
令和5年5月1日版  2023（令和5）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 調理学 海切弘子 8101 社会心理学 廣兼孝信 6102 フードコーディネート論 向島佳織 8101

生活学Ⅰ 海切弘子・廣澤美花・佐々本恵万・井堰絵里佳 8101

基礎生物学 岡田正浩 7301 調理実習(初級)（GA)（注1） 村田美穂子 1110・7101 食品学実験（GA)（注1） 萱島隆之 3113 社会心理学 廣兼孝信 6102

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

器楽Ⅰ （※４） 社会福祉 西川勝利 6102 教職概論 富田雅子 6103 保育原理 金子忍 6309 教育原理 松元健治 6309

（
Web活用演習 井堰絵里佳 6202 ファッション文化論 髙橋佑子 8303 製パン実習 高野恭秀 2106

（
9:10 フードサービス論 入江崇文 6103 9:10

～ ～

10:40 栄養指導各論実習Ⅰ（GA)（注1） 井上小雪 7101・1301 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 栄養演習Ⅰ 江坂美佐子・石尾はつみ 0305・6202 10:40

） ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞの栄養学実習（GB)（注1） 江坂美佐子 3209・1301 ）
保育実習指導Ⅲ 西川勝利 6404 音楽表現領域指導法Ⅰ（GA) 辻勇介 5411 器楽Ⅲ（GA) （※４） 日本国憲法（GA) 柴田佳祐 6404 健康領域指導法（GA) 矢野下美智子 6103・2303

器楽Ⅲ （※４） 教育実習（GB) 富田雅子 6210 保育実習指導Ⅰ（GB) 金子忍 8303 造形表現領域指導法Ⅰ（GB) 清見嘉文 6403・6405 保育の計画と評価（GB) 高田憲治 7301

ファッションデザイン論 戸谷多加 1306 色彩学 髙橋佑子 8101 社会心理学 廣兼孝信 6102 日本語と現代社会 久保浩志 0301

インテリア論 井堰絵里佳 6202 メイクテクノロジー 札場由麻 6103 生活学Ⅰ 海切弘子・廣澤美花・佐々本恵万・井堰絵里佳 8101

食品学Ⅰ 萱島隆之 7301 給食計画・実務論 石尾はつみ 7301 調理実習(初級)（GA)（注1） 村田美穂子 1110・7101 食品学実験（GA)（注1） 萱島隆之 3113 調理学 村田美穂子 6309

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

子どもの食と栄養Ⅰ 三川明美 6103 器楽Ⅰ （※４） 幼児と音楽表現（GA) 辻勇介 5411 子ども家庭福祉 西川勝利 6309 社会心理学 廣兼孝信 6102

幼児と造形表現Ⅰ（GB) 清見嘉文 6403 器楽Ⅰ（GB) （※４）

（
ライフステージの食事 向島佳織 2106・1201 ブライダルプランニング 廣澤美花 6210・2303 コミュニティ論 相田美穂 6309 フードスタイリング演習 佐々木晴美 8101・2106 生徒指導論 山田重則 1204

（
10:50 メイクアップ演習Ⅱ 札場由麻 2110 ファッションクリエイトⅠ 今井裕子 1303・1306 ネイリスト演習 藤法恵子 1306 就職対策講座Ⅱ 河内理 6210 10:50

～ ビジネス英語 川端真規子 8101 生活経営 田谷真由美 0305 洋菓子実習 高野恭秀 2106 ～

12:20 栄養指導各論実習Ⅰ（GA)（注1） 井上小雪 7101・1301 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 生化学 太田義雄 7301 12:20

） ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞの栄養学実習（GB)（注1） 江坂美佐子 3209・1301 ）
保育実習指導Ⅰ（GA) 金子忍 6309 言葉領域指導法（GA) 福﨑紀章 6102 教育実習（GA) 富田雅子 6210 環境領域指導法（GA) 柞磨昭孝 6103・5206 保育の計画と評価（GA) 高田憲治 7301

乳児保育Ⅱ（GB) 小田ひとみ 8303 英語Ⅰ（GB) リジェエル・リー 6404 子ども家庭支援論（GB) 末次絵里子 6103 日本国憲法（GB) 柴田佳祐 6404 幼児と健康Ⅱ（GB) 矢野下美智子 9102・9202

情報リテラシー 古川博仁 6202 色彩学 髙橋佑子 8101 セミナーⅠ （※１） リアルな数学 古川博仁 0301 スポーツ（トレーニング） 鄭勳九 9202

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 ブライダル総論 廣澤美花 6102・6210

ワープロ検定講座Ⅰ 廣兼孝信 1201

栄養指導総論 江坂美佐子 6102 基礎栄養学 山内有信 7301 セミナーⅠ （※２） リアルな数学 古川博仁 0301 基礎化学 河塚 寛 7301

保育の心理学 末次絵里子 6103 教育実習 富田雅子 6309 セミナーⅠ （※３） リアルな数学 古川博仁 0301 幼児と造形表現Ⅰ（GA) 金子忍 6403

器楽Ⅰ （※４） 器楽Ⅰ （※４）

（
日本文化入門 道本久枝 8101・8201 ひろしま学 山内雅弥 0301 カフェプランニング 海切弘子・向島佳織

8101・2106・
6202

中国語入門 宇田怡然 0305
（

13:05 メイクアップ演習Ⅲ 札場由麻 2110 パソコン活用演習 井堰絵里佳 6202 製パン実習 高野恭秀 2106 13:05

～ 陶芸 藤川稔 4103 ～

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・1201 公衆衛生学 谷口誠 0301 臨床栄養学総論 坂田良子 7301 14:35

