
令和３年４月１６日版  ２０２１（令和３）年度　前期　広島文化学園短期大学　時間割

年次 時限

授　業　科　目 担当教員 教室番号 授　業　科　目 担当教員 教室番号 授　業　科　目 担当教員 教室番号 授　業　科　目 担当教員 教室番号 授業科目 担当教員 教室番号

フォトクリエイトⅠ 近藤聖子
8101・6210・
6202

調理学 海切弘子 8101・2106 社会心理学 廣兼孝信 6102 英語会話 毛利カリーナ 6103 食品衛生学 三川明美 2110

食生活論
海切弘子・廣澤美花・前田ひろ
み 8101・2106

国語表現 野々村憲 7301 基礎生物学 岡田正浩 7301 体育Ⅰ 鄭勳九 9202 食品学実験（GA） 注1 萱島隆之 3113 調理実習(初級)（GA） 注1 村田美穂子 1110・7101

調理実習(初級)（GB） 注1 村田美穂子 1110・7101 食品学実験（GB） 注1 萱島隆之 3113

子どもの食と栄養Ⅰ（G2） 三川明美 6309 社会福祉（G2） 西川勝利 6103 音楽（G1） 久保幸代 6306 社会心理学（GA) 廣兼孝信 6102 教育原理（GA） 松元健治 6309

器楽Ⅰ ※５ 音楽（G3） 久保幸代 6306 保育原理（GB） 金子忍 6309 教育原理（GB） 松元健治 6309 社会心理学（GB) 廣兼孝信 6102

器楽Ⅰ ※５ 器楽Ⅰ ※５

栄専 栄専

（
メイクアップ演習Ⅱ 札場由麻 6103 生活経営 梶山曜子 0301 ファッション文化論 髙橋佑子 6103 製パン実習 高野恭秀 2106

（
9:05 9:05

～ ～

10:35 栄養指導各論実習Ⅰ（GA） 注1 政田圭子 7101・1201 調理実習(上級)（GA） 注1 加藤集子 1110・7101 解剖生理学実習（GB） 注1 岡田正浩 3211 臨床栄養学総論 小倉有子 0305 10:35

） ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞの栄養学実習（GB） 注1 江坂美佐子 3209・7201 栄養教育実習 村田美穂子 6210 ）
子どもの健康と安全（G2） 冨永説子 8303 子ども家庭支援論（GA） 末次絵里子 6102 教育実習（GA) 班婷 0305 保育実習指導Ⅰ（G1)

金子忍・西川勝利・丸山一
江

6404 障害児保育（GB） 室積幸生 6103

英語Ⅰ（G3） 毛利カリーナ 6404 教育実習（GB） 班婷 6309 造形表現領域指導法Ⅰ（GB） 清見嘉文 6403・6405 健康領域指導法（G2） 矢野下美智子 6401・2303 器楽Ⅲ ※５

器楽Ⅲ ※５ 器楽Ⅲ ※５

栄専 栄養指導特論実習 注1 廣本美知子 3209 栄専

ファッションデザイン論 戸谷多加 1306 メイクテクノロジー 札場由麻 6103 社会心理学 廣兼孝信 6102 日本語表現Ⅰ 久保浩志 6102・1201 アパレル商品知識 佐々本恵万 1306

色彩学 髙橋佑子 8101 食生活論
海切弘子・廣澤美花・前田ひろ
み 8101・2106 教育方法論 小林裕子 0407・1301 コンピュータ演習Ⅰ 古川博仁 6202

解剖生理学Ⅰ 片岡健 7301 給食計画・実務論 石尾はつみ 6102 調理学 村田美穂子 6103 食品学実験（GA） 注1 萱島隆之 3113 調理実習(初級)（GA） 注1 村田美穂子 1110・7101

調理実習(初級)（GB） 注1 村田美穂子 1110・7101 食品学実験（GB） 注1 萱島隆之 3113

子どもの食と栄養Ⅰ（G1） 三川明美 6309 子どもの保健（GA） 嶌村ひとみ 8303 音楽（G2） 久保幸代 6306 図画工作Ⅰ（G1） 清見嘉文 6403 教職概論（GA） 班婷 6210

