
2022/2/28現在

1
表計算の実践講座基礎

315　本井
生活支援技術Ⅲ　120　重松（B）

2 生活支援技術Ⅲ　120　重松（B）

3 生活支援技術Ⅰ　209　角

4
コンピュータ演習Ⅰ

315　庄野
生活支援技術Ⅰ　209　角

5

1

2
ビジネス実務Ⅰ

311　星
実用英会話Ⅰ
301　三角(志）

介護過程Ⅱ　209　角

3
表計算の実践講座基礎

315　本井
ビジネス実務Ⅰ

311　星
介護総合演習　209　緒方・角

4 介護過程Ⅰ　209　松尾

2 発達と老化の理解　209　角

3 キャリア形成ゼミⅢ　209　角･大川

4 キャリア形成プログラム（PCF)209　角･大川

2 認知症の理解　209　萬竹

3 介護の基本Ⅰ　209　萬竹

4 介護の基本Ⅰ　209　萬竹

5

2
実用韓国語Ⅰ

301　金
生活支援技術Ⅱ（セラ）　209　甲斐

3 こころとからだのしくみ　209　緒方

4 障害の理解　209　大川

時間

造形　221　楢﨑

実習指導Ⅰ　401・501　朝木・古林・舩原

カレッジアワー　401・501・クラスHRほか

現代と女性　401　渡部（忠）　／　いきものと環境　501　木下

子どもの保健　401　緒方

英語コミュニケーション　223　虎本

子どもと健康  体・310　三好

社会福祉　223　大川

保育基礎ゼミⅡ　401・501・315　元田・四童子・井手

乳児保育Ⅰ　301　古林

造形　221　楢﨑

保育内容総論　222　朝木

健康・スポーツ科学演習Ⅰ
体・301　永山

健康・スポーツ科学演習Ⅰ
体・222　永山

幼児教育方法論　222　舩原

幼児教育方法論　301　舩原

1

金

木

水

火

英語コミュニケーション　301　虎本

1

1

ホスピタリティ総論　 ホール　西澤

英語コミュニケーション　223　虎本

ウェルネス･デザイン　223　山中

コンピュータ演習
315　元田

コンピュータ演習
315　元田

障害児保育　501　志方

発達心理学　401 新田

ビジネス文書処理　ホール　庄野

子どもと表現
117  宮本(幸)･四童子・井手

乳児保育Ⅰ　222　古林

子どもと表現
117  宮本(幸）・四童子・井手

障害児保育　401　志方

前半（１～４組） 後半（５～９組）

音楽Ⅰ
117・127･216･217・302　※

１限目：９：００～１０：３０　　２限目：１０：４０～１２：１０　（昼休み）　３限目：１３：１０～１４：４０　　４限目：１４：５０～１６：２０　　５限目：１６：３０～１８：００

※宮本（幸）・四童子・半田・今村・井上・遠江

給食管理運営論　223  阪田

保育原理　501　朝木

集中：保育基礎ゼミⅠ　元田･朝木・志方・四童子・井手

栄養指導論Ⅰ　223　阪田

保育原理　401　朝木

子どもと言葉　401　井手 発達心理学　501 新田

基礎栄養学　　223　古田

データからみる現代社会　　ホール　先川

くらしの情報と調査　 ホール　庄野

ビジネス概論　ホール　藤

実用英会話Ⅰ
301　三角(志）

コンピュータ演習Ⅰ
315　庄野

栄養学実習
120　水谷（地村）

教育原理　223　舩原（8回）

基礎調理学実習
101　村瀬(坂本）

音楽Ⅰ
117・127・216・217・302　※

令　和　4　年　度　（前期）　1　年　生　時　間　割

生活総合ビジネス専攻

A B

幼児保育学科

月

専攻科

コンピュータ演習　314　中村

社会の理解　209　大川

生活支援技術Ⅱ（手話）　209
谷口(有浦）(福岡市ろうあ協会)

