
令和２（２０２０）年度クラス別時間割(分散登校版)　５月１１日（月）～

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

１年１組 英表Ⅰ 生物基礎 数Ａ 数ⅠⅡ 自学 古典 コ英Ⅰ 芸術 芸術 古典 自学 数ⅠⅡ 現社 物理基礎 自学 コ英Ⅰ 古典 数Ａ 現社 英表Ⅰ 保健 自学 物理基礎 数ⅠⅡ 数ⅠⅡ コ英Ⅰ 古典 古典 生物基礎 自学

大会議室 芸術教室 芸術教室 大会議室 大会議室 大会議室 大会議室 大会議室

１年２組 現社 古典 英表Ⅰ 数ⅠⅡ 物理基礎 自学 コ英Ⅰ 芸術 芸術 数Ａ 数ⅠⅡ 古典 生物基礎 古典 保健 数Ａ コ英Ⅰ 古典 生物基礎 古典 物理基礎 自学 英表Ⅰ 数ⅠⅡ 古典 数学ⅠⅡ 自学 コ英Ⅰ 現社 自学

蛍雪ホール 芸術教室 芸術教室 蛍雪ホール 大会議室 体育館 蛍雪ホール 蛍雪ホール

１年３組 自学 自学 古典 現社 英表Ⅰ 数ⅠⅡ 数Ａ 古典 数ⅠⅡ 物理基礎 自学 コ英Ⅰ 古典 生物基礎 数Ａ 芸術 芸術 コ英Ⅰ 保健 物理基礎 英表Ⅰ 生物基礎 古典 数ⅠⅡ 自学 数ⅠⅡ コ英Ⅰ 現社 古典 自学

大会議室 芸術教室 芸術教室 大会議室 蛍雪ホール

１年４組 英表Ⅰ 数ⅠⅡ 自学 生物基礎 古典 自学 物理基礎 数ⅠⅡ コ英Ⅰ 現社 古典 数Ａ コ英Ⅰ 数ⅠⅡ 古典 芸術 芸術 生物基礎 自学 自学 物理基礎 現社 数Ａ 英表Ⅰ 保健 古典 コ英Ⅰ 古典 数ⅠⅡ 自学

蛍雪ホール 芸術教室 芸術教室 蛍雪ホール 蛍雪ホール 大会議室

１年５組 数ⅠⅡ 自学 英表Ⅰ 自学 古典 現社 古典 数ⅠⅡ コ英Ⅰ 芸術 芸術 保健 古典 自学 古典 生物基礎 コ英Ⅰ 数ⅠⅡ 物理基礎 現社 数Ａ 数学ⅠⅡ 英表Ⅰ 古典 数Ａ 物理基礎 生物基礎 コ英Ⅰ 自学 自学

大会議室 芸術教室 芸術教室 大会議室 大会議室 大会議室

１年６組 保健 英表Ⅰ 数ⅠⅡ 古典 現社 数Ａ 数Ａ 生物基礎 古典 芸術 芸術 コ英Ⅰ 自学 数ⅠⅡ 物理基礎 古典 古典 コ英Ⅰ 古典 数ⅠⅡ 英表Ⅰ 物理基礎 古典 自学 コ英Ⅰ 古典 現社 生物基礎 数ⅠⅡ 自学

大会議室 大会議室 大会議室 芸術教室 芸術教室 蛍雪ホール 大会議室 大会議室 大会議室

１年７組 数ⅠⅡ 芸術 芸術 英表Ⅰ 数Ａ 古典 数Ａ コ英Ⅰ 古典 自学 物理基礎 生物基礎 数ⅠⅡ 古典 英表Ⅰ 保健 現社 物理基礎 コ英Ⅰ 自学 古典 数ⅠⅡ 生物基礎 古典 現社 コ英Ⅰ 数ⅠⅡ 自学 自学 自学

芸術教室 芸術教室 蛍雪ホール 蛍雪ホール 大会議室 大会議室 蛍雪ホール 大会議室

１年８組 自学 芸術 芸術 古典 数ⅠⅡ 英表Ⅰ 物理基礎 自学 数Ａ コ英Ⅰ 古典 数ⅠⅡ 保健 コ英Ⅰ 数学ⅠⅡ 現社 生物基礎 古典 現社 古典 生物基礎 数Ａ 自学 コ英Ⅰ 古典 自学 数ⅠⅡ 物基生基 英表Ⅰ 自学