体育理論・体育実技（G2） 生関文翔 9202・6401 教育実習（GB） 班婷 6309 社会福祉（G3） 西川勝利 6404 子ども家庭福祉（GB) 川本和司 6309 国語（GB） 福﨑紀章 6401

器楽Ⅰ ※５ 器楽Ⅰ ※５ 器楽Ⅰ ※５

栄専 栄専

（
ビジネス英語 川端真規子 6102 ファッションクリエイトⅠ 今井裕子 1306・1303 コミュニティ論 相田美穂 6309 カフェプランニング 海切弘子 8101・2106 就職対策講座Ⅱ 河内理 3305

（
10:45 メイクアップ演習Ⅲ 札場由麻 6103 ブライダルプランニング 廣澤美花 6210 フードサービス論 入江崇文 6210・2106 洋菓子実習 高野恭秀 2106 10:45

～ 生徒指導論 山田重則 1204 ～

12:15 栄養指導各論実習Ⅰ（GA） 注1 政田圭子 7101・1201 調理実習(上級)（GA） 注1 加藤集子 1110・7101 生徒指導論 山田重則 1204 栄養演習Ⅰ（GA） 江坂美佐子 6103・6202 生化学 太田義雄 6102 12:15

） ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞの栄養学実習（GB） 注1 江坂美佐子 3209・7201 栄養演習Ⅰ（GB） 江坂美佐子 2110・6202 解剖生理学実習（GB） 注1 岡田正浩 3211 ）
健康領域指導法（G1） 矢野下美智子 8405・2303 音楽表現領域指導法Ⅰ（G1) 山下やよい 5411 保育実践演習（G1) 林よし恵 8303 言葉領域指導法（GA） 関口道彦 6210 障害児保育（GA） 室積幸生 6103

英語Ⅰ（G2） 毛利カリーナ 6404 保育実践演習（G2) 林よし恵 6306 幼児体育Ⅱ（G2） 矢野下美智子 9202 乳児保育Ⅱ（G3） 新井尋子 8303 環境領域指導法（G3） 菊間馨 6309

子どもの健康と安全（G3） 冨永説子 8303 器楽Ⅲ ※５ 音楽表現領域指導法Ⅰ（G3） 山下やよい 5411 器楽Ⅲ ※５ 器楽Ⅲ ※５

栄専 特別研究Ⅱ （注１） 岡田正浩・村田美穂子 6205 社会福祉特論 堀田稔 専攻科室 応用栄養学演習 石尾はつみ 1204 栄養指導特論実習 注1 廣本美知子 3209 栄専

ファッションビジネス論 戸谷多加 7301 メイクテクノロジー 札場由麻 6103 セミナーⅠ ※１ ブライダル総論 廣澤美花 6102 アパレル製作実習Ⅰ 佐々本恵万 1306

インテリア論 古川博仁 6202 体育Ⅰ 鄭勳九 9202 ワープロ検定講座Ⅰ 廣兼孝信 1201

色彩学 髙橋佑子 8101

食品学Ⅰ 萱島隆之 0305 基礎栄養学 山内有信 7301 セミナーⅠ ※２ コンピュ－タ演習Ⅰ 菅原通雅 7201 社会生活とマナー 梅本昌子 8101

体育理論・体育実技（G1） 新本惣一朗 9202・6401 保育の心理学（GA） 末次絵里子 6102 セミナーⅠ ※３ 子ども家庭福祉（GA） 川本和司 6309 国語（GA） 福﨑紀章 6401

図画工作Ⅰ（G2） 金子忍 6403 子どもの保健（GB） 嶌村ひとみ 8303 図画工作Ⅰ（G3） 清見嘉文 6403 コンピュータ演習Ⅰ（G3） 菅原通雅 7201

子どもの食と栄養Ⅰ（G3） 三川明美 6309 器楽Ⅰ ※５ 器楽Ⅰ ※５

栄専 栄専

（
日本文化入門 道本久枝 8201・8101 陶芸 藤川稔 4103 食文化論 前田ひろみ 0401・2106・1301 フードスタイリング演習 佐々木晴美・烏田いづみ 2106・8101 パソコン活用演習 古川博仁 6202

