
岐阜県立国際園芸アカデミー  2020年度　 ２年生　時間割　

月日 曜日
1限

(9:00～10:30）
教室

2限
(10:45～12:15）

教室
3限

(13:15～14:45）
教室

4限
(15:00～16:30）

教室 備考

4月2日 木

4月6日 月

4月5日 日

4月4日 土

4月3日 金

4月10日 金

4月9日 木

4月8日 水

4月7日 火

4月1日 水

4月12日 日

4月11日 土

4月14日 火

4月13日 月

4月16日 木

4月15日 水

4月18日 土

4月17日 金

4月20日 月

4月19日 日

4月22日 水

4月21日 火

4月24日 金

4月23日 木

4月26日 日

4月25日 土

4月28日 火

4月27日 月

昭和の日

4月30日 木

4月29日 水

研A:研修室A、研B：研修室B、実Ａ：実習室Ａ、実Ｂ：実習室Ｂ、ゼミ：ゼミ室、農：農大ﾊﾟｿｺﾝﾙｰﾑ 2020/5/29



岐阜県立国際園芸アカデミー  2020年度　 ２年生　時間割　

月日 曜日
1限

(9:00～10:30）
教室

2限
(10:45～12:15）

教室
3限

(13:15～14:45）
教室

4限
(15:00～16:30）

教室 備考

生産プロジェクト実習Ⅱ ゼミA 生産プロジェクト実習Ⅱ ゼミA

造園施工・管理実習Ⅲ ゼミC 造園施工・管理実習Ⅲ ゼミC

5月2日 土

5月1日 金

みどりの日5月4日 月

5月3日 日

振替休日

子どもの日

5月6日 水

5月5日 火

5月8日 金

5月7日 木

5月10日 日

5月9日 土

生産プロジェクト実習Ⅱ ゼミA 生産プロジェクト実習Ⅱ ゼミA

植物管理基礎実習Ⅲ 研B

5月12日 火

5月11日 月 キャリアデザインⅡ 研B

研A 商品動向リサーチⅡ 研A 商品動向リサーチⅡ 研A

花修景実習Ⅲ 研A 花修景実習Ⅲ 研A ※１雨天の場合は５/18

5月14日 木 植物管理基礎実習Ⅲ 研A 植物管理基礎実習Ⅲ

5月13日 水 造園施工・管理実習Ⅲ ゼミC 造園施工・管理実習Ⅲ ゼミC

5月16日 土

5月15日 金 造園計画演習 ゼミC 造園計画演習 ゼミC

生産プロジェクト実習Ⅱ ゼミA

起業・経営シミュレーション 研B 基礎育種学 研B
5/13の予備日※１
健康診断

5月18日 月

5月17日 日

生産プロジェクト実習Ⅱ ゼミA

5月20日 水 商品動向リサーチⅡ 研A

5月19日 火 卒業研究・卒業制作Ⅰ【生】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅰ【生】 各ゼミ

