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１－１  体  生基  数ⅠⅡ  言語文  歴総  コミⅠ  公共  現国  保  数A  生基  数ⅠⅡ  論表Ⅰ  化基  言語文  数ⅠⅡ  コミⅠ  公共  体  数A  化基  言語文  数ⅠⅡ LHR  論表Ⅰ  現国  コミⅠ  歴総 １－１
１－２  体  現国  数ⅠⅡ  コミⅠ  公共  数A  言語文  論表Ⅰ  生基  化基  歴総  数ⅠⅡ  保  現国  数ⅠⅡ  論表Ⅰ  公共  数ⅠⅡ  体  コミⅠ  歴総  化基  言語文 LHR  コミⅠ  数A  言語文  生基 １－２
１－３  数ⅠⅡ  コミⅠ  論表Ⅰ  現国  生基  歴総  コミⅠ  公共  数ⅠⅡ  保  言語文  コミⅠ  化基  数A  体  現国  数ⅠⅡ  生基  言語文  数A  公共 LHR  体  言語文  化基  数ⅠⅡ  歴総  論表Ⅰ １－３
１－４  歴総  コミⅠ  保  化基  現国  数ⅠⅡ  コミⅠ  数ⅠⅡ  数A  言語文  生基  論表Ⅰ  言語文  公共  体  数ⅠⅡ  生基  歴総  化基  現国  数A LHR  体  公共  コミⅠ  数ⅠⅡ  言語文  論表Ⅰ １－４
１－５  言語文  数ⅠⅡ  コミⅠ  歴総  生基  論表Ⅰ  コミⅠ  現国  公共  保  数ⅠⅡ  化基  数A  歴総  数ⅠⅡ  体  言語文  数A  現国  コミⅠ  生基 LHR  公共  体  言語文  化基  数ⅠⅡ  論表Ⅰ １－５
１－６  数ⅠⅡ  公共  コミⅠ  現国  化基  公共  数A  論表Ⅰ  言語文  言語文  コミⅠ  数ⅠⅡ  現国  体  歴総  数ⅠⅡ  歴総  論表Ⅰ  言語文  数A  生基 LHR  化基  体  コミⅠ  生基  保  数ⅠⅡ １－６
１－７  公共  体  言語文  数A  コミⅠ  数ⅠⅡ  歴総  数ⅠⅡ  公共  現国  コミⅠ  生基  数A  数ⅠⅡ  歴総  保  言語文  論表Ⅰ  化基  言語文  論表Ⅰ  体  生基 LHR  化基  数ⅠⅡ  コミⅠ  現国 １－７
１－８  化基  体  公共  数ⅠⅡ  現国  コミⅠ  公共  数A  コミⅠ  生基  数ⅠⅡ  言語文  歴総  現国  数ⅠⅡ  論表Ⅰ  生基  数ⅠⅡ  言語文  体  化基  コミⅠ  保 LHR  数A  歴総  論表Ⅰ  言語文 １－８
１－９  コミⅠ  伊和演  体  数Ⅰ音 合唱奏 合唱奏  科  現国  実視  実視  論表Ⅰ  体  コミⅠ  数Ⅰ音  聴音  公共  音理  保  コミⅠ  実聴  実聴  言文音  科 LHR  音理  数Ⅰ音  言文音  論表Ⅰ  現国  公共 １－９
２－１  表Ⅱ  世B  現文  コミⅡ  保  数B  数Ⅱ  体  世B  日B  古典  現文  総合  地基  コミⅡ  古典  数Ⅱ  情報  日B  数B  表Ⅱ  古典  日B  コミⅡ  地基 LHR  表Ⅱ  世B  体  情報  数Ⅱ  現文 ２－１
２－２  日B  数B  コミⅡ  現文  地基  古典  保  現文  数Ⅱ  コミⅡ  日B  古典  総合  表Ⅱ  体  現文  情報  数Ⅱ  世B  コミⅡ  古典  世B  数B 地基  表Ⅱ LHR  世B  日B  表Ⅱ  体  情報  数Ⅱ ２－２
２－３  数Ⅱ  表Ⅱ  現文  地基  世B  コミⅡ  地基  表Ⅱ  体  古典  数B  保  総合  日B  現文  世B  数Ⅱ  古典  コミⅡ  古典  日B  表Ⅱ  現文 情報  数B LHR  情報  コミⅡ  数Ⅱ  世B  体  日B ２－３
２－４  現文  コミⅡ  世B  数B  古典  日B  数Ⅱ  日B  コミⅡ  現文  世B  地基  総合  表Ⅱ  体  情報  古典  世B  数Ⅱ  保  数Ⅱ  地基  表Ⅱ 日B  コミⅡ LHR  表Ⅱ  数B  古典  体  現文  情報 ２－４
２－５ 物基・物  地B  現文  化  数ⅡⅢ  コミⅡ  世A  現文  体 情/数B  数B/表Ⅱ  数ⅡⅢ  総合 表Ⅱ/情  世A  数ⅡⅢ  物基・物  コミⅡ  古典  情/数B  化  古典 数B/表Ⅱ 地B  物基・物 LHR  保  コミⅡ 表Ⅱ/情  数ⅡⅢ  体  物基・物 ２－５
２－６  保  コミⅡ 物基・物  数ⅡⅢ  世A  古典 物基・物  化  数ⅡⅢ 表Ⅱ/数B  情報/表Ⅱ  コミⅡ  総合 数B/情  体  現文  化  数ⅡⅢ  地B 表Ⅱ/数Ｂ  世A  コミⅡ  情/表Ⅱ 古典  物基・物 LHR  数ⅡⅢ  物基・物 数B/情  体  地B  現文 ２－６

