澤 外里

ＷＰⅠ実 医療事務 ＷＰⅠ講 表Ⅰ実習 表Ⅰ講義 就職実務 I-net 卒研実習 英会話Ⅱ 卒研講義 表計算Ⅰ 自Ⅰ数学 公対国語 人文Ⅰ 公対国語 ﾘｽｸﾏﾈ 卒研②（講義） ペン字 ＷＰⅡ 卒研①（実習）

62 71 71 62 71 72 61 61 72 72 61 41 41 41 41 42 42 42 61 61
田澤 小坂 田澤 田澤 田澤 小坂 駒木 小坂 工藤 小坂 外里 外里 丸谷 丸谷 丸谷 丸谷 丸谷 西川 外里 外里

ＷＰⅠ実 医療事務 医療事務 表Ⅰ実習 ＷＰⅠ実 卒研実習 ＷＰⅡ ＷＰⅡ 英会話Ⅱ 卒研講義 公対全般 公対全般 数Ⅰ判断 数Ⅰ判断 文Ⅰ現代文 商簿基礎 卒研①（実習） ペン字 卒研①（実習） ＷＰⅡ
62 71 71 62 62 61 62 62 72 72 41 41 41 41 41 42 61 42 61 61

田澤 小坂 小坂 田澤 田澤 小坂 田澤 田澤 工藤 小坂 大久保 大久保 小田 小田 丸谷 外里 外里 西川 外里 外里
ビジマナ 医療事務 医療事務 華道／茶道 医療事務 卒研講義 ＷＰⅡ ＷＰⅡ 卒研講義 卒研講義 公対全般 文Ⅰ英文 数Ⅰ資解 自Ⅰ理科 文Ⅰ現代文 表計算Ⅱ 商簿基礎 商簿基礎 卒研②（講義） 就職実務

71 71 71 71 71 72 62 62 72 72 41 41 41 41 41 61 42 42 42 42
國分 ﾆﾁｲ1 小坂 小野沢･高橋 ﾆﾁｲ1 小坂 田澤 田澤 小坂 小坂 大久保 大久保 小田 小田 丸谷 田澤 外里 外里 外里 外里

ＷＰⅠ実 医療事務 医療事務 華道／茶道 医療事務 秘書学Ⅱ 秘書学Ⅱ 秘書学Ⅱ 秘書学Ⅱ 秘書学Ⅱ 公対全般 文Ⅰ英文 自Ⅰ理科 数Ⅰ推理 数Ⅰ推理 ペン字 ペン字 ペン字 ペン字 ペン字
62 71 71 71 71 72 72 72 72 72 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42

田澤 ﾆﾁｲ1 小坂 小野沢･高橋 ﾆﾁｲ1 成田2 成田2 成田2 成田2 成田2 大久保 大久保 小田 外里 外里 西川 西川 西川 西川 西川

６１教室 ６２教室 ５３教室
６１室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ６２室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ５３室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

卒研実習 表計算Ⅰ マルチ実 表計算Ⅱ 卒研①（実習） 卒研実習 卒研実習 表Ⅰ実習 卒研実習 マルチ実 卒研実習 Ｗｏｒｄ サーバ実 HTML実 Ｅｘｃｅｌ

事務２ 公務１ 公務１ 公務２ 公務２ 情ビ２ 情ビ２ 事務１ 情ビ２ 事務１ ITエ２ ITエ２ ITエ２ ITエ１ ITエ１
小坂 外里 駒木 田澤 外里 宮部 宮部 田澤 宮部 駒木 岩﨑 田澤 山舘 成田 山舘

表計算Ⅰ 表計算Ⅰ 卒研①（実習） 表計算Ⅱ 卒研①（実習） ＥｘｃｅｌⅡ 卒研実習 表Ⅰ実習 卒研実習 卒研実習 卒研実習 Ｗｏｒｄ サーバ実 HTML実 JavaⅠ実
公務１ 公務１ 公務２ 公務２ 公務２ 情ビ２ 情ビ２ 事務１ 情ビ２ 情ビ２ ITエ２ ITエ２ ITエ２ ITエ１ ITエ１
外里 外里 外里 田澤 外里 山舘 宮部 田澤 宮部 宮部 岩﨑 田澤 山舘 成田 山舘

表計算Ⅰ I-net 卒研実習 ＷＰⅡ 卒研①（実習） ＷＰⅠ実 卒研実習 卒研実習 表Ⅰ実習 卒研実習 サーバ実 Ｅｘｃｅｌ 卒研実習 卒研実習 JavaⅠ実
公務１ 事務２ 事務２ 公務２ 公務２ 事務１ 情ビ２ 情ビ２ 事務１ 情ビ２ ITエ２ ITエ１ ITエ２ ITエ２ ITエ１
外里 駒木 小坂 外里 外里 田澤 宮部 宮部 田澤 宮部 山舘 山舘 岩﨑 岩﨑 山舘

卒研実習 卒研①（実習） 卒研①（実習） ＷＰⅡ ＷＰⅠ実 ＷＰⅡ ＷＰⅡ 表Ⅰ実習 ＷＰⅠ実 サーバ実 Ｅｘｃｅｌ 卒研実習 卒研実習 Access
事務２ 公務２ 公務２ 公務２ 事務１ 事務２ 事務２ 事務１ 事務１ ITエ２ ITエ１ ITエ２ ITエ２ ITエ２
小坂 外里 外里 外里 田澤 田澤 田澤 田澤 田澤 山舘 山舘 岩﨑 岩﨑 山舘