芸術教室 芸術教室 大会議室 体育館 蛍雪ホール 大会議室 大会議室 蛍雪ホール 大会議室

２年１組 コ英Ⅱα 物基生基 日本史B 芸術Ⅱ 数学B 数学Ⅱ 英表Ⅱ 数学B 化学基礎 世界史B 古典B コ英Ⅱ 英表Ⅱ コ英Ⅱ 古典B 保健 現代文B 化学基礎 コ英Ⅱ 日本史B 数学Ⅱ 世界史B 古典B 現代文B コ英Ⅱ 日本史B 数学Ⅱ 古典B 世界史B 数学B

1組/合4A 物1/生1 大会議 芸術教室 1組/合4A 1組/合4A 1組/合4A 1組/合4A 1組/合4A 蛍雪 1組/合4A 1組/合4A 1組/合4A 1組/合4A 1組/合4A 体育館 大会議 1組/合4A 1組/合4A 大会議 1組/合4A 蛍雪 1組/合4A 大会議 1組/合4A 大会議 1組/合4A 1組/合4A 蛍雪 1組/合4A

２年２組 現代文B 物基生基 英表Ⅱ 古典B コ英Ⅱα 数学Ⅱ 現代文B 世界史B 日B地B 数学B 保健 コ英Ⅱ 日B地B コ英Ⅱ 化学基礎 世界史B 古典B 数学B コ英Ⅱ 日B地B 数学Ⅱ 芸術Ⅱ 数学B 古典B コ英Ⅱ 古典B 数学Ⅱ 世界史B 化学基礎 英表Ⅱ

大会議 物1/2組 2組/合4B 2組/合4B 2組/合4B 2組/合4B 大会議 大会議 2組/合4B 2組/合4B 体育館 2組/合4B 2組/合4B 2組/合4B 2組/合4B 大会議 2組/合4B 2組/合4B 2組/合4B 2組/合4B 2組/合4B 芸術教室 2組/合4B 2組/合4B 2組/合4B 2組/合4B 2組/合4B 大会議 2組/合4B 2組/合4B

２年３組 世界史B 数学Ⅱ 英表Ⅱ 化学基礎 コ英Ⅱα 古典B 古典B 保健 数学Ⅱ 数学B コ英Ⅱ 世界史B 数学Ⅱ 古典B 日B地B 化学基礎 コ英Ⅱ 英表Ⅱ 数学B 古典B 現代文B 日B地B 世界史B コ英Ⅱ 数学B 芸術Ⅱ 現代文B 物基生基 コ英Ⅱ 日B地B

蛍雪 3組/合3A 3組/合3A 3組/合3A 3組/合3A 3組/合3A 3組/合3A 体育館 3組/合3A 3組/合3A 3組/合3A 蛍雪 3組/合3A 3組/合3A 蛍雪/大会議 3組/合3A 3組/合3A 3組/合3A 3組/合3A 3組/合3A 大会議 蛍雪/大会議 蛍雪 3組/合3A 3組/合3A 芸術教室 大会議 物1/3組 3組/合3A 蛍雪/大会議

２年４組 保健 数学Ⅱ 化学基礎 コ英Ⅱα 古典B 世界史B 英表Ⅱ 世界史B 数学Ⅱ 現代文B コ英Ⅱ 古典B 数学Ⅱ 芸術Ⅱ 日B地B 現代文B コ英Ⅱ 数学B 数学B 化学基礎 古典B 日B地B 英表Ⅱ コ英Ⅱ 数学B 古典B 世界史B 物基生基 コ英Ⅱ 日B地B

体育館 4組/合4C 4組/合4C 4組/合4C 4組/合4C 蛍雪 4組/合4C 蛍雪 4組/合4C 大会議 4組/合4C 4組/合4C 4組/合4C 芸術教室 3/4/大会議 4組/合4C 4組/合4C 4組/合4C 4組/合4C 4組/合4C 4組/合4C 3/4/大会議 4組/合4C 4組/合4C 4組/合4C 4組/合4C 蛍雪 物1/4組 4組/合4C 3/4/大会議

