
＜　M　1　＞  2021年度　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 金

4月1日 木

4月4日 日

4月3日 土

4月6日 火

4月5日 月

4月8日 木

4月7日 水

4月10日 土

4月9日 金

4月12日 月

4月11日 日

4月14日 水 ガイダンス 研A ガイダンス 研A

ガイダンス 研A ガイダンス 研A 入学式4月13日 火 入学式 研A 入学式 研A

ガイダンス 研A ガイダンス 研A

花修景実習Ⅰ 研A 花修景実習Ⅰ 研A 授業開始4月16日 金
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研A 造園学概論 研A

ガイダンス 研A ガイダンス 研A 健康診断4月15日 木 ガイダンス 研A ガイダンス 研A

4月18日 日

4月17日 土

花き生産流通実習Ⅰ 実AB 花き生産流通実習Ⅰ 実AB4月20日 火 栽培・生産論 研A 植物生理学 研A

キャリアデザイン　特別講義（佐藤） 研B 植物管理基礎実習Ⅰ 研B4月19日 月 タブレット説明 研A 園芸流通概論 研A

4月22日 木 造園施工・管理実習Ⅰ 研A 造園施工・管理実習Ⅰ 研A

３級フラワー技能検定対策実習 実B ３級フラワー技能検定対策実習 実B4月21日 水 フラワーデザイン実習Ⅰ 実B フラワーデザイン実習Ⅰ 実B
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研A

花き生産流通実習Ⅰ 実AB 花き生産流通実習Ⅰ 実AB

4月25日 日

4月24日 土

３級フラワー技能検定対策実習 実B ３級フラワー技能検定対策実習 実B4月23日 金

4月26日 月 園芸装飾実習Ⅰ 実B 園芸装飾実習Ⅰ 実B

火 栽培・生産論 研A 植物生理学 研A

園芸流通概論 研A

4月28日 水

花き生産流通実習Ⅰ 実AB 花き生産流通実習Ⅰ 実AB4月27日

4月30日 金
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研A 造園学概論 研A

昭和の日4月29日 木

３級フラワー技能検定対策実習 実B ３級フラワー技能検定対策実習 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 2021/4/16



＜　M　1　＞  2021年度　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

5月2日 日

5月1日 土

5月4日 火

憲法記念日5月3日 月

国民の休日

花き生産流通実習Ⅰ 実AB 花き生産流通実習Ⅰ 実AB5月6日 木 造園施工・管理実習Ⅰ 研A 造園施工・管理実習Ⅰ 研A

こどもの日5月5日 水

5月8日 土

基礎計算力講座（井上） 研A5月7日 金
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研A 造園学概論 研A

植物管理基礎実習Ⅰ 研ABC 植物管理基礎実習Ⅰ 研ABC5月10日 月 基礎計算力講座（井上） 研A 園芸流通概論 研A

5月9日 日

5月12日 水 フラワーデザイン実習Ⅰ 実B フラワーデザイン実習Ⅰ 実B

花き生産流通実習Ⅰ 実AB 花き生産流通実習Ⅰ 実AB5月11日 火 栽培・生産論 研A 植物生理学 研A

園芸装飾実習Ⅰ 実B 園芸装飾実習Ⅰ 実B スクールカウンセリング

３級フラワー技能検定対策実習 実B ３級フラワー技能検定対策実習 実B 研A・FBC指導者講習会5月14日 金
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研A 造園学概論 研A

花き生産流通実習Ⅰ 実AB 花き生産流通実習Ⅰ 実AB5月13日 木 造園施工・管理実習Ⅰ 研A 造園施工・管理実習Ⅰ 研A

5月16日 日

5月15日 土

園芸装飾実習Ⅰ 実B 園芸装飾実習Ⅰ 実B5月18日 火 栽培・生産論 研A 植物生理学 研A

花き生産流通実習Ⅰ 実B 花き生産流通実習Ⅰ 実B5月17日 月

5月20日 木 造園施工・管理実習Ⅰ 研A 造園施工・管理実習Ⅰ 研A

園芸装飾実習Ⅰ 実B 園芸装飾実習Ⅰ 実B5月19日 水 フラワーデザイン実習Ⅰ 実B フラワーデザイン実習Ⅰ 実B

３級フラワー技能検定対策実習 実B ３級フラワー技能検定対策実習 実B5月21日 金
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研A 基礎計算力講座（井上） 研A

