
■１年次

1 2 3 4 5 6 7

GC １GC 数Ⅰ1-1 総英1-1 情科1-1 体1-12 1-12芸術 1-12芸術 総学1-1

松本 長岡 利光 渡茶日 中淨甲 中淨甲

1の1 CALL ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 1の1

２普AD 数Ⅰ1-2 現社1-2 物基1-2 総学1-2

芝原 佐藤匡 朝久野

1の2 1の2 1の2 1の2

普 ３普 現社1-3 数Ⅰ1-345 現文1-3 ｺ英Ⅰ1-345 数A1-3 体1-36 総学1-3

佐藤匡 芝彌松 和田 池都江 松本 吉明日

1の3 1の3 1の3 1の3

４普 古典1-4 現社1-4 体1-47 生基1-４ 総学1-4

和田 佐藤匡 吉渡茶 土谷

1の4 1の4 1の4 1の4

５普 古典1-5 体1-58 現社1-5 数A1-5 総学1-5

坂口 柴明日 佐藤匡 松本

1の5 1の5 1の5 1の5

６商 ｺ英Ⅰ1-6 家基1-6 簿記1-6 情処1-6 数Ⅰ1-6 体1-36 総学1-6

宇都宮 中山 塚崎 栗林大宮司 芝原 吉明日

1の6 1の6 1の6 実習１ 1の6 1の6

商 ７商 情処1-7 古典1-7 ﾋﾞﾞ基1-7 簿記1-7 体1-47 ｺ英Ⅰ1-7 総学1-7

大森塚崎 和田 宮辺 橋本 吉渡茶 宇都宮

実習１ 1の7 1の7 1の7 1の7 1の7

８商 現文1-8 情処1-8 体1-58 古典1-8 ﾋﾞ基1-8 ｺ英Ⅰ1-8 総学1-8

小野 橋本宮脇 柴明日 坂口 仲野 江藤

1の8 実習１ 1の8 1の8 1の8 1の8

■２年次

1 2 3 4 5 6 7

GC 1GC 体2-14 選C 韓スⅠ2-1 現文B2-1 古典B2-1 総英英表2-1 総学2-1

柴茶明 金ス 河野 伊東 宇津宮・長岡

111 2の1 2の1 CALL 2の1

２文AD 保健2-2 数Ⅱ2-2文 英表Ⅱ2-2 化基2-2文 数B2-2文 総学2-2

渡辺 片岡 宇津宮 高橋忠 片岡

2の2 132 2の2 132 132 2の2

２理AD 物生2-234理 数Ⅱ2-2理 化基化2-2理 数B2-2理

朝土 大谷 足立 大谷

2の2 2の2 2の2

３理 数B2-3 化基化2-3 数Ⅱ2-34理 ｺ英Ⅱ2-34 地理B2-3 総学2-3

大谷 高橋忠 大彌 三富江 末延

普 2の3 2の3 2の3 2の3

４理 体2-14 古典B2-4 化基化2-4理 総学2-4

柴茶明 河野 高橋忠

2の4 112 2の4

４文 選C 化基2-4文 数Ⅱ2-4文

足立 彌田

2の4 2の4

５文 数Ⅱ2-5 ｺ英Ⅱ2-5 日史B２-5 英表Ⅱ2-5 古典B2-5 総学2-5

彌田 富原 大野 宇津宮 河野

2の5 2の5 2の5 2の5 2の5

６商 数Ⅰ2-6 簿記2-6 現文B2-6 世史A2-6 商業選択 総学2-6

片岡 仲野 伊東 安藤

2の6 2の6 2の6 2の6 2の6

商 ７商 現文B2-7 世史A2-7 簿記2-7 ｺ英Ⅱ2-7 総学2-7

伊東 安藤 宮辺 坂本

2の7 2の7 2の7 2の7 2の7

８商 世史A2-8 現文B2-8 ｺ英Ⅱ2-8 簿記2-8 総学2-8

田尻 伊東 坂本 大塚か

2の8 2の8 2の8 2の8 2の8

■３年次

1 2 3 4 5 6 7

GC 1GC 選G ﾊﾟﾌｽﾋﾟ3-1 古典B3-1 現文B3-1 英語理3-1 世史B3-1 総学3-1

渡部 後藤 成重 森 田尻

3の1 3の1 3の1 CALL 3の1 3の1

２文AD 体3-28 ｺ英Ⅲ3-2 応数3-2文 日世B3-2文 化基3-2文 総学3-2

吉茶日 渡部 安部 高山 久保

普 3の2 232 232 3の2

２理AD 化学3-2理 数ⅢA3-2理 物生3-2理 数ⅢB3-2理

久保 藤廣 朝土 藤廣

3の2

３理 選G 数ⅢA3-34 現文B3-3 英表Ⅱ3-3 世史A3-3 ｺ英Ⅲ3-3 総学3-3

藤廣安 成重 中原 田尻 門脇

3の3 3の3 3の3 3の3 3の3

４理 日世A3-4 化学3-4理 英表Ⅱ3-4 ｺ英Ⅲ3-4 総学3-4

高田 久保 門脇 渡部

231 3の4 3の4 3の4

４文 古典B3-4文 選D

後藤

3の4

５文 英表Ⅱ3-5 ｺ英Ⅲ3-5 国表3-5 古典B3-5 総学3-5

中原 門脇 佐藤有 成重

3の5 3の5 3の5 3の5 3の5

６商 実践3-6 政経3-6 課研3年 現文B3-6 ｺ英Ⅲ3-6

栗林大塚 山本 後藤 中尾

商 商業実践室 3の6 3の6 3の6

７商 現文B3-7 実践3-7 ｺ英Ⅲ3-7 標数3-7

成重 大森大宮司 中尾 藤原

3の7 商業実践室 3の7 3の7

８商 体3-28 ｺ英Ⅲ3-8 日史A3-8 現文B3-8

吉茶日 中尾 大野 佐藤有

3の8 3の8 3の8
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