
◆　実務経験のある教員による授業科目の一覧表　　（２０２２年度）

学科 科目名 担当教員 シラバスURL 単位数

心の理解と人間関係 藤森    優美香（臨床心理士・公認心理師） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=e0060 2

音楽に親しむ 木下　圭子  (演奏家) http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=e0065 2

色と形で美を探る
樋口　和美  (小学校教諭及び小学校・中学校美

術専門教員）
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=e0068 2

基礎情報科学演習１
牧　幸浩  (システムエンジニア)

古市　恵美子
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=a0025 1

基礎情報科学演習２ 牧　幸浩  (システムエンジニア) http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=a0026 1

学科 科目名 担当教員 シラバスURL 単位数

ライフステージ別栄養学 宮崎　淑子（病院管理栄養士） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=d0004 2

ライフステージ別栄養学

実習
宮崎　淑子（病院管理栄養士） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=d0005 1

基礎調理学実習1

福嶋　伸子  (病院管理栄養士)

山並　辰巳  (元シーホーク総料理長)

高松　幸治  (海鮮処　松月亭料理長)

原　紀代美

http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=d0007 1

給食計画・実務論 福嶋　伸子  (病院管理栄養士) http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=d0010 2

基礎調理学実習２

大倉　志保子

山並　辰己  (元シーホーク総料理長）

髙松　幸治  (海鮮処　松月亭料理長)

平江　将樹  (京鼎樓・九州総括料理長)

http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=d0016 1

給食管理実習１ 福嶋　伸子  (病院管理栄養士) http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=d0017 2

学校栄養指導論 安倍　ちか（栄養教諭） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=d0019 2

心の健康管理 藤森   優美香（臨床心理士・公認心理師） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=d0045 2

社会福祉概論 泉　賢祐（社会福祉士） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=d0021 2

公衆衛生学 小池　城司（医師） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0059 2

生理学
力丸　由起子（医師）

中村　悠
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=d0043 2

解剖生理学実習
力丸　由起子（医師）

中村　悠
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=d0023 1

臨床栄養学実習 宮崎　淑子（病院管理栄養士） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=d0029 1

食事療法 福嶋　伸子（病院管理栄養士） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=d0028 2

栄養指導論実習２ 宮崎　淑子（病院管理栄養士） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=d0037 1

公衆栄養学概論 宮崎　淑子（病院管理栄養士） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=d0015 2

給食管理実習２ 福嶋　伸子  (病院管理栄養士） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=d0031 1

学外実習１（事業所） 福嶋　伸子（病院管理栄養士） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=d0032 1

学外実習２（病院） 福嶋　伸子（病院管理栄養士） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=d0033 1

生活環境と健康 小池　城司（医師） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=d0046 2

身体を守る健康知識 瀧内　駒子（看護師・健康管理士一般指導員） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=d0047 2

福嶋　伸子（病院管理栄養士） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=d0055 1

宮崎　淑子（病院管理栄養士） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=d0057 1

福嶋　伸子（病院管理栄養士） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=d0059 1

宮崎　淑子（病院管理栄養士） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=d0061 1

実践栄養士論

宮崎   淑子（病院管理栄養士）

大倉　志保子

脇本　麗

木戸田　朋子

http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=d0038 2
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学科 科目名 担当教員 シラバスURL 単位数

音楽理論 桑原　哲章（演奏家） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0004 2

和声１
井上　幸一

三村　磨紀予（作・編曲家）
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0008 2

安村　真紀（演奏家） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0012

野口　誠司（演奏家） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0013

吉田　あかね（演奏家） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0174

音楽キャリア１ 野口　誠司（演奏家） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0159 2

音楽キャリア２ 桑原　哲章（演奏家） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0160 2

ソルフェージュ１

木下　圭子（演奏家）

安村　真紀  (演奏家）

吉田　あかね  (演奏家）

http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0017 1

ウィンドアンサンブル１ 木下　圭子（演奏家） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0019 1

