
令和２年度時間割【確定版】
2020/6/22～

  
 １ ２ ３ ４ ５ ６ 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  

１－１ 体 コミⅠ 数ⅠⅡ 化基 国B 国A 国A 保 数ⅠⅡ 現社 生基 コミⅠ 生基 表ⅠＧ 数A 総合 LHR 表ⅠＧ 体 数ⅠⅡ 現社 数A 表ⅠＣ 国B コミⅠ 数ⅠⅡ 化基 国B １－１

１－２ 体 国A 数A 数ⅠⅡ コミⅠ 生基 現社 化基 保 表ⅠＧ 数ⅠⅡ 国B 表ⅠＧ 総合 LHR 国B 体 化基 コミⅠ 表ⅠＣ 数ⅠⅡ 国A 国B コミⅠ 現社 生基 数ⅠⅡ 数A １－２

１－３ コミⅠ 現社 数ⅠⅡ 化基 国B 生基 国A 数ⅠⅡ コミⅠ 数A 数ⅠⅡ 表ⅠＧ 国B 数A 体 総合 LHR 国A コミⅠ 国B 生基 現社 化基 体 数ⅠⅡ 表ⅠＣ 表ⅠＧ 保 １－３

１－４ 現社 数ⅠⅡ コミⅠ 国B 表ⅠＧ 現社 国B 生基 数A 国A コミⅠ 化基 数ⅠⅡ 表ⅠＣ 体 総合 LHR コミⅠ 数ⅠⅡ 化基 保 国B 国A 体 数A 表ⅠＧ 数ⅠⅡ 生基 １－４

１－５ 数A 化基 国B 数ⅠⅡ 表ⅠＧ コミⅠ コミⅠ 生基 現社 数ⅠⅡ 国A 保 表ⅠＧ 体 化基 総合 LHR 数ⅠⅡ 表ⅠＣ 国B 現社 数A 体 国A 国B 生基 コミⅠ 数ⅠⅡ １－５

１－６ 表ⅠＧ 国A 化基 コミⅠ 数ⅠⅡ 国B コミⅠ 数A 現社 数ⅠⅡ 国B 数ⅠⅡ 生基 体 保 総合 LHR 国A 数A 化基 数ⅠⅡ 表ⅠＧ 体 コミⅠ 生基 現社 表ⅠＣ 国B １－６

１－７ 数ⅠⅡ 体 国A 現社 化基 コミⅠ 数A 生基 数ⅠⅡ コミⅠ 表ⅠＧ 国B 化基 数ⅠⅡ 現社 総合 LHR 保 国A 体 コミⅠ 国B 数A 国B 表ⅠＣ 数ⅠⅡ 表ⅠＧ 生基 １－７

１－８ 数A 体 国B コミⅠ 数ⅠⅡ 生基 数ⅠⅡ コミⅠ 国A 表ⅠＧ 国B 現社 化基 数ⅠⅡ 表ⅠＣ 総合 LHR 数ⅠⅡ 現社 体 国B 数A 生基 コミⅠ 表ⅠＧ 保 化基 国A １－８

１－９ 音理 伊和基 体 コミⅠ 数Ⅰ 国A 世A コミⅠ 表ⅠＧ 国A 実視 実視 体 保 国B 聴音 科 総合 LHR 数Ⅰ 科 実聴 実聴 音理 コミⅠ 合唱奏 世A 表ⅠＧ 国B 数Ⅰ １－９

２－１ 世B コミⅡ 数Ⅱ 地基 日B 現文 数Ⅱ 体 古典 表ⅡG 現文 情報 世B 日B 数B 情報 表ⅡR 総合 LHR 地基 表ⅡG コミⅡ 現文 日B 古典 世B 数B 保 数Ⅱ 体 古典 コミⅡ ２－１

２－２ コミⅡ 数B 現文 世B 数Ⅱ 古典 地基 古典 体 現文 数B コミⅡ 表ⅡG 情報 日B 数Ⅱ 世B 総合 LHR 日B 表ⅡG 世B 保 古典 コミⅡ 地基 日B 情報 体 数Ⅱ 現文 表ⅡR ２－２

２－３ 保 世B 数B 数Ⅱ コミⅡ 古典 古典 コミⅡ 日B 情報 表ⅡR 現文 古典 体 数Ⅱ 地基 世B 総合 LHR 表ⅡG 現文 情報 地基 コミⅡ 日B 数B 現文 世B 表ⅡG 数Ⅱ 体 日B ２－３

