
令和5年4月20日版  2023（令和5）年度　前期　広島文化学園大学　時間割
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

器楽Ⅰ 大迫知佳子※9 立志立命講座Ⅰ 髙西実 0301 総合子ども学Ⅰ 二階堂年惠※3 7301 体育理論・体育実技（GA） 安田もも 9202・0401 ドイツ語Ⅰ 小田智敏 0301

保育原理 合原晶子・山中翔 8405

器楽Ⅰ 大迫知佳子※9

英語Ⅰ 達川奎三 0401 スタートアップセミナー 藤井雄介※10 6301 ソルフェージュⅠ 永井美由紀 3305 ドイツ語Ⅰ 小田智敏 0301

音楽療法概論 和田玲子 6301

音楽科指導法 権藤敦子 6301 言葉領域指導法 野々村憲 8405 カウンセリング 西本智恵 6102 数の世界 植田敦三 0407

世界の児童文化 野々村憲 0401 理科 中山貴司 0401・5206

鍵盤ソルフェージュⅢ 小菅節子 0505 演奏家のためのボディワーク 上田啓二 6301 筝十三絃演習 光原大樹 0501 ソルフェージュⅢ 永井美由紀 3305 数の世界 植田敦三 0407

コードスタディⅠ 森光明 1401

（
表現領域指導法Ⅲ 湯浅理枝 9202・0305 生徒指導 山田重則 0305 社会科指導法 二階堂年惠 0301

（
9:10 幼稚園教育実習Ⅰ（事前事後指導） 合原晶子・川崎文子 6306・6309 9:10

幼稚園教育実習Ⅱ 合原晶子・川崎文子 6306・6309

～ 音楽ビジネス論 髙橋千絵・中野力・笹川浩資 0501 音楽療法実習Ⅱ 和田玲子・吉田静
8103・2110・
6301

生徒・進路指導論 山田重則・古川雅文*（注2） 0305 ～

10:40 10:40

） 保育実習指導Ⅲ 合原晶子 6309 ）

教育制度 岡本 徹 8405

スタートアップセミナー 二階堂年惠※4 0301 教育原理 坂越正樹・山中翔 7301 体育理論・体育実技（GB） 安田もも 9202・0401 中国語 宇田怡然 0401

社会心理学 廣兼孝信 6102 地域文化論 小田智敏 0301

鍵盤ソルフェージュⅠ 瀧村利恵 0505 ヴォーカルアンサンブルⅠ 川本睦子 6301 コンピュータ演習Ⅰ（注1） 受川浩士 7201 音楽通論Ⅰ 永井美由紀 3305 中国語 宇田怡然 0401

社会心理学 廣兼孝信 6102 地域文化論 小田智敏 0301

子どもの体育 湯浅理枝 9202 国語科指導法 皆尾賛 0305 小学校英語 達川奎三 0401 教育・保育体験Ⅰ 二階堂年惠※8 8405 図画工作科指導法 沼本秀昭 0305・4101

乳児保育Ⅰ 井手隆子 8303 造形表現（GA) 丸山松彦 4101 基礎化学 竹野健次 0305 音楽表現活動論 末永雅子・山澤洋之・高橋千絵 0501

音楽史Ⅰ 大迫知佳子 6301 歌唱伴奏法 杉丸七恵 1401 医学概論 奥谷卓也 0407 演奏活動Ⅰ 髙橋千絵 0501 音楽表現活動論 末永雅子・山澤洋之・髙橋千絵 0501

基礎化学 竹野健次 0305 音楽療法各論Ⅰ 高橋加良子 3305

（
体育科指導法 湯浅理枝 9202・0401 キャリア教育 二階堂年惠 0301 保育実習指導Ⅰ 合原晶子・河面睦子 8303 算数科指導法 植田敦三 0407

（
10:50 10:50

～ ～

12:20 吹奏楽指導法Ⅰ 白石実 3404 音楽科教育法Ⅰ 髙橋千絵 3305 キャリアセミナーⅠ 藤井雄介※6 音楽療法実習Ⅱ 和田玲子・吉田静
8103・2110・
6301