花き生産流通実習Ⅰ 実AB 花き生産流通実習Ⅰ 実AB

5月23日 日

5月22日 土

花き生産流通実習Ⅰ 実AB 花き生産流通実習Ⅰ 実AB5月25日 火 園芸流通概論 研A 植物生理学 研A

園芸流通概論（豊明花き） 学外 園芸流通概論（豊明花き） 学外5月24日 月 園芸流通概論（豊明花き） 学外 園芸流通概論（豊明花き） 学外

5月27日 木 造園施工・管理実習Ⅰ 研A 造園施工・管理実習Ⅰ 研A

造園学概論 学外 造園学概論 学外5月26日 水 造園学概論 学外 造園学概論 学外

花き生産流通実習Ⅰ 研A 花き生産流通実習Ⅰ 実AB

5月29日 土

３級フラワー技能検定対策実習 実B ３級フラワー技能検定対策実習 実B5月28日 金
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研A 造園学概論 研A

5月31日 月 園芸装飾実習Ⅰ 実B 園芸装飾実習Ⅰ 実B

5月30日 日

花修景実習Ⅰ 研A 花修景実習Ⅰ 研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 2021/4/16



＜　M　1　＞  2021年度　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級フラワー技能検定対策実習 実B

6月9日 水

6月11日 金 学園祭準備 植物管理基礎実習Ⅰ 学園祭準備 学園祭準備

6月1日 火 栽培・生産論 研A 植物生理学 研A

３級フラワー技能検定対策実習 実B ３級フラワー技能検定対策実習 実B6月2日 水 フラワーデザイン実習Ⅰ 実B フラワーデザイン実習Ⅰ 実B

花き生産流通実習Ⅰ 実AB 花き生産流通実習Ⅰ 実AB

３級フラワー技能検定対策実習 実B ３級フラワー技能検定対策実習 実B6月3日 木 造園施工・管理実習Ⅰ 研A 造園施工・管理実習Ⅰ 研A

花修景実習Ⅰ 研A 花修景実習Ⅰ 研A6月4日 金
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研A 園芸流通概論 研A

6月6日 日

6月5日 土

海外視察研修報告会6月7日 月 海外視察研修報告会 研ABC 海外視察研修報告会 研ABC

花き生産流通実習Ⅰ 実AB 花き生産流通実習Ⅰ 実AB6月8日 火 栽培・生産論 研A 植物生理学 研A

海外視察研修報告会 研ABC 海外視察研修報告会 研ABC

6月10日 木 造園施工・管理実習Ⅰ 研A 造園施工・管理実習Ⅰ 研A 花き生産流通実習Ⅰ 研A
実A 花き生産流通実習Ⅰ 研A
実A 生涯学習（今西、岐阜大S）

学園祭 学園祭 学園祭6月12日 土 学園祭 学園祭

6月14日 月 学園祭　片付け※ 学園祭　片付け※

6月13日 日

6月15日 火 栽培・生産論 研A 植物生理学 研A

※6/12雨天の場合のみ

花き生産流通実習Ⅰ 実AB 花き生産流通実習Ⅰ 実AB

特別講演　（平野裕加里さん） 研ABC ３級造園技能検定対策実習 実B
特別講演
スクールカウンセリング

6月16日 水 フラワーデザイン実習Ⅰ 実B フラワーデザイン実習Ⅰ 実B

6月18日 金
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研A 造園学概論 研A ３級フラワー技能検定対策実習 実B

３級フラワー技能検定対策実習 実B6月17日 木 造園施工・管理実習Ⅰ 研A 造園施工・管理実習Ⅰ 研A

6月19日 土

３級フラワー技能検定対策実習 実B

6月20日 日

6月24日 木 造園施工・管理実習Ⅰ

6月22日 火 栽培・生産論 研A 植物生理学 研A 花き生産流通実習Ⅰ 実AB

フラワーデザイン実習Ⅰ 実B6月21日 月 園芸流通概論 研A フラワーデザイン実習Ⅰ 実B

6月23日 水 フラワーデザイン実習Ⅰ 実B フラワーデザイン実習Ⅰ 実B

花き生産流通実習Ⅰ 実AB

研A 造園施工・管理実習Ⅰ 研A

３級フラワー技能検定対策実習 実B

植物管理基礎実習Ⅰ 研ABC 植物管理基礎実習Ⅰ 研ABC

6月26日 土

３級フラワー技能検定対策実習 実B 献血6月25日 金
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研A 造園学概論 研A