２－４ 世B 表ⅡG 数Ⅱ 古典 コミⅡ 地基 表ⅡR 体 コミⅡ 世B 現文 古典 現文 世B 日B 数Ⅱ 数B 総合 LHR 表ⅡG 日B 保 コミⅡ 古典 情報 現文 数B 地基 数Ⅱ 体 情報 日B ２－４
表Ⅱ 世A 情報 世A 表Ⅱ 情報

世A 情報 表Ⅱ 情報 世A 表Ⅱ
情報 表Ⅱ 情報 世A 表Ⅱ 世A

表Ⅱ 世A 表Ⅱ 情報 世A 情報

２－９ 世A コミⅡ 現文 保 数ⅡⅢ 物基 数B 情報 体 化 数ⅡⅢ 表Ⅱ 数ⅡⅢ コミⅡ 古典 地B 生 総合 LHR 情報 現文 物基 生 地B 世A 数ⅡⅢ 数B 古典 体 表Ⅱ 化 コミⅡ ２－９
重唱奏 古典A 聴音
数ⅡA 数ⅡA 数ⅡA

３－１ 倫/英演 世特 表Ⅱ 生演 現文 体 地演 古典 数α 体 世特 コミⅢ 数β 古典 政 世特 コミⅢR 総合 LHR 現文 表Ⅱ 地演 体 古典 数β コミⅢ 政 倫/英演 現文 コミⅢ 世特 生演 ３－１

３－２ 数β 表Ⅱ 地演 日特 体 古典 現文 政 生演 コミⅢ 体 日特 コミⅢR 生演 コミⅢ 倫/英演 数β 総合 LHR 現文 日特 古典 表Ⅱ 倫/英演 体 地演 日特 数α 政 現文 古典 コミⅢ ３－２
数β 数α 数β

数β 数α 数β
３－５ 化 物 数Ⅲ 表Ⅱ 体 コミⅢ 数演 現文 数Ⅲ 化 体 古典 物 地B 古典 化 数演 総合 LHR コミⅢ 物 現文 表Ⅱ 数演 体 数Ⅲ 数Ⅲ コミⅢ 数演 化 地B 物 ３－５

３－６ 古典 数演 地B 体 現文 物 化 古典 現文 数Ⅲ 数演 体 数Ⅲ 物 化 コミⅢ 表Ⅱ 総合 LHR 表Ⅱ 数演 数Ⅲ 物 体 コミⅢ 化 数演 数Ⅲ コミⅢ 化 物 地B ３－６

３－７ 表Ⅱ 化 数演 古典 コミⅢ 体 化 物 地B 体 数演 数Ⅲ 化 数演 現文 数Ⅲ 物 総合 LHR 物 コミⅢ 古典 体 数Ⅲ 化 現文 地B 数演 表Ⅱ 数Ⅲ コミⅢ 物 ３－７
英演 数α 数β 数β 英演 数α 数β 数α

数α 数β 数α 英演 数α 数β 英演 数β
現文A 重唱奏 音理演 音理演 聴音 古A
化基 数ⅡA 化基 現社B 数ⅡA 数ⅡA

情報 （上段） ・・・２年５組の名列番号１～３０  数β （上段） ・・・３年８組の数総αβ・英演の選択者

表Ⅱ （下段） ・・・２年６組の名列番号１～２９  数α （下段） ・・・３年９組の数総αβ・英演の選択者 31英演 32英演 34古演 34数α 39数α 389数Ⅲ 389数演

情報 （上段） ・・・２年７組の名列番号１～３０ 30化基

表Ⅱ （下段） ・・・２年８組の名列番号１～２９ 30実視 30視 30聴 30実聴
20重唱奏 20聴音 30重唱奏 30視唱 30聴音 30音理演

※ 2年「情報の科学」は CAI教室
※ 詳しくはクラス掲示の「同時展開授業と特別教室」を見てください。
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化 現文 物/生総合 LHR 物/生 化 体
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２－７ コミⅡ 保 物基・物/生 地B 現文 数ⅡⅢ 地B 体 物基・物/物基 化 古典 古典 数ⅡⅢ コミⅡ
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３－４
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特別教室で行われる授業

 湖声ホール
30数ⅡA（金２限）

 ３階理論室

３－８

３－９
 数演 27物基・物 28物基・物 37物 38物 39物

20実聴 20数ⅡA（火2限）20聴20実視19実聴19聴音

 選択教室B

 選択教室A
 物理室（中段）・・・２年５組の名列番号３１～４４ ２年６組の名列番号３０～４４

・・・２年７組の名列番号３１～４４ ２年８組の名列番号３０～４４

・・・３年８組，９組の数学Ⅲ・数演の選択者