教職論　223　虎本(8回）

コミュニケーション技術Ⅰ　209　角

ビジネス基礎ゼミⅠ・カレッジアワ－
　　ホールほか　金・藤

ベンチャービジネスの理解　ホール　村山

インターンシップⅠ　ホール 315　金 ･藤・角(1回）

介護過程Ⅱ　209　角

医療秘書実務　ホール　　川上

ことばとコミュニケーション　ホール　安部

日本国憲法　223　鎌田

栄養指導実習Ⅰ
223･314*　水谷（坂本）

実用韓国語Ⅰ
501　金

調理学　223　武部

食物栄養基礎ゼミⅠ　223ほか　水谷

食物栄養専攻

子どもと言葉　501　井手

子どもと健康  体・310　三好

子どもの保健　501　緒方

社会福祉　301　大川

応用栄養学　223　武部

保育内容総論　301　朝木 基礎の化学　223　山下

(栄養士のための化学入門　223　長藤　 ）

食品学　223　古田

精華女子短期大学



1

2

3

4 簿記入門Ⅰ　401　藤

1 公衆栄養学　303　阪田 社会福祉論　304　大川

2 食品の機能　303　古田 公衆栄養学　304　阪田

3 社会福祉論　303　大川 食品の機能　304　古田 観光中国語　224　田村
健康･スポーツ科学演習

体・301 　中原

4
健康･スポーツ科学演習

体・301 　中原

1 生化学　303　山下 解剖生理学　304　葉

2 解剖生理学　303　葉 生化学　304　山下

3

4

1

2

3

4 簿記入門Ⅰ　310　藤

5

2
コンピュータプログラミングⅠ

314　　本井
社会調査入門　315　庄野

3

時間  1限目：9:00～10:30　　2限目：10:40～12:10　（昼休み）　3限目：13:10～14:40　　4限目：14:50～16:20　　5限目：16:30～18:00

医療事務の実践講座Ⅰ　311　川上

子どもの理解と援助
 223　古林

「子どもと健康」指導法
体・310　三好

造形表現　221　川村

子どもの食と栄養Ⅰ
316　元田

子どもの健康と安全
318（304）緒方

障害児保育　222　志方

「子どもと健康」指導法
体・310　三好

子どもの健康と安全
318(304)　緒方

サービスの心理学　311　藤

健康科学実習
ｃ群　体・304　三好

乳児保育Ⅱ　222　大瀧

秘書実務　303 星

ブライダル概論　311　本澤

 生活総合ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠ
224　206　310　316　314*　315　庄野・金・本井・藤