キャリアデザインⅡ 研B5月22日 金 起業・経営シミュレーション 研B

5月21日 木

5月24日 日

5月23日 土

研B5月26日 火 起業・経営シミュレーション 研B キャリアデザインⅡ

5月25日 月 卒業研究・卒業制作Ⅰ【生】 ゼミA 卒業研究・卒業制作Ⅰ【生】 ゼミA

園芸文化研修（渡辺） 研A

造園計画演習 ゼミC 商品動向リサーチⅡ 研B

5月28日 木 基礎育種学 研B 基礎育種学

5月27日 水 造園施工・管理実習Ⅲ ゼミC 造園施工・管理実習Ⅲ ゼミC

5月30日 土

5月29日 金

5月31日 日

造園計画演習 ゼミC 造園計画演習 ゼミC

生産プロジェクト実習Ⅱ ゼミA 生産プロジェクト実習Ⅱ ゼミA

研B

研A:研修室A、研B：研修室B、実Ａ：実習室Ａ、実Ｂ：実習室Ｂ、ゼミ：ゼミ室、農：農大ﾊﾟｿｺﾝﾙｰﾑ 2020/5/29



岐阜県立国際園芸アカデミー  2020年度　 ２年生　時間割　

月日 曜日
1限

(9:00～10:30）
教室

2限
(10:45～12:15）

教室
3限

(13:15～14:45）
教室

4限
(15:00～16:30）

教室 備考

生産プロジェクト実習Ⅱ ゼミA 生産プロジェクト実習Ⅱ ゼミA

２級フラワー装飾技能検定対策実習 ゼミB ２級フラワー装飾技能検定対策実習 ゼミB

造園施工・管理実習Ⅲ ゼミC 造園施工・管理実習Ⅲ ゼミC

卒業研究・卒業制作Ⅰ【生】 ゼミA 卒業研究・卒業制作Ⅰ【生】 ゼミA

２級フラワー装飾技能検定対策実習 ゼミB ２級フラワー装飾技能検定対策実習 ゼミB

造園計画演習 ゼミC 造園計画演習 ゼミC

卒業研究・卒業制作Ⅰ【生、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅰ【生、造】 各ゼミ

２級フラワー装飾技能検定対策実習 ゼミB ２級フラワー装飾技能検定対策実習 ゼミB

ゼミC

フラワーデザイン実習Ⅲ 実B フラワーデザイン実習Ⅲ 実B フラワーデザイン実習Ⅲ 実B フラワーデザイン実習Ⅲ 実B

卒業研究・卒業制作Ⅰ【造】 ゼミC 卒業研究・卒業制作Ⅰ【造】 ゼミC 卒業研究・卒業制作Ⅰ【造】 ゼミC 卒業研究・卒業制作Ⅰ【造】 ゼミC

卒業研究・卒業制作Ⅰ【生、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅰ【生、造】 各ゼミ

フラワーデザイン実習Ⅲ 実B フラワーデザイン実習Ⅲ 実B

生産プロジェクト実習Ⅱ ゼミA 生産プロジェクト実習Ⅱ ゼミA

フラワーデザイン実習Ⅲ 研A フラワーデザイン実習Ⅲ 研A

卒業研究・卒業制作Ⅰ【生、装】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅰ【生、装】 各ゼミ

造園計画演習 ゼミC 造園計画演習 ゼミC

生産プロジェクト実習Ⅱ ゼミA 生産プロジェクト実習Ⅱ ゼミA

フラワーデザイン実習Ⅲ 研A フラワーデザイン実習Ⅲ 研A

生産プロジェクト実習Ⅱ ゼミA 生産プロジェクト実習Ⅱ ゼミA

卒業研究・卒業制作Ⅰ【装・造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅰ【装・造】 各ゼミ

卒業研究・卒業制作Ⅰ【造】 卒業研究・卒業制作Ⅰ【造】 ゼミC

生産プロジェクト実習Ⅱ ゼミA 生産プロジェクト実習Ⅱ ゼミA
２級フラワー装飾技能検定対策実習 ゼミB ２級フラワー装飾技能検定対策実習 ゼミB

研A

実B フラワーデザイン実習Ⅲ 実B

花修景実習Ⅲ

研A 花修景実習Ⅲ 研A

研A

実B ２級フラワー装飾技能検定対策実習 ゼミB ２級フラワー装飾技能検定対策実習 ゼミB

花修景実習Ⅲ

フラワーデザイン実習Ⅲ

6月3日 水

6月2日 火 商品動向リサーチⅡ 研B キャリアデザインⅡ 研B

花修景実習Ⅲ 研A 花修景実習Ⅲ 研A 入学式6月1日 月

6月5日 金 商品動向リサーチⅡ 研B 商品動向リサーチⅡ

6月4日 木 起業・経営シミュレーション 研B 基礎育種学 研B

花修景実習Ⅲ 研A 花修景実習Ⅲ 研A

6月7日 日

6月6日 土

特別講義 研A 特別講義 研A

6月9日 火

6月8日 月

6月11日 木

6月10日 水

生産プロジェクト実習Ⅱ 生産プロジェクト実習ⅡゼミA ゼミA

植物管理基礎実習Ⅲ 研A 植物管理基礎実習Ⅲ 研A

フラワーデザイン実習Ⅲ 実B フラワーデザイン実習Ⅲ 実B

キャリアデザインⅡ 研B キャリアデザインⅡ 研B

6月13日 土

6月12日 金 キャリアデザインⅡ 研B キャリアデザインⅡ 研B

6月15日 月

6月14日 日

ゼミC ２級フラワー装飾技能検定対策実習 ゼミB ２級フラワー装飾技能検定対策実習 ゼミB6月17日 水 造園施工・管理実習Ⅲ ゼミC 造園施工・管理実習Ⅲ

6月16日 火 基礎育種学 研B キャリアデザインⅡ 研B

商品動向リサーチⅡ 研A 商品動向リサーチⅡ 研A

6月19日 金 卒業研究・卒業制作Ⅰ【装】 実B 卒業研究・卒業制作Ⅰ【装】

6月18日 木 起業・経営シミュレーション 研B 基礎育種学 研B

6月21日 日

6月20日 土

２級フラワー装飾技能検定対策実習 ゼミB ２級フラワー装飾技能検定対策実習 ゼミB

6月25日 木 ２級フラワー装飾技能検定対策実習 ゼミB 基礎育種学

6月24日 水

園芸文化研修（小笠原） 研A 起業・経営シミュレーション 研B スクールカウンセリング

6月23日 火 起業・経営シミュレーション 研B キャリアデザインⅡ

6月22日 月 海外視察研修　事前研修（新井、今西） 研B 植物管理基礎実習Ⅲ 研A

研B

研B

卒業研究・卒業制作Ⅰ【装】 実B 卒業研究・卒業制作Ⅰ【装】 実B 献血

6月27日 土

6月26日 金 卒業研究・卒業制作Ⅰ【装】 実B 卒業研究・卒業制作Ⅰ【装】 実B

※２雨天は7/26月29日 月 卒業研究・卒業制作Ⅰ【生、装】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅰ【生、装】