6月27日 日

6月29日 火 栽培・生産論 研A 植物生理学 研A

３級造園技能検定対策実習 研B ３級造園技能検定対策実習 研B6月28日 月 フラワーデザイン実習Ⅰ 実B フラワーデザイン実習Ⅰ 実B

花き生産流通実習Ⅰ 実AB 花き生産流通実習Ⅰ 実AB

３級フラワー技能検定対策実習 実B ３級フラワー技能検定対策実習 実B6月30日 水 フラワーデザイン実習Ⅰ 実B フラワーデザイン実習Ⅰ 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 2021/4/16



＜　M　1　＞  2021年度　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

7月21日 水 フラワーデザイン実習Ⅰ 実B フラワーデザイン実習Ⅰ 実B

小型建機講習会 会議室 小型建機講習会 会議室

小型建機講習会(予備日） 研A 小型建機講習会(予備日） 研A

花き生産流通実習Ⅰ 実AB 花き生産流通実習Ⅰ 実AB

３級造園技能検定対策実習 研B ３級造園技能検定対策実習 研B

7月8日 木 造園施工・管理実習Ⅰ 研A 造園施工・管理実習Ⅰ 研A 園芸装飾実習Ⅰ 実B 園芸装飾実習Ⅰ 実B

研A7月1日 木 造園施工・管理実習Ⅰ 研A 造園施工・管理実習Ⅰ ３級フラワー技能検定対策実習 実B ３級フラワー技能検定対策実習 実B

３級フラワー技能検定対策実習 実B7月2日 金
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研A 園芸流通概論 研A ３級フラワー技能検定対策実習 実B

