
林業１ 月 火 水 木 金 林業２ 月 火 水 木 金 林業３ 月 火 水 木 金 ※１ 林業3普通選択

ＨＲＡ 数学Ⅰ 化学基礎 森林科学 国語総合 ＨＲＡ 測量 保健 コミュニケーション英語Ⅰ 科学と人間生活 ＨＲＡ 普通選択 家庭基礎 農業情報処理 普通選択 数学Ⅱ

後藤英 上田真 長尾 後藤英 柳瀬 坂本信 渡辺 都甲 松本・佐藤優 竹本 長谷部 ※１ 林梨・宮崎絵 野上 ※１ 矢野登

体育 世界史A 体育 数学Ⅰ 数学Ⅰ 国語総合 林産物利用・森林科学 森林科学 林産物利用・森林経営 森林経営 課題研究 森林科学 数学Ⅱ 農業情報処理 地理Ａ 英語表現Ⅰ

石田・都甲 武津 石田・都甲 上田真 上田真 柳瀬 野上・長谷部 坂本信 江田・坂本信･長谷部 後藤英 林業科 渡辺・後藤英 矢野登 野上 武津 松本

国語総合 保健 農業情報処理 化学基礎 測量 家庭基礎 林産物利用 コミュニケーション英語Ⅰ 国語総合 体育 課題研究 森林経営 林産物利用・森林科学 森林科学 林産物利用 林産物利用

柳瀬 佐藤友 野上・長谷部 長尾 渡辺 林梨・宮﨑絵 江田 松本・佐藤優 柳瀬 都甲・坂本昭 林業科 坂本信 江田・渡邉・後藤英 渡辺・後藤英 江田・長谷部 江田・長谷部

英語表現Ⅰ 森林科学 農業情報処理 農業と環境 森林科学 家庭基礎 体育 森林経営 林産物利用 林産物利用・森林科学 課題研究 コミュニケーション英語Ⅰ 体育 体育 数学Ⅱ 森林経営

舩戸･佐藤優 後藤英 野上・長谷部 野上 江田 林梨・宮﨑絵 都甲・坂本昭 後藤英 江田 野上・長谷部 林業科 松本 坂本昭・都甲 坂本昭・都甲 矢野登 坂本信

測量 国語総合 芸術 体育 総合実習 森林科学 総合実習 林産物利用・森林経営 科学と人間生活 現代社会 科学と人間生活 地理Ａ 科学と人間生活 総合実習 現代文Ａ フードデザイン

渡辺 柳瀬 諌山・荒金・穴井 石田・都甲 林業科 坂本信 林業科 江田・坂本信･長谷部 竹本 射場 長尾 武津 長尾 林業科 足立 林梨

農業と環境 英語表現Ⅰ 芸術 世界史A 総合実習 数学Ⅱ 総合実習 測量 現代社会 数学Ⅱ 林産物利用・森林科学 現代文Ａ 林産物利用 総合実習 コミュニケーション英語Ⅰ

野上 舩戸･佐藤優 諌山・荒金・穴井 武津 林業科 上田真 林業科 渡辺 射場 上田真 江田・渡邉・後藤英 足立 江田・長谷部 林業科 松本

機械１ 月 火 水 木 金 機械２ 月 火 水 木 金 機械３ 月 火 水 木 金 ※２ 機械3普通選択

ＨＲＡ 化学基礎 数学Ⅰ 世界史A 工業技術基礎 ＨＲＡ 実習 情報技術基礎 製図 保健 ＨＲＡ 日本史Ａ 実習 コミュニケーション英語Ⅰ 科学と人間生活 数学Ⅱ

津輕 長尾 上田真 武津 機械科 有田 機械科 有田 津輕 佐藤友 杉崎 武津 機械科 舩戸 長尾 矢野登

世界史A 体育 芸術 機械工作 工業技術基礎 現代社会 実習 科学と人間生活 製図 数学Ⅱ 生産システム技術・工業管理技術 科学と人間生活 実習 体育 原動機 英語表現Ⅰ

武津 佐藤友・石田 諌山・荒金・穴井 佐藤昌 機械科 射場 機械科 竹本 津輕 矢野登 木下・佐藤昌 長尾 機械科 佐藤友・坂本昭 佐藤昌 松本

数学Ⅰ 国語総合 芸術 数学Ⅰ 工業技術基礎 コミュニケーション英語Ⅰ 実習 家庭基礎 機械設計 国語総合 機械工作・機械設計 現代文Ａ 実習 製図 現代文Ａ 自動車工学