6月28日 日

花修景実習Ⅲ各ゼミ

健康診断6月30日 火 健康診断 キャリアデザインⅡ 研B

２級フラワー装飾技能検定対策実習 ゼミB ２級フラワー装飾技能検定対策実習 ゼミB

研B フラワーデザイン実習Ⅲ 実B フラワーデザイン実習Ⅲ 実B

研A:研修室A、研B：研修室B、実Ａ：実習室Ａ、実Ｂ：実習室Ｂ、ゼミ：ゼミ室、農：農大ﾊﾟｿｺﾝﾙｰﾑ 2020/5/29



岐阜県立国際園芸アカデミー  2020年度　 ２年生　時間割　

月日 曜日
1限

(9:00～10:30）
教室

2限
(10:45～12:15）

教室
3限

(13:15～14:45）
教室

4限
(15:00～16:30）

教室 備考

造園施工・管理実習Ⅲ ゼミC 造園施工・管理実習Ⅲ ゼミC 卒業研究・卒業制作Ⅰ【造】 ゼミC 卒業研究・卒業制作Ⅰ【造】 ゼミC

フラワーデザイン実習Ⅲ ゼミB フラワーデザイン実習Ⅲ ゼミB ２級フラワー装飾技能検定対策実習 ゼミB ２級フラワー装飾技能検定対策実習 ゼミB

卒業研究・卒業制作Ⅰ【生、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅰ【生、造】 各ゼミ

２級フラワー装飾技能検定対策実習 ゼミB ２級フラワー装飾技能検定対策実習 ゼミB

生産プロジェクト実習Ⅱ ゼミA 生産プロジェクト実習Ⅱ ゼミA

フラワーデザイン実習Ⅲ 研A フラワーデザイン実習Ⅲ 研A

造園施工・管理実習Ⅲ ゼミC 造園施工・管理実習Ⅲ ゼミC 造園計画演習 ゼミC 造園計画演習 ゼミC

生産プロジェクト実習Ⅱ ゼミA 生産プロジェクト実習Ⅱ ゼミA フラワーデザイン実習Ⅲ 実B フラワーデザイン実習Ⅲ 実B

造園施工・管理実習Ⅲ ゼミC 造園施工・管理実習Ⅲ ゼミC

卒業研究・卒業制作Ⅰ【装】 ゼミB 卒業研究・卒業制作Ⅰ【装】 ゼミB

造園施工・管理実習Ⅲ ゼミC 造園施工・管理実習Ⅲ ゼミC 卒業研究・卒業制作Ⅰ【生、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅰ【生、造】 各ゼミ

フラワーデザイン実習Ⅲ 研B フラワーデザイン実習Ⅲ 研B ２級フラワー装飾技能検定対策実習 ゼミB ２級フラワー装飾技能検定対策実習 ゼミB

卒業研究・卒業制作Ⅰ【装】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅰ【装】 各ゼミ

造園計画演習 ゼミC 造園計画演習 ゼミC

花修景実習Ⅲ 研A 花修景実習Ⅲ 研A

ゼミA 生産プロジェクト実習Ⅱ ゼミA

卒業研究・卒業制作Ⅰ【装、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅰ【装、造】 各ゼミ

卒業研究・卒業制作Ⅰ【装】 ゼミB 卒業研究・卒業制作Ⅰ【装】 ゼミB

研B

7月1日 水

研B ２級フラワー装飾技能検定対策実習 ゼミB ２級フラワー装飾技能検定対策実習 ゼミB

２級フラワー装飾技能検定対策実習 ゼミB ２級フラワー装飾技能検定対策実習 ゼミB 6/29予備日※２

7月3日 金 商品動向リサーチⅡ 研B 商品動向リサーチⅡ

7月2日 木 起業・経営シミュレーション 研B 海外視察研修　事前研修（相田） 研B

7月5日 日

7月4日 土

ゼミB

商品動向リサーチⅡ 研A 海外視察研修　事前研修（井上） 研A

7月7日 火 ２級フラワー装飾技能検定対策実習 ゼミB ２級フラワー装飾技能検定対策実習

7月6日 月

ゼミC 起業・経営シミュレーション 研B 基礎育種学 研B7月9日 木 造園施工・管理実習Ⅲ ゼミC 造園施工・管理実習Ⅲ

7月8日 水

フラワーデザイン実習Ⅲ 研B フラワーデザイン実習Ⅲ 研B

7月11日 土

7月10日 金 フラワーデザイン実習Ⅲ 実B フラワーデザイン実習Ⅲ 実B

スクールカウンセリング7月13日 月

7月12日 日

卒業研究・卒業制作Ⅰ【生、造、装】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅰ【生、造、装】 各ゼミ

