
平成３０年度　第１・２学年時間割 ４月１０日（火）より実施 教務部 ４．４

ＨＲ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6

１年１組 体育 保健 数学 古典 生基 ＥＣ 英表 体育 ＥＣＴ 現文 数学 現社 物基 芸術 芸術 古典 数学 現社 ＥＣ ＬＨＲ 生基 体育 英表 総合 数学 数学 現文 物基 ＥＣ 古典 数学 家庭 家庭

１年２組 体育 物基 ＥＣ 保健 数学 古典 英表 体育 現社 数学 ＥＣＴ 生基 現文 芸術 芸術 古典 総合 ＥＣ 数学 ＬＨＲ 数学 体育 ＥＣ 生基 物基 現文 数学 古典 現社 家庭 家庭 英表 数学

１年３組 体育 ＥＣ 古典 保健 生基 数学 数学 体育 英表 物基 現社 ＥＣＴ 現文 数学 現社 家庭 家庭 古典 ＥＣ ＬＨＲ ＥＣ 体育 芸術 芸術 総合 生基 数学 英表 物基 数学 古典 現文 数学

１年４組 古典 数学 家庭 家庭 現文 ＥＣ 古典 生基 体育 数学 英表 物基 数学 ＥＣ 現文 現社 生基 数学 体育 ＬＨＲ 現社 ＥＣ 芸術 芸術 数学 総合 保健 英表 ＥＣＴ 数学 体育 物基 古典

１年５組 古典 ＥＣ 芸術 芸術 数学 生基 現文 現社 体育 ＥＣＴ 保健 数学 英表 総合 ＥＣ 数学 古典 現社 体育 ＬＨＲ 数学 数学 古典 物基 家庭 家庭 ＥＣ 英表 生基 物基 体育 数学 現文

１年６組 現社 ＥＣ 芸術 芸術 古典 数学 数学 数学 体育 総合 物基 現社 ＥＣ 数学 物基 英表 古典 ＥＣＴ 体育 ＬＨＲ 現文 生基 家庭 家庭 古典 数学 ＥＣ 生基 保健 現文 体育 数学 英表

１年７組 数学 ＥＣ 体育 現社 古典 物基 ＥＣ 現文 総合 生基 家庭 家庭 数学 生基 数学 ＥＣＴ 体育 英表 現文 ＬＨＲ 古典 現社 体育 数学 数学 保健 ＥＣ 古典 数学 芸術 芸術 英表 物基

１年８組 ＥＣ 数学 体育 古典 家庭 家庭 生基 英表 芸術 芸術 現社 数学 現文 ＥＣ 数学 生基 体育 古典 現社 ＬＨＲ ＥＣ 数学 体育 物基 数学 現文 古典 物基 数学 保健 英表 ＥＣＴ 総合

１年９組
数学
(公民)

古典
(公民)

体育
英表
(地歴)

素描 素描 現社 人間生活 家庭 家庭
古典
(公民)

ＥＣ
（総演2）

保健 現文 ＥＣ
（総演2）

数学
(公民)

体育 美Ⅰ 美Ⅰ ＬＨＲ 現社
古典
(公民)

体育
数学
(公民)

ＥＣ
（総演2）

美基 美基 現文
英表
(地歴)

総合 ＥＣＴ 人間生活
数学
(公民)

２年１組 英表 世史 現文 数学 日史 古典 　 ＥＣ 情報 日史 体育 数学 化学・地学 世史 体育 古典 英表 数学 日史 総合 ＬＨＲ 現文 ＥＣ 化学・地学 日史 保健 数学 世史 世史 数学 古典 情報 体育 ＥＣ

２年２組 日史 情報 世史 数学 古典 英表 　 日史 ＥＣ 世史 体育 数学 化学・地学 情報 体育 古典 英表 数学 現文 総合 ＬＨＲ 日史 古典 化学・地学 世史 保健 数学 ＥＣ ＥＣ 数学 日史 現文 体育 世史

２年３組 保健 英表 古典 数学 世史 日史・地理 化学・地学 世史 ＥＣ 体育 数学 古典 日史・地理 体育 日史・地理 英表 数学 現文 総合 ＬＨＲ 化学・地学 ＥＣ 情報 古典 日史・地理 数学 世史 ＥＣ 数学 世史 現文 体育 情報

２年４組 世史 古典 英表 数学 現文 日史・地理 化学・地学 世史 ＥＣ 体育 数学 古典 日史・地理 体育 日史・地理 ＥＣ 数学 古典 総合 ＬＨＲ 化学・地学 現文 英表 世史 日史・地理 数学 情報 ＥＣ 数学 情報 保健 体育 世史