表計算Ⅱ ＥｘｃｅｌⅠ コン会Ⅰ コン会Ⅰ 卒研実習 ＷＰⅡ ＷＰⅡ ＥｘｃｅｌⅡ JavaⅠ実 JavaⅠ実 JavaⅠ実 卒研実習 Access
公務２ 情ビ１ 情ビ１ 情ビ１ 情ビ２ 事務２ 事務２ 情ビ２ ITエ１ ITエ１ ITエ１ ITエ２ ITエ２
田澤 駒木 宮部 宮部 宮部 田澤 田澤 山舘 山舘 山舘 山舘 岩﨑 山舘

ＥｘｃｅｌⅠ マルチ実 コン会Ⅰ コン会Ⅰ ＷＰⅠ実 JavaⅠ実 JavaⅠ実 JavaⅠ実 JavaⅠ実
情ビ１ 情ビ１ 情ビ１ 情ビ１ 事務１ ITエ１ ITエ１ ITエ１ ITエ１
駒木 駒木 宮部 宮部 田澤 山舘 山舘 山舘 山舘

第３限 第３限

第４限 第４限

第５限第５限 第５限 第５限
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第６限

第２限 第２限

第27週～第Ｈ週  (11/27～12/15)

第６限

第５限 第５限 第５限

第３限

第２限 第２限 第２限 第２限

第６限

第３限

第６限

第１限 第１限 第１限 第１限

第６限 第６限

第５限

第２限

第４限 第４限 第４限 第４限
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学生印刷用

4部印刷

ITエ１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ITエ２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 情ビ１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 情ビ２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
ＬＨＲ コミュニケ コミュニケ HTML実 Ｅｘｃｅｌ 卒研実習 Ｗｏｒｄ サーバ実 卒研講義 ペン字 ＬＨＲ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 法人税法 工業簿記 卒研実習 卒研実習 ﾍﾟﾝⅡ毛 卒研実習 就職実務

51 51 51 53 53 53 53 53 52 52 31 31 31 31 31 62 62 32 62 32
成田 岩﨑 岩﨑 成田 山舘 岩﨑 田澤 山舘 岩﨑 西川 駒木 野々口 野々口 野々口 野々口 宮部 宮部 西川 宮部 宮部

ビジマナ 国語表現 コミュニケ HTML実 JavaⅠ実 卒研実習 Ｗｏｒｄ サーバ実 卒研講義 ペン字 工業簿記 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 法人税法 工業簿記 ＥｘｃｅｌⅡ 卒研実習 ﾍﾟﾝⅡ毛 卒研実習 卒研実習
51 51 51 53 53 53 53 53 52 52 31 31 31 31 31 62 62 32 62 62

國分 山舘 岩﨑 成田 山舘 岩﨑 田澤 山舘 岩﨑 西川 野々口 野々口 野々口 野々口 野々口 山舘 宮部 西川 宮部 宮部
コミュニケ Ｅｘｃｅｌ 国試対策Ⅰ 情報数学 JavaⅠ実 サーバ実 卒研講義 卒研実習 卒研実習 卒研講義 工業簿記 ペン字Ⅰ 法人税法 商簿Ⅱ 工業簿記 ＬＨＲ 卒研実習 卒研実習 就職実務 卒研実習

51 53 51 51 53 53 52 53 53 52 31 31 31 31 31 32 62 62 32 62
岩﨑 山舘 成田 成田 山舘 山舘 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 野々口 西川 野々口 野々口 野々口 宮部 宮部 宮部 宮部 宮部

情報数学 Ｅｘｃｅｌ 国語表現 情報数学 コミュニケ サーバ実 卒研講義 卒研実習 卒研実習 Access ビジマナ 法人税法 法人税法 法人税法 法人税法 卒研講義 就職実務 就職実務 卒研講義 卒研講義
51 53 51 51 51 53 52 53 53 53 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32

成田 山舘 山舘 成田 岩﨑 山舘 岩﨑 岩﨑 岩﨑 山舘 國分 野々口 野々口 野々口 野々口 宮部 宮部 宮部 宮部 宮部
JavaⅠ実 JavaⅠ実 JavaⅠ実 国試対策Ⅰ 情報数学 ＬＨＲ 就職実務 就職実務 卒研実習 Access コミュニケ ＥｘｃｅｌⅠ 法人税法 ＥｘｃｅｌⅠ ＥｘｃｅｌⅠ 卒研実習 就職実務 卒研講義 ＥｘｃｅｌⅡ 卒研講義

53 53 53 51 51 52 52 52 53 53 31 61 31 61 61 62 32 32 62 32
山舘 山舘 山舘 成田 成田 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 山舘 駒木 駒木 野々口 駒木 駒木 宮部 宮部 宮部 山舘 宮部