日本音楽概論 大迫知佳子 6301 12:20

）
楽式論Ⅰ 徳永崇 1401

）

保育内容（総合表現）（GA) 丸山松彦・山下やよい 5411・4101 教育制度 岡本徹 8405 保育内容（総合表現）（GB) 丸山松彦・山下やよい 5411・4101 幼稚園教育実習Ⅰ（事前事後指導） 合原晶子・川崎文子 8405

幼稚園教育実習Ⅱ 合原晶子・川崎文子 8405

音楽科教育法Ⅲ 永井美由紀 3305 合唱指導法 藤井雄介 0501 キャリアセミナーⅢ 藤井雄介※6

英語Ⅰ（GB) 達川奎三 0301 コンピュータ演習Ⅰ(GP)（注1） 受川浩士 7201 フレッシュマンセミナー(文化に生きる) 植田敦三※7 6102・6103 教育課程論 山中翔 6102

合唱Ⅰ 松尾嘉珠子 0501・0505 吹奏楽Ⅰ 上田啓二・白石実・山澤洋之 0501・2303 フレッシュマンセミナー(文化に生きる) 植田敦三※7 6102・6103 体育Ⅰ 鄭　勲九 9202 音楽ビジネス論 髙橋千絵・中野力・笹川浩資 6301

保育者論 合原晶子 8405 幼稚園教育実習Ⅰ（事前事後指導） 合原晶子・川崎文子 8303 社会的養護Ⅰ 井上予志栄 8303 性と社会 澤田良子 0301

基礎生物学 岡田正浩 0401 道徳理論と指導法 坂越正樹 0407

合唱Ⅲ 松尾嘉珠子 0501・0505 管楽アンサンブルⅢ 上田啓二 0501・2303 セミナーⅠ 藤井雄介※10
0501・6301・
7201

音楽療法技法Ⅰ 吉田静
8103・2110・
6301

対位法Ⅰ 堀内俊男 3305

基礎生物学 岡田正浩 0401 性と社会 澤田良子 0301

（
日本と国際社会 里村生英 0401 子ども学研究法 植田敦三※1

8405・0407・
0409・0410

生活科指導法 升尾好博 0401 特別支援教育実践演習 田中克人・伊藤駿 8405 保育内容総論 佐々木尚美 8303
（

健康領域指導法 湯浅理枝 9202・0305 表現領域指導法Ⅰ 山下やよい 5411

13:05 13:05

～ 合唱Ⅴ 永井美由紀 0501・6301 オーケストラⅠ 白石実・山澤洋之 0501・2303 伴奏法 久保綾香 3404 音楽療法総合演習 和田玲子 3305 合奏 髙橋千絵・山澤洋之・藤井康生 0501 ～

14:35 日本と国際社会 里村生英 0401 14:35

） 家族と社会 梶山曜子 0305 特別支援教育 伊藤駿・田中克人 8405 子育て支援演習（GA) 石木恵子 0401 ）

合唱Ⅶ 永井美由紀 0501・6301 オーケストラⅢ 白石実・山澤洋之 0501・2303 スコアリーディング 堀内俊男 3305 音楽アウトリーチ演習 髙橋千絵 0501 音楽療法実習Ⅲ 和田玲子・杉丸七重・吉田静
8103・2110・
6306

家族と社会 梶山曜子 0305

英語Ⅰ（GA) 達川奎三 0305 コンピュータ演習Ⅰ(GQ)（注1） 受川浩士 7201 子ども家庭福祉 井上予志栄 8303 日本語表現Ⅰ 田中宏之 6103

フランス語Ⅰ ル ディムナ優子 8405

ポピュラーセッションⅠ 上田啓二・千嶋里志・折田新・田中翔太朗 6301・2302 吹奏楽Ⅰ 上田啓二・白石実・山澤洋之 0501・2303 ソルフェージュⅠ 堀内俊男 3305 オーケストラスタディⅠ 山澤洋之・久保綾香 0501 日本語表現Ⅰ 田中宏之 6103

ピアノ演奏テクニックⅠ 末永雅子 0505 コンピュータ演習Ⅰ（子ども）（注1） 受川浩士 7201 ソルフェージュⅠ 黒田美絵 1401 フランス語Ⅰ ル ディムナ優子 8405

基礎ゼミナールⅢ 湯浅理枝※5 0301・8303 環境 柞磨昭孝 6102 教育方法・技術論 安藤和久 7301 知的障害教育論Ⅰ 伊藤駿・田中克人 8405 子どもの保健 澤田良子 0301