（
13:05 ネイリスト演習 藤法恵子 1306 食物学 海切弘子 6309 ひろしま学 久松政司 7301 13:05

～ 中国語入門 宇田怡然 6401 ～

14:35 解剖生理学実習（GA） 注1 岡田正浩 3211 ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞの栄養学実習（GA） 注1 江坂美佐子 3209・1301 公衆衛生学 谷口誠 0301 英語会話 毛利カリーナ 6103 フードスペシャリスト論 萱島隆之 6210 14:35

） 栄養指導各論実習Ⅰ（GB） 注1 政田圭子 7101・1201 調理実習(上級)（GB） 注1 加藤集子 1110・7101 ）
子どもの健康と安全（G1） 冨永説子 8303 音楽表現領域指導法Ⅰ（G2） 山下やよい 5411 乳児保育Ⅱ（G1） 新井尋子 8303 幼児体育Ⅱ（G1） 矢野下美智子 9202

保育の計画と評価（GB） 栗栖直子 8405 保育実践演習（G3) 林よし恵 6306 言葉領域指導法（GB） 関口道彦 6210 環境領域指導法（G2） 菊間馨 6309

器楽Ⅲ ※５ 器楽Ⅲ ※５ 器楽Ⅲ ※５ 保育実習指導Ⅰ（G3)
金子忍・西川勝利・丸山一
江

6404

栄専 解剖生理学特論演習 岡田正浩 3211 生化学特論Ⅱ 太田義雄 1204 栄専

アパレル製作論 小林裕子 1303・1301 教職概論 班婷 6210 表計算検定講座Ⅰ 福井冨士子 7201 コンピュータ演習Ⅰ 古川博仁 6202

体育Ⅰ 鄭勳九 9202 フードコーディネート論 前田ひろみ 6103 ビジネスワーク論 久松政司 6210・1201

栄養指導総論 江坂美佐子 6102 教職概論 班婷 6210 基礎化学 太田義雄 6102 社会心理学 廣兼孝信 6102

コンピュ－タ演習Ⅰ 菅原通雅 6202

教育の方法・課程（GA） 佐々木尚美 6309 社会福祉（G1） 西川勝利 6401 器楽Ⅰ ※５ 教育実習（GA） 班婷 6103

体育理論・体育実技（G3） 新本惣一朗 9202・6401 保育の心理学（GB） 末次絵里子 8303 器楽Ⅰ ※５

器楽Ⅰ ※５ 器楽Ⅰ ※５

栄専 栄専

（
保育学 今井裕子 6404 ボランティアⅡ 廣兼孝信 6404 卒業研究 ※１ 接遇検定講座 梅本昌子 8101

（
14:45 パーソナルカラー演習 髙橋佑子 8101 14:45

～ ～

16:15 解剖生理学実習（GA） 注1 岡田正浩 3211 ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞの栄養学実習（GA） 注1 江坂美佐子 3209・1301 卒業研究 ※２ 16:15

） 栄養指導各論実習Ⅰ（GB） 注1 政田圭子 7101・1201 調理実習(上級)（GB） 注1 加藤集子 1110・7101 ）
保育の計画と評価（GA） 栗栖直子 8405 社会的養護Ⅱ（GA） 福岡律子 6309 卒業研究 ※４ 環境領域指導法（G1) 菊間馨 6309