7月4日 日

7月3日 土

花修景実習Ⅰ 研A7月5日 月 造園学概論 研A 園芸流通概論 研A 花修景実習Ⅰ 研A

7月7日 水 フラワーデザイン実習Ⅰ 実B フラワーデザイン実習Ⅰ 実B

花き生産流通実習Ⅰ 実AB7月6日 火 栽培・生産論 研A 花き生産流通実習Ⅰ 研A

３級フラワー技能検定対策実習 実B ３級フラワー技能検定対策実習 実B

３級造園技能検定対策実習 研B ３級造園技能検定対策実習 研B

7月10日 土

7月9日 金
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研A 園芸流通概論 研A

7月11日 日

7月12日 月 園芸流通概論 研A ３級造園技能検定対策実習 研B

栽培・生産論 研A 植物生理学 研A ３級造園技能検定対策実習 研B7月13日 火 ３級造園技能検定対策実習 研B

３級造園技能検定対策実習 研B

造園施工・管理実習Ⅰ 研A スクールカウンセリング

7月15日 木 小型建機講習会 会議室 小型建機講習会 会議室

7月14日 水 ３級造園技能検定対策実習 研B ３級造園技能検定対策実習 研B 造園施工・管理実習Ⅰ 研A

小型建機講習会 会議室 小型建機講習会 会議室
小型建機講習会
農大研修室使用

小型建機講習会7月16日 金 小型建機講習会 会議室 小型建機講習会 会議室

※受講者が多数の場合7月17日 土 小型建機講習会(予備日） 研A 小型建機講習会(予備日） 研A

7月19日 月 園芸流通概論 研A

7月18日 日

7月20日 火 予備日（※３） 予備日（※３）

３級造園技能検定対策実習 研B ３級造園技能検定対策実習 研B
生涯学習（前田、実習棟）
生涯学習（今西、岐阜大S）

※3　7/12(3,4限)の予備日

海の日7月22日 木

スポーツの日7月23日 金

7月24日 土

7月25日 日

植物管理基礎実習Ⅰ7月27日 火 栽培・生産論 研A 植物生理学 研A

花修景実習Ⅰ 研A 花修景実習Ⅰ 研A7月26日 月

7月29日 木

7月28日 水

7月31日 土

7月30日 金

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 2021/4/16



＜　M　1　＞  2021年度　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

8月2日 月

8月1日 日

生涯学習（吉田、実習）8月4日 水

8月3日 火

8月6日 金

8月5日 木

山の日8月8日 日

8月7日 土

8月10日 火

振替休日8月9日 月

8月12日 木

8月11日 水

8月14日 土

8月13日 金

8月16日 月

8月15日 日

8月18日 水

8月17日 火

8月20日 金

8月19日 木

8月22日 日

8月21日 土

8月24日 火

8月23日 月

8月26日 木

8月25日 水

8月28日 土

8月27日 金

8月30日 月

8月29日 日

8月31日 火

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 2021/4/16



＜　M　1　＞  2021年度　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

9月18日 土

花修景実習Ⅰ 研A

9月14日 火 栽培・生産論 研A 植物生理学 研A 花き生産流通実習Ⅰ 実AB 花き生産流通実習Ⅰ 実AB

9月16日 木 造園施工・管理実習Ⅰ 実A 造園施工・管理実習Ⅰ 実A

9月2日 木 造園施工・管理実習Ⅰ 研A 造園施工・管理実習Ⅰ 研A

9月1日 水

9月3日 金
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in HorticultureⅠ

研A 造園学概論 研A

花き生産流通実習Ⅰ 実AB 花き生産流通実習Ⅰ 実AB

9月4日 土

花修景実習Ⅰ 研A 花修景実習Ⅰ 研A9月6日 月 フラワーデザイン実習Ⅰ 実B フラワーデザイン実習Ⅰ 実B

9月5日 日

9月8日 水 フラワーデザイン実習Ⅰ 実B フラワーデザイン実習Ⅰ 実B

花き生産流通実習Ⅰ 実AB 花き生産流通実習Ⅰ 実AB9月7日 火 栽培・生産論 研A 植物生理学 研A

フラワーデザイン実習Ⅰ 実B フラワーデザイン実習Ⅰ 実B 生涯学習（今西、岐阜大S）

9月10日 金
Global　Communication
in HorticultureⅠ

研A 造園学概論 研A

園芸装飾実習Ⅰ 実B 園芸装飾実習Ⅰ 実B 生涯学習（前田、実習棟）9月9日 木 造園施工・管理実習Ⅰ 研A 造園施工・管理実習Ⅰ 研A

9月12日 日

9月11日 土

9月13日 月

9月15日 水 フラワーデザイン実習Ⅰ 実B フラワーデザイン実習Ⅰ 実B
農大研修室使用
スクールカウンセリング

9月17日 金
Global　Communication
in HorticultureⅠ

研A 造園学概論 研A

花き生産流通実習Ⅰ 実AB 花き生産流通実習Ⅰ 実AB 農大研修室使用

植物管理基礎実習Ⅰ

9月19日 日

9月21日 火 栽培・生産論 研A 植物生理学 研A

敬老の日9月20日 月

9月22日 水 花修景実習Ⅰ 研A 花修景実習Ⅰ 研A

花き生産流通実習Ⅰ 実AB

園芸装飾実習Ⅰ 実B

秋分の日木

9月25日 土

補講予備日9月24日 金

9月26日 日

9月23日

9月28日 火

補講予備日9月27日 月

9月29日 水

補講予備日9月30日 木

補講予備日

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 2021/4/16



＜　M　1　＞  2021年度　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Ⅰ ゼミA 生産プロジェクト実習Ⅰ ゼミA