合唱１ 鶴田　智子（演奏家） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0025 2

ソルフェージュ２

木下　圭子（演奏家）

安村　真紀  (演奏家）

吉田　あかね  (演奏家）

http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0018 1

ウィンドアンサンブル２ 木下　圭子（演奏家） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0020 1

合唱２ 鶴田　智子（演奏家） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0026 2

邦楽 河原　抄子（筝曲演奏家） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0023 2

鶴田　智子（演奏家）

八巻　啓子（演奏家）

久世　明美（演奏家）

http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0072

野口　誠司（演奏家）

安村　真紀（演奏家）

吉田　あかね（演奏家）

酒井　直美（演奏家）

柴戸　亜樹（演奏家）

近見　りり子（演奏家）

林　紋子（演奏家）

http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0076

桑原　哲章（演奏家） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0080

木下　圭子  (演奏家）

石田   光江  (演奏家）

志垣   美雪  (演奏家）

山口   隆文  (演奏家）

永野   紗佑里  (演奏家）

http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0084

副科ピアノ１

野口　誠司  (演奏家）

安村　真紀  (演奏家）

吉田　あかね  (演奏家）

酒井　直美  (演奏家）

柴戸　亜樹  (演奏家）

近見　りり子  (演奏家）

林　紋子　(演奏家）

http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0175 1

声楽１
鶴田　智子　(演奏家）

八巻　啓子（演奏家）
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0064 1

鶴田　智子（演奏家）

八巻　啓子（演奏家）

久世　明美（演奏家）

http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0073

野口　誠司（演奏家）

安村　真紀（演奏家）

吉田　あかね（演奏家）

酒井　直美（演奏家）

柴戸　亜樹（演奏家）

近見　りり子（演奏家）

林　紋子（演奏家）

http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0077

桑原　哲章（演奏家） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0081

木下　圭子  (演奏家）

石田   光江  (演奏家）

志垣   美雪  (演奏家）

山口   隆文  (演奏家）

永野   紗佑里  (演奏家）

http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0085

副科ピアノ２

野口　誠司  (演奏家）

安村　真紀  (演奏家）

吉田　あかね  (演奏家）

酒井　直美  (演奏家）

柴戸　亜樹  (演奏家）

近見　りり子  (演奏家）

林　紋子　(演奏家）

http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0176 1

音

楽

科

2伴奏法

専修実技１

（声楽）

（ピアノ）

（電子オルガン）

（管・弦・打楽器）

専修実技２

（声楽）

（ピアノ）

（電子オルガン）

（管・弦・打楽器）

3

3

http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0004
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0008
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0012
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0013
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0174
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0159
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0160
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0017
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0019
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0025
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0018
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0020
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0026
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0023
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0072
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0076
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0080
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0084
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0175
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0064
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0073
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0077
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0081
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0085
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0176


声楽２
鶴田　智子  (演奏家）

八巻　啓子（演奏家）
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0065 1

学内・学外演奏１ 桑原　哲章（演奏家） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0162 2

指揮法 原田　大志（演奏家） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0042 2

作曲法 三村　磨紀予（作・編曲・演奏家） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0040 2

ウィンドアンサンブル３ 木下　圭子（演奏家） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0049 1

合唱３ 鶴田　智子（演奏家） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0054 2

合奏 野口　誠司（演奏家） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0171 1

ピアノ指導法 野口　誠司（演奏家） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0172 1

ウィンドアンサンブル４ 木下　圭子（演奏家） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0050 1

合唱４ 鶴田　智子（演奏家） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0055 2

鶴田　智子（演奏家）

八巻　啓子（演奏家）

久世　明美（演奏家）

http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0074

野口　誠司（演奏家）

安村　真紀（演奏家）

吉田　あかね（演奏家）

酒井　直美（演奏家）

柴戸　亜樹（演奏家）

近見　りり子（演奏家）

林　紋子（演奏家）

http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0078

桑原　哲章（演奏家） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0082

木下　圭子（演奏家）

辻　香苗（演奏家）

桐谷   美貴子（演奏家）

志垣   美雪