
２０２０年度  時間割  ６月１日～１２日 特別時間割　（変更される可能性もあります） 兵庫県立尼崎北高等学校

学年 クラス 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組 体育 生基 現国 現社 数Ⅰ 古典 数Ａ Ｃ英Ⅰ 芸術Ⅰ 古典 情報 総合2 化基 体育 数Ⅰ 英表Ⅰ Ｃ英Ⅰ 古典 生基 芸術Ⅰ 保健 情報 現国 数Ａ 体育 数Ⅰ Ｃ英Ⅰ 英表Ⅰ 化基 現社

１ ２組 体育 古典 Ｃ英Ⅰ 化基 数Ⅰ 数Ａ 英表Ⅰ 現社 芸術Ⅰ 生基 古典 総合2 Ｃ英Ⅰ 体育 数Ⅰ 情報 現国 化基 生基 芸術Ⅰ 保健 数Ａ 現社 英表Ⅰ 体育 数Ⅰ 古典 現国 情報 Ｃ英Ⅰ

３組 数Ⅰ 体育 生基 古典 Ｃ英Ⅰ 化基 英表Ⅰ 体育 情報 現社 現国 総合2 芸術Ⅰ 数Ⅰ Ｃ英Ⅰ 古典 保健 数Ａ 化基 現社 現国 生基 情報 英表Ⅰ 数Ａ Ｃ英Ⅰ 数Ⅰ 体育 芸術Ⅰ 古典

４組 数Ⅰ 体育 現国 情報 数Ａ 保健 化基 体育 Ｃ英Ⅰ 英表Ⅰ 生基 総合2 芸術Ⅰ 数Ⅰ Ｃ英Ⅰ 現社 古典 英表Ⅰ Ｃ英Ⅰ 数Ａ 情報 生基 古典 現国 現社 古典 数Ⅰ 体育 芸術Ⅰ 化基

年 ５組 Ｃ英Ⅰ 数Ⅰ 保健 体育 生基 数Ａ 化基 現国 現社 英表Ⅰ 芸術Ⅰ 総合2 数Ⅰ 古典 情報 体育 Ｃ英Ⅰ 英表Ⅰ 芸術Ⅰ 古典 生基 現国 体育 化基 現社 数Ａ Ｃ英Ⅰ 情報 数Ⅰ 古典

６組 生基 数Ⅰ 情報 体育 古典 英表Ⅰ 古典 保健 化基 数Ａ 芸術Ⅰ 総合2 数Ⅰ Ｃ英Ⅰ 現社 体育 情報 数Ａ 芸術Ⅰ Ｃ英Ⅰ 現国 英表Ⅰ 体育 生基 化基 現社 古典 現国 数Ⅰ Ｃ英Ⅰ

７組 古典 数Ⅰ 数Ａ 体育 現国 英表Ⅰ 生基 情報 Ｃ英Ⅰ 古典 保健 総合2 数Ⅰ 現社 化基 体育 芸術Ⅰ 生基 Ｃ英Ⅰ 現国 芸術Ⅰ 英表Ⅰ 体育 古典 情報 化基 現社 数Ａ 数Ⅰ Ｃ英Ⅰ

１組 数Ⅱ 地基 世日 Ｃ英Ⅱ 現文 英表Ⅱ 古典 選択Ｘ 体育 総英 世日 数Ⅱ 現文 Ｃ英Ⅱ 総合 選択Ｙ 保健 古典 Ｃ英Ⅱ 地基 世日 英表Ⅱ 数Ⅱ 体育 古典 総英 選択Ｙ 数Ⅱ Ｃ英Ⅱ 選択Ｘ

２ ２組 地基 現文 世日 英表Ⅱ 数Ⅱ 数Ｂ Ｃ英Ⅱ 選択Ｘ 古典 体育 世日 保健 総英 数Ｂ Ｃ英Ⅱ 古典 数Ⅱ Ｃ英Ⅱ 英表Ⅱ Ｃ英Ⅱ 世日 体育 総合 数Ⅱ 数Ⅱ 地基 総英 古典 現文 選択Ｘ

３組 現文 保健 化生基 Ｃ英Ⅱ 総合 総英 世日 英表Ⅱ 数Ⅱ 体育 古典 Ｃ英Ⅱ 地基 数Ⅱ 世日 Ｃ英Ⅱ 古典 数Ⅱ 数Ⅱ 数Ｂ 総英 体育 Ｃ英Ⅱ 現文 地基 化生基 古典 数Ｂ 英表Ⅱ 世日

４組 Ｃ英Ⅱ 総合 化生基 古典 日Ｂ 数Ⅱ 数Ｂ 現文 英表Ⅱ 体育 地基 保健 古典 日Ｂ 総英 数Ⅱ Ｃ英Ⅱ 総英 数Ⅱ 数Ｂ Ｃ英Ⅱ 体育 古典 日Ｂ Ｃ英Ⅱ 化生基 地基 現文 数Ⅱ 英表Ⅱ

