
2021年度　後期補講時間割表　 確認用 確定版

種別 場所 科目名 担当者 科目名 担当者 科目名 担当者 科目名 担当者 科目名 担当者

2F 1

205 2

教室 3 保健② 体育科 家庭基礎② 南

4 保健② 体育科 家庭基礎② 南

3F 1 評論２ 西尾 地歴基礎２ 部谷 数学A２ 青木 古典文法２ 涔口

301 2 評論２ 西尾 地歴基礎２ 部谷 数学A２ 青木 古典文法２ 涔口

教室 3 英文法初級２ 村上(美) 国語総合 森 現代文B２ 北野

4 英文法初級２ 村上(美) 国語総合 森 現代文B２ 北野

3F 1 一般常識② 山本 生物基礎２ 河原 つながる東西史② 山本 英語表現Ⅱ２ 村上(美) 日本史A② 高橋

302 2 一般常識② 山本 生物基礎２ 河原 つながる東西史② 山本 英語表現Ⅱ２ 村上(美) 日本史A② 高橋

教室 3 英文法中級２ 瀬戸 政治経済・倫理 荒岡 地学基礎２ 岡本 化学基礎② 広田 英語表現Ⅰ２ 澤崎

4 英文法中級２ 瀬戸 政治経済・倫理 荒岡 地学基礎２ 岡本 化学基礎② 広田 英語表現Ⅰ２ 澤崎

3F 1 日本史B 高橋 数学Ⅰ(入門) 青木 Ｃ・英語Ⅰ(入門) 村上(祐) 物理基礎② 広田

303 2 日本史B 高橋 数学Ⅰ(入門) 青木 Ｃ・英語Ⅰ(入門) 村上(祐) 物理基礎② 広田

教室 3 数学B２ 中澤 科学と人間生活２ 堤 数学Ⅲ 池邊 現代社会② 荒岡

4 数学B２ 中澤 科学と人間生活２ 堤 数学Ⅲ 池邊 現代社会② 荒岡

3F 1 数学Ⅰ(基礎) 北浦 Ｃ・英語Ⅰ(基礎) 仲林 国語表現２ 出口 数学Ⅱ(β) 青木

304 2 数学Ⅰ(基礎) 北浦 Ｃ・英語Ⅰ(基礎) 仲林 国語表現２ 出口 数学Ⅱ(β) 青木

教室 3 Ｃ・英語Ⅱ 澤崎 共通テスト数学演習 中澤 地理B 部谷 数学Ⅱ(α) 中澤

4 Ｃ・英語Ⅱ 澤崎 共通テスト数学演習 中澤 地理B 部谷 数学Ⅱ(α) 中澤

3F 1 数学Ⅰ(標準) 池邊 Ｃ・英語Ⅰ(標準) 河井

305 2 数学Ⅰ(標準) 池邊 Ｃ・英語Ⅰ(標準) 河井

教室 3 地理A② 須山 世界史A② 須山 世界史Ｂ 須山

4 地理A② 須山 世界史A② 須山 世界史Ｂ 須山

1

2F 2

PC室 3 社会と情報（社会系②） 吉村 社会と情報（情報系②） 吉村

4 社会と情報（社会系②） 吉村 社会と情報（情報系②） 吉村

1 音楽Ⅰ② 横山 初めてのピアノ② 横山

4F 2 音楽Ⅰ② 横山 初めてのピアノ② 横山

音楽室 3 基礎音楽理論② 横山 Active Listening２ 瀬戸 経験者のピアノ② 横山

4 基礎音楽理論② 横山 Active Listening２ 瀬戸 経験者のピアノ② 横山

1 キャラクター造形② 仲村 色彩論② 仲村 アニメーション鑑賞② 永井(杏)

4F 2 キャラクター造形② 仲村 色彩論② 仲村 アニメーション鑑賞② 永井(杏)

美術室 3 鉛筆デッサン基礎２ 仲村

4 鉛筆デッサン基礎２ 仲村

1 漫画基礎② 永井(杏) 美術Ⅰ２ 永井(杏)

4F 2 漫画基礎② 永井(杏) 美術Ⅰ２ 永井(杏)

理科室 3 イラストレーション基礎② 前田 西洋美術史② 前田

4 イラストレーション基礎② 前田 西洋美術史② 前田

1

5F 2

体育館 3 体育２ 体育科 体育２ 体育科 体育２ 体育科

4 体育２ 体育科 体育２ 体育科 体育２ 体育科

（注意） ・通常の授業だけでは出席規定数に達しない人のための補講です。(授業は、新規の内容ではありません)

・最大２時間まで出席できます。（体育は最大４時間まで出席可能）
・通常授業とは、曜日や時間が変更になっています。よく確認しましょう。

・同じ時間に補講（授業）が重なっている場合、必修科目への出席を優先しましょう。

後期・通年科目レポートの最終締め切りは、1月28日（金）です。余裕をもって提出しましょう。

一般
科目

実技
科目

・通常授業で、すでに出席規定数を満たしている場合、原則として補講への出席はできません。

2021年12月　 教務部

曜日
時限

1/31　月曜日 2/1　火曜日 2/2　水曜日 2/3  木曜日 2/4　金曜日