健康領域指導法（G3） 矢野下美智子 7301・2303 日本国憲法（GB） 浦川源二郎 6102 保育実習指導Ⅰ（G2)
金子忍・西川勝利・丸山一
江

6404

器楽Ⅲ ※５ 幼児体育Ⅱ（G3） 矢野下美智子 9202

栄専 食品学特論実験 注1 萱島隆之 3113 栄専

医療事務Ⅰ 後田由貴子 6103 音楽Ⅰ 折田吉弘 2303

くらしと数学 古川博仁 7301

給食計画・実務論演習 石尾はつみ
6102・7101・
3109・6202

教育方法論 村田美穂子 6210 音楽Ⅰ 折田吉弘 2303

くらしと数学 古川博仁 7301

保育原理（GA） 金子忍 0401 コンピュータ演習Ⅰ（G2） 菅原通雅 6202 音楽Ⅰ 折田吉弘 2303 コンピュータ演習Ⅰ（G1） 菅原通雅 7201

教育の方法・課程（GB） 佐々木尚美 6309 器楽Ⅰ ※５ くらしと数学 古川博仁 7301 教職概論（GB） 班婷 6210

器楽Ⅰ ※５

栄専 栄専

（
特別支援教育 久松政司 6210 教育実習 小林裕子 1303・1301

（
16:25 16:25

～ ～

17:55 特別支援教育 久松政司 6210 運動生理学 鄭勳九 0305 17:55

） ）
造形表現領域指導法Ⅰ（GA） 清見嘉文 6403・6405 日本国憲法（GA） 浦川源二郎 6102 英語Ⅰ（G1） 毛利カリーナ 6404 保育実習指導Ⅲ 西川勝利 6404

子ども家庭支援論（GB） 末次絵里子 0301 社会的養護Ⅱ（GB） 福岡律子 6309 乳児保育Ⅱ（G2） 新井尋子 8303 食育演習 三川明美 6309

器楽Ⅲ
器楽Ⅲ ※５

栄専 食品学特論実験 注1 萱島隆之 3113 調理科学特論演習 福田明子 3209 栄専

【時間割表の備考】

【学科／専攻科】 【学外】

コミ・・・コミュニティ生活学科

食物・・・食物栄養学科 １年： ２年： ２年：

保育・・・保育学科

栄専・・・専攻科栄養専攻 １年：

注1：135分の授業です ２年：

食物

保育

火 木水 金 学科／
専攻科

医療事務Ⅱ（後田由貴子）

病院実習（石尾はつみ）

※２　村田美穂子（7101・1110）、萱島隆之（3113）、岡田正浩（3211）、江坂美佐子（3209）、石尾はつみ（7301・3109)

※１　小林裕子（1303）、高橋佑子（1306）、海切弘子（2106）、廣兼孝信（1201）、古川博仁（6202）、廣澤美花（8101）、
　　　 久松政司（6210）

※３　末次絵里子（0410）、三川明美（8405）、矢野下美智子（6404）、西川勝利（0407）、班婷（0409）、佐藤有紗（6306）

【集中講義】　日程は決まり次第掲示します。

食物

   ＜保育学科＞   ＜コミュニティ生活学科＞       ＜食物栄養学科＞

   ＜保育学科＞

情報活用基礎（廣兼孝信）

食物

食物

コミ

２年
食物 食物

保育 保育

給食実務校外実習（江坂美佐子）

コミ

１年
食物

保育 保育

１年
食物

時限 年次
学科／
専攻科

１
食物 食物

保育 保育

２ １年

コミ コミ

１年
食物

保育 保育

２年

コミ コミ

２年
食物

保育 保育

月

２
食物

２年

１ １年

コミ コミ

１年

２年

コミ コミ

２年
食物 食物

保育 保育

３ １年

コミ コミ

１年 ３

保育

コミ

老人ホーム実習（江坂美佐子）

保育実習Ⅰ（金子忍・西川勝利）

保育実習Ⅲ（金子忍・西川勝利）

＜専攻科栄養専攻＞

臨地実習（石尾はつみ）

４ １年

コミ

４
食物

５

※４　清見嘉文（6403）、三川明美（5206・6202）、矢野下美智子（9102・6404）、末次絵里子（0409）、西川勝利（6309）、
       　佐藤有紗（5411）、金子忍（8303）、班婷（6401）

２年

コミ コミ

２年
食物 食物

保育 保育

５ １年

コミ コミ

保育 保育

２年

コミ コミ

２年
食物 食物

保育 保育

※５　佐藤有紗、住村順子、古本美和、三苫美智子、米澤裕美子、梅田なつみ


