
２０２２年度　前期時間割 （健康栄養学科）

曜日 時限 授業コード
学年
クラス

科目名 必選 教必 担当教員 担当教室

1200000801 2A 生化学Ⅰ 必修 景山　節 Ｎ２０１教室

1200000602（2時限連続） 2B 解剖生理学実験Ⅰ 必修 平林　義章（松本　貴哉） 生理学実験室

1200004403 3AB 公衆栄養学 必修 後藤　千穂 ソフィアホール

1200002301 1A 栄養学Ⅰ 必修 成田　裕一 Ｎ２０２教室

1200001401 2A 病気の成り立ちⅠ 必修 柴山　久代 Ｎ２０１教室

 　　　　　 2B （解剖生理学実験Ⅰ） 必修 平林　義章（松本　貴哉） 生理学実験室

1200004301 3AB 栄養疫学 必修 後藤　千穂 ソフィアホール

1200008001 1AB 食品衛生学 必修 滝川　和郎 ソフィアホール

1200004701 2A 給食実務論 必修 石川　豊美 Ｎ２０２教室

1200001402 2B 病気の成り立ちⅠ 必修 柴山　久代 Ｎ２０１教室

1200004201（2時限連続） 3A 臨床栄養管理実習Ⅱ 必修 中村　秀貴（森本　理紗） 臨床栄養実習室､調理実習室

1200003402（2時限連続） 3B 栄養教育実習Ⅰ 必修 北川　絵里奈（服部　茉優） 栄養教育実習室､Ｎ２０３情報実習室

1100000501 基1A 日本語力Ⅰ 必修 落合　洋文、野村　聡 Ｃ２０３教室

1100000603 基1A 日本語力Ⅱ 必修 落合　洋文、野村　聡 Ｃ２０３教室

1200002302 1B 栄養学Ⅰ 必修 成田　裕一 Ｎ２０２教室

1200000101 2AB 公衆衛生学 必修 滝川　和郎 ソフィアホール

 　　　　　 3A （臨床栄養管理実習Ⅱ） 必修 中村　秀貴（森本　理紗） 臨床栄養実習室､調理実習室

 　　　　　 3B （栄養教育実習Ⅰ） 必修 北川　絵里奈（服部　茉優） 栄養教育実習室､Ｎ２０３情報実習室

1100002002 基1A プラクティカル・イングリッシュⅠ 必修 木場　安莉沙 Ｎ２０１教室

1100002003 基1B プラクティカル・イングリッシュⅠ 必修 田中　明子 Ｎ２０２教室

1200000102 3AB 公衆衛生学 必修 滝川　和郎 ソフィアホール

1100002401 基 フランス語Ⅰ【履修者制限】 選択 クリストフ　ボクール Ｃ２０１教室

1100002902 基1A スポーツⅠ【履修者制限】 選択 教 関　豪 Ｃ２０４教室

1200005001（2時限連続） 3A 給食経営管理実習Ⅱ 管必 石川　豊美（可児　美月、高橋　侑生） 給食経営管理実習室､給食経営管理研究室

1200003002（2時限連続） 3B ライフステージ栄養学実習 必修 高橋　圭（森本　理紗） 栄養教育実習室､調理実習室

1100002402 基 フランス語Ⅰ【履修者制限】 選択 クリストフ　ボクール Ｃ２０１教室

1100002904 基1B スポーツⅠ【履修者制限】 選択 教 関　豪 Ｃ２０４教室

1200007301 2A 食品学Ⅱ 必修 加藤　丈雄 Ｎ２０１教室

1200000802 2B 生化学Ⅰ 必修 景山　節 Ｎ２０２教室

 　　　　　 3A （給食経営管理実習Ⅱ） 管必 石川　豊美（可児　美月、高橋　侑生） 給食経営管理実習室､給食経営管理研究室

 　　　　　 3B （ライフステージ栄養学実習） 必修 高橋　圭（森本　理紗） 栄養教育実習室､調理実習室

1100000201 基 心理学 選択 山田　ゆかり ソフィアホール

1100000901 基 日本国憲法 選択 教 大橋　典子 Ｃ２０１教室

1100001101 基 経営学 選択 吉田　洋 Ｃ３０１教室

1200000601（2時限連続） 2A 解剖生理学実験Ⅰ 必修 平林　義章（松本　貴哉） 生理学実験室

1200002002（2時限連続） 2B 調理学実験 必修 後藤　千穂（伊藤　誌小里） 調理実習室､Ｎ２０３情報実習室

1200003901 3A 臨床栄養管理論Ⅰ 必修 中村　秀貴 Ｎ２０２教室

1200003202 3B 栄養教育論Ⅱ 必修 北川　絵里奈 Ｎ２０１教室

1100000902 基 日本国憲法 選択 教 大橋　典子 Ｃ２０１教室

1100005201 基 韓国語Ⅰ【履修者制限】 選択 崔　恩熙 Ｎ２０１教室

1100002201 2 プラクティカル・イングリッシュⅢ 選択 田中　明子 遠隔授業併用　初回はC304教室に集合

 　　　　　 2A （解剖生理学実験Ⅰ） 必修 平林　義章（松本　貴哉） 生理学実験室

 　　　　　 2B （調理学実験） 必修 後藤　千穂（伊藤　誌小里） 調理実習室､Ｎ２０３情報実習室

1200006001 3 健康栄養学特論Ⅳ 特別 石川　豊美　他 ソフィアホール

1200002901 4 スポーツ栄養論 選択 安藤　大貴 Ｃ３０２教室

1100001901 基 統計学 選択 田近　一郎 Ｃ３０１教室

1100005202 基 韓国語Ⅰ【履修者制限】 選択 崔　恩熙 Ｎ２０１教室

1100002202 基2 プラクティカル・イングリッシュⅢ 選択 田中　明子 遠隔授業併用　初回はC304教室に集合

1300000301 2 教育心理学 教職 教 山田　ゆかり Ｃ２０１教室

1200030201 3 臨地実習指導 特別 高橋　圭　他 ソフィアホール

月曜

1

2

3

4

5

※履修者制限が無い科目でも、履修登録者数が80名をこえた場合、履修者制限（抽選）となる場合があります。
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曜日 時限 授業コード
学年
クラス