２年５組 英表Ⅱ 保健 古典B 数学B 数学ⅡⅢ 化学基礎 世界史A 物理 現代文B コ英Ⅱ 数学B 化学基礎 古典B 化学基礎 コ英Ⅱ 物理 数学ⅡⅢ 英表Ⅱ 化学基礎 現代文B コ英Ⅱ 数学ⅡⅢ 地理B 物理 地理B コ英Ⅱ 古典B 化学基礎 数学ⅡⅢ 世界史A

5組/合2A 体育館 5組/合2A 5組/合2A 5組/合2A 5組/合2A 蛍雪 5組/物1 蛍雪 5組/合2A 5組/合2A 5組/合2A 5組/合2A 5組/合2A 5組/合2A 5組/物1 5組/合2A 5組/合2A 5組/合2A 蛍雪 5組/合2A 5組/合2A 大会議 5組/物1 大会議 5組/合2A 5組/合2A 5組/合2A 5組/合2A 蛍雪

２年６組 数学B 古典B 保健 化学基礎 数学ⅡⅢ 英表Ⅱ 物理 数学B 現代文B コ英Ⅱ 日B地B 化学基礎 化学基礎 日B地B コ英Ⅱ 古典B 数学ⅡⅢ 物理 現代文B 物理 コ英Ⅱ 数学ⅡⅢ 化学基礎 世界史A 古典B コ英Ⅱ 化学基礎 世界史A 数学ⅡⅢ 英表Ⅱ

6組/合2B 6組/合2B 体育館 6組/合2B 6組/合2B 6組/合2B 6組/物1 6組/合2B 大会議 6組/合2B 大会議 6組/合2B 6組/合2B 大会議 6組/合2B 6組/合2B 6組/合2B 6組/物1 大会議 6組/物1 6組/合2B 6組/合2B 6組/合2B 蛍雪 6組/合2B 6組/合2B 6組/合2B 蛍雪 6組/合2B 6組/合2B

２年７組 数学B 英表Ⅱ 数学ⅡⅢ 物理生物 化学基礎 世界史A 数学ⅡⅢ 古典B コ英Ⅱ 化学基礎 日B地B 世界史A 物理生物 日B地B 数学ⅡⅢ コ英Ⅱ 化学基礎 現代文B 数学B コ英Ⅱ 英表Ⅱ 古典B 保健 化学基礎 化学基礎 数学ⅡⅢ 物理生物 コ英Ⅱ 現代文B 古典B

7組/合2C 蛍雪 7組/合2C 物2/生1 7組/合2C 大会議 7組/合2C 7組/合2C 7組/合2C 7組/合2C 大会議 大会議 物2/生1 大会議 7組/合2C 7組/合2C 7組/合2C 大会議 7組/合2C 7組/合2C 蛍雪 7組/合2C 体育館 7組/合2C 7組/合2C 7組/合2C 物2/生1 7組/合2C 大会議 7組/合2C

２年８組 古典B 英表Ⅱ 数学ⅡⅢ 物理生物 化学基礎 保健 数学ⅡⅢ 英表Ⅱ コ英Ⅱ 古典B 化学基礎 数学B 物理生物 現代文B 数学ⅡⅢ コ英Ⅱ 化学基礎 世B地B 現代文B コ英Ⅱ 世B地B 化学基礎 日A世A 数学B 化学基礎 数学ⅡⅢ 物理生物 コ英Ⅱ 古典B 日A世A

8組/合3B 8組/合3B 8組/合3B 物1/生1 8組/合3B 体育館 8組/合3B 8組/合3B 8組/合3B 8組/合3B 8組/合3B 8組/合3B 物1/生1 蛍雪 8組/合3B 8組/合3B 8組/合3B 8組/合3B 蛍雪 8組/合3B 8組/合3B 8組/合3B 8組/合3B 8組/合3B 8組/合3B 8組/合3B 物1/生1 8組/合3B 8組/合3B 8組/合3B