物基・物 物基・物  物基・物  物基・物

生 物基 生 物基
物基・物  物基・物  物基・物  物基・物

物基 生 物基 生
 重唱奏  聴音  古A 
数ⅡA 数ⅡA 数ⅡA

３－１  世特  コミⅢR 倫 体  コミⅢ  古典 政 現文  生演  世特  体  表Ⅱ  総合  世特 コミⅢ  数β  地演  倫  現文  生演  現文  数β コミⅢ  古典  体 LHR  地演  表Ⅱ  古典 世特 政 数α ３－１
３－２  現文 政  数α  生演 体 日特 地演  コミⅢ  古典  表Ⅱ  体  総合  生演  日特 コミⅢ  政  数β  古典  表Ⅱ  コミⅢ  日特 体  数β  現文 LHR  現文 地演  コミⅢR 古典 日特 ３－２

数β  数α 地演  数β 地演

数β  数α 生演  数β 生演

３－５  数演 コミⅢ  数Ⅲ 体 化  現文 化 地B  古典 物  体  コミⅢ  総合  物  現文 数演  化  表Ⅱ  数Ⅲ 物  コミⅢ  数Ⅲ 数演 化  体 LHR  表Ⅱ  古典 地B  数Ⅲ 物 数演 ３－５
３－６ 化 古典  表Ⅱ  数Ⅲ 体  地B 表Ⅱ 現文  数演 化  物  体  総合  数演  化 物  コミⅢ  地B  数Ⅲ 数演 物  古典 体 数Ⅲ  コミⅢ LHR  現文  数Ⅲ 物 化 コミⅢ 数演 ３－６

 数演  数Ⅲ  数Ⅲ 数演  数Ⅲ 数演  数Ⅲ  数演 

数演 数Ⅲ 数Ⅲ 数演 数Ⅲ 数演 数Ⅲ 数演
 現文A  重唱奏  音理演  音理演  古A 視唱  聴音 

化基 数ⅡA 現社B 化基 数ⅡA 化基 数ⅡA ３－９ 表Ⅱ  現社  実音理  実音理 古典 体 コミⅢ  現社  演奏  実聴  実聴 LHR 総合 体 現文 音史 コミⅢ  現文

化 ３－８
３－９  コミⅢ  実視  実視  古典 体 合唱奏  表Ⅱ

 コミⅢ 物/生 体 地B LHR  コミⅢ化 古典３－８  コミⅢ 現文 化 体  表Ⅱ
英演 数α 数α 数β

体  物/生  化  総合

LHR  古典 化 表Ⅱ物/生  総合  表Ⅱ 地B 物/生  古典

地B 物/生  表Ⅱ  現文
数α

現文 ３－７
数β 英演

 古典 物/生

化  コミⅢ  化 現文 体 物/生
数β

世特/日特 ３－４

３－７  物/生 化 コミⅢ 体  コミⅢ 体  地B

体 世特/日特 LHR  表Ⅱ  コミⅢR 政世特/日特 地演  古典 倫/英演  古典 コミⅢ 政  表Ⅱ  総合 倫/英演  現文  コミⅢ３－４ 世特/日特  地演  現文  コミⅢ 体

コミⅢ ３－３
古演  数α 化演 古演 化演

現文 古典 体
体 政  表Ⅱ LHR  コミⅢR 世特/日特古典 生演 世特/日特 コミⅢ 世特/日特  古典 表Ⅱ  古典  体  総合  現文  政

２－９

倫/英演 倫/英演

３－３  現文  生演  コミⅢ 体 現文 世特/日特

 コミⅡ  情報  古典  表Ⅱ  実聴  実聴 体  現文  地B  音史  演奏 LHR 総合  コミⅡ  生基  音理  古典  情報 地B 合唱奏  実視  実視  現文  表Ⅱ２－９  生基  保  体  地B  コミⅡ

 地B  体  数B 総合  古典  表Ⅱ  保  数ⅡⅢ  数B コミⅡ  体  情報  地B  現文  化２－８  世A  数ⅡⅢ  表Ⅱ  数ⅡⅢ ２－８ 情報  世A  コミⅡ  数ⅡⅢ  現文 LHR コミⅡ  化  古典

 現文  数ⅡⅢ  地B  体  化 ２－７ 数ⅡⅢ  コミⅡ  情報  現文  数B LHR 総合  古典  化  コミⅡ  保  表Ⅱ 情報  表Ⅱ  体  古典  数ⅡⅢ  世A

 家

２－７  地B  数B  世A  コミⅡ  数ⅡⅢ

 家  音/書
 家  音/書

 家  音/美
 家  音/美

 美/書  家

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

 音/美/書
家

家

 音/書  家
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