科目名 必選 教必 担当教員 担当教室

1200002102（2時限連続） 1B 調理学実習Ⅰ 必修 山田　直子（森本　理紗） 調理実習室

1200002501（2時限連続） 2A 基礎栄養学実験 必修 成田　裕一（松本　貴哉） 生理学実験室､Ｎ２０３情報実習室

1200000502 2B 解剖生理学Ⅱ 必修 平林　義章 Ｃ３０１教室

1200005002（2時限連続） 3B 給食経営管理実習Ⅱ 管必 石川　豊美（可児　美月、高橋　侑生） 給食経営管理実習室､給食経営管理研究室

 　　　　　 1B （調理学実習Ⅰ） 必修 山田　直子（森本　理紗） 調理実習室

 　　　　　 2A （基礎栄養学実験） 必修 成田　裕一（松本　貴哉） 生理学実験室､Ｎ２０３情報実習室

1200007302 2B 食品学Ⅱ 必修 加藤　丈雄 Ｎ２０１教室

1200003801 3A 病態栄養学Ⅱ 必修 鈴木　富夫 Ｎ２０２教室

 　　　　　 3B （給食経営管理実習Ⅱ） 管必 石川　豊美（可児　美月、高橋　侑生） 給食経営管理実習室､給食経営管理研究室

1100002601 基 中国語Ⅰ【履修者制限】 選択 鄭　躍慶 Ｎ２０１教室

1100003501 基1A フレッシュマンセミナー（健康栄養） 必修 國友　宏渉 ソフィアホール

1100003502 基1B フレッシュマンセミナー（健康栄養） 必修 中村　秀貴 ソフィアホール

1200002001（2時限連続） 2A 調理学実験 必修 後藤　千穂（伊藤　誌小里） 調理実習室､Ｎ２０３情報実習室

1200003401（2時限連続） 3A 栄養教育実習Ⅰ 必修 北川　絵里奈（服部　茉優） 栄養教育実習室､Ｎ２０３情報実習室

1200003802 3B 病態栄養学Ⅱ 必修 鈴木　富夫 Ｎ２０２教室

1100001102 基 経営学 選択 吉田　洋 Ｃ２０１教室

1100001902 基 統計学 選択 田近　一郎 Ｃ２０３教室

1100002602 基 中国語Ⅰ【履修者制限】 選択 鄭　躍慶 Ｎ２０１教室

 　　　　　 2A （調理学実験） 必修 後藤　千穂（伊藤　誌小里） 調理実習室､Ｎ２０３情報実習室

1200004702 2B 給食実務論 必修 石川　豊美 Ｆ３０１ＦＬＯＳホール

 　　　　　 3A （栄養教育実習Ⅰ） 必修 北川　絵里奈（服部　茉優） 栄養教育実習室､Ｎ２０３情報実習室

1200003902 3B 臨床栄養管理論Ⅰ 必修 中村　秀貴 ソフィアホール

1300000201 1 教育原理 教職 教 濱口　輝士 Ｃ２０４教室

1100003701 基3 キャリアデザインⅡ 必修 田近　一郎　他 ソフィアホール

1100001701（2時限連続） 1A 基礎理化学実験 必修 落合　洋文（野村　聡、服部　茉優） 食品衛生学実験室

1200002701 2A ライフステージ栄養学Ⅱ 必修 高橋　圭 Ｎ２０２教室

1200002502（2時限連続） 2B 基礎栄養学実験 必修 成田　裕一（松本　貴哉） 生理学実験室､Ｎ２０３情報実習室

1200004202（2時限連続） 3B 臨床栄養管理実習Ⅱ 必修 中村　秀貴（森本　理紗） 臨床栄養実習室､調理実習室

1100000801 基 法学 選択 楓　森博 Ｃ２０３教室

 　　　　　 1A （基礎理化学実験） 必修 落合　洋文（野村　聡、服部　茉優） 食品衛生学実験室

1200006802 1B 調理学 必修 山田　直子 Ｃ３０３教室

1200000501 2A 解剖生理学Ⅱ 必修 平林　義章 Ｃ３０１教室

 　　　　　 2B （基礎栄養学実験） 必修 成田　裕一（松本　貴哉） 生理学実験室､Ｎ２０３情報実習室

1200001601 3A 病気の成り立ちⅢ 必修 柴山　久代 Ｎ２０１教室

