
１限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限

1 Ａ 英Ⅰ 科人 家総 体育 植バ 植バ 保健 国語 美術音楽書道 数Ⅰ 現社 英Ⅰ 現社 農環 農環 農環 農情 ＬＨ 美術音楽書道 数Ⅰ 農情 国語 科人 家総 1 Ａ

1 Ｆ 英Ⅰ 国語 体育 現社 家総 食製 数Ⅰ 体育 美術音楽書道 保健 食化 英Ⅰ 食製 農情 数Ⅰ 科人 国語 ＬＨ 美術音楽書道 農情 家総 科人 現社 数Ⅰ 1 Ｆ

1 Ｍ 家基 工作 現社 科人 数Ⅰ 情基 英Ⅰ 美術音楽書道 数Ⅰ 国語 現社 体育 工作 数Ⅰ 科人 国語 家基 ＬＨ 工基 工基 工基 美術音楽書道 英Ⅰ 国語 1 Ｍ

1 Ｖ 工基 工基 工基 現社 電基 情基 英Ⅰ 美術音楽書道 国語 体育 数Ⅰ 家基 国語 電基 科人 数Ⅰ 自工 ＬＨ 自工 保健 国語 美術音楽書道 英Ⅰ 現社 1 Ｖ

1 Ｅ 電基 国語 体育 保健 家基 情基 情基 体育 現社 美術音楽書道 英Ⅰ 国語 英Ⅰ 現社 電基 家基 数Ⅰ ＬＨ 科人 美術音楽書道 英Ⅰ 数Ⅰ 国語 電基 1 Ｅ

1 Ｓ 科人 工基 工基 工基 体育 情基 保健 数Ⅰ 体育 美術音楽書道 英Ⅰ 国語 英Ⅰ 家基 情基 生産 数Ⅰ ＬＨ 生産 美術音楽書道 英Ⅰ 現社 国語 科人 1 Ｓ

1 Ｂ 国語 保健 情報 簿記 科人 ビ基 美術音楽書道 簿記 現社 体育 数Ⅰ 科人 数Ⅰ 簿記 英Ⅰ 情報 現社 ＬＨ ビ基 国語 美術音楽書道 家基 情報 英Ⅰ 1 Ｂ

1 Ｌ フ造 フ造 現社 数Ⅰ 体育 生基 美術音楽書道 現社 体育 国語 生基 英Ⅰ 国語 保健 フード フード 英Ⅰ ＬＨ フ造 フ造 美術音楽書道 数Ⅰ 科人 生情 1 Ｌ

2 Ａ ２選Ｂ① 英Ⅱ 化学 ２選Ａ① 総実 総実 果樹 果樹 総実 英Ⅱ 国語 地理 ２選Ａ① ２選Ｂ① 体育 数Ⅱ 家総 ＬＨ 数Ⅱ 国語 体育 化学 作物野菜
作物
野菜

2 Ａ

2 Ｆ ２選Ａ② ２選Ｂ② 総実 総実 食化 地理 体育 保健 英Ⅱ 地理 食製 食製 家総 化学 数Ⅱ 国語 食製 ＬＨ 体育 国語 微利 ２選Ｂ② 英Ⅱ 化学 2 Ｆ

2 Ｍ ２選Ａ② ２選Ｂ② 数Ⅱ 設計 英Ⅱ 国語 数Ⅱ 英Ⅱ 地理 物理 設計 体育 実習 実習 実習 実習 国語 ＬＨ 工作 物理 国語 ２選Ｂ② 製図 製図 2 Ｍ

2 Ｖ ２選Ｂ① 整備 数Ⅱ ２選Ａ① 国語 英Ⅱ 製図 製図 英Ⅱ 国語 体育 物理 ２選Ａ① ２選Ｂ① 地理 物理 整備 ＬＨ 自工 地理 物理 保健 国語 体育 2 Ｖ

2 Ｅ ２選Ａ② ２選Ｂ② 国語 物理 機器 保健 体育 英Ⅰ 機器 物理 電基 電技 数Ⅱ 実習 実習 実習 電基 ＬＨ 体育 地理 数Ⅱ ２選Ｂ② 電技 国語 2 Ｅ