保育実習指導Ⅰ 合原晶子・河面睦子 6102

ビッグバンドジャズ演習Ⅰ 上田啓二・千嶋里志・折田新 6301・2302 管楽アンサンブルⅢ 上田啓二 0501・2303 ソルフェージュⅢ 堀内俊男 3305 教育心理学 深田昭三 0401 和声Ⅱ 堀内俊男 3305

ソルフェージュⅢ 黒田美絵 1401 打楽器アンサンブルⅢ 山澤洋之 0501

ソルフェージュⅢ 松尾嘉珠子◆ 0501

（
音楽芸術論 大迫知佳子 3305 家庭科指導法 梶山曜子 2106・0401 小学校教育実習Ⅰ（事前事後指導） 髙西実 0407 社会生活論 河内理 8303

（
14:45 小学校教育実習Ⅱ 髙西実 0407 総合的な学習の時間の指導法 山中翔 6404 14:45

～ 小学校教育実習Ⅲ 髙西実 0407 子ども家庭支援論 花本美代 7301 ～

16:15 ポピュラーアンサンブルⅠ 千嶋里志・折田新 6301・2302 オーケストラⅠ 白石実・山澤洋之 0501・2303 音楽療法技法Ⅲ 杉丸七重 8103・6301 社会生活論 河内理 8303 16:15

） 音楽芸術論 大迫知佳子 3305 声楽演奏解釈Ⅰ 藤井雄介 3404 ）
卒業研究Ⅱ 植田敦三※2

0407・0409・
0410

子育て支援演習（GB) 石木恵子 0401

視覚障害教育総論 牟田口辰己 0407

ポピュラーアンサンブルⅢ 千嶋里志・折田新 6301・2302 オーケストラⅢ 白石実・山澤洋之 0501・2303 音楽療法実習Ⅲ 和田玲子・杉丸七重・吉田静
8103・2110・
6306

発達心理学 八島美菜子 0301 ボランティア入門 伊藤駿・藤井雄介 8405 特別支援教育 伊藤駿・田中克人 8405

ポピュラーセッションⅠ 上田啓二・千嶋里志・折田新・田中翔太朗 6301・2302 弦楽アンサンブルⅠ 高和雅・永井啓子・今井直貴 0501 ボランティア入門 藤井雄介・伊藤駿 8405 特別支援教育 伊藤駿・田中　克人 8405