農大研修室A使用7月15日 水

7月14日 火 園芸文化研修(講義) 研B キャリアデザインⅡ 研B

研A 卒業研究・卒業制作Ⅰ【装】 実B 卒業研究・卒業制作Ⅰ【装】 実B

商品動向リサーチⅡ 研A 海外視察研修　事前研修（吉田） 研B

7月17日 金 基礎育種学 研B 植物管理基礎実習Ⅲ

7月16日 木 起業・経営シミュレーション 研B 基礎育種学 研B

7月19日 日

7月18日 土

7月20日 月

海の日

刈払講習会 研A 刈払講習会 研A 生涯学習（前田、実A）

7月23日 木

7月22日 水 刈払講習会 研A 刈払講習会 研A

7月21日 火 基礎育種学 研B 起業・経営シミュレーション
生産プロジェクト実習Ⅱ

土7月25日

7月24日 金 スポーツの日

2級造園技能検定対策実習 ゼミB 2級造園技能検定対策実習 ゼミB オープンキャンパス

オープンキャンパス

7月27日 月

7月26日 日

2級造園技能検定対策実習 ゼミB 2級造園技能検定対策実習 ゼミB 生涯学習（吉田、実B）

7月29日 水

7月28日 火

緑の学園

2級造園技能検定対策実習 ゼミB 2級造園技能検定対策実習 ゼミB

7月31日 金

7月30日 木

研A:研修室A、研B：研修室B、実Ａ：実習室Ａ、実Ｂ：実習室Ｂ、ゼミ：ゼミ室、農：農大ﾊﾟｿｺﾝﾙｰﾑ 2020/5/29



岐阜県立国際園芸アカデミー  2020年度　 ２年生　時間割　

月日 曜日
1限

(9:00～10:30）
教室

2限
(10:45～12:15）

教室
3限

(13:15～14:45）
教室

4限
(15:00～16:30）

教室 備考

基礎育種学 研B

問診 会議室

8月2日 日

8月1日 土

生涯学習（臼田、実A）8月4日 火

8月3日 月

学外 園芸文化研修 学外 園芸文化研修 学外

園芸文化研修 学外 園芸文化研修 学外

8月6日 木 園芸文化研修 学外 園芸文化研修

8月5日 水 園芸文化研修 学外 園芸文化研修 学外

園芸文化研修 学外 園芸文化研修 学外 生涯学習（吉田、研A）

8月8日 土

8月7日 金 園芸文化研修 学外 園芸文化研修 学外

山の日8月10日 月

8月9日 日

8月12日 水

8月11日 火

8月14日 金

8月13日 木

8月16日 日

8月15日 土

8月18日 火

8月17日 月

2級造園技能検定対策実習 ゼミB

8月20日 木

8月19日 水 2級造園技能検定対策実習 ゼミB 2級造園技能検定対策実習 ゼミB

8月22日 土

8月21日 金 2級造園技能検定対策実習 ゼミB 2級造園技能検定対策実習 ゼミB

ゼミB8月24日 月 2級造園技能検定対策実習 ゼミB 2級造園技能検定対策実習

8月23日 日

8月26日 水

8月25日 火 2級造園技能検定対策実習 ゼミB 2級造園技能検定対策実習 ゼミB

研B8月28日 金 基礎育種学 研B 起業・経営シミュレーション

8月27日 木

8月30日 日

8月29日 土

キャリアデザインⅡ 研B 問診8月31日 月

研A:研修室A、研B：研修室B、実Ａ：実習室Ａ、実Ｂ：実習室Ｂ、ゼミ：ゼミ室、農：農大ﾊﾟｿｺﾝﾙｰﾑ 2020/5/29



岐阜県立国際園芸アカデミー  2020年度　 ２年生　時間割　

月日 曜日
1限

(9:00～10:30）
教室

2限
(10:45～12:15）

教室
3限

(13:15～14:45）
教室

4限
(15:00～16:30）

教室 備考

造園計画演習 ゼミC 造園計画演習 ゼミC

フラワーデザイン実習Ⅲ ゼミB フラワーデザイン実習Ⅲ ゼミB

造園施工・管理実習Ⅲ ゼミC 造園施工・管理実習Ⅲ ゼミC

卒業研究・卒業制作Ⅰ【装】 実B 卒業研究・卒業制作Ⅰ【装】 実B

造園施工・管理実習Ⅲ ゼミC 造園施工・管理実習Ⅲ ゼミC 造園施工・管理実習Ⅲ ゼミC 造園施工・管理実習Ⅲ ゼミC

卒業研究・卒業制作Ⅰ【生】 ゼミA 卒業研究・卒業制作Ⅰ【生】 ゼミA 卒業研究・卒業制作Ⅰ【生】 ゼミA 卒業研究・卒業制作Ⅰ【生】 ゼミA

ゼミA

造園施工・管理実習Ⅲ ゼミC 造園施工・管理実習Ⅲ ゼミC

9月1日 火 基礎育種学 研B

9月4日 金

研B

生産プロジェクト実習Ⅱ ゼミA 生産プロジェクト実習Ⅱ ゼミA

卒業研究・卒業制作Ⅰ【生】 ゼミA 卒業研究・卒業制作Ⅰ【生】

9月3日 木 起業・経営シミュレーション 研B 基礎育種学

9月2日 水 キャリアデザインⅡ 研B 商品動向リサーチⅡ 研A

9月6日 日

9月5日 土

生産プロジェクト実習Ⅱ ゼミA 生産プロジェクト実習Ⅱ ゼミA

9月9日 水 卒業研究・卒業制作Ⅰ【装】 ゼミB 卒業研究・卒業制作Ⅰ【装】

9月8日 火 起業・経営シミュレーション 研B キャリアデザインⅡ 研B

各ゼミ 花修景実習Ⅲ 研A 商品動向リサーチⅡ 研A スクールカウンセリング

卒業研究・卒業制作Ⅰ【装】 ゼミB 卒業研究・卒業制作Ⅰ【装】 ゼミB

9月7日 月 卒業研究・卒業制作Ⅰ【生・造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅰ【生・造】

