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Ａ 保育内容「表現」の指導法a[A組] 内田 桔梗ﾎｰﾙ 保育のピアノ演習Ⅰ[A組] 126 保育内容総論[A組] 柳 312 自然と生活[基礎] 飯島 301 子どもと健康[A組] 松本尚 311

Ｂ 保育のピアノ演習Ⅰ[B組] 126 現代の教育[基礎] 堤 222

Ｃ 社会福祉[C組] 大屋 311 子どもと環境[C組] 金子 301 国際文化論(異文化理解)[基礎] 櫻田 214

Ｄ 社会福祉[D組] 大屋 311 特別支援教育[D組] 倉林 312 子どもと環境[D組] 金子 301 子どもと健康[D組] 松本尚 311

A 教職論(幼)[A組] 大佐古 311 法学(日本国憲法を含む)[基礎] 熊川 125

B 子どもの保健[B組] 奈良誠 125 保育のピアノ演習Ⅱ[B組] 126

C 子どもの保健[C組] 奈良誠 125 保育と発達の心理学Ⅱ[C組] 諸星 225 幼稚園教育実習指導[C組] 坂口 222 キャリアデザインⅢ 担当教員 125/311 図画技術 井上 122

D 教職論(幼)[D組] 大佐古 312 幼稚園教育実習指導[D組 坂口 227

E 子どもの保健[E組] 奈良誠 125 教職論(幼)[E組] 大佐古 311

国内観光地理 齋藤 211 キャリアプランニングⅠ[必修][1年] 堤 301 職場のメンタルヘルス 泉水 遠隔 自然と生活[基礎] 飯島 301 臨床心理学 笛木 301

情報基礎[基礎] 大島 220 現代の教育[基礎] 堤 222 国内旅行実務 齋藤 211

国際文化論(異文化理解)[基礎] 櫻田 214 法学(日本国憲法を含む)[基礎] 熊川 125

ホテル概論 三浦 112 スポーツ医学 高橋克 ス実験室

English Conversation[選必] スーター 214

Ａ 保育内容「表現」の指導法b[A組] 井上 122 乳児保育Ⅰ[A組] 小屋 311 ホスピタリティ論[基礎] 井口 301 (後半)子どもと表現Ⅲ[A組] 松本尚 200/体育館

Ｂ 障害児保育[B組] 栗山 225 乳児保育Ⅰ[B組] 小屋 311 保育内容総論[B組] 柳 312 心理学[基礎] 九島 125 (前半)子どもと表現Ⅲ[B組] 松本尚 200/体育館

Ｃ 保育のピアノ演習Ⅰ[C組] 126 特別支援教育[C組] 倉林 225 保育原理[C組] 坂口 311 統計学[基礎] 大島 302 保育と発達の心理学Ⅰ[C組] 小池 311

Ｄ 保育内容「表現」の指導法a[D組] 内田 桔梗ﾎｰﾙ 保育のピアノ演習Ⅰ[D組] 126 保育原理[D組] 坂口 311 保育と発達の心理学Ⅰ[D組] 小池 311

A 子どもの保健[A組] 奈良誠 301 表現領域演習Ⅳ 山口 225 専門ゼミⅠ 法学(日本国憲法を含む)[基礎] 熊川 125

B 子ども家庭支援の心理学[B組] 諸星 125 図画技術 井上 122

C 子ども家庭支援の心理学[C組] 諸星 125 保育実習指導Ⅰ(施設)[C組] 栗山 227

D 子どもの保健[D組] 奈良誠 301 保育と発達の心理学Ⅱ[D組] 諸星 222 保育のピアノ演習Ⅱ[D組] 126

E 子ども家庭支援の心理学[E組] 諸星 125 幼稚園教育実習指導[E組] 坂口 227

観光学特講 齋藤 211 コンディショニング特講 福田 200 医学一般 石川 110 ホスピタリティ論[基礎] 井口 301 観光関連法規 齋藤 211

生涯スポーツ[選必] 氏家 体育館 心理学研究法 小池 214 Writing Skills 梅山 214 心理学[基礎] 九島 125 カウンセリング 田口 301