測量・製図実習 研A 測量・製図実習 研A

測量・製図実習 研A 測量・製図実習 研A 測量・製図実習 研A 測量・製図実習 研A

生産プロジェクト実習Ⅰ ゼミA 生産プロジェクト実習Ⅰ ゼミA 生産プロジェクト実習Ⅰ ゼミA 生産プロジェクト実習Ⅰ ゼミA

10月2日 土

生産プロジェクト実習Ⅰ ゼミA 農大研修室使用10月1日 金
Global Communication in
Horticulture Ⅱ

会議室 インターンシップⅠ全体説明会 会議室 生産プロジェクト実習Ⅰ ゼミA

10月3日 日

園芸福祉論・実習（非常勤 研A

10月4日 月 園芸装飾実習Ⅱ 実B 園芸装飾実習Ⅱ 実B 園芸装飾実習Ⅱ 実B

商品動向リサーチⅠ 研A キャリアデザインⅠ 研A 花き生産流通実習Ⅱ 実AB

園芸装飾実習Ⅱ 実B

10月6日 水 園芸福祉論・実習（非常勤 研A 園芸福祉論・実習（非常勤 研A 園芸福祉論・実習（非常勤 研A

花き生産流通実習Ⅱ 実AB10月5日 火

10月8日 金
Global Communication in
Horticulture Ⅱ

研A 基礎会計 研A フラワーデザイン実習Ⅱ 実B

10月7日 木 園芸色彩学（荏原） 研A 園芸色彩学（荏原） 研A

10月9日 土

フラワーデザイン実習Ⅱ 実B

10月10日 日

10月11日 月 フラワーデザイン実習Ⅱ 実B フラワーデザイン実習Ⅱ 実B 植物管理基礎実習Ⅱ 研A

花き生産流通実習Ⅱ 研ABC

10月12日 火 インターンシップⅠ各ゼミ打合せ 各ゼミ キャリアデザインⅠ 研A 花き生産流通実習Ⅱ 研ABC

植物管理基礎実習Ⅱ 研A

造園施工・管理実習Ⅱ 研A 造園施工・管理実習Ⅱ 研A 園芸色彩学（荏原） 研A

花き生産流通実習Ⅱ 研ABC

10月14日 木 花修景実習Ⅱ 研A 花修景実習Ⅱ 研A 花き生産流通実習Ⅱ 実AB

園芸色彩学（荏原） 研A スクールカウンセリング10月13日 水

10月16日 土

フラワーデザイン実習Ⅱ 実B 生涯学習（新井、研修棟）10月15日 金 商品動向リサーチⅠ 研A 基礎会計 研A フラワーデザイン実習Ⅱ 実B

10月17日 日

花修景実習Ⅱ 研A10月18日 月 花修景実習Ⅱ 研A 花修景実習Ⅱ 研A 花修景実習Ⅱ 研A

10月20日 水 推薦入試 推薦入試 推薦入試

花き生産流通実習Ⅱ 実AB10月19日 火 フラワーデザイン実習Ⅱ 実B フラワーデザイン実習Ⅱ 実B 花き生産流通実習Ⅱ 実AB

10月21日 木 園芸色彩学（荏原） 研A 園芸色彩学（荏原） 研A キャリアデザインⅠ 研A

推薦入試 推薦入試

10月22日 金
Global Communication in
Horticulture Ⅱ

研A 花き生産流通実習Ⅱ 実AB 花き生産流通実習Ⅱ 実AB

キャリアデザインⅠ 研A

同上 学外 同上 学外

花き生産流通実習Ⅱ 学外 農業フェスティバル10月23日 土 花き生産流通実習Ⅱ 学外 花き生産流通実習Ⅱ 学外 花き生産流通実習Ⅱ 学外

インターンシップⅠ準備 インターンシップⅠ準備 生産プロジェクト実習Ⅰ ゼミA

同上 学外 農業フェスティバル10月24日 日 同上 学外

花き生産流通実習Ⅱ 実AB10月26日 火 商品動向リサーチⅠ（花木C） 研A 商品動向リサーチⅠ（花木C） 学外 花き生産流通実習Ⅱ 実AB

10月25日 月

10月28日 木

フラワーデザイン実習Ⅱ 実B10月27日 水 造園施工・管理実習Ⅱ 研A 造園施工・管理実習Ⅱ 研A フラワーデザイン実習Ⅱ 実B

10月30日 土

生産プロジェクト実習Ⅰ ゼミA10月29日 金
Global Communication in
Horticulture Ⅱ

研A 基礎会計 研A 植物管理基礎実習Ⅱ 研A

10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 2021/4/16



＜　M　1　＞  2021年度　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Ⅰ ゼミA 生産プロジェクト実習Ⅰ ゼミA