海外視察研修 海外視察研修

9月11日 金 海外視察研修 海外視察研修

9月10日 木 海外視察研修 海外視察研修

ゼミB

海外視察研修 海外視察研修 学校見学会

9月13日 日 海外視察研修 海外視察研修

9月12日 土 海外視察研修 海外視察研修

海外視察研修 海外視察研修

海外視察研修 海外視察研修 農大研修室A使用

学校見学会

9月15日 火 海外視察研修 海外視察研修

9月14日 月

海外視察研修 海外視察研修 学校見学会

海外視察研修 海外視察研修 海外視察研修 海外視察研修

海外視察研修 海外視察研修

海外視察研修 海外視察研修 農大研修室A使用

9月17日 木 海外視察研修 海外視察研修

9月16日 水 海外視察研修 海外視察研修

海外視察研修 海外視察研修

9月19日 土

9月18日 金 海外視察研修 海外視察研修

敬老の日9月21日 月

9月20日 日

ゼミC 花修景実習Ⅲ 研A 花修景実習Ⅲ 研A ※3雨天は9/28

秋分の日

9月23日 水 造園施工・管理実習Ⅲ ゼミC 造園施工・管理実習Ⅲ

9月22日 火

卒業研究・卒業制作Ⅰ【生、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅰ【生、造】 各ゼミ

9月25日 金

9月24日 木 卒業研究・卒業制作Ⅰ【造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅰ【造】 各ゼミ

9月27日 日

9月26日 土

補講日

9/23予備日※3
補講日

9月29日 火 起業・経営シミュレーション 研B

9月28日 月

海外研修報告会 海外研修報告会9月30日 水 海外研修報告会 海外研修報告会

研A:研修室A、研B：研修室B、実Ａ：実習室Ａ、実Ｂ：実習室Ｂ、ゼミ：ゼミ室、農：農大ﾊﾟｿｺﾝﾙｰﾑ 2020/5/29



岐阜県立国際園芸アカデミー  2020年度　 ２年生　時間割　

月日 曜日
1限

(9:00～10:30）
教室

2限
(10:45～12:15）

教室
3限

(13:15～14:45）
教室

4限
(15:00～16:30）

教室 備考

職場体験実習Ⅲ 職場体験実習Ⅲ 後期開始10月1日 木 職場体験実習Ⅲ 職場体験実習Ⅲ

職場体験実習Ⅲ 職場体験実習Ⅲ 農大研修室A使用

10月3日 土

10月2日 金 職場体験実習Ⅲ 職場体験実習Ⅲ

職場体験実習Ⅲ 職場体験実習Ⅲ10月5日 月 職場体験実習Ⅲ 職場体験実習Ⅲ

10月4日 日

職場体験実習Ⅲ 職場体験実習Ⅲ

職場体験実習Ⅲ 職場体験実習Ⅲ

10月7日 水 職場体験実習Ⅲ 職場体験実習Ⅲ

10月6日 火 職場体験実習Ⅲ 職場体験実習Ⅲ

職場体験実習Ⅲ 職場体験実習Ⅲ

職場体験実習Ⅲ 職場体験実習Ⅲ

10月9日 金 職場体験実習Ⅲ 職場体験実習Ⅲ

10月8日 木 職場体験実習Ⅲ 職場体験実習Ⅲ

10月11日 日

10月10日 土

職場体験実習Ⅲ 職場体験実習Ⅲ

職場体験実習Ⅲ 職場体験実習Ⅲ

10月13日 火 職場体験実習Ⅲ 職場体験実習Ⅲ

10月12日 月 職場体験実習Ⅲ 職場体験実習Ⅲ

職場体験実習Ⅲ 職場体験実習Ⅲ

職場体験実習Ⅲ 職場体験実習Ⅲ

10月15日 木 職場体験実習Ⅲ 職場体験実習Ⅲ

10月14日 水 職場体験実習Ⅲ 職場体験実習Ⅲ

職場体験実習Ⅲ 職場体験実習Ⅲ 生涯学習（新井、研B）

10月17日 土

10月16日 金 職場体験実習Ⅲ 職場体験実習Ⅲ

職場体験実習Ⅲ 職場体験実習Ⅲ10月19日 月 職場体験実習Ⅲ 職場体験実習Ⅲ

10月18日 日

職場体験実習Ⅲ 職場体験実習Ⅲ

職場体験実習Ⅲ 職場体験実習Ⅲ

10月21日 水 職場体験実習Ⅲ 職場体験実習Ⅲ

10月20日 火 職場体験実習Ⅲ 職場体験実習Ⅲ

各ゼミ 職場体験実習Ⅲまとめ 職場体験実習Ⅲまとめ10月23日 金 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】