ソルフェージュⅠ 多田愉可 3404

人間関係 合原晶子・山崎晃 0305 器楽Ⅲ 大迫知佳子※9 情報活用演習Ⅰ 菅原通雅 7201 幼児理解の理論と方法 八島美菜子 0301

造形表現（GB) 丸山松彦 4101

弦楽アンサンブルⅢ 高和雅・永井啓子・今井直貴 0501 教育課程論 安藤和久 7301 情報活用演習Ⅰ 菅原通雅 7201

ソルフェージュⅢ 多田愉可 3404

（
器楽Ⅴ 大迫知佳子※9

（

16:25 16:25

～ 管弦打楽器演奏解釈Ⅰ 白石実 3404 老年学 野村妙子 0305 音楽家のための英会話Ⅰ ジョン コール 3305 オペラ演習Ⅰ 小畑佳子 0501 ～

17:55 ピアノ演奏解釈Ⅰ 末永雅子 0505 演奏活動Ⅲ 髙橋千絵
0501・0505・
0506

17:55

） 保育実習指導Ⅱ 合原晶子・河面睦子 8303 病児保育論 花本美代 7301 ）
器楽Ⅶ 大迫知佳子※9

教育実習 髙橋千絵・永井美由紀 0401 音楽療法各論Ⅲ 杉丸七重
8103・2110・
6301

オペラ演習Ⅲ 小畑佳子 0501

【時間割表の備考】

【学科】 【集中講義】　日程は決まり次第掲示します。 【学外】

子ども・・・学芸学部子ども学科 ＜子ども学科＞ ＜子ども学科＞

音楽・・・学芸学部音楽学科 ２年：知的障害児の心理・生理・病理（岡田信吾・広兼千代子） ３年：保育実習Ⅰ（合原晶子）

３年：健康心理学総論（武田知也） ４年：保育実習Ⅱ（合原晶子）

　　　子ども救急支援法（佐々木尚美） 　　　保育実習Ⅲ（合原晶子）

注１：人数制限あり

注２：＊担当教員は集中講義 ４年：聴覚障害教育総論（林田真志） 【その他】

＜音楽学科＞

１年：教育原理（渡邉満）

２年：指揮法（縄裕次郎）

３年：教育相談（堀井順平・福田友美）【広島 坂キャンパス】

　　　総合的な学習の時間の指導法（岡本義裕・中尾豊喜）【広島 坂キャンパス】

４年：作・編曲法Ⅱ（徳永崇）

音楽 音楽

５

１年

子ども 子ども

１年

４年

子ども

３年

子ども 子ども

子ども

音楽

４年

音楽

３年

※10　藤井雄介、末永雅子、多田愉可、白石実、上田啓二、髙橋千絵、和田玲子、山澤洋之、永井美由紀

２年：室内楽Ⅰ（末永雅子、多田愉可、白石実、上田啓二、髙橋千絵、藤井雄介、山澤洋之)

３年：室内楽Ⅲ（末永雅子,多田愉可、白石実、上田啓二、髙橋千絵、藤井雄介、山澤洋之）

４年：室内楽Ⅴ（末永雅子,多田愉可、白石実、上田啓二、髙橋千絵、藤井雄介、山澤洋之）

卒業研究Ⅱ（末永雅子,多田愉可、白石実、上田啓二、髙橋千絵、
　　　　　　　　和田玲子、桑田一也、藤井雄介、山澤洋之）

※１　植田敦三(0406)、髙西実（0308）、伊藤駿（5107）、大迫知佳子（5313）、丸山松彦（8403）、合原晶子（8405）、
達川奎三（0306）二階堂年惠（0410）、野々村憲（0409）、升尾好博（0405・0407）、八島美菜子（0302）、山崎晃（0304）、
山中翔（5106）、湯浅理枝（0303）、田中克人（8402）

３年

子ども 子ども

３年

音楽 音楽

５

音楽 音楽

２年

子ども

４年

子ども 子ども

４年

音楽 音楽

子ども

２年

音楽 音楽

４

１年

子ども 子ども

１年

４

音楽 音楽

２年

子ども 子ども

２年

音楽 音楽

４年

子ども 子ども

４年

音楽 音楽

子ども

２年

音楽 音楽

３年

子ども 子ども

３年

音楽 音楽

３

１年

子ども 子ども

１年

３

音楽 音楽

２年

子ども

音楽

２年

子ども 子ども

４年

子ども 子ども

４年

音楽 音楽

２年

音楽 音楽

子ども 子ども

音楽

３年

１年

３年

音楽

時限 年次 学科 月 火 水

１

１年

子ども

音楽

子ども

音楽

３年

４年

子ども

音楽

２年

子ども

音楽

２

１年

子ども

音楽

時限

子ども

１

木 金 学科 年次

２

音楽

１年

子ども

音楽

３年

子ども

４年

音楽

子ども

２年

音楽

子ども

　　　生徒・進路指導論（古川雅文）

※２　植田敦三(0406)、髙西実（0308）、伊藤駿（5107）、大迫知佳子（5313）、丸山松彦（8403）、合原晶子（8303）、
　　　　達川奎三（0306）、田中克人（8402）、二階堂年惠（0410）、野々村憲（0409）、升尾好博（0405・0407）、
　　　　八島美菜子（0302）、山崎晃（0304）、山中翔（5106）、湯浅理枝（0303）

※３　二階堂年惠、八島美菜子、湯浅理枝、山中翔、合原晶子

※４　二階堂年惠、髙西実、大迫知佳子、達川奎三、田中克人、山中翔

※５　湯浅理枝、伊藤駿、野々村憲、丸山松彦

※６　藤井雄介、末永雅子、多田愉可、白石実、上田啓二、髙橋千絵、和田玲子、山澤洋之、永井美由紀
　　　　（0501・0505・3404・3305・6301・1401・8103・2110・1301・1201）