２年５組 日史・地理 化学 物理・生物 古典 ＥＣ 数学 体育 数学 化学 ＥＣ 保健 世史 古典 数学 情報 現文 英表 体育 総合 ＬＨＲ 古典 ＥＣ 世史 数学 情報 物理・生物 化学 数学 英表 体育 現文 日史・地理 化学

２年６組 ＥＣ 数学 物理・生物 古典 化学 地理 体育 ＥＣ 情報 数学 世史 古典 化学 現文 英表 数学 情報 体育 総合 ＬＨＲ 古典 ＥＣ 数学 世史 化学 物理・生物 保健 数学 地理 体育 現文 化学 英表

２年７組 英表 古典 情報 地理 数学 化学 体育 世史 地理 化学 ＥＣ 数学 物理 英表 数学 世史 現文 体育 総合 ＬＨＲ 保健 古典 数学 情報 物理 化学 ＥＣ 数学 ＥＣ 体育 古典 現文 化学

２年８組 数学 体育 英表 古典 世史 化学 物理 ＥＣ 数学 情報 古典 地理 保健 化学 体育 現文 ＥＣ 数学 総合 ＬＨＲ 英表 物理 数学 化学 体育 世史 現文 数学 ＥＣ 古典 化学 情報 地理

２年９組 地理 体育 古典 化学 数学 ＥＣ 化学 古典 世史 英表 情報 物理 数学 数学 体育 現文 ＥＣ 情報 総合 ＬＨＲ ＥＣ 古典 化学 数学 体育 地理 世史 保健 化学 数学 英表 現文 物理

２年１０組 数･美創
（総演1） 体育 世史 地学 英表

（総演1）
古典
（総演1）

古典
（総演1）

数･美創
（総演1） 素描 素描 日史 情報 ＥＣ

(総演1）
英表
（総演1）

体育 構成 現文 世史 総合 ＬＨＲ
数･美創
（総演1） 情報 現文 ＥＣ

(総演1）
体育 日史 保健

数･美創
（総演1） 地学 古典

（総演1）
ＥＣ

(総演1）
構成 構成
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平成３０年度　第１・２学年時間割 ４月１０日（火）より実施 教務部 ４．４

ＨＲ 授業 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6

３年１組 １Ｒ 英表 古典 化学α 物理 数演 物理 化学β 古典 ＥＣ ＥＣ 物理 現文 総合 ＬＨＲ 数演 現文 ＥＣ 化学α 物理 数演 化学β 物理 英表

(教室) (3-1) (化学) (物理) (3-1) 日史 (物理) (化学) 日史 (物理) (3-1) 日史 （化学） (物理) 日史 (3-1) (化学) (物理) (3-1)

(教演) 生物 (教演) (3-2) 生物 (3-2) 生物 (教演) (3-2) 生物 (3-2) (教演) 生物 (教演)

(生物) 地理 (生物) 地理 (生物) 地理 (生物) 地理 (生物)

３年２組 ２Ｒ ＥＣ 物理 化学α 古典 英表 (3-1) 数演 物理 古典 現文 物理 (3-1) 化学β ＥＣ 総合 ＬＨＲ 物理 化学α 数演 (3-1) 英表 現文 (3-1) 物理 数演 化学β ＥＣ

(教室) (物理) (化学) 数Ⅲ 体育 (3-2) (地理) (3-2) (物理) 数Ⅲ (物理) 数Ⅲ (地理) (化学) (物理) (化学) (3-2) (地理) 数Ⅲ (3-2) (地理) (物理) (3-2) (化学) 体育

生物 (3-1) (地歴) (総演2) 生物 (3-1) 生物 (3-1) 生物 (総演2) (3-1) (地歴) 生物 (総演2)

(生物) (3-2) (生物) (3-2) (生物) (3-2) (生物) (3-2) (生物)

３年３組 ３Ｒ 物理 英表 地理 化学α (3-3) 古典 ＥＣ 地理 数演 物理 化学β (3-3) 物理 (3-3) ＥＣ 現文 数演 総合 ＬＨＲ 化学α 地理 数演 英表 (3-3) 古典 物理 ＥＣ 化学β 現文 地理 物理

(教室) (物理) (3-3) (化学) (3-4) (3-3) (物理) (化学) (3-4) (物理) (3-4) (3-3) (化学) (3-3) (3-3) (3-4) (物理) (化学) (物理)

(LL) (3-5) (総演1) (3-5) (3-5) (総演1) (総演1) (LL) (3-5)

(教演) (教演) (教演) (教演)

３年４組 ４Ｒ 数演 化学β 英表 地理 物理 物理 化学α ＥＣ 地理 体育 古典 現文 ＥＣ 古典 物理 総合 ＬＨＲ 数演 物理 地理 体育 ＥＣ 化学β 化学α 地理 物理 現文 数演 英表

