
植物 環境 食品 動物 植物 環境 食品 動物 植物 環境 食品 動物

科学 数Ⅰ 科学 英K 草花/作物 英Ⅱ 芸術 食製/アニマル 数B/生活 数B/森林 英Ⅱ/フード 英Ⅱ/野生

植１HR 環１HR 食１HR 動１HR 特A/植２HR 環２HR 音楽室/美術室/特C 動２/畜産実習室 環３HR/植物バイオ実験室 環３HR/土質実験室 視聴覚教室/食３HR 視聴覚教室/動３HR

2 草花 農情 国総 農環 英Ⅱ 保健 地理 芸術 農機/植バ 造計/水循 果樹/微生物 化学

植１HR 情報処理室 食１HR 動１HR 植２HR 環２HR 食２HR 音楽室/美術室/特C 植３HR/植物バイオ実験室 土質実験室/環３HR 食３HR/応用微生物実験室 動３HR

3 SA（英） 科学 SA（英） アニマル 地理 芸術 課研 現文 農経 造計/水循 果樹/微生物 畜B/生理生態

植１HR 環１HR 食１HR 動１HR 植２HR 音楽室/美術室/特C 食２HR 動２HR 植３HR 土質実験室/環３HR 食３HR/応用微生物実験室 動３HR/動物バイオ棟

4 国総 SA（英） 農情 SA（英） 芸術 測量 現文 生物 課研 世界史 数B/調理 数B/農機

植１HR 環１HR 情報処理室 動１HR 音楽室/美術室/特C 環２HR 食２HR 動２HR 農場 環３HR 動３HR/食３HR 動３HR/特A

5 家基 国総 総実 数Ⅰ 生物 課研 英Ⅱ 英Ⅱ 課研 体育 体育 総実

植１HR 環１HR 農場 動１HR 植２HR 農場 食２HR 動２HR 農場 体育館 体育館 農場

6 数Ⅰ 英Ⅰ 総実 国総 体育 課研 数A 体育 課研 生物 現文 総実

植１HR 環１HR 農場 動１HR 体育館 農場 食２HR 体育館 農場 環３HR 食３HR 農場

1 保健 科学と人間 英Ⅰ 家基 数A 測量 食化/微生物 芸術 草花/野菜 生物 農情 畜A/アニマル

植１HR 環１HR 食１HR 動１HR 動２HR 材料構造実験室 食２HR/応用微生物実験室 音楽室/美術室/特C 特A/植３HR 環３HR 情報処理室 動３HR/畜産実習室

2 植バ 体育 農環 体育 芸術 測量 数A 畜産 農情 世界史 生物 食製/セラピー

植１HR 体育館 食１HR 体育館 音楽室/美術室/特C 材料構造実験室 食２HR 動２HR 情報処理室 環３HR 食３HR 動３HR/畜産実習室

3 国総 農環 数Ⅰ 国総 野菜/フラワー 芸術 保健 地理 英Ⅱ/グリーン 英Ⅱ/製図 食製 化学

植１HR 環１HR 食１HR 動１HR 植２HR/園芸装飾室 音楽室/美術室/特C 食２HR 動２HR 視聴覚室/植３HR 視聴覚室/製図室 食３HR 動３HR

4 体育 農環 体育 農情 野菜/フラワー 現文 芸術 数A 英Ⅱ/グリーン 英Ⅱ/製図 課研 畜B/生理生態

体育館 環１HR 体育館 情報処理室 植２HR/園芸装飾室 環２HR 音楽室/美術室/特C 動２HR 視聴覚室/植３HR 視聴覚室/製図室 農場 動３HR/動物バイオ棟

5 保健 数A 化学 英Ⅱ 世界史 課研 課研 現文

植２HR/園芸装飾室 環２HR 食２HR 動２HR 植３HR 農場 農場 動３HR

6 草花 保健 保健 総実 現文 課研 課研 世界史

植１HR 環１HR 食１HR 農場 植３HR 農場 農場 動３HR
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