こども音楽療育概論　117　aｂ群　遠江

対人コミュニケーション
ａ群　316　新田

保育所実習Ⅱ：三好･新田　　施設実習Ⅰ：宮本(幸）・志方・新田　施設実習Ⅱ：宮本（幸） 生徒指導・教育相談　久保(８回)集中講義

プレゼンテーション演習Ⅱ　117・217　坂本

栄養指導演習　303　武部（B）

コンピュータプログラミングⅠ
314　　本井

木

子どもの食と栄養Ⅰ
222　元田

子どもの食と栄養Ⅰ
311　元田

子どもの理解と援助
316　古林

社会調査入門　315　庄野

道徳・総合的な学習の時間及び特別活動　松下(８回)集中講義

子どもの動きとリズム
117･127･216･217・501　※

フードスペシャリスト論　303　古田

保育・教職実践演習(幼稚園）：元田、朝木、三好、宮本(幸）、古林、志方、舩原、四童子、井手、新田

子どもの健康と安全
318(304)　緒方

食物栄養セミナー101　105　110　120　212　224　310　314うたと簡易伴奏　ｂ群
117・127・216・217　四童子

薬剤一般　311　杉山・落合・後藤･前原

c群

教育課程論 　301　舩原

（こども音楽療育実習　117　宮本（幸）/自然体験実習Ⅰ　117　土居･西尾・村江　）

子どもと造形
ｂ群　221　楢﨑

障害児保育指導技術
a群　311　髙倉

キャリアデザインⅠ　311ほか　武部・阪田

子ども家庭支援論　　311　朝木

子ども家庭支援論　　311　　朝木

乳児保育Ⅱ　222　大瀧

カレッジアワー　401・501・クラスHRほか

栄養教育実習：阪田（B）　　給食管理実習Ⅲ：武部（坂本）

食物栄養セミナー：山下・古田･武部･阪田・水谷･村瀬(地村・坂本・B）

食品衛生学実験
212　山下（地村）

応用調理学実習Ⅱ
101・302　村瀬（坂本）

食品衛生学実験
212　山下（地村）

障害児保育　311　志方

令　和　4　年　度　（前期）　2　年　生　時　間　割

保育者論　311　奥村

生活総合ビジネス専攻

保育者論　　301　奥村

前半（ａ群、ｂ群〇番まで）
a群

BA

女性と歴史　303　渡部（忠）

幼児保育学科

後半（ｂ群〇番から、ｃ群）

火

水

b群

子どもの動きとリズム
117･127･216・217・501　※

保育・教職実践演習（幼稚園）
117　126　206  216　222　224　302　310　314*　315　318　320 体

実習指導Ⅳ　元田・志方・新田　/　実習指導Ⅴ　宮本(幸)　401・501　　角（2回）

月

金

※宮本（幸）・四童子・能塚・大河　こども音楽療育実習(ab群)宮本(幸)

乳児保育Ⅱ　222　大瀧

｢子どもと健康｣指導法
体・310　三好

障害児保育　316　志方

子どもの理解と援助
223　古林

造形表現　221　川村

4

1

九州の経済論　　401　　金

造形表現　221　川村

学校栄養教育論　303　阪田

旅行業務の実践講座　311　垣原

カレッジアワー
キャリア形成ゼミⅠ　301ほか　庄野・本井

応用調理学実習Ⅱ
101・302　村瀬（坂本)