※７　森元弘志、坂越正樹、八島美菜子、髙西実、藤井雄介、永井美由紀、和田玲子、二階堂年惠、
　　　　髙橋千絵、合原晶子、伊藤駿、田中克人、大迫知佳子、山中翔、末次絵里子、房野真也、棚崎由紀子

※８　二階堂年恵、高西実、植田敦三、山中翔

※９   大迫知佳子、多田愉可、片山敦子、小菅節子、酒川真知子、坂本美智恵、猪田桂子
　　　　瀧村利恵、棚田綾子、丸山千鶴、山本千恵子、柳田信策、好満あき子、米澤裕美子

　　　リトミック（馬杉知佐）

　　　病弱児の心理・生理・病理（河村暁・古井潤）



4月25日更新

科目名 教員名 学科・学年 希望日程 教室
集中講義回数

/授業回数
備考

知的障害児の心理・生理・病理 岡田信吾、広兼千代子 子ども学科２年

8月5日（土）　2～4時限　広兼先生　0401教室
8月6日（日）　2～4時限　広兼先生　0401教室
8月12日（土）　2～5時限　広兼先生　0401教室
8月19日（土）　1～5時限　岡田先生　8405教室

0401・8405 15/15

健康心理学総論 武田知也 子ども学科３年
8月22日（火）　1～5時限
8月23日（水）　1～5時限
8月24日（木）　1～5時限

7301 15/15

子ども救急支援法 佐々木尚美 子ども学科３年 15/15

病弱児の心理・生理・病理 河村暁・古井潤 子ども学科３年 16/16

聴覚障害教育総論 林田真志 子ども学科４年
6月11日（日）　1～5時限
6月25日（日）　1～5時限
7月  2日（日）　1～5時限

0401 15/15

教育原理 渡邊満 音楽学科１年 16/16

リトミック 馬杉知佐 音楽学科１年

4月22日（土）　1～2時限
5月27日（土）　1～2時限
6月10日（土）　1～4時限
6月24日（土）　1～2時限
7月 8日（土）　1～2時限
7月29日（土）　1～4時限

0501・8103 16/16

指揮法 縄裕次郎 音楽学科２年
4月29日(土)　1～5時限
5月6日(土)　1～5時限
5月7日(日)　1～5時限

0501 15/15

生徒・進路指導論 古川雅文 音楽学科３年
7月8日(土)　1～4時限
7月9日(日)　1～4時限 8405 8/16

教育相談 堀井順平、福田友美 音楽学科３年
9月11日（月）　1～5時限　堀井先生
9月12日（火）　1～5時限　堀井先生
9月13日（水）　1～5時限　福田先生

坂キャンパス 15/15 広島坂キャンパス

総合的な学習の時間の指導法 岡本義裕、中尾豊喜 音楽学科３年

8月24日（木）　1～4時限
8月25日（金）　1～4時限
8月28日（月）　1～4時限
8月29日（火）　1～4時限

坂キャンパス 16/16 広島坂キャンパス

作・編曲法Ⅱ 徳永崇 音楽学科４年 16/16

医療事務Ⅱ 廣兼孝信、横山裕子
コミュニティ生活
学科１年

8月17日（木）　2～4時限
8月21日（月）　2～4時限
8月24日（木）　2～4時限
8月28日（月）　2～4時限
8月31日（木）　2～4時限
9月4日（月）　2～4時限
9月7日（木）　2～4時限
9月11日（月）　2～4時限
9月13日（水）　2～4時限
9月15日（金）　2～4時限

6103 30/30

解剖生理学Ⅰ 平野文男 食物栄養学科１年

9月4日（月）　3～4時限
9月5日（火）　1～3時限
9月6日（水）　1～3時限
9月11日（月）　3～4時限
9月12日（火）　1～3時限
9月13日（水）　1～3時限

7301 16/16

文書デザイン基礎 廣兼孝信 保育学科１年

9月7日（木）　1～3時限
9月8日（金）　1～3時限
9月12日（火）　1～3時限
9月14日（木）　1～3時限
9月15日（金）　1～3時限

1201 15/15

ＳＤＧｓ 岡田正浩 短期大学1年

8月22日（火）　2～4時限
8月23日（水）　2～4時限
8月25日（金）　2～4時限
8月29日（火）　2～4時限
8月30日（水）　2～4時限

0305 15/15

令和5年度前期集中講義一覧

短大