JavaⅠ実 JavaⅠ実 JavaⅠ実 JavaⅠ実 国試対策Ⅰ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ コン概論 ＥｘｃｅｌⅠ マルチ実 ＥｘｃｅｌⅠ ＥｘｃｅｌⅠ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ
53 53 53 53 51 52 52 52 52 52 31 61 61 61 61 32 32 32 32 32

山舘 山舘 山舘 山舘 成田 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 宮部 駒木 駒木 駒木 駒木 野々口 野々口 野々口 野々口 野々口

事務１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 事務２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 公務１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 公務２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
ＬＨＲ 医療事務 ＷＰⅠ実 英会話Ⅰ マルチ実 卒研実習 ペン毛筆 就職実務 卒研講義 卒研講義 ＬＨＲ 表計算Ⅰ マルチ実 社科学Ⅰ 社科学Ⅰ ＬＨＲ 卒研②（講義） 卒研②（講義） 表計算Ⅱ 卒研①（実習）

71 71 62 71 62 61 72 72 72 72 41 61 61 41 41 42 42 42 61 61
田澤 小坂 田澤 工藤 駒木 小坂2 西川 小坂2 小坂2 小坂2 丸谷 外里 駒木 丸谷 丸谷 外里 丸谷 丸谷 田澤 外里

医療事務 医療事務 ＷＰⅠ実 英会話Ⅰ 医療事務 ＬＨＲ ペン毛筆 卒研講義 卒研講義 卒研講義 表計算Ⅰ 表計算Ⅰ ビジマナ 人文Ⅰ 社科学Ⅰ ﾘｽｸﾏﾈ 卒研②（講義） 卒研①（実習） 表計算Ⅱ 卒研①（実習）

71 71 62 71 71 72 72 72 72 72 61 61 41 41 41 42 42 61 61 61
小坂 小坂 田澤 工藤 小坂 小坂2 西川 小坂2 小坂2 小坂2 外里 外里 丸谷 丸谷 丸谷 丸谷 丸谷 外里 田澤 外里

ＷＰⅠ実 医療事務 医療事務 ＷＰⅠ実 医療事務 就職実務 I-net 卒研実習 英会話Ⅱ 卒研講義 表計算Ⅰ 人文Ⅰ 公対国語 人文Ⅰ 公対国語 ﾘｽｸﾏﾈ 卒研②（講義） ペン字 卒研①（実習） 卒研①（実習）

62 71 71 62 71 72 61 61 72 72 61 41 41 41 41 42 42 42 61 61
田澤 小坂 小坂 田澤 小坂 小坂2 駒木 小坂2 工藤 小坂2 外里 丸谷 丸谷 丸谷 丸谷 丸谷 外里 西川 外里 外里

ＷＰⅠ実 医療事務 医療事務 ＷＰⅠ実 医療事務 卒研実習 ＷＰⅡ ＷＰⅡ 英会話Ⅱ 卒研実習 公対全般 公対全般 数Ⅰ判断 数Ⅰ判断 文Ⅰ現代文 商簿基礎 卒研①（実習） ペン字 卒研①（実習） 卒研②（講義）

62 71 71 62 71 61 62 62 72 61 41 41 41 41 41 42 61 42 61 42
田澤 小坂 小坂 田澤 小坂 小坂2 田澤 田澤 工藤 小坂2 大久保 大久保 小田 小田 丸谷 外里 外里 西川 外里 外里

ビジマナ 医療事務 医療事務 華道／茶道 医療事務 卒研講義 ＷＰⅡ ＷＰⅡ 卒研講義 卒研講義 公対全般 文Ⅰ英文 数Ⅰ資解 自Ⅰ理科 文Ⅰ現代文 表計算Ⅱ 商簿基礎 商簿基礎 卒研②（講義） 就職実務
71 71 71 71 71 72 62 62 72 72 41 41 41 41 41 61 42 42 42 42

國分 ﾆﾁｲ1 小坂 小野沢･高橋 ﾆﾁｲ1 小坂2 田澤 田澤 小坂2 小坂2 大久保 大久保 小田 小田 丸谷 田澤 外里 外里 外里 外里
医療事務 医療事務 医療事務 華道／茶道 医療事務 秘書学Ⅱ 秘書学Ⅱ 秘書学Ⅱ 秘書学Ⅱ 秘書学Ⅱ 公対全般 文Ⅰ英文 自Ⅰ理科 数Ⅰ推理 数Ⅰ推理 ペン字 ペン字 ペン字 ペン字 ペン字

71 71 71 71 71 72 72 72 72 72 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42
小坂 ﾆﾁｲ1 小坂 小野沢･高橋 ﾆﾁｲ1 小坂2 小坂2 小坂2 小坂2 小坂2 大久保 大久保 小田 外里 外里 西川 西川 西川 西川 西川

６１教室 ６２教室 ５３教室
６１室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ６２室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ５３室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

卒研実習 表計算Ⅰ マルチ実 表計算Ⅱ 卒研①（実習） 卒研実習 卒研実習 ＷＰⅠ実 卒研実習 マルチ実 卒研実習 Ｗｏｒｄ サーバ実 HTML実 Ｅｘｃｅｌ

事務２ 公務１ 公務１ 公務２ 公務２ 情ビ２ 情ビ２ 事務１ 情ビ２ 事務１ ITエ２ ITエ２ ITエ２ ITエ１ ITエ１
小坂2 外里 駒木 田澤 外里 宮部 宮部 田澤 宮部 駒木 岩﨑 田澤 山舘 成田 山舘