 　　　　　 3B （臨床栄養管理実習Ⅱ） 必修 中村　秀貴（森本　理紗） 臨床栄養実習室､調理実習室

1100003301 基1A 情報リテラシー 必修 大崎　正幸 Ｎ２０３情報実習室

1100001502 基1B 自然科学Ⅰ（生物学） 必修 川畑　龍史 Ｎ２０２教室

1200005801 2 健康栄養学特論Ⅱ 特別 石川　豊美　他 ソフィアホール

1200003201 3A 栄養教育論Ⅱ 必修 北川　絵里奈 Ｃ２０３教室

1200001602 3B 病気の成り立ちⅢ 必修 柴山　久代 Ｎ２０１教室

1300001701 4 栄養教育実習 教職 教 伊與田　敬子（高橋　侑生） 栄養教育実習室

1100000101 基 哲学 選択 加藤　皓士 Ｆ３０１ＦＬＯＳホール

1100001501 基1A 自然科学Ⅰ（生物学） 必修 川畑　龍史 Ｎ２０２教室

1100003306 基1B 情報リテラシー 必修 大崎　正幸 Ｎ２０３情報実習室

1300002401 2 特別活動・総合的な学習の時間 教職 教 山田　孝 Ｎ２０１教室

1300001801 3 学校食教育論 教職 教 伊與田　敬子 栄養教育実習室

3 就活スキルパワーアップ講座 キャリア支援センター Ｃ２０３教室

1100000102 基 哲学 選択 加藤　皓士 Ｆ３０１ＦＬＯＳホール

1300000801 3 教育の方法と技術 教職 毛利　公 Ｃ２０４教室、Ｃ１０７情報実習室

4

5
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曜日 時限 授業コード
学年
クラス

科目名 必選 教必 担当教員 担当教室

1200002101（2時限連続） 1A 調理学実習Ⅰ 必修 山田　直子（高橋　侑生） 調理実習室

1100001702（2時限連続） 1B 基礎理化学実験 必修 落合　洋文（野村　聡、服部　茉優） 食品衛生学実験室

1200001802（2時限連続） 2A 食品学実験Ⅱ 必修 薗田　邦博（伊藤　誌小里） 理化学実験室

1200002702（2時限連続） 2B ライフステージ栄養学Ⅱ 必修 高橋　圭 Ｎ２０２教室

3 公務員試験対策講座 キャリア支援センター Ｃ３０１教室

1100000202 基 心理学 選択 山田　ゆかり Ｆ３０１ＦＬＯＳホール

1100001201 基 社会学 選択 中村　麻理 Ｃ２０１教室

 　　　　　 1A （調理学実習Ⅰ） 必修 山田　直子（高橋　侑生） 調理実習室

 　　　　　 1B （基礎理化学実験） 必修 落合　洋文（野村　聡、服部　茉優） 食品衛生学実験室

 　　　　　 2A （食品学実験Ⅱ） 必修 薗田　邦博（伊藤　誌小里） 理化学実験室

1200001101 3A 栄養生化学 必修 成田　裕一 Ｎ２０２教室

1100000203 基 心理学 選択 山田　ゆかり Ｆ３０１ＦＬＯＳホール

1200001801（2時限連続） 2B 食品学実験Ⅱ 必修 加藤　丈雄（伊藤　誌小里） 理化学実験室

1200003001（2時限連続） 3A ライフステージ栄養学実習 必修 高橋　圭（可児　美月） 栄養教育実習室､調理実習室

1200001102 3B 栄養生化学 必修 成田　裕一 Ｎ２０２教室

1200005101 4 総合演習Ⅰ 管必 加藤　丈雄　他 ソフィアホール

1200006801 1A 調理学 必修 山田　直子 Ｎ２０１教室

1100000502 1B 日本語力Ⅰ 必修 落合　洋文、野村　聡 Ｃ２０３教室

1100000605 1B 日本語力Ⅱ 必修 落合　洋文、野村　聡 Ｃ２０３教室

 　　　　　 2B （食品学実験Ⅱ） 必修 加藤　丈雄（伊藤　誌小里） 理化学実験室