上田真 柳瀬 諌山・荒金・穴井 上田真 機械科 松本・佐藤優 機械科 林梨・宮﨑絵 有田 柳瀬 津輕・杉崎 足立 機械科 杉崎 足立 大冨

体育 機械設計 国語総合 機械設計 工業技術基礎 科学と人間生活 実習 家庭基礎 機械工作 体育 課題研究 数学Ⅱ 実習 製図 数学Ⅱ フードデザイン

佐藤友・石田 津輕 柳瀬 津輕 機械科 竹本 機械科 林梨・宮﨑絵 大冨 石田・佐藤友 機械科 上田真 機械科 杉崎 上田真 林梨

国語総合 英語表現Ⅰ 体育 製図 情報技術基礎 体育 現代社会 機械設計 コミュニケーション英語Ⅰ 機械工作 課題研究 体育 普通選択 生産システム技術・工業管理技術 コミュニケーション英語Ⅰ

柳瀬 舩戸･佐藤優 佐藤友・石田 有田 杉崎 石田・佐藤友 射場 有田 松本・佐藤優 大冨 機械科 佐藤友・坂本昭 ※２ 木下・佐藤昌 舩戸

英語表現Ⅰ 保健 化学基礎 製図 機械工作 数学Ⅱ 国語総合 原動機 原動機 機械設計 課題研究 家庭基礎 日本史Ａ 普通選択 機械工作・機械設計

舩戸･佐藤優 石田 長尾 有田 佐藤昌 矢野登 柳瀬 木下 木下 有田 機械科 林梨・宮崎絵 武津 ※２ 津輕・杉崎

電気１ 月 火 水 木 金 電気２ 月 火 水 木 金 電気３ 月 火 水 木 金 ※３ 電気3普通選択

ＨＲＡ 国語総合 電気基礎 保健 工業数理基礎 ＨＲＡ 保健 国語総合 数学Ⅱ 電気機器 ＨＲＡ 日本史Ａ 電気機器 科学と人間生活 電子計測制御 数学Ⅱ

舩戸 足立 梶原 石田 中野裕 竹本 坂本昭 柳瀬 矢野登 日吉 武石 射場 中野裕 長尾 武石 矢野登

体育 英語表現Ⅰ 体育 工業技術基礎 情報技術基礎 電力技術 科学と人間生活 実習 コミュニケーション英語Ⅰ 電気基礎 科学と人間生活 実習 コミュニケーション英語Ⅰ 現代文Ａ 電気機器 英語表現Ⅰ

佐藤友・都甲 舩戸･佐藤優 佐藤友・都甲 電気科 武石 中野裕 竹本 電気科 松本・佐藤優 高瀬 長尾 電気科 舩戸 足立 中野裕 松本

情報技術基礎 化学基礎 国語総合 工業技術基礎 電気基礎 電子技術 数学Ⅱ 実習 家庭基礎 体育 現代文Ａ 実習 数学Ⅱ 日本史Ａ コミュニケーション英語Ⅰ 電力

武石 竹本 足立 電気科 梶原 梶原 矢野登 電気科 林梨・宮﨑絵 石田・坂本昭 足立 電気科 上田真 射場 舩戸 日吉

数学Ⅰ 数学Ⅰ 英語表現Ⅰ 工業技術基礎 世界史A 現代社会 体育 実習 家庭基礎 コミュニケーション英語Ⅰ 電子計測制御 実習 体育 体育 課題研究 情報・通信