年 ５組 古典 英表Ⅱ 化生基 地基 数Ⅱ 体育 世日 数Ｂ Ｃ英Ⅱ 数Ⅱ 総英 現文 体育 保健 世日 数Ⅱ 総合 Ｃ英Ⅱ Ｃ英Ⅱ 数Ｂ 地基 現文 古典 英表Ⅱ 数Ⅱ 化生基 古典 総英 Ｃ英Ⅱ 世日

６組 地Ｂ 現文 化学 数Ⅱ Ｃ英Ⅱ 物生 物物 数Ｂ 体育 Ｃ英Ⅱ 古典 数Ⅱ 物生 化学 地Ｂ 英表Ⅱ 数Ⅱ 保健 数Ⅱ 古典 総合 数Ｂ Ｃ英Ⅱ 体育 地Ｂ 英表Ⅱ Ｃ英Ⅱ 化学 物物 現文

７組 Ｃ英Ⅱ 数Ⅱ 総合 地化① 数Ｂ 体育 数Ⅱ 地化② 物物 古典 現文 Ｃ英Ⅱ 体育 英表Ⅱ 物生 Ｃ英Ⅱ 地化① 地化② 現文 保健 地化① 物物 Ｃ英Ⅱ 数Ⅱ 物生 古典 数Ⅱ 英表Ⅱ 数Ｂ 地化②

１組 世日A Ｃ１ 現文 Ｃ英Ⅲ 世日B Ｃ２ 体球選 世日B Ｃ英Ⅲ Ｂ 英表Ⅱ Ｃ２ 古典 Ｂ 世日B Ｃ１ Ｃ英Ⅲ 世日B 現文 体球選 世日A Ｃ２ 古典 Ｃ１ 古典 Ａ Ａ 英表Ⅱ Ｃ英Ⅲ 世日B

２組 世日A Ｃ１ Ｃ英Ⅲ 古典 世日B Ｃ２ 古典 世日B 英表Ⅱ Ｂ 現文 Ｃ２ Ｃ英Ⅲ Ｂ 世日B Ｃ１ 体球選 世日B 英表Ⅱ Ｃ英Ⅲ 世日A Ｃ２ 古典 Ｃ１ Ｃ英Ⅲ Ａ Ａ 現文 体球選 世日B

３ ３組 古典 Ｃ１ Ｃ英Ⅲ 世日B 体球選 Ｃ２ Ｃ英Ⅲ 現文 世日B Ｂ 英表Ⅱ Ｃ２ 世日B Ｂ 古典 Ｃ１ 世日A Ｃ英Ⅲ 体球選 英表Ⅱ 古典 Ｃ２ 世日B Ｃ１ Ｃ英Ⅲ Ａ Ａ 世日A 世日B 現文

４組 古典 Ｃ１ Ｃ英Ⅲ 世日B Ｃ英Ⅲ Ｃ２ 現文 Ｃ英Ⅲ 世日B Ｂ 英表Ⅱ Ｃ２ 世日B Ｂ 体球選 Ｃ１ 世日A Ｃ英Ⅲ 古典 現文 英表Ⅱ Ｃ２ 世日B Ｃ１ 古典 Ａ Ａ 世日A 世日B 体球選

５組 現文 Ｃ１ 日Ｂ 古典 英表Ⅱ Ｃ２ 世Ａ 古典 Ｃ英Ⅲ Ｂ 日Ｂ Ｃ２ Ｃ英Ⅲ Ｂ 体球選 Ｃ１ 日Ｂ 現文 日Ｂ 世Ａ Ｃ英Ⅲ Ｃ２ 英表Ⅱ Ｃ１ Ｃ英Ⅲ Ａ Ａ 日Ｂ 古典 体球選

年 ６組 理選 世Ａ 数Ⅲ/実践 現文 地Ｂ 化 化 理選 数Ⅲ/実践 Ｂ Ｃ英Ⅲ 英表Ⅱ 古典 Ｂ 数Ⅲ/実践 Ｃ英Ⅲ 体球選 理選 地Ｂ 化 現文 英表Ⅱ 世Ａ Ｃ英Ⅲ 古典 Ａ Ａ Ｃ英Ⅲ 体球選 理選

７組 英表Ⅱ Ｃ英Ⅲ 数Ⅲ/実践 理選 体球選 現文 古典 世Ａ 数Ⅲ/実践 Ｂ 地Ｂ 理選 Ｃ英Ⅲ Ｂ 数Ⅲ/実践 化 現文 世Ａ 体球選 理選 化 地Ｂ 古典 Ｃ英Ⅲ 理選 Ａ Ａ 化 Ｃ英Ⅲ 英表Ⅱ

８組 化 現文 数Ⅲ/実践 Ｃ英Ⅲ 理選 世Ａ 体球選 英表Ⅱ 数Ⅲ/実践 Ｂ 理選 地Ｂ Ｃ英Ⅲ Ｂ 数Ⅲ/実践 古典 理選 英表Ⅱ 世Ａ 体球選 理選 Ｃ英Ⅲ 化 現文 化 Ａ Ａ 地Ｂ 古典 Ｃ英Ⅲ

月 火 水 木 金