10月22日 木 造園工学・施工論 ゼミC

学外 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生】 学外 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生】 学外 農業フェスティバル

卒業研究・卒業制作Ⅱ【生】 学外 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生】 学外 農業フェスティバル

10月25日 日 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生】 学外 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生】

10月24日 土 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生】 学外 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生】 学外

各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【装】 ゼミＢ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【装】 ゼミＢ

卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装】 各ゼミ

10月27日 火 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】

10月26日 月 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】 各ゼミ

ゼミＣ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装】 各ゼミ

卒業研究・卒業制作Ⅱ【造】 ゼミC 卒業研究・卒業制作Ⅱ【造】 ゼミＣ

10月29日 木 卒業研究・卒業制作Ⅱ【造】 ゼミＣ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【造】

10月28日 水 SNSプロモーション 研B SNSプロモーション 研B

卒業研究・卒業制作Ⅱ【生】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生】 各ゼミ

10月31日 土

10月30日 金 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】 各ゼミ

研A:研修室A、研B：研修室B、実Ａ：実習室Ａ、実Ｂ：実習室Ｂ、ゼミ：ゼミ室、農：農大ﾊﾟｿｺﾝﾙｰﾑ 2020/5/29



岐阜県立国際園芸アカデミー  2020年度　 ２年生　時間割　

月日 曜日
1限

(9:00～10:30）
教室

2限
(10:45～12:15）

教室
3限

(13:15～14:45）
教室

4限
(15:00～16:30）

教室 備考

卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装】 各ゼミ

造園工学・施工論 ゼミC 造園工学・施工論 ゼミC

卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装】 各ゼミ

造園工学・施工論 ゼミC 造園工学・施工論 ゼミC

卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装】 各ゼミ

造園工学・施工論 ゼミC 造園工学・施工論 ゼミC

造園工学・施工論 ゼミC 造園工学・施工論 ゼミC

２級フラワー装飾技能検定対策実習 ゼミB ２級フラワー装飾技能検定対策実習 ゼミB

卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装】 各ゼミ

造園工学・施工論 ゼミC 造園工学・施工論 ゼミC

卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装】 各ゼミ

造園工学・施工論 ゼミC 造園工学・施工論 ゼミC

卒業研究・卒業制作Ⅱ 【生】 ゼミＡ 卒業研究・卒業制作Ⅱ 【生】 ゼミＡ

２級フラワー装飾技能検定対策実習 ゼミB ２級フラワー装飾技能検定対策実習 ゼミB

卒業研究・卒業制作Ⅱ 【造】 ゼミC 卒業研究・卒業制作Ⅱ 【造】 ゼミＣ

２級フラワー装飾技能検定対策実習 ゼミB ２級フラワー装飾技能検定対策実習 ゼミB

職場体験実習Ⅲまとめ 職場体験実習Ⅲまとめ

オープンキャンパス

11月2日 月

11月1日 日

各ゼミ 造園工学・施工論 ゼミC 造園工学・施工論 ゼミC

文化の日

11月4日 水 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装】

11月3日 火

研A 職場体験実習Ⅲ報告会 研A 職場体験実習Ⅲ報告会 研A

職場体験実習Ⅲまとめ 職場体験実習Ⅲまとめ

11月6日 金 職場体験実習Ⅲ報告会 研A 職場体験実習Ⅲ報告会

11月5日 木 公園・緑化概論 研B

11/23まで

インターンⅠ　↓

11月8日 日

11月7日 土

各ゼミ 生涯学習（井上、研A）11月10日 火 卒業研究・卒業制作Ⅱ【装、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【装、造】

11月9日 月 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】 各ゼミ

各ゼミ 農大A研修室使用11月12日 木 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】

11月11日 水 SNSプロモーション 研B SNSプロモーション 研B

各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【装】 各ゼミ

農大A研修室使用

11月14日 土 卒業研究・卒業制作Ⅱ【装】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【装】

11月13日 金 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装】 各ゼミ

各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装】 各ゼミ11月16日 月 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装】

11月15日 日

各ゼミ ２級フラワー装飾技能検定対策実習 ゼミB ２級フラワー装飾技能検定対策実習 ゼミB

２級フラワー装飾技能検定対策実習 ゼミB ２級フラワー装飾技能検定対策実習 ゼミB

11月18日 水 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装】

11月17日 火 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装】 各ゼミ

各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【装】 各ゼミ

卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装】 各ゼミ

11月20日 金 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装】

11月19日 木 公園・緑化概論 研B 公園・緑化概論 研B

11月22日 日

11月21日 土

各ゼミ

勤労感謝の日

11月24日 火 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装】

11月23日 月

卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装】 各ゼミ

２級フラワー装飾技能検定対策実習 ゼミB ２級フラワー装飾技能検定対策実習 ゼミB

11月26日 木

11月25日 水 公園・緑化概論 研B 公園・緑化概論 研B

卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】 各ゼミ

11月28日 土

11月27日 金 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】 各ゼミ

各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】 各ゼミ スクールカウンセリング11月30日 月 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】