(教室) (3-4) (化学) (3-4) (物理) (物理) (化学) (物理) (3-4) (物理) (化学) (化学) (物理) (3-4) (3-4)

(総演2) (教演) (総演2) (総演2) (教演)

３年５組 ５Ｒ 化学β 古典 物理 数演 英表 ＥＣ 物理 化学α 地理 体育 数演 化学α 英表 物理 地理 総合 ＬＨＲ 現文 化学β 地理 体育 物理 ＥＣ ＥＣ 地理 現文 物理 数演 古典

(教室) (化学) (物理) (3-5) (3-5) (物理) (化学) (3-5) (化学) (3-5) (物理) (化学) (物理) (物理) (3-5)

(総演1) (総演2) (総演1) (総演2) (総演1)

３年６組 ６Ｂ ＥＣ 古典 英表 ＥＣ 生物 古典 現文 化学 総合 ＬＨＲ 現文 古典 化学 ＥＣ 英表 古典 生物

(教室) (3-6) (生物) (化学) (化学) (3-6) (生物)

世史Ｋ (教演) 世史Ｋ 世史Ｋ 世史Ｋ (教演)

(3-7) 日史 数学 日史 (3-7) 数学 (3-7) 数学 英講 日史 数学 (3-7) 英講 日史

３年７組 ７Ｂ 公民 古典 (3-6) (3-6) ＥＣ (3-6) 生物 古典 公民 現文 (3-6) ＥＣ 公民 古典 (3-6) 英表 総合 ＬＨＲ (3-6) 現文 地学 古典 (3-6) ＥＣ 公民 (3-6) 英表 生物 地学

(教室) (3-6) 世史Ｃ (3-7) 世史Ｃ (生物) (3-6) (3-7) (3-6) (3-7) 音楽 (3-7) 世史Ｃ (地学) (3-7) (3-6) 音楽 世史Ｃ (3-7) (生物) (地学)

(3-7) (3-8) (3-7) (3-8) (3-8) (総演2) (3-7) (3-8) (3-7) (総演2)

地理 (3-9) 体育 地理 (3-9) (3-9) 美術 体育 地理 (3-9) 美術 地理

３年８組 ８Ｂ 古典 世史Ｋ (3-8) (教演) 英表 (3-8) 現文 ＥＣ 古典 化学 (教演) 世史Ｋ 古典 生物 (教演) 英表 総合 ＬＨＲ (3-8) 世史Ｋ 生物 ＥＣ (教演) 現文 化学 (3-8) 古典 世史Ｋ ＥＣ

(教室) (3-8) (化学) (生物) 書道 (3-8) (生物) (化学) 書道

(教演) 地学 (教演) 地学

(地学) (地学)

３年９組 ９Ｂ 古典 ＥＣ 日史 世史Ｋ 生物 英表 日史 世史Ｋ ＥＣ 古典 世史Ｋ 現文 地学 総合 ＬＨＲ 現文 ＥＣ 古典 日史 地学 古典 生物 英表 世史Ｋ 日史

(教室) (生物) (3-9) (地学) (地学) (生物) (3-9)

(公民) (公民)

３年１０組 3-10 彫塑 彫塑 英表 生物 日史 古典 数学 数学 古典 ＥＣ 体育 油彩 油彩 英表 日史 現文 地学 生物 総合 ＬＨＲ 彫塑 彫塑 ＥＣ 体育 生物 日史 古典 数学 日史 油彩 油彩 現文 ＥＣ

(教室) (彫塑) (彫塑) (3-10) (生物) (3-10) (3-10) (3-10) (3-10) (3-10) (3-10) (油絵) (油絵) (3-10) (3-10) (地学) (生物) (彫塑) (彫塑) (3-10) (生物) (3-10) (3-10) (3-10) (3-10) (油絵) (油絵) (3-10)

工芸 工芸 (公民) 素描 公民 (公民) 陶芸 陶芸 (公民) (地歴) デザイン デザイン (公民) 公民 素描 素描 工芸 工芸 (地歴) 素描 公民 (公民) 陶芸 公民 デザイン デザイン (地歴)

(染色) (染色) (素描) (公民) (陶芸) (陶芸) (デザ) (デザ) (公民) (素描) (素描) (染色) (染色) (素描) (公民) (陶芸) (公民) (デザ) (デザ)

　 ＣＧ ＣＧ 絵画 日本画 日本画 美術史 ＣＧ ＣＧ 美術史 絵画 日本画 日本画

(西コ) (西コ) (日画) (日画) (西コ) (西コ) (西コ) (西コ) (日画) (日画)

＊授業の教室は、特に指示がない限り原則としてコースの教室です。教室が空欄で示されているものについては、教科担当の指示に従って下さい。曜日で教室が異なるものもありますから、注意してください。
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