表計算Ⅰ 表計算Ⅰ 卒研①（実習） 表計算Ⅱ 卒研①（実習） ＥｘｃｅｌⅡ 卒研実習 ＷＰⅠ実 卒研実習 卒研実習 卒研実習 Ｗｏｒｄ サーバ実 HTML実 JavaⅠ実
公務１ 公務１ 公務２ 公務２ 公務２ 情ビ２ 情ビ２ 事務１ 情ビ２ 情ビ２ ITエ２ ITエ２ ITエ２ ITエ１ ITエ１
外里 外里 外里 田澤 外里 山舘 宮部 田澤 宮部 宮部 岩﨑 田澤 山舘 成田 山舘

表計算Ⅰ I-net 卒研実習 卒研①（実習） 卒研①（実習） ＷＰⅠ実 卒研実習 卒研実習 ＷＰⅠ実 卒研実習 サーバ実 Ｅｘｃｅｌ 卒研実習 卒研実習 JavaⅠ実
公務１ 事務２ 事務２ 公務２ 公務２ 事務１ 情ビ２ 情ビ２ 事務１ 情ビ２ ITエ２ ITエ１ ITエ２ ITエ２ ITエ１
外里 駒木 小坂2 外里 外里 田澤 宮部 宮部 田澤 宮部 山舘 山舘 岩﨑 岩﨑 山舘

卒研実習 卒研①（実習） 卒研①（実習） 卒研実習 ＷＰⅠ実 ＷＰⅡ ＷＰⅡ ＷＰⅠ実 サーバ実 Ｅｘｃｅｌ 卒研実習 卒研実習 Access
事務２ 公務２ 公務２ 事務２ 事務１ 事務２ 事務２ 事務１ ITエ２ ITエ１ ITエ２ ITエ２ ITエ２
小坂2 外里 外里 小坂2 田澤 田澤 田澤 田澤 山舘 山舘 岩﨑 岩﨑 山舘

表計算Ⅱ ＥｘｃｅｌⅠ ＥｘｃｅｌⅠ ＥｘｃｅｌⅠ 卒研実習 ＷＰⅡ ＷＰⅡ ＥｘｃｅｌⅡ JavaⅠ実 JavaⅠ実 JavaⅠ実 卒研実習 Access
公務２ 情ビ１ 情ビ１ 情ビ１ 情ビ２ 事務２ 事務２ 情ビ２ ITエ１ ITエ１ ITエ１ ITエ２ ITエ２
田澤 駒木 駒木 駒木 宮部 田澤 田澤 山舘 山舘 山舘 山舘 岩﨑 山舘

ＥｘｃｅｌⅠ マルチ実 ＥｘｃｅｌⅠ ＥｘｃｅｌⅠ JavaⅠ実 JavaⅠ実 JavaⅠ実 JavaⅠ実
情ビ１ 情ビ１ 情ビ１ 情ビ１ ITエ１ ITエ１ ITエ１ ITエ１
駒木 駒木 駒木 駒木 山舘 山舘 山舘 山舘

第３限 第３限

第４限 第４限

第５限第５限 第５限 第５限

第４限 第４限

第６限第６限

第29～第L週  (1/8～2/9)第29～第L週  (1/8～2/9)

第６限

第２限 第２限

第29～第L週  (1/8～2/9)

第６限

第５限 第５限 第５限

第３限

第２限 第２限 第２限 第２限

第６限

第３限

第６限

第１限 第１限 第１限 第１限

第６限 第６限

第５限

第２限

第４限 第４限 第４限 第４限

第３限

第２限 第２限 第２限

第６限 第６限 第６限

第３限 第３限 第３限

第４限 第４限 第４限

第５限

第29～第L週  (1/8～2/9)

第１限 第１限 第１限

第１限 第１限 第１限

第29～第L週  (1/8～2/9)

第３限 第３限

第５限 第５限

第２限

第29～第L週  (1/8～2/9)

第29～第L週  (1/8～2/9) 第29～第L週  (1/8～2/9) 第29～第L週  (1/8～2/9) 第29～第L週  (1/8～2/9)

第１限

第３限

第29～第L週  (1/8～2/9) 第29～第L週  (1/8～2/9)

時間割2017(29_0L).xls 2018/9/11 14:42



学生印刷用

4部印刷

ITエ１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ITエ２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 情ビ１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 情ビ２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
ＬＨＲ 国試対策Ⅰ 国試対策Ⅰ 国試対策Ⅰ 国試対策Ⅰ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 工業簿記 工業簿記 ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ

51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32
成田 成田 成田 成田 成田 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 駒木 野々口 野々口 野々口 野々口 宮部 宮部 宮部 宮部 宮部

国試対策Ⅰ 国試対策Ⅰ 国試対策Ⅰ 国試対策Ⅰ 国試対策Ⅰ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ 工業簿記 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 工業簿記 工業簿記 ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ
51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32

成田 成田 成田 成田 成田 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 野々口 野々口 野々口 野々口 野々口 宮部 宮部 宮部 宮部 宮部
国試対策Ⅰ 国試対策Ⅰ 国試対策Ⅰ 国試対策Ⅰ 国試対策Ⅰ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ 工業簿記 商簿Ⅱ 工業簿記 商簿Ⅱ 工業簿記 ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ

51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32
成田 成田 成田 成田 成田 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 野々口 駒木 野々口 野々口 野々口 宮部 宮部 宮部 宮部 宮部

ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ
51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32

成田 成田 成田 成田 成田 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 駒木 駒木 駒木 駒木 駒木 野々口 野々口 野々口 野々口 野々口
ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ コミュニケ ＥｘｃｅｌⅠ 商簿Ⅱ ＥｘｃｅｌⅠ ＥｘｃｅｌⅠ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ

51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 31 61 31 61 61 32 32 32 32 32
成田 成田 成田 成田 成田 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 駒木 駒木 駒木 駒木 駒木 野々口 野々口 野々口 野々口 野々口

ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ コン概論 ＥｘｃｅｌⅠ マルチ実 ＥｘｃｅｌⅠ ＥｘｃｅｌⅠ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ
51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 31 61 61 61 61 32 32 32 32 32

成田 成田 成田 成田 成田 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 宮部 駒木 駒木 駒木 駒木 野々口 野々口 野々口 野々口 野々口

事務１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 事務２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 公務１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 公務２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
ＬＨＲ 医療事務 医療事務 医療事務 医療事務 ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ 表計算Ⅰ マルチ実 社科学Ⅰ 社科学Ⅰ ペン字 ペン字 ペン字 ペン字 ペン字

71 71 71 71 71 72 72 72 72 72 41 61 61 41 41 42 42 42 42 42
田澤 小坂 小坂 小坂 小坂 小坂2 小坂2 小坂2 小坂2 小坂2 丸谷 外里 駒木 丸谷 丸谷 西川 西川 西川 西川 西川

医療事務 医療事務 医療事務 医療事務 医療事務 ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ 表計算Ⅰ 表計算Ⅰ 数Ⅰ推理 人文Ⅰ 社科学Ⅰ ペン字 ペン字 ペン字 ペン字 ペン字
71 71 71 71 71 72 72 72 72 72 61 61 41 41 41 42 42 42 42 42

小坂 小坂 小坂 小坂 小坂 小坂2 小坂2 小坂2 小坂2 小坂2 外里 外里 外里 丸谷 丸谷 西川 西川 西川 西川 西川
医療事務 医療事務 医療事務 医療事務 医療事務 ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ 表計算Ⅰ 人文Ⅰ 公対国語 人文Ⅰ 公対国語 ペン字 ペン字 ペン字 ペン字 ペン字

71 71 71 71 71 72 72 72 72 72 61 41 41 41 41 42 42 42 42 42
小坂 小坂 小坂 小坂 小坂 小坂2 小坂2 小坂2 小坂2 小坂2 外里 丸谷 丸谷 丸谷 丸谷 西川 西川 西川 西川 西川

医療事務 医療事務 医療事務 医療事務 医療事務 ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ 公対全般 公対全般 数Ⅰ判断 数Ⅰ判断 文Ⅰ現代文 ペン字 ペン字 ペン字 ペン字 ペン字
71 71 71 71 71 72 72 72 72 72 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42

小坂 小坂 小坂 小坂 小坂 小坂2 小坂2 小坂2 小坂2 小坂2 大久保 大久保 小田 小田 丸谷 西川 西川 西川 西川 西川
医療事務 医療事務 医療事務 医療事務 医療事務 ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ 公対全般 文Ⅰ英文 数Ⅰ資解 自Ⅰ理科 文Ⅰ現代文 ペン字 ペン字 ペン字 ペン字 ペン字

71 71 71 71 71 72 72 72 72 72 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42
小坂 ﾆﾁｲ1 小坂 小坂 ﾆﾁｲ1 小坂2 小坂2 小坂2 小坂2 小坂2 大久保 大久保 小田 小田 丸谷 西川 西川 西川 西川 西川

医療事務 医療事務 医療事務 医療事務 医療事務 ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ 公対全般 文Ⅰ英文 自Ⅰ理科 数Ⅰ推理 数Ⅰ推理 ペン字 ペン字 ペン字 ペン字 ペン字
71 71 71 71 71 72 72 72 72 72 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42

小坂 ﾆﾁｲ1 小坂 小坂 ﾆﾁｲ1 小坂2 小坂2 小坂2 小坂2 小坂2 大久保 大久保 小田 外里 外里 西川 西川 西川 西川 西川

６１教室 ６２教室 ５３教室
６１室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ６２室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ５３室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

表計算Ⅰ マルチ実
公務１ 公務１
外里 駒木

表計算Ⅰ 表計算Ⅰ
公務１ 公務１
外里 外里

表計算Ⅰ
公務１
外里

ＥｘｃｅｌⅠ ＥｘｃｅｌⅠ ＥｘｃｅｌⅠ

情ビ１ 情ビ１ 情ビ１
駒木 駒木 駒木

ＥｘｃｅｌⅠ マルチ実 ＥｘｃｅｌⅠ ＥｘｃｅｌⅠ

情ビ１ 情ビ１ 情ビ１ 情ビ１
駒木 駒木 駒木 駒木

第Ｍ週  (2/12～2/16)