2 Ｓ ２選Ｂ① 物理 国語 ２選Ａ① 生産 体育 生産 英Ⅰ 数Ⅱ 保健 物理 地理 ２選Ａ① ２選Ｂ① 国語 プログ 体育 ＬＨ 国語 プログ 実習 実習 実習 実習 2 Ｓ

2 Ｂ ２選Ａ② ２選Ｂ② 原価 英Ⅱ 国語 財務 生物 数Ⅱ 英Ⅱ 保健 体育 時事 国語 地理 原価 財務 ビ情 ＬＨ ビ情 原価 財務 ２選Ｂ② 国語 体育 2 Ｂ

2 Ｌ ２選Ｂ① 地理 フード ２選Ａ① 家基 体育 英Ⅱ 国語 家基 数Ⅱ 保育 保健 ２選Ａ① ２選Ｂ① 化学 国語 体育 ＬＨ 地理 保育 フード フード フ造 フ造 2 Ｌ

3 Ａ 現文 総実 農機栽培 農機栽培 世史 数Ⅱ ３選Ｄ① ３選Ｄ① ３選Ｃ① 課研 課研 課研 世史 英Ⅱ 現文 体育 ３選Ｃ① ＬＨ 英Ⅱ 総実 総実 総実 体育 数Ⅱ 3 Ａ

3 Ｆ 食流 世史 現文 数Ⅱ 食製 食製 課研 課研 課研 ３選Ｃ② ３選Ｄ② ３選Ｄ② 体育 英Ⅱ 総実 総実 ３選Ｃ② ＬＨ 英Ⅱ 体育 食化 食化 課研 課研 3 Ｆ

3 Ｍ 体育 数Ⅱ 実習 実習 実習 実習 課研 課研 課研 ３選Ｃ② ３選Ｄ② ３選Ｄ② 世史 体育 現文 英Ⅱ ３選Ｃ② ＬＨ 電基 数Ⅱ 世史 現文 英Ⅱ 設計 3 Ｍ

3 Ｖ 数Ⅱ 現文 世史 自工 整備 英Ⅱ ３選Ｄ① ３選Ｄ① ３選Ｃ① 課研 課研 課研 体育 英Ⅱ 製図 製図 ３選Ｃ① ＬＨ 整備 体育 実習 実習 実習 実習 3 Ｖ

3 Ｅ 数Ⅱ 体育 英Ⅱ 実習 実習 実習 課研 課研 課研 ３選Ｃ② ３選Ｄ② ３選Ｄ② 電力① 体育 英Ⅱ 現文 ３選Ｃ② ＬＨ 電力① 英Ⅱ 電力② 世史 製図 製図 3 Ｅ

3 Ｓ プログ 体育 英Ⅱ 数Ⅱ 製図 製図 ３選Ｄ① ３選Ｄ① ３選Ｃ① 課研 課研 課研 プログ 世史 ソフト 現文 ３選Ｃ① ＬＨ ソフト 現文 英Ⅱ 体育 世史 数Ⅱ 3 Ｓ

3 Ｂ 世史 財務経法 数Ⅱ 英Ⅱ 現文 総合 ３選Ｄ① ３選Ｄ① ３選Ｃ① 課研 課研 課研 ビ情 財務経法 ビ経 体育 ３選Ｃ① ＬＨ 現文 英Ⅱ ビ経 財務経法 体育 世史 3 Ｂ

3 Ｌ 体育 数Ⅱ 調理 調理 英Ⅱ フ造 課研 課研 課研 ３選Ｃ② ３選Ｄ② ３選Ｄ② 現文 保育 フ造 フ造 ３選Ｃ② ＬＨ 調理 英Ⅱ 保育 体育 世史 現文 3 Ｌ

※ 組名

年 組

Ａ（農業コース）Ｆ（食品コース）Ｍ（機械コース）Ｖ（自動車コース）Ｅ（電気コース）Ｓ（情報システムコース）Ｂ（ビジネスコース）Ｌ（生活デザインコース）

令和３年度　福井県立坂井高等学校　　後期公開授業週間（11月16日～19日）　　時間割一覧

※各日の時間割は、都合により一部変更
することがあります。

11月16日（火曜日） 11月17日（水曜日） 11月18日（木曜日）

※

11月19日（金曜日）
年 組

１限（8:40～9:30）　2限（9:40～10:30）　3限（10:40～11:30）　4限（11:40～12:30）　5限（13:10～14:00）　6限（14:10～15:00）時程


