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１　年 ２　年 １　年 ２　年 １　年 ２　年 １　年 ２　年 １　年 ２　年 １　年 ２　年

9:00

１ 総合演習Ⅰ

9:45 子どもの体育Ⅲ 栄養情報処理　2組 保育教員 生化学 食品鑑別論 人の心の理解 特別支援教育・保育概論 人の心の理解 パソコン演習Ⅱ

弘中(第二体育館) 門間( コ演1 ) （B201・B302・32演 長坂（B101） 飯田(B102) 中山浩（B302) 岡本（B303) 中山浩（B302) 門間（ｺ演1）

２ 多目的・音・造）

10:30

10:40 子どもの音楽Ⅰ 1組

３ 久光・阿部・佐々木・神出・玉木 子どもとことば 障害者福祉

（B303・多目的・音） レクリエーション演習Ⅰ 給食管理学 栄養指導実習Ⅰ 栗山（B303） 近藤（B302) 栄養指導論Ⅰ 公衆衛生学 子ども理解の理論と方法 乳児保育演習 基礎調理学実習1組 生化学実験

子どもの造形Ⅰ 2組 弘中(第二体育館) 幸（B101） 山下･有福 生活 情報機器の操作 山下（B101） 城野（B102） 廿（B302） 泙・山根（B303） 髙木･有福（調・B101･食堂） 石丸・ 飯田（化）

４ 原井（造） （B102・調理実習室・食堂) 河村(B201) ※再履修者　門間（ｺ演1）

12:10

13:00

５ 子どもの造形Ⅰ 1組 保育指導法（環境） 保育指導法（表現Ⅱ）

原井（造） 社会的養護Ⅱ 生活化学 1組 重村（B302） 製菓演習Ⅰ 臨床栄養学実習 社会福祉 原井（B301）

子どもの音楽Ⅰ 2組 杉（B302） 石丸・飯田(B101・化） 情報機器の操作　2組 ＊後半クラス開講 角田･有福（調） 田辺・髙木（調・B102･食堂） 近藤（B302） ＊後半クラス開講

６ 久光・阿部・佐々木・神出・玉木 ＊実験の場合のみ 門間（ｺ演1） B303使用 B303使用

14:30 （B303・多目的・音） 栄養学総論

14:40 田辺（B101）

７ 情報機器の操作　1組 総合演習Ⅲ 子どもの音楽Ⅲ

社会的養護Ⅰ 子どもの食と栄養 栄養情報処理　1組 食品衛生学 門間（ｺ演1） 保育教員 2コマ続きの回がある 久光（音） フードコーディネート論

田中(B302） 田辺・幸（B303･調･食堂） 門間（ｺ演1） 石丸（B102） （B302・32演・多目的・ 子どもの造形Ⅲ 幸(B102)

８ 実習は2コマ続き 音・造） ※製菓実習と調理実習室 原井（造）

16:10 使用の調整が必要 子どもの体育Ⅰ 基礎調理学実習 2組

16:20 弘中・富田（第二体育館） 髙木･有福（調・B101･食堂）

９ 16：50～18：20 16：50～18：20

教育原理 健康スポーツⅠ 子育て支援演習Ⅰ 健康スポーツⅠ

伊藤（B302） 和田（第二体育館） 伊藤（B302） 和田（第二体育館）

10

17:50

１　年 ２　年 １　年 ２　年 １　年 ２　年 １　年 ２　年 　　　※　 次の科目は集中講義の欄で履修登録してください

9:00 　　　　　　・教養教育科目

１ 　　　　　　　　　○体育講義　　　

オーラル英語 児童館・放課後児童クラブ 食品学総論 実践臨床栄養学 大学入門 施設実習指導Ⅰ 大学入門 食物栄養ゼミ 　　　　　　・専門教育科目（保育学科１年）

針間(B302） の活動内容と指導法 石丸(B101) 田辺（B102） 教務委員（大講義室） 弘中・原井（B303） 石丸・門間（大講義室） 栄養教員 　　　　　　　　　○子どもとあそび

２ 弘中・尾崎（B303・多目的） 　　　　　　　　　○教育実習　　　○保育所実習Ⅰ　　　○保育所実習指導Ⅰ

10:30 　　　　　　　　　○レクリエーション実習

10:40 　　　　　　・専門教育科目（保育学科２年）

３ 生命の科学 生命の科学 　　　　　　　　　○教育実習　　　　　　　○レクリエーション実習

保育内容総論 子ども家庭支援の心理学 スタンダード英語 調理学実習Ⅱ 星野（B101） 教育実習指導 星野（B101） 給食実務実習 　　　　　　　　　○保育所実習Ⅰ　　　　○保育所実習Ⅱ

重村（B302） 廿（B303） 竹山(B101) 山下・有福（調・食堂） ボランティア論 保育教員（B303） ボランティア論 幸･髙木 　　　　　　　　　○保育所実習指導Ⅰ　○保育所実習指導Ⅱ 　　〇施設実習指導Ⅱ

４ 伊藤（B302） 伊藤（B302） （B102・給･食堂・ｺ演1） 　　　　　　　　　○施設実習Ⅰ　　　　　 ○施設実習Ⅱ

12:10 　　　　　　・専門教育科目（食物栄養学科２年）

13:00 　　　　　　　　　○給食管理学校外実習

５

子どもの保健 生活化学　2組　 教育実習指導 子ども家庭支援論 日本語表現法　　

谷川（B302） 石丸・飯田（B101・化） 保育教員（B302） 近藤（B303） 河村（B101） 　　　　　　

６

14:30

14:40

７

保育原理 運動生理学　 食生活と健康 教育の方法と技術 調理学 病理学

德永（B302） 塩田(B102) 末吉（B302） 伊藤（B303） 山下（B101） 横田(B102)

８ ＊数回コ演１

16:10 クラス開講希望

16:20

９

日本語表現法 子ども家庭福祉 編入対策英語

河村（B302) 坂井（B302） 内海（B101）

10

17:50

保育学科 食物栄養学科

時限

学科 保育学科 食物栄養学科 保育学科 食物栄養学科

2022年度 前期時間割　短期大学部
曜日 月曜日 火曜日 水曜日

13:45

４ 15:25

２ 11:25

食物栄養学科 保育学科 食物栄養学科保育学科

曜日 木曜日 金曜日

１

４ 15:25

５ 17:05

9:45

11:25

３ 13:45

1

２

５ 17:05

時限

学科

３