） 栄養指導各論実習Ⅰ（GB)（注1） 井上小雪 7101・1301 調理実習(上級)（GB)（注1） 加藤集子 1110・7101 ）
乳児保育Ⅱ（GA) 小田ひとみ 8303 英語Ⅰ（GA) リジェエル・リー 6404 器楽Ⅲ （※４） 器楽Ⅲ（GA) （※４） 障害児保育（GA) 室積幸生 6309

言葉領域指導法（GB) 福﨑紀章 6309 環境領域指導法（GB) 柞磨昭孝 5206・6102 健康領域指導法（GB) 矢野下美智子 6103・2303 保育実践演習（GB) 高田憲治 6210

情報リテラシー 古川博仁 6202 アパレル商品知識 佐々本恵万 6103 被服学 佐々本恵万 1303・1306

教育方法論（ICTを含む） 海切弘子 6404・6210 スポーツ（トレーニング） 鄭勳九 9202

給食計画・実務論演習 石尾はつみ
6102・3109・
7201

情報リテラシー（GA) 菅原通雅 6202 スポーツ（トレーニング） 鄭勳九 9202 医薬品総論 磨 清香 0305

教育の方法・課程 佐々木尚美 6103 体育理論・体育実技 新本惣一朗 9202・0305 器楽Ⅰ （※４） 器楽Ⅰ（GA) （※４）

情報リテラシー（GB) 菅原通雅 6202

（
パーソナルカラー演習 髙橋佑子 8101 食文化論 向島佳織

8101・1201・
1301

卒業研究 （※１） 洋菓子実習 高野恭秀 2106
（

14:45 保育学 今井裕子 6401 ボランティアⅡ 廣兼孝信 1201 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 卒業研究 （※２） 16:15

） 栄養指導各論実習Ⅰ（GB)（注1） 井上小雪 7101・1301 調理実習(上級)（GB)（注1） 加藤集子 1110・7101 ）
幼児と健康Ⅱ（GA) 矢野下美智子 9102・9202 社会的養護Ⅱ（GA) 福岡律子 6309 卒業研究 （※５） 保育実践演習（GA) 高田憲治 6210

音楽表現領域指導法Ⅰ（GB) 辻勇介 5411 幼児と人間関係（GB) 西川勝利 6401 障害児保育（GB) 室積幸生 6309

医療事務Ⅰ 廣兼孝信・横山裕子 6103 教職概論 富田雅子 6210 ミュージックアンサンブル（ベーシック） 折田吉弘 2303 被服製作実習Ⅰ 佐々本恵万 1306

教育方法論 村田美穂子 6210 教職概論 富田雅子 6210 ミュージックアンサンブル（ベーシック） 折田吉弘 2303 情報リテラシー（GB) 菅原通雅 6202

幼児と言葉 福﨑紀章 6309 情報リテラシー（GA) 菅原通雅 6202 ミュージックアンサンブル(ベーシック) 折田吉弘 2303 器楽Ⅰ （※４）

幼児と音楽表現（GB) 辻勇介 5411 器楽Ⅰ （※４）

（
食物学 福田明子 8101 教育実習 佐々本恵万 1303・1301 特別支援教育 三村千秋 1204

（
16:25 16:25

～ ～

17:55 フードスペシャリスト論 萱島隆之 7301 17:55

） ）
幼児と人間関係(GA) 西川勝利 6404 子ども家庭支援論（GA) 末次絵里子 6103 学年活動 矢野下美智子 6309 造形表現領域指導法Ⅰ（GA) 清見嘉文 6403・6405

器楽Ⅲ （※４） 社会的養護Ⅱ（GB) 福岡律子 6309 器楽Ⅲ （※４）

【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】 【実習】

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

食物・・・食物栄養学科 １年：医療事務Ⅱ（廣兼孝信・横山裕子） ２年：給食実務校外実習（江坂美佐子・石尾はつみ） ２年：保育実習Ⅰ（金子忍・西川勝利）

保育・・・保育学科 １年：ＳＤＧｓ（岡田正浩） 　　　老人ホーム実習（江坂美佐子）

＜食物栄養学科＞ 　　　病院実習（石尾はつみ）

１年：ＳＤＧｓ（岡田正浩）

注1：135分の授業です １年：解剖生理学Ⅰ（平野文男）

   ＜保育学科＞

１年：文書デザイン基礎（廣兼孝信）

１年：ＳＤＧｓ（岡田正浩）

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

※１　髙橋佑子（1306）、海切弘子（1301・2110）、廣兼孝信（1201）、向島佳織（8101・2106）、廣澤美花（6210）、井堰絵里佳（6202）、佐々本恵万（1303）

※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）

※３　清見嘉文（6403）、矢野下美智子（9102・9202・6309）、末次絵里子（6401）、金子忍（6306）、西川勝利（6404）、富田雅子（0409）、柞磨昭孝（5206）、 勇介（5411）

※４　 勇介、住村順子、古本美和、米澤裕美子、梅田なつみ、原真理子、佐藤有紗

２年

コミ コミ

２年食物 食物

保育 保育

１年食物 食物

１年 ３

保育

コミ

４ １年

コミ

４食物 １年食物

保育 保育

２年

食物

保育

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

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

火 木水 金 学科／
専攻科

※5　清見嘉文（6403・6405）、矢野下美智子（9102・6404）、末次絵里子（0409）、金子忍（6306）、西川勝利（6309）、富田雅子（6401）、柞磨昭孝（5206）、 勇介（5411）

食物

食物

コミ

食物 食物

保育 保育

コミ

コミ

　　　保育実習Ⅲ（西川勝利）



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