第Ｍ週  (2/12～2/16) 第Ｍ週  (2/12～2/16) 第Ｍ週  (2/12～2/16) 第Ｍ週  (2/12～2/16)

第１限

第３限

第Ｍ週  (2/12～2/16) 第Ｍ週  (2/12～2/16)

第５限 第５限

第２限

第Ｍ週  (2/12～2/16)

第１限 第１限 第１限

第１限 第１限 第１限

第Ｍ週  (2/12～2/16)

第３限 第３限

第６限 第６限 第６限

第３限 第３限 第３限

第４限 第４限 第４限

第５限

第５限

第２限

第４限 第４限 第４限 第４限

第３限

第２限 第２限 第２限

第６限

第１限 第１限 第１限 第１限

第６限 第６限

第５限 第５限 第５限

第３限

第２限 第２限 第２限 第２限

第６限

第３限

第６限第６限

第Ｍ週  (2/12～2/16)第Ｍ週  (2/12～2/16)

第６限

第２限 第２限

第Ｍ週  (2/12～2/16)

第６限

第３限 第３限

第４限 第４限

第５限第５限 第５限 第５限

第４限 第４限
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学生印刷用

4部印刷

ITエ１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ITエ２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 情ビ１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 情ビ２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ 商簿Ⅱ 工業簿記 ＥｘｃｅｌⅠ ＥｘｃｅｌⅠ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ

51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 31 31 31 61 61 32 32 32 32 32
成田 成田 成田 成田 成田 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 駒木 野々口 野々口 駒木 駒木 宮部 宮部 宮部 宮部 宮部

ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＥｘｃｅｌⅠ 商簿Ⅱ 工業簿記 ＥｘｃｅｌⅠ ＥｘｃｅｌⅠ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ
51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 61 31 31 61 61 32 32 32 32 32

成田 成田 成田 成田 成田 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 駒木 野々口 野々口 駒木 駒木 宮部 宮部 宮部 宮部 宮部
ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＥｘｃｅｌⅠ 商簿Ⅱ 工業簿記 ＥｘｃｅｌⅠ ＥｘｃｅｌⅠ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ

51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 61 31 31 61 61 32 32 32 32 32
成田 成田 成田 成田 成田 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 駒木 野々口 野々口 駒木 駒木 宮部 宮部 宮部 宮部 宮部

ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ
51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32

成田 成田 成田 成田 成田 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 駒木 駒木 駒木 駒木 駒木 野々口 野々口 野々口 野々口 野々口
ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ

51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32
成田 成田 成田 成田 成田 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 駒木 駒木 駒木 駒木 駒木 野々口 野々口 野々口 野々口 野々口

ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ
51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32

成田 成田 成田 成田 成田 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 駒木 駒木 駒木 駒木 駒木 野々口 野々口 野々口 野々口 野々口

事務１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 事務２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 公務１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 公務２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
ＬＨＲ 医療事務 医療事務 医療事務 医療事務 ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ 表計算Ⅰ 表計算Ⅰ 社科学Ⅰ 社科学Ⅰ ペン字 ペン字 ペン字 ペン字 ペン字

71 71 71 71 71 72 72 72 72 72 41 61 61 41 41 42 42 42 42 42
田澤 小坂 小坂 小坂 小坂 小坂2 小坂2 小坂2 小坂2 小坂2 丸谷 外里 外里 丸谷 丸谷 西川 西川 西川 西川 西川

医療事務 医療事務 医療事務 医療事務 医療事務 ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ 数Ⅰ推理 表計算Ⅰ 表計算Ⅰ 人文Ⅰ 人文Ⅰ ペン字 ペン字 ペン字 ペン字 ペン字
71 71 71 71 71 72 72 72 72 72 41 61 61 41 41 42 42 42 42 42

小坂 小坂 小坂 小坂 小坂 小坂2 小坂2 小坂2 小坂2 小坂2 外里 外里 外里 丸谷 丸谷 西川 西川 西川 西川 西川
医療事務 医療事務 医療事務 医療事務 医療事務 ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ 公対全般 数Ⅰ推理 人文Ⅰ 人文Ⅰ 公対国語 ペン字 ペン字 ペン字 ペン字 ペン字

71 71 71 71 71 72 72 72 72 72 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42
小坂 小坂 小坂 小坂 小坂 小坂2 小坂2 小坂2 小坂2 小坂2 大久保 外里 丸谷 丸谷 丸谷 西川 西川 西川 西川 西川

医療事務 医療事務 医療事務 医療事務 医療事務 ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ 公対全般 公対全般 数Ⅰ判断 数Ⅰ判断 文Ⅰ現代文 ペン字 ペン字 ペン字 ペン字 ペン字
71 71 71 71 71 72 72 72 72 72 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42

小坂 小坂 小坂 小坂 小坂 小坂2 小坂2 小坂2 小坂2 小坂2 大久保 大久保 小田 小田 丸谷 西川 西川 西川 西川 西川
医療事務 医療事務 医療事務 医療事務 医療事務 ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ 公対全般 文Ⅰ英文 数Ⅰ資解 自Ⅰ理科 文Ⅰ現代文 ペン字 ペン字 ペン字 ペン字 ペン字