11月29日 日

研A:研修室A、研B：研修室B、実Ａ：実習室Ａ、実Ｂ：実習室Ｂ、ゼミ：ゼミ室、農：農大ﾊﾟｿｺﾝﾙｰﾑ 2020/5/29



岐阜県立国際園芸アカデミー  2020年度　 ２年生　時間割　

月日 曜日
1限

(9:00～10:30）
教室

2限
(10:45～12:15）

教室
3限

(13:15～14:45）
教室

4限
(15:00～16:30）

教室 備考

卒業研究・卒業制作Ⅱ 【生、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ 【生、造】 各ゼミ

２級フラワー装飾技能検定対策実習 ゼミB ２級フラワー装飾技能検定対策実習 ゼミB

卒業研究・卒業制作Ⅱ 【生、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ 【生、造】 各ゼミ

２級フラワー装飾技能検定対策実習 ゼミB ２級フラワー装飾技能検定対策実習 ゼミB

研A 職場体験実習Ⅰ報告会 研A 職場体験実習Ⅰ報告会 研A12月2日 水 職場体験実習Ⅰ報告会 研A 職場体験実習Ⅰ報告会

12月1日 火 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】 各ゼミ SNSプロモーション 研B SNSプロモーション 研B

各ゼミ 農大研修室A使用

卒業研究・卒業制作Ⅱ【装、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【装、造】 各ゼミ

12月4日 金 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】

12月3日 木 公園・緑化概論 研B 公園・緑化概論 研B

12月6日 日

12月5日 土

各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ 【装、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ 【装、造】 各ゼミ12月8日 火 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】

12月7日 月 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】 各ゼミ

各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ 【装、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ 【装、造】 各ゼミ

卒業研究・卒業制作Ⅱ 【造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ 【造】 各ゼミ

12月10日 木 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】

12月9日 水 SNSプロモーション 研B SNSプロモーション 研B

生涯学習（林、実B）

卒業研究・卒業制作Ⅱ 【造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ 【造】 各ゼミ

12月12日 土

12月11日 金 卒業研究・卒業制作Ⅱ 【造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ 【造】 各ゼミ

各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ 【生、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ 【生、造】 各ゼミ12月14日 月 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】

12月13日 日

卒業研究・卒業制作Ⅱ【装、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【装、造】 各ゼミ

各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ 【造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ 【造】 各ゼミ

12月17日 木

卒業研究・卒業制作Ⅱ 【造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ 【造】 各ゼミ

12月16日 水 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装】

12月15日 火 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】 各ゼミ

卒業研究・卒業制作Ⅱ 【生、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ 【生、造】 各ゼミ

12月19日 土

12月18日 金 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】 各ゼミ

各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】 各ゼミ スクールカウンセリング12月21日 月 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】

12月20日 日

研B 公園・緑化概論 研B 公園・緑化概論 研B

卒業研究・卒業制作Ⅱ 【生、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ 【生、造】 各ゼミ

12月23日 水 公園・緑化概論 研B 公園・緑化概論

12月22日 火 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】 各ゼミ

ゼミＣ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【造】 ゼミＣ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【造】 ゼミＣ

卒業研究・卒業制作Ⅱ 【生、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ 【生、造】 各ゼミ

12月25日 金 卒業研究・卒業制作Ⅱ【造】 ゼミＣ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【造】

12月24日 木 卒業研究・卒業制作Ⅱ【装、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【装、造】 各ゼミ

12月27日 日

12月26日 土

12月29日 火

12月28日 月

12月31日 木

12月30日 水

研A:研修室A、研B：研修室B、実Ａ：実習室Ａ、実Ｂ：実習室Ｂ、ゼミ：ゼミ室、農：農大ﾊﾟｿｺﾝﾙｰﾑ 2020/5/29



岐阜県立国際園芸アカデミー  2020年度　 ２年生　時間割　

月日 曜日
1限

(9:00～10:30）
教室

2限
(10:45～12:15）

教室
3限

(13:15～14:45）
教室

4限
(15:00～16:30）

教室 備考

1月2日 土

1月1日 金

1月4日 月

1月3日 日

研B 卒業研究・卒業制作Ⅱ【造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【造】 各ゼミ1月6日 水 公園・緑化概論 研B 公園・緑化概論

1月5日 火

研B SNSプロモーション 研B SNSプロモーション 研B

卒業研究・卒業制作Ⅱ【装、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【装、造】 各ゼミ

1月8日 金 SNSプロモーション 研B SNSプロモーション

1月7日 木 卒業研究・卒業制作Ⅱ【装、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【装、造】 各ゼミ

1月10日 日

1月9日 土

各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ 【造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ 【造】 各ゼミ

成人の日

1月12日 火 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】

1月11日 月

研B 卒業研究・卒業制作Ⅱ【装、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【装、造】 各ゼミ1月14日 木 SNSプロモーション

1月13日 水 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】 各ゼミ

卒業研究・卒業制作Ⅱ 【生】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ 【生】 各ゼミ

1月16日 土

1月15日 金 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】 各ゼミ

各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装】 各ゼミ スクールカウンセリング1月18日 月 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】