３年１組 日世地 現代文 古A探古 数Ⅱ 化学 コ英Ⅲ コ英Ⅲ 数B 古A探古 世日地 物理生物 日世地 世日地 数Ⅱ 数B 古典B コ英Ⅲ 日世地 日世地 物理生物 現代文 数Ⅱ コ英Ⅲ 英表Ⅱ 古典B 世日地 英表Ⅱ 数B 化学 世日地

３年２組 英表Ⅱ 化学 コ英Ⅲ 数Ⅱ 古典B 世B倫政 古典B 数B コ英Ⅲ 世日地 物理生物 化学 世日地 数Ⅱ 数B 世倫 古典A コ英Ⅲ 英表Ⅱ 物理生物 倫政 数Ⅱ 古典A 現代文 コ英Ⅲ 世日地 世倫 数B 現代文 世日地

３年３組 英表Ⅱ 化学 コ英Ⅲ 数Ⅱ 古典B 世B倫政 日地 数B コ英Ⅲ 化学 現代文 物理生物 古典A 数Ⅱ 数B 世倫 日地 コ英Ⅲ 英表Ⅱ 現代文 倫政 数Ⅱ 日地 古典A コ英Ⅲ 古典B 世倫 数B 日地 物理生物

３年４組 英表Ⅱ 数Aラボ コ英Ⅲ 芸術 現代文 古典B 古典A 倫政 コ英Ⅲ 世日地 倫政 コ英Ⅱ 世日地 現代文 フード フード 古典B コ英Ⅲ 英表Ⅱ コ英Ⅱ 数Aラボ 倫政 古典A 現代文 コ英Ⅲ 世日地 芸術 現代文 倫政 世日地

３年５組 現代文 物理 数B 地理B コ英Ⅲ 化学 化学 地理B 数Ⅲ 古典B コ英Ⅲ 現代文 コ英Ⅲ 化学 古典A 数B 数Ⅲ 物理 物理 古典B 英表Ⅱ コ英Ⅲ 数B 数Ⅲ 数Ⅲ 化学 古典A 英表Ⅱ 物理 地理B

３年６組 現代文 地理B 数B 物理生物 コ英Ⅲ 化学 化学 現代文 数Ⅲ 物理生物 コ英Ⅲ 古典B コ英Ⅲ 化学 物理生物 数B 数Ⅲ 古典A 古典B 地理B 英表Ⅱ コ英Ⅲ 数B 数Ⅲ 数Ⅲ 物理生物 地理B 英表Ⅱ 古典A 化学

３年７組 化学 現代文 古A探古 物理生物 日世地 コ英Ⅲ コ英Ⅲ 化学 古A探古 物理生物 日世地 数Ⅲ 数B 日世地 物理生物 古典B コ英Ⅲ 数Ⅲ 数B 数Ⅲ 現代文 化学 コ英Ⅲ 英表Ⅱ 古典B 物理生物 英表Ⅱ 化学 数B 数Ⅲ

３年８組 化学 現代文 古A探古 物理生物 日世地 コ英Ⅲ コ英Ⅲ 化学 古A探古 物理生物 日世地 数Ⅲ 数B 日世地 物理生物 古典B コ英Ⅲ 数Ⅲ 数B 数Ⅲ 現代文 化学 コ英Ⅲ 英表Ⅱ 古典B 物理生物 英表Ⅱ 化学 数B 数Ⅲ

下段は授業が行われる場所を示します。
各教科から特に指示のない場合は、出欠確認が
行われた教室で授業を受けてください。

授業を実施する教室は別途指示します。
５月１１日（月）については，当日の朝に連絡しま
す。

備考
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１年：１３日（水）/２年：１２日（火）/３年：１１日（月） １年：１５日（金）/２年１４日（木）/３年：１６日（土） １年：１８日（月）/２年：２０日（水）/３年：１９日（火） １年：２３日（土）/２年：２２日（金）/３年：２１日（木） １年：２６日（火）/２年：２５日（月）/３年：２７日（水）

①授業の実施場所に注意してください
　・実施場所が指定されている教科
　　→その場所へ移動
　・実施場所が指定されていない教科
　　→朝礼時の教室（各HR教室と各合併
　　　　教室）で実施
　　※1クラス（40人）を２グループ（出席
　　　　番号の奇数と偶数）に分けます。

②自学について
　・各自で自主学習を行います。課題等に
　　取り組んでください。

　