71 71 71 71 71 72 72 72 72 72 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42
小坂 ﾆﾁｲ1 小坂 小坂 ﾆﾁｲ1 小坂2 小坂2 小坂2 小坂2 小坂2 大久保 大久保 小田 小田 丸谷 西川 西川 西川 西川 西川

医療事務 医療事務 医療事務 医療事務 医療事務 ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ 公対全般 文Ⅰ英文 自Ⅰ理科 自Ⅰ理科 数Ⅰ推理 ペン字 ペン字 ペン字 ペン字 ペン字
71 71 71 71 71 72 72 72 72 72 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42

小坂 ﾆﾁｲ1 小坂 小坂 ﾆﾁｲ1 小坂2 小坂2 小坂2 小坂2 小坂2 大久保 大久保 小田 小田 外里 西川 西川 西川 西川 西川

６１教室 ６２教室 ５３教室
６１室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ６２室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ５３室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

表計算Ⅰ 表計算Ⅰ ＥｘｃｅｌⅠ ＥｘｃｅｌⅠ

公務１ 公務１ 情ビ１ 情ビ１
外里 外里 駒木 駒木

ＥｘｃｅｌⅠ 表計算Ⅰ 表計算Ⅰ ＥｘｃｅｌⅠ ＥｘｃｅｌⅠ

情ビ１ 公務１ 公務１ 情ビ１ 情ビ１
駒木 外里 外里 駒木 駒木

ＥｘｃｅｌⅠ ＥｘｃｅｌⅠ ＥｘｃｅｌⅠ

情ビ１ 情ビ１ 情ビ１
駒木 駒木 駒木

第N週  (2/19～2/23)

第N週  (2/19～2/23) 第N週  (2/19～2/23) 第N週  (2/19～2/23) 第N週  (2/19～2/23)

第１限

第３限

第N週  (2/19～2/23) 第N週  (2/19～2/23)

第５限 第５限

第２限

第N週  (2/19～2/23)

第１限 第１限 第１限

第１限 第１限 第１限

第N週  (2/19～2/23)

第３限 第３限

第６限 第６限 第６限

第３限 第３限 第３限

第４限 第４限 第４限

第５限

第５限

第２限

第４限 第４限 第４限 第４限

第３限

第２限 第２限 第２限

第６限

第１限 第１限 第１限 第１限

第６限 第６限

第５限 第５限 第５限

第３限

第２限 第２限 第２限 第２限

第６限

第３限

第６限第６限

第N週  (2/19～2/23)第N週  (2/19～2/23)

第６限

第２限 第２限

第N週  (2/19～2/23)

第６限

第３限 第３限

第４限 第４限

第５限第５限 第５限 第５限

第４限 第４限
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学生印刷用

4部印刷

ITエ１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ITエ２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 情ビ１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 情ビ２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
ＬＨＲ 国試対策Ⅰ 国試対策Ⅰ 国試対策Ⅰ 国試対策Ⅰ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ 商簿Ⅱ 工業簿記 ＥｘｃｅｌⅠ ＥｘｃｅｌⅠ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ

51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 31 31 31 61 61 32 32 32 32 32
成田 成田 成田 成田 成田 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 駒木 野々口 野々口 駒木 駒木 宮部 宮部 宮部 宮部 宮部

国試対策Ⅰ 国試対策Ⅰ 国試対策Ⅰ 国試対策Ⅰ 国試対策Ⅰ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＥｘｃｅｌⅠ 商簿Ⅱ 工業簿記 ＥｘｃｅｌⅠ ＥｘｃｅｌⅠ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ
51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 61 31 31 61 61 32 32 32 32 32

成田 成田 成田 成田 成田 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 駒木 野々口 野々口 駒木 駒木 宮部 宮部 宮部 宮部 宮部
国試対策Ⅰ 国試対策Ⅰ 国試対策Ⅰ 国試対策Ⅰ 国試対策Ⅰ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＥｘｃｅｌⅠ 商簿Ⅱ 工業簿記 ＥｘｃｅｌⅠ ＥｘｃｅｌⅠ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ

51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 61 31 31 61 61 32 32 32 32 32
成田 成田 成田 成田 成田 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 駒木 野々口 野々口 駒木 駒木 宮部 宮部 宮部 宮部 宮部

ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ
51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32

成田 成田 成田 成田 成田 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 駒木 駒木 駒木 駒木 駒木 野々口 野々口 野々口 野々口 野々口
ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ

51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32
成田 成田 成田 成田 成田 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 駒木 駒木 駒木 駒木 駒木 野々口 野々口 野々口 野々口 野々口

ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ 商簿Ⅱ
51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32

成田 成田 成田 成田 成田 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 岩﨑 駒木 駒木 駒木 駒木 駒木 野々口 野々口 野々口 野々口 野々口

事務１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 事務２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 公務１ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 公務２ 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
ＬＨＲ ＷＰⅠ実 ＷＰⅠ実 ＷＰⅠ実 ＷＰⅠ実 ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ 表計算Ⅰ 表計算Ⅰ 社科学Ⅰ 社科学Ⅰ ペン字 ペン字 ペン字 ペン字 ペン字

71 62 62 62 62 72 72 72 72 72 41 61 61 41 41 42 42 42 42 42
田澤 田澤 田澤 田澤 田澤 小坂2 小坂2 小坂2 小坂2 小坂2 丸谷 外里 外里 丸谷 丸谷 西川 西川 西川 西川 西川