1月17日 日

研B 卒業研究・卒業制作Ⅱ 【造】 エミＣ 卒業研究・卒業制作Ⅱ 【造】 エミＣ

卒業研究・卒業制作Ⅱ 【生】 ゼミＡ 卒業研究・卒業制作Ⅱ 【生】 ゼミＡ

1月20日 水 SNSプロモーション 研B 公園・緑化概論

1月19日 火 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】 各ゼミ

ゼミＣ

卒業研究・卒業制作Ⅱ【装】 ゼミＢ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【装】 ゼミＢ

1月22日 金 卒業研究・卒業制作Ⅱ 【造】 ゼミＣ 卒業研究・卒業制作Ⅱ 【造】

1月21日 木 卒業研究・卒業制作Ⅱ【装、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【装、造】 各ゼミ

1月24日 日

1月23日 土

各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】 各ゼミ

卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】 各ゼミ

1月26日 火 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】

1月25日 月 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】 各ゼミ

ゼミB 卒業研究・卒業制作Ⅱ 【造】 ゼミＣ 卒業研究・卒業制作Ⅱ 【造】 ゼミＣ 農大研修室A使用

卒業研究・卒業制作Ⅱ 【造】 ゼミＣ 卒業研究・卒業制作Ⅱ 【造】 ゼミＣ

1月28日 木 公園・緑化概論 研B SNSプロモーション

1月27日 水 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装】 各ゼミ

農大研修室A使用

1月30日 土

1月29日 金 卒業研究・卒業制作Ⅱ 【造】 ゼミＣ 卒業研究・卒業制作Ⅱ 【造】 ゼミＣ

1月31日 日

研A:研修室A、研B：研修室B、実Ａ：実習室Ａ、実Ｂ：実習室Ｂ、ゼミ：ゼミ室、農：農大ﾊﾟｿｺﾝﾙｰﾑ 2020/5/29



岐阜県立国際園芸アカデミー  2020年度　 ２年生　時間割　

月日 曜日
1限

(9:00～10:30）
教室

2限
(10:45～12:15）

教室
3限

(13:15～14:45）
教室

4限
(15:00～16:30）

教室 備考

各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装】 各ゼミ2月1日 月 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】

研A 卒業研究・卒業制作発表会 研A 卒業研究・卒業制作発表会 研A
卒業研究・卒業制作発表会
スクールカウンセリング

卒業研究・卒業制作Ⅱ 【造】 ゼミC 卒業研究・卒業制作Ⅱ 【造】 ゼミC

2月3日 水 卒業研究・卒業制作発表会 研A 卒業研究・卒業制作発表会

2月2日 火 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】 各ゼミ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【生、装、造】 各ゼミ

農大研修室ABC使用

2月5日 金

2月4日 木

2月7日 日

2月6日 土

ゼミＣ 卒業研究・卒業制作Ⅱ 【造】 ゼミＣ2月9日 火 卒業研究・卒業制作Ⅱ【造】 ゼミＣ 卒業研究・卒業制作Ⅱ【造】

2月8日 月

建国記念の日

M2補講日

2月11日 木

2月10日 水

M2補講日

2月13日 土

2月12日 金

2月15日 月

2月14日 日

2月17日 水

2月16日 火

成果報告会 成果報告会 成果報告会2月19日 金 成果報告会 成果報告会

2月18日 木

2月21日 日

2月20日 土

天皇誕生日2月23日 火

2月22日 月

2月25日 木

2月24日 水

2月27日 土

2月26日 金

2月28日 日

研A:研修室A、研B：研修室B、実Ａ：実習室Ａ、実Ｂ：実習室Ｂ、ゼミ：ゼミ室、農：農大ﾊﾟｿｺﾝﾙｰﾑ 2020/5/29



岐阜県立国際園芸アカデミー  2020年度　 ２年生　時間割　

月日 曜日
1限

(9:00～10:30）
教室

2限
(10:45～12:15）

教室
3限

(13:15～14:45）
教室

4限
(15:00～16:30）

教室 備考

3月1日 月

卒業式

3月3日 水

3月2日 火 卒業式 卒業式

3月5日 金

3月4日 木

3月7日 日

3月6日 土

3月9日 火

3月8日 月

3月11日 木

3月10日 水

3月13日 土

3月12日 金

3月15日 月

3月14日 日

3月17日 水

3月16日 火

3月19日 金

3月18日 木

春分の日

3月21日 日

3月20日 土

3月23日 火

3月22日 月

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

3月25日 木 #N/A #N/A #N/A

3月24日 水 #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

3月27日 土 #N/A #N/A #N/A

3月26日 金 #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

3月29日 月 #N/A #N/A #N/A

3月28日 日 #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

3月31日 水 #N/A #N/A #N/A

3月30日 火 #N/A #N/A #N/A #N/A

研A:研修室A、研B：研修室B、実Ａ：実習室Ａ、実Ｂ：実習室Ｂ、ゼミ：ゼミ室、農：農大ﾊﾟｿｺﾝﾙｰﾑ 2020/5/29