医療事務の実践講座Ⅱ　311　川上

フィールドワークⅠ　311　金

教育課程論 　311　舩原

レクリエーション概論　117　前田

情報科学入門　　401　　本井

食物栄養専攻

A B

フードビジネス　401　金（東）

プレゼンテーション演習Ⅲ　　401　　谷山

事務管理　　303　　蒲池

事前･事後指導　　303　三角（美）

精華女子短期大学



2022/2/28現在

2 生活支援技術Ⅳ(家政)　209　河村

3 実用英会話Ⅱ　301　虎本
ビジネス実務Ⅱ

206　224　藤
生活支援技術Ⅰ　209　204　角

2 介護総合演習　209　緒方･角

3 介護の基本Ⅰ　209　村上

4 介護の基本Ⅰ　209　村上

1 介護の基本Ⅱ（生活の理解）　209　折居

2 こころとからだのしくみ　209　折居

3 キャリア形成ゼミⅢ　209　角・大川

4 キャリア形成プログラム（PCF)209　角･大川

2 介護過程Ⅱ　209　角

3 介護の基本Ⅱ（住コーデ・インファント）　209松尾　318水上

1
表計算の実践講座応用

314　本井
医療的ケア　209　緒方

2 実用韓国語Ⅱ　301　金
コンピュータ演習Ⅱ

315　庄野
医療的ケア　209　緒方

3
表計算の実践講座応用

314　本井
実用韓国語Ⅱ　301　金 生活支援技術Ⅳ（福祉レク）　209　原田

給食管理実習Ⅱ：阪田（坂本） 食文化論演習：水谷

時間

健康・スポーツ科学演習Ⅱ
体・401　三好

教育原理　401　舩原

「子どもと表現」指導法
117　宮本(幸)・四童子

医学一般　 ホール　　杉山・落合・後藤・前原

マーケティング　ホール　藤

子ども家庭支援の心理学
301　新田

児童文化論　401　大谷

教育心理学　401　新田

子どもと環境　301　古林

音楽Ⅱ　※
117・127・216・217・223

子どもと人間関係
501　朝木

英語コミュニケーション
301　虎本

教育原理　501　舩原

健康・スポーツ科学演習Ⅱ
体・501　三好

金

木

医療事務演習　ホール　川上

4

｢子どもと表現｣指導法
117　宮本(幸)・四童子

介護過程Ⅱ　209　角1 実習指導Ⅲ　401・501　宮本(幸)・志方・新田・角(2回）

水

社会的養護Ⅰ　311　大川

前半（１～４組）

音楽Ⅱ　※
117・127・216・217・302

火

5

子どもと環境
223　古林

月

子ども家庭支援の心理学
311　　新田

疾病の成り立ち　223　葉

カラーコーディネート論　ホール　広渡
給食管理実習Ⅰ

 104　105　阪田（B）

｢子どもと言葉｣指導法
316　井手

子ども家庭福祉　316　永野

実用英会話Ⅱ　301　虎本

A

令　和　4　年　度　（後期）　1　年　生　時　間　割

幼児保育学科 生活総合ビジネス専攻

後半（５～９組） B

コミュニケーション技術Ⅱ　209　井邑

｢子どもと言葉｣指導法
311　井手

秘書概論　223　田中(志）

1

ニュースからみる現代社会　ホール　先川

対人魅力の心理学　311　髙倉

※宮本（幸）・四童子・山田･半田・今村・遠江

医療管理学　ホール　佐藤(真）

観光概論　　ホール　　金

5

ビジネス基礎ゼミⅡ・カレッジアワ－　ホール　金・藤

造形表現　221　川村

造形表現　221　川村
英語コミュニケーション

301　虎本

5

保育所実習Ⅰ：朝木・古林・舩原　教育実習Ⅰ：三好・四童子・井手

教育心理学　501　新田

臨床栄養学実習
120　武部（B）

特別支援教育(8回）　/　教育心理学(8回）　志方　223

臨床栄養学　223 　齊藤

食物栄養基礎ゼミⅡ　 223ほか　　水谷

フードメーキング
110　古田（地村）

社会的養護Ⅰ　316　大川

１限目：９：００～１０：３０　　２限目：１０：４０～１２：１０　（昼休み）　３限目：１３：１０～１４：４０　　４限目：１４：５０～１６：２０　　５限目：１６：３０～１８：００