ＷＰⅠ実 ＷＰⅠ実 ＷＰⅠ実 ＷＰⅠ実 ＷＰⅠ実 ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ 数Ⅰ推理 表計算Ⅰ 表計算Ⅰ 人文Ⅰ 人文Ⅰ ペン字 ペン字 ペン字 ペン字 ペン字
62 62 62 62 62 72 72 72 72 72 41 61 61 41 41 42 42 42 42 42

田澤 田澤 田澤 田澤 田澤 小坂2 小坂2 小坂2 小坂2 小坂2 外里 外里 外里 丸谷 丸谷 西川 西川 西川 西川 西川
ＷＰⅠ実 ＷＰⅠ実 ＷＰⅠ実 ＷＰⅠ実 ＷＰⅠ実 ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ 公対全般 数Ⅰ推理 人文Ⅰ 人文Ⅰ 公対国語 ペン字 ペン字 ペン字 ペン字 ペン字

62 62 62 62 62 72 72 72 72 72 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42
田澤 田澤 田澤 田澤 田澤 小坂2 小坂2 小坂2 小坂2 小坂2 大久保 外里 丸谷 丸谷 丸谷 西川 西川 西川 西川 西川

ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ 公対全般 公対全般 数Ⅰ判断 数Ⅰ判断 文Ⅰ現代文 ペン字 ペン字 ペン字 ペン字 ペン字
71 71 71 71 71 72 72 72 72 72 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42

田澤 田澤 田澤 田澤 田澤 小坂2 小坂2 小坂2 小坂2 小坂2 大久保 大久保 小田 小田 丸谷 西川 西川 西川 西川 西川
ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ 公対全般 文Ⅰ英文 数Ⅰ資解 自Ⅰ理科 文Ⅰ現代文 ペン字 ペン字 ペン字 ペン字 ペン字

71 71 71 71 71 72 72 72 72 72 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42
田澤 田澤 田澤 田澤 田澤 小坂2 小坂2 小坂2 小坂2 小坂2 大久保 大久保 小田 小田 丸谷 西川 西川 西川 西川 西川

ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ 公対全般 文Ⅰ英文 自Ⅰ理科 自Ⅰ理科 数Ⅰ推理 ペン字 ペン字 ペン字 ペン字 ペン字
71 71 71 71 71 72 72 72 72 72 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42

田澤 田澤 田澤 田澤 田澤 小坂2 小坂2 小坂2 小坂2 小坂2 大久保 大久保 小田 小田 外里 西川 西川 西川 西川 西川

６１教室 ６２教室 ５３教室
６１室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ６２室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 ５３室 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

表計算Ⅰ 表計算Ⅰ ＥｘｃｅｌⅠ ＥｘｃｅｌⅠ ＷＰⅠ実 ＷＰⅠ実 ＷＰⅠ実 ＷＰⅠ実
公務１ 公務１ 情ビ１ 情ビ１ 事務１ 事務１ 事務１ 事務１
外里 外里 駒木 駒木 田澤 田澤 田澤 田澤

ＥｘｃｅｌⅠ 表計算Ⅰ 表計算Ⅰ ＥｘｃｅｌⅠ ＥｘｃｅｌⅠ ＷＰⅠ実 ＷＰⅠ実 ＷＰⅠ実 ＷＰⅠ実 ＷＰⅠ実
情ビ１ 公務１ 公務１ 情ビ１ 情ビ１ 事務１ 事務１ 事務１ 事務１ 事務１
駒木 外里 外里 駒木 駒木 田澤 田澤 田澤 田澤 田澤

ＥｘｃｅｌⅠ ＥｘｃｅｌⅠ ＥｘｃｅｌⅠ ＷＰⅠ実 ＷＰⅠ実 ＷＰⅠ実 ＷＰⅠ実 ＷＰⅠ実
情ビ１ 情ビ１ 情ビ１ 事務１ 事務１ 事務１ 事務１ 事務１
駒木 駒木 駒木 田澤 田澤 田澤 田澤 田澤

第３限 第３限

第４限 第４限

第５限第５限 第５限 第５限

第４限 第４限

第６限第６限

第O～第P週週  (2/26～3/9)第O～第P週週  (2/26～3/9)

第６限

第２限 第２限

第O～第P週週  (2/26～3/9)

第６限

第５限 第５限 第５限

第３限

第２限 第２限 第２限 第２限

第６限

第３限

第６限

第１限 第１限 第１限 第１限

第６限 第６限

第５限

第２限

第４限 第４限 第４限 第４限

第３限

第２限 第２限 第２限

第６限 第６限 第６限

第３限 第３限 第３限

第４限 第４限 第４限

第５限

第O～第P週週  (2/26～3/9)

第１限 第１限 第１限

第１限 第１限 第１限

第O～第P週週  (2/26～3/9)

第３限 第３限

第５限 第５限

第２限

第O～第P週週  (2/26～3/9)

第O～第P週週  (2/26～3/9) 第O～第P週週  (2/26～3/9) 第O～第P週週  (2/26～3/9) 第O～第P週週  (2/26～3/9)

第１限

第３限

第O～第P週週  (2/26～3/9) 第O～第P週週  (2/26～3/9)
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