トレーニング論 松本隆 ス実験室 eスポーツ概論 大島 213 ファッションビューティ 阿部 212 ブライダル概論 櫻田 112 法学(日本国憲法を含む)[基礎] 熊川 125

プログラミング演習Ⅱ[2年] 大島 220 おもてなし英会話 櫻田 110 プレゼンテーション演習 周東 220 統計学[基礎] 大島 302 比較民俗学[2年] 三浦 302

コーチング学 植木 301

Ａ 障害児保育[A組] 栗山 225 情報基礎[基礎][A組] 周東 220 キャリアデザインⅠ A吉野/佐藤 保育と発達の心理学Ⅰ[A組] 小池 125

Ｂ 社会人のマナー演習[B組] 木元 110 B小屋/倉林 保育と発達の心理学Ⅰ[B組] 小池 125

Ｃ 保育内容「表現」の指導法a[C組] 内田 桔梗ﾎｰﾙ 情報基礎[基礎][C組] 周東 220 C井上/周東

Ｄ 保育内容「表現」の指導法b[D組] 井上 122 D内田/大佐古 英語Ⅰ[基礎][D組] 井熊 214

A 保育のピアノ演習Ⅱ[A組] 126 子どもの健康と安全[A組] 村上 222 表現領域演習Ⅳ 山口 225 子どもの食と栄養[A組] 小野沢 222/120

B 教職論(幼)[B組] 大佐古 311 保育内容「環境」の指導法 金子 112

C 教職論(幼)[C組] 大佐古 311 表現領域演習Ⅲ 仁井田 体育館 国語表現法Ⅱ※隔週[C組] 今井 227

D 保育実習指導Ⅱ[D組] 倉林/新井/佐藤喜 312 国語表現法Ⅱ※隔週[D組] 今井 227

E 保育と発達の心理学Ⅱ[E組] 諸星 227

メイクアップ基礎 萩原 212 Listening Skills 塩田 214 コミュニケーション論Ⅰ[必修][1年] 泉水 114 化粧とファッションの心理 九島 114 医療事務Ⅰ 登坂 211

情報と社会[選必] 大島 214 消費者心理学 泉水 114 カラーコーディネート基礎 矢内 212 観光概論 三浦 112

海外観光地理 大谷 211 特別支援教育(中)[教職] 倉林 302 カレッジ英文法 塩田 211 カウンセリング演習Ⅱ[2年] 田口 301

情報基礎[基礎] 加藤 220 カウンセリング演習[1年] 田口 301

Ａ (前半)子どもと表現Ⅱ[A組] 井上 122 社会的養護Ⅰ[A組] 小椋 125 社会人のマナー演習[A組] 木元 110 コリア語Ⅰ[基礎] 大坪 301 英語Ⅰ[基礎][A組] 笹本 225

Ｂ (後半)子どもと表現Ⅱ[B組] 井上 122 社会的養護Ⅰ[B組] 小椋 125 情報基礎[基礎][B組] 周東 220 中国語Ⅰ[基礎] 青木 110 保育内容「表現」の指導法a[B組] 内田 桔梗ﾎｰﾙ

Ｃ 乳児保育Ⅰ[C組] 小屋 311 国語表現法Ⅰ※隔週[C組] 今井 222 英語Ⅰ[基礎][B組] 笹本 214

Ｄ 乳児保育Ⅰ[D組] 小屋 311 国語表現法Ⅰ※隔週[D組] 今井 222 社会的養護Ⅰ[C･D組] 小椋 311

A 病児支援論 栗山 225 幼稚園教育実習指導[A組] 坂口 227 国語表現法Ⅱ※隔週[A組] 今井 227

B 児童館・放課後児童クラブの活動内容と指導法Ⅰ 小磯 222 子どもの健康と安全[B組] 村上 222 国語表現法Ⅱ※隔週[B組] 今井 227 子どもの食と栄養[C組] 小野沢 222/120

C 保育内容「言葉」の指導法 佐藤喜 301 保育のピアノ演習Ⅱ[C組] 126 保育実習指導Ⅱ[C組] 倉林/新井/佐藤喜 311/312 体育実技[基礎][D組] 設樂 体育館