コンピュータ演習Ⅱ
315　庄野

食品衛生学　223　山下

幼児体育
体・501　三好

ホテルマネジメント論　ホール　金

栄養指導論Ⅱ　223　水谷

教育方法論　(8回）　/　教育課程論　(8回） 　舩原　223
4

幼児体育
体･401　三好

食物栄養専攻

1

子ども家庭福祉　311　永野
食品学実験

212　古田（地村）

4

応用調理学実習Ⅰ
101　村瀬(坂本）

英語コミュニケーション　223　虎本

ウェルネス・スポーツ　体　223　松原

栄養指導実習Ⅱ
223・314　阪田（坂本）

専攻科

インターンシップⅡ　ホール・ 314　金・藤

アンケートとインタビュー　ホール・315・314　井邑

ビジネス実務Ⅱ
206　224　藤

認知症の理解　209　大川

子どもと人間関係
401　朝木

保育原論　209　朝木

実習指導Ⅱ　401・501　三好・四童子・井手

カレッジアワー　401・501・クラスHRほか

生活支援技術Ⅰ　209　204　角

精華女子短期大学



1 公衆衛生学　303　藤和 運動生理学　304　松原

2 運動生理学　303　松原 公衆衛生学　304　藤和

3

4 健康科学　304　水谷

1 健康科学　303　水谷

2

3

4

2

3

4

2

3

4

1

2

3

4

時間

観光ビジネス演習　311　垣原

プレゼンテーション演習Ⅳ　311　谷山

コンピュータプログラミングⅡ　314　本井

キャリア形成演習　401・501　元田・朝木・舩原・新田

食物栄養セミナー　101・105・110・212・120・224･304・314・315･310

｢子どもと人間関係｣指導法
222　井手

子どもの食と栄養Ⅱ
222　元田

社会的養護Ⅱ
311　大川

子育て支援
316　志方

保育と環境教育
c群　223　村江

子育て支援
311　志方

簿記入門Ⅱ  311　藤

インテリアの演出　　311　　秋田

フィールドワークⅡ　311　庄野

キャリア形成ゼミⅡ 　301ほか　庄野・本井
カレッジアワー

「子どもと環境」指導法
222古林

子どもの食と栄養Ⅱ
310　元田

プレゼンテーション演習　303　谷山

カレッジアワー　401・501・クラスHRほか

子どものあそび文化
ｂ群　117　川嵜

教育原理　　401　舩原

生活総合ビジネス専攻

ことばとコミュニケーション　303　星

a群 b群 c群

乳児保育指導技術
a群　401　日野

日本国憲法　501　渡部（忠）

A

秘書実務　303　星

保育実践と評価・記録　401　井手

火

人間関係論　401　井邑

金

水

月

幼児保育学科

フードコーディネート論  303　水谷

子育て支援
222　志方

応用調理学実習Ⅲ
120　武部（B）

Webデザイン演習　315　庄野

介護食演習　303　武部

社会的養護Ⅱ
222　大川

子どもと文学
b群　222　大谷

B
後半（ｂ群〇番から、ｃ群）

｢子どもと環境｣指導法
301　古林

子どもの食と栄養Ⅱ
301　元田

１限目：９：００～１０：３０　　２限目：１０：４０～１２：１０　（昼休み）　３限目：１３：１０～１４：４０　　４限目：１４：５０～１６：２０　　５限目：１６：３０～１８：００

保育・教職実践演習(幼稚園）：元田、朝木、三好、宮本(幸）、古林、志方、舩原、四童子、井手、新田 食物栄養セミナー：村瀬・山下・古田･武部･阪田･水谷（地村・坂本・B）

教育実習Ⅱ：元田・新田 食文化論演習：武部　ワールドクッキング：水谷（B)

社会心理学　223　井邑

木

1
生理生化学実験
212　山下（地村）

キャリアデザインⅡ　311ほか　 武部・阪田

1
「子どもと人間関係」指導法

223　井手
生理生化学実験
212　山下（地村）｢子どもと環境｣指導法

223　古林

安全保育実習
ｃ群　316　緒方

アンサンブル　　117・127･216・217･体　　　宮本(幸）・鈴木・遠江

社会福祉入門　401　能登谷

日本国憲法　401　渡部（忠） 教育原理　　501　　舩原

乳幼児心理学
a群　311　新田

生活総合ゼミナールⅡ
224　206　310　316　314　315　庄野･金・本井・藤

データベースの実践講座　315　本井

A

食品の流通と経済 　303　古田

こども音楽療育演習　117　ab群　宮本（幸）

レクリエーション実技　117　原田

｢子どもと人間関係｣指導法
301　井手

前半（ａ群、ｂ群〇番まで）

基礎看護学　223・204　田淵

社会的養護Ⅱ
316　大川

教職実践演習(栄養教諭）　303　阪田

応用調理学実習Ⅲ
120　武部（B）

令　和　4　年　度　（後期）　2　年　生　時　間　割

自然体験実習Ⅱ　301　江副・大久保（大）

ファッション統計学　311・315　本井

保育・教職実践演習(幼稚園）
117・126・206・216・222・224・302・310・314・315・318・320・体

食品の鑑別　303　古田

B

食物栄養専攻

精華女子短期大学