測量・製図実習 研A 測量・製図実習 研A

測量・製図実習 研A 測量・製図実習 研A

生産プロジェクト実習Ⅰ ゼミA 生産プロジェクト実習Ⅰ ゼミA

11月2日 火 職場体験実習Ⅲ　報告会 研ABC 職場体験実習Ⅲ　報告会 研ABC 職場体験実習Ⅲ　報告会 研ABC

園芸福祉論・実習 研AキャリアデザインⅠ 研A11月1日 月 商品動向リサーチⅠ（花木C） 研A 商品動向リサーチⅠ（花木C） 学外

文化の日11月3日 水

職場体験実習Ⅲ　報告会 研ABC 職場体験実習Ⅲ　報告会

11月4日 木 園芸色彩学（荏原） 研A 園芸色彩学（荏原） 研A

フラワーデザイン実習Ⅱ 実B フラワーデザイン実習Ⅱ 実B11月5日 金
Global Communication in
Horticulture Ⅱ

会議室 基礎会計 会議室

インターンシップ期間↓11月6日 土

11月8日 月 インターンシップⅠ インターンシップⅠ

11月7日 日

インターンシップⅠ インターンシップⅠ 生涯学習（井上、研修棟）11月9日 火 インターンシップⅠ インターンシップⅠ

インターンシップⅠ インターンシップⅠ

インターンシップⅠ インターンシップⅠ
スクールカウンセリング

11月10日 水 インターンシップⅠ インターンシップⅠ

インターンシップⅠ インターンシップⅠ 農大研修室使用11月11日 木 インターンシップⅠ インターンシップⅠ

インターンシップⅠ インターンシップⅠ 農大研修室使用11月12日 金 インターンシップⅠ インターンシップⅠ

11月14日 日

11月13日 土

11月15日 月 インターンシップⅠ インターンシップⅠ インターンシップⅠ

インターンシップⅠ

11月16日 火 インターンシップⅠ インターンシップⅠ インターンシップⅠ

インターンシップⅠ

インターンシップⅠ インターンシップⅠ インターンシップⅠ

インターンシップⅠ

11月18日 木 インターンシップⅠ インターンシップⅠ インターンシップⅠ

インターンシップⅠ11月17日 水

11月20日 土

インターンシップⅠ11月19日 金 インターンシップⅠ インターンシップⅠ インターンシップⅠ

11月21日 日

11月22日 月 インターンシップⅠ報告会準備 インターンシップⅠ報告会準備 園芸装飾実習Ⅱ 実B

インターンシップ期間↑

11月23日 火

園芸装飾実習Ⅱ 実B

11月26日 金
Global Communication in
Horticulture Ⅱ

研A 基礎会計

11月24日 水 一般入試 一般入試 一般入試

勤労感謝の日

11月25日 木

一般入試 生涯学習（佐藤、岐阜大S）

植物管理基礎実習Ⅱ キャリアデザインⅠ 研A研A

フラワーデザイン実習Ⅱ 実B フラワーデザイン実習Ⅱ 実B

花修景実習Ⅱ※６ 研A 花修景実習Ⅱ※６ 研A
※６雨天の場合は12/1(3,4
限）へ

11月27日 土

11月29日 月 造園施工・管理実習Ⅱ 研A 造園施工・管理実習Ⅱ 研A

11月28日 日

花き生産流通実習Ⅱ 実AB 花き生産流通実習Ⅱ 実AB11月30日 火 インターンシップⅠ報告会準備 インターンシップⅠ報告会準備

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 2021/4/16



＜　M　1　＞  2021年度　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Ⅰ 研B 生産プロジェクト実習Ⅰ 研B

測量・製図実習 研A 測量・製図実習 研A

Global Communication in
Horticulture Ⅱ

研A 基礎会計 研A

フラワーデザイン実習Ⅱ 実B フラワーデザイン実習Ⅱ 実B

園芸色彩学（吉田、林） 実AB 園芸色彩学（吉田、林） 実AB

インターンシップⅠ報告会準備※６ インターンシップⅠ報告会準備※６
※6　11/29雨天の場合は
11/29（3,4限）へ移動

12月1日 水 インターンシップⅠ報告会準備 インターンシップⅠ報告会準備

12月3日 金
Global Communication in
Horticulture Ⅱ

会議室 基礎会計 会議室

インターンシップⅠ報告会 研ABC インターンシップⅠ報告会 研ABC インターンシップⅠ報告会12月2日 木 インターンシップⅠ報告会 研ABC インターンシップⅠ報告会 研ABC