 　　　　　 3A （ライフステージ栄養学実習） 必修 高橋　圭（可児　美月） 栄養教育実習室､調理実習室

1200000302 3B 社会福祉概論 必修 水谷　優子 Ｎ２０２教室

 　　　　　 4 総合演習Ⅰ 管必 加藤　丈雄　他 ソフィアホール

1300000101 1 教師論 教職 教 濱口　輝士 Ｃ２０４教室

1200000301 3A 社会福祉概論 必修 水谷　優子 Ｎ２０２教室

【コードは４枚目】 4 卒業演習Ⅰ　※集中欄に登録 必修

1200004801 3 フードシステム論 【日程は４頁目】 選択 平児　慎太郎

1200006201 3 薬理・薬剤学【日程は４頁目】 特別 篠塚　和正

1200005301 3 臨地実習Ⅰ 必修 石川　豊美

1200005401 3 臨地実習Ⅱ 管必 高橋　圭

1200005501 3 臨地実習Ⅲ 管必 後藤　千穂

太字：必修科目

講　義　時　間

教職…教職課程履修申込者のみ 　第１時限       　９：００～１０：３０

　第２時限       １０：４０～１２：１０

管必…管理栄養士養成課程指定必修科目です。 　第３時限       １３：００～１４：３０

履修者制限…履修者制限がありますので抽選登録となります。必ず第１回目の授業に出席してください 　第４時限       １４：４０～１６：１０

特別…学科特別科目「健康栄養学特論Ⅱ」「健康栄養学特論Ⅳ」「臨地実習指導」は履修制限単位に含まれません。 　第５時限       １６：２０～１７：５０

公務員試験対策講座、就活スキルパワーアップ講座の開講日等は、別途連絡します。

5

夏期集中

臨地実習の履修登録は、
教学課でおこないます

臨地実習

集中欄

金曜
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教…教職必修科目になります。

アウトドアスポーツⅠは別途連絡します。
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曜日 時限 授業コード
学年
クラス

科目名 必選 教必 担当教員 担当教室

科目名

フードシステム論

薬理・薬剤学

学年 担当教員

4 石川　豊美

4 景山　節

4 加藤　丈雄

4 北川　絵里奈

4 國友　宏渉

4 後藤　千穂

4 中村　秀貴

4 高橋　圭

4 成田　裕一

4 平林　義章

4 山田  直子

4 山田　ゆかり

〈指導教員〉

ホームルーム

Ｎ３０３

Ｎ３０４

Ｎ３０１

Ｎ３０２

Ｎ３０５

Ｎ３０６

日程

3Ｂ

中村　秀貴（森本  理紗）

栄養教育演習室1200012240

成田　裕一（松本　貴哉）

石川　豊美（高橋　侑生）

2Ｂ 山田　直子（服部　茉優）

3Ａ

後藤　千穂（可児　美月）

1Ｂ

2Ａ 國友　宏渉（伊藤　誌小里）

学年クラス 指導教員

1Ａ

1200012209 生理学研究室

1200012212 Ｎ４０２演習室、フードアセスメントルーム

1200012225 Ｎ４０６演習室

1200012219 臨床栄養研究室

1200012218 Ｎ４０１演習室

1200012226 栄養学研究室

1200012208 精密機器室

1200012221 Ｎ４０４演習室

1200012213 Ｎ４０３演習室

1200012207 理化学研究室

集中講義
日程

〈卒業演習Ⅰ　必修〉

授業コード 担当教室

1200012211 Ｎ４０５演習室

８月２３日（火）、２４日（水）、２５日（木）、２６日（金）
全日１～４限　最終日のみ１～３限

８月１６日（火）、１７日（水）、１８日（木）、１９日（金）
全日１～４限　最終日のみ１～３限

4／4