D 保育内容「健康」の指導法 松本尚 227 児童館・放課後児童クラブの機能と運営 吉野 227 保育実習指導Ⅰ(施設)[D組] 栗山 225 保育実習指導Ⅲ(施設) 大屋 312

E 保育内容「人間関係」の指導法 大屋 311 保育実習指導Ⅱ[E組] 倉林/新井/佐藤喜 311/312

医療事務概論 大島 110 キャリアプランニングⅢ[必修][2年] 堤/櫻田/塩田 114/110 ネイルアート 松森 212 コリア語Ⅰ[基礎] 大坪 301 医師事務補助Ⅱ[2年] 登坂 211

道徳教育の指導法[教職] 堤 302 プログラミング基礎 大島 220 人間関係論[選必] 泉水 114 フラワーアレンジメントⅠ 高橋由 114 現代海外事情 三浦 112

論理的表現法[選必] 堤 211 中国語Ⅰ[基礎] 青木 110 心理テスト演習 小池 110

スポーツ文化論 根本 ス実験室 英語Ⅰ[基礎][現コミ] 井熊 214

eスポーツ実技Ⅱ 倉林/平井 213

Ａ 社会福祉[A組] 大屋 311 国語表現法Ⅰ※隔週[A組] 今井 222 コリア語Ⅰ[基礎] 大坪 301 保育原理[A組] 坂口 311

Ｂ 社会福祉[B組] 大屋 311 国語表現法Ⅰ※隔週[B組] 今井 222 英語Ⅰ[基礎][C組] 笹本 214 保育原理[B組] 坂口 311

Ｃ 子どもと言葉[C組] 佐藤喜 125 子どもと人間関係[C組] 吉野 125

Ｄ 子どもと言葉[D組] 佐藤喜 125 情報基礎[基礎][D組] 周東 220 子どもと人間関係[D組] 吉野 125 社会的養護Ⅱ[D組] 小椋 225

A 保育実習指導Ⅱ[A組] 倉林/新井/佐藤喜 311/312

B 発育・発達論(ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ概論含) 松本尚 227 幼稚園教育実習指導[B組] 坂口 227 保育実習指導Ⅱ[B組] 倉林/新井/佐藤喜 311/312 体育講義[基礎] 岡田 125

C 表現領域演習Ⅱ 井上 122 子どもの健康と安全[C組] 村上 222

D 子どもの食と栄養[D組] 小野沢 222/120

E 保育のピアノ演習Ⅱ[E組] 126 保育実習指導Ⅰ(施設)[E組] 栗山 225 国語表現法Ⅱ※隔週[E組] 今井 227 体育実技[基礎][E組] 設樂 体育館

栄養学基礎 石垣 112 卒業研究Ⅰ[必修][2年] ｾﾞﾐ担当 教育原理(中)[教職] 堤 110 コリア語Ⅰ[基礎] 大坪 301 体育講義[基礎] 岡田 125

教職論(中)[教職] 大佐古 211 生徒指導論(進路指導含む)[教職] 吉原隆 110 特別活動論[教職] 吉田 112 英語学 山田敏 112

情報基礎[基礎] 加藤 220 スポーツ指導実習 正保 137/200

【集中講義】育英短期大学

科目名 担当教員 教室 科目名 担当教員 教室

　※諸般の事情により、時間割が変更になる場合があります。 保育実習Ⅱ（保育所） 新井 保育実習Ⅰ(施設)(CD組) 栗山

保育実習Ⅲ（施設） 大屋 中学校教育実習指導Ⅱ[2年] 塩田

中学校教育実習[教職][2年] 塩田 絵本学 小屋

体育実技[基礎][現コミ] 岡田 幼稚園教育実習 柳

コミュニケーション演習[選必] 泉水/大島 教育方法論(情報技術…)(中)[教職] 田中怜

幼児教育方法[2年再履] 田中怜 インターンシップ 櫻田
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令和4年度前期　育英短期大学　時間割表040329

時限
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
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