12月4日 土

園芸装飾実習Ⅱ 実B 園芸装飾実習Ⅱ 実B 農大研修室使用

日

生産プロジェクト実習Ⅰ ゼミA 生産プロジェクト実習Ⅰ ゼミA12月6日 月 園芸福祉論・実習 研A 園芸福祉論・実習 研A

12月5日

研A

花き生産流通実習Ⅱ 実AB 花き生産流通実習Ⅱ 実AB12月7日 火 商品動向リサーチⅠ 研A キャリアデザインⅠ 研A

12月9日 木 測量・製図実習 研A 測量・製図実習 研A

フラワーデザイン実習Ⅱ 実B フラワーデザイン実習Ⅱ 実B12月8日 水 造園施工・管理実習Ⅱ 研A 造園施工・管理実習Ⅱ

12月10日

12月12日 日

生涯学習（林、実習棟）12月11日 土

金
Global Communication in
Horticulture Ⅱ

研A 基礎会計 研A フラワーデザイン実習Ⅱ 実B フラワーデザイン実習Ⅱ 実B

12月13日 月 フラワーデザイン実習Ⅱ 実B フラワーデザイン実習Ⅱ 実B

花き生産流通実習Ⅱ 実AB 花き生産流通実習Ⅱ 実AB12月14日 火 商品動向リサーチⅠ 研A キャリアデザインⅠ 研A

花修景実習Ⅱ 研A 花修景実習Ⅱ 研A

12月16日 木 園芸色彩学(荏原） 研A 園芸色彩学(荏原） 研A

造園施工・管理実習Ⅱ 研A 造園施工・管理実習Ⅱ 研A スクールカウンセリング12月15日 水 造園施工・管理実習Ⅱ 研A 造園施工・管理実習Ⅱ 研A

12月18日 土

12月17日 金 商品動向リサーチⅠ（花木C） 研A 商品動向リサーチⅠ（花木C） 学外 生涯学習（佐藤、岐阜大S）

12月20日 月 園芸福祉論・実習 研A 園芸福祉論・実習

日12月19日

実AB12月21日 火 測量・製図実習 研A キャリアデザインⅠ

研A 商品動向リサーチⅠ 研A 年金セミナー 研A

12月23日 木 CAD製図実習 農大P CAD製図実習

研A 植物管理基礎実習Ⅱ12月22日 水 造園施工・管理実習Ⅱ 研A 造園施工・管理実習Ⅱ

12月24日 金
Global Communication in
Horticulture Ⅱ

研A 基礎会計

農大P 生産プロジェクト実習Ⅰ ゼミA 生産プロジェクト実習Ⅰ ゼミA

研A 花き生産流通実習Ⅱ 実AB 花き生産流通実習Ⅱ

12月25日 土

研A

12月27日 月

12月26日 日

12月29日 水

12月28日 火

12月30日 木

12月31日 金

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 2021/4/16



＜　M　1　＞  2021年度　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Ⅰ ゼミA 生産プロジェクト実習Ⅰ ゼミA