矢野登 矢野登 舩戸･佐藤優 電気科 武津 射場 石田・坂本昭 電気科 林梨・宮﨑絵 松本・佐藤優 武石 電気科 佐藤友・都甲 佐藤友・都甲 電気科 高瀬

電気基礎 電気基礎 芸術 体育 数学Ⅰ 電気基礎 電気基礎 科学と人間生活 電力技術 国語総合 製図 電力技術 普通選択 電力技術 課題研究 フードデザイン

梶原 梶原 諌山・荒金・穴井 佐藤友・都甲 矢野登 高瀬 高瀬 竹本 中野裕 柳瀬 中野裕 武石 ※３ 武石 電気科 林梨

世界史A 工業数理基礎 芸術 国語総合 化学基礎 電気機器 電気機器 製図 電子技術 現代社会 製図 数学Ⅱ 家庭基礎 普通選択 課題研究

武津 中野裕 諌山・荒金・穴井 足立 竹本 日吉 日吉 梶原 梶原 射場 中野裕 上田真 林梨・宮崎絵 ※３ 電気科

建築土木１ 月 火 水 木 金 建築土木２ 月 火 水 木 金 建築土木３

月 火 水 木 金 ※４ 建築土木3普通選択

ＨＲＡ 建築構造 世界史A 測量 世界史A ＨＲＡ 建築構造・土木施工 建築構造設計・土木基礎力学 国語総合 建築構造設計・土木基礎力学 ＨＲＡ 普通選択 コミュニケーション英語Ⅰ 家庭基礎 普通選択 数学Ⅱ

上田真 江藤 武津 矢野由 武津 三笘 上杉・矢野由 江藤・鎌手 柳瀬 江藤・鎌手 足立 ※４ 松本 林梨・宮崎絵 ※４ 矢野登

建築計画 体育 芸術 工業技術基礎 英語表現Ⅰ 製図・土木基礎力学 数学Ⅱ 実習 科学と人間生活 建築施工・測量 数学Ⅱ 実習 現代文Ａ 体育 現代文Ａ 英語表現Ⅰ

上杉 坂本昭・石田 諌山・荒金・穴井 建築土木科 舩戸･佐藤優 竹永・小野・江藤・鎌手 上田真 建築土木科 竹本 小野・三笘 矢野登 建築土木科 足立 都甲・坂本昭 足立 松本

測量 建築計画 芸術 工業技術基礎 土木基礎力学 製図 家庭基礎 実習 建築施工・土木施工 保健 科学と人間生活 実習 日本史Ａ・地理Ａ 数学Ⅱ 科学と人間生活 建築構造設計

矢野由 上杉 諌山・荒金・穴井 建築土木科 梅山 建築土木科 林梨・宮﨑絵 建築土木科 小野・矢野由 佐藤友 長尾 建築土木科 射場・武津 矢野登 長尾 小野

体育 英語表現Ⅰ 建築構造 工業技術基礎 化学基礎 製図 家庭基礎 実習 コミュニケーション英語Ⅰ 体育 コミュニケーション英語Ⅰ 実習 建築法規・土木基礎力学 建築施工・土木施工 課題研究 土木構造設計

坂本昭・石田 舩戸･佐藤優 江藤 建築土木科 竹本 建築土木科 林梨・宮﨑絵 建築土木科 松本・佐藤優 坂本昭・石田 松本 建築土木科 竹永・鎌手 竹永・矢野由 建築土木科 三笘

国語総合 国語総合 体育 国語総合 数学Ⅰ 体育 情報技術基礎 現代社会 数学Ⅱ 科学と人間生活 製図・社会基盤工学 体育 製図・社会基盤工学 日本史Ａ・地理Ａ 課題研究 フードデザイン

足立 足立 坂本昭・石田 足立 上田真 坂本昭・石田 三笘・上杉 射場 上田真 竹本 小野・江藤･上杉・梅山 都甲・坂本昭 小野・江藤･上杉・梅山 射場・武津 建築土木科 林梨

化学基礎 土木基礎力学 数学Ⅰ 数学Ⅰ 保健 現代社会 情報技術基礎 コミュニケーション英語Ⅰ 建築構造・測量 国語総合 製図・土木施工 建築施工・土木基礎力学 製図・土木施工 建築法規・土木基礎力学 課題研究

竹本 梅山 上田真 上田真 石田 射場 三笘・上杉 松本・佐藤優 上杉・三笘 柳瀬 小野・江藤･上杉・矢野由 竹永・鎌手 小野・江藤･上杉・梅山・矢野由 竹永・鎌手 建築土木科

の授業は実習に時間です。
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平成30年度　学校開放（前期）期間中の時間割

　６限　　１４：２０～１５：１０

1学年学
科

※６月１日（金）現在の時間割です。教職員の出張などで変更の可能性があります。ご了承ください。
　２限　　　９：５０～１０：４０

　３限　　１０：５０～１１：４０

　４限　　１１：５０～１２：４０

　１限　　　８：５０～　９：４０

　５限　　１３：２０～１４：１０
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2学年 3学年
日課表　　　　２０１８年度 日課表　　　　２０１８年度 日課表　　　　２０１８年度