CAD製図実習 農大P CAD製図実習 農大P

生産プロジェクト実習Ⅰ ゼミA 生産プロジェクト実習Ⅰ ゼミA

CAD製図実習 農大P CAD製図実習 農大P

造園施工・管理実習Ⅱ 研A 造園施工・管理実習Ⅱ 研A

フラワーデザイン実習Ⅱ 実B フラワーデザイン実習Ⅱ 実B

1月2日 日

元日1月1日 土

1月3日 月

1月4日 火

研A1月5日 水 造園施工・管理実習Ⅱ 研A 造園施工・管理実習Ⅱ 研A 商品動向リサーチⅠ 研A キャリアデザインⅠ

伝統園芸実習（生け花） 実A 伝統園芸実習（生け花） 実A

1月6日 木 CAD製図実習 農大P CAD製図実習 農大P 生産プロジェクト実習Ⅰ ゼミA 生産プロジェクト実習Ⅰ

1月8日 土

1月7日 金
Global Communication in
Horticulture Ⅱ

研A 基礎会計 研A

ゼミA

1月9日 日

研A 造園施工・管理実習Ⅱ 研A

1月10日 月

研A キャリアデザインⅠ ゼミB 花き生産流通実習Ⅱ

成人の日

1月12日 水 造園施工・管理実習Ⅱ 研A 造園施工・管理実習Ⅱ 研A 造園施工・管理実習Ⅱ

実AB 花き生産流通実習Ⅱ 実AB1月11日 火 園芸福祉論・実習

1月14日 金
Global Communication in
Horticulture Ⅱ

研A 基礎会計 研A 伝統園芸実習（生け花）

1月13日 木 園芸色彩学（相田） 研A 園芸色彩学（相田） 研A

実A 伝統園芸実習（生け花） 実A

1月16日 日

1月15日 土

1月18日 火 CAD製図実習 農大P 花き生産流通実習Ⅱ

実B 園芸装飾実習Ⅱ 実B 農大研修室使用1月17日 月 園芸福祉論・実習 研A 園芸福祉論・実習 研A 園芸装飾実習Ⅱ

実AB 花き生産流通実習Ⅱ 実AB 農大研修室使用

1月20日 木 CAD製図実習 農大P CAD製図実習 農大P 生産プロジェクト実習Ⅰ

スクールカウンセリング農大
研修室使用

会議室1月19日 水 造園施工・管理実習Ⅱ 会議室 造園施工・管理実習Ⅱ

1月21日 金
Global Communication in
Horticulture Ⅱ

研A キャリアデザインⅠ 研A 伝統園芸実習（生け花）

ゼミA 生産プロジェクト実習Ⅰ ゼミA

1月22日 土

実A 伝統園芸実習（生け花） 実A

1月24日 月 基礎会計 研A 商品動向リサーチⅠ 研A 花修景実習Ⅱ

1月23日 日

研A 花修景実習Ⅱ 研A

一般入試 一般入試 一般入試

実AB 花き生産流通実習Ⅱ 実AB研A 花き生産流通実習Ⅱ1月25日 火 花修景実習Ⅱ 研A キャリアデザインⅠ

1月27日 木 園芸色彩学（井上） 研A 基礎会計 研A

一般入試 一般入試1月26日 水

1月28日 金
Global Communication in
Horticulture Ⅱ

研A 基礎会計 研A

農大研修室使用

1月30日 日

1月29日 土

1月31日 月 園芸装飾実習Ⅱ 実B 園芸福祉論・実習 研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 2021/4/16



＜　M　1　＞  2021年度　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Ⅰ ゼミA 生産プロジェクト実習Ⅰ ゼミA

CAD製図実習 農大P CAD製図実習 農大P

実B 園芸装飾実習Ⅱ

実B フラワーデザイン実習Ⅱ 実B2月1日 火 商品動向リサーチⅠ 研A キャリアデザインⅠ 研A フラワーデザイン実習Ⅱ

2月3日 木 フラワーデザイン実習Ⅱ 実B フラワーデザイン実習Ⅱ 実B 花修景実習Ⅱ

実B 園芸装飾実習Ⅱ 実B2月2日 水 園芸装飾実習Ⅱ 実B 園芸装飾実習Ⅱ

研A 伝統園芸実習（生け花）

会議室 花修景実習Ⅱ 会議室 農大研修室使用

2月5日 土

実A 伝統園芸実習（生け花） 実A2月4日 金
Global Communication in
Horticulture Ⅱ

研A 基礎会計

2月7日 月 卒業研究・卒業制作発表会 研ABC 卒業研究・卒業制作発表会 研ABC 卒業研究・卒業制作発表会

2月6日 日

研ABC 卒業研究・卒業制作発表会 研ABC 卒業研究・卒業制作発表会

造園施工・管理実習Ⅱ 研A 造園施工・管理実習Ⅱ 研A 造園施工・管理実習Ⅱ

実B フラワーデザイン実習Ⅱ 実B研A フラワーデザイン実習Ⅱ2月8日 火 商品動向リサーチⅠ 研A キャリアデザインⅠ

2月10日 木 CAD製図実習 農大P CAD製図実習 農大P

研A 造園施工・管理実習Ⅱ 研A2月9日 水

建国記念の日2月11日 金

2月13日 日

2月12日 土

研A 初級園芸福祉士試験

実B 伝統園芸実習（盆栽） 実B2月15日 火 伝統園芸実習（盆栽） 実B 伝統園芸実習（盆栽） 実B 伝統園芸実習（盆栽）

初級園芸福祉士試験2月14日 月 園芸福祉論・実習 研A 園芸福祉論・実習

2月17日 木 造園施工・管理実習Ⅱ

実B
研究生入試（午前、研
ABC）
スクールカウンセリング

2月16日 水 伝統園芸実習（盆栽） 実B 伝統園芸実習（盆栽） 実B 伝統園芸実習（盆栽）

研A 造園施工・管理実習Ⅱ 研A

2月19日 土

研ABC 活動成果報告会 研ABC研ABC 活動成果報告会2月18日 金 活動成果報告会 研ABC 活動成果報告会

2月20日 日

補講予備日2月21日 月

2月23日 水

補講予備日2月22日 火

天皇誕生日
春季休業↓

2月25日 金

2月24日 木

2月26日 土

2月27日 日

2月28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 2021/4/16



＜　M　1　＞  2021年度　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 火

3月3日 木

卒業式（予定）3月2日 水 卒業式（予定）

3月4日 金

3月5日 土

3月7日 月

3月6日 日

3月9日 水

3月8日 火

3月10日 木

3月11日 金

3月13日 日

3月12日 土

3月15日 火

3月14日 月

3月16日 水

3月17日 木

3月19日 土

3月18日 金

3月21日 月

3月20日 日

3月22日 火

春分の日

3月23日 水

3月25日 金

3月24日 木

3月27日 日

3月26日 土

3月28日 月

3月29日 火

3月31日 木

3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 2021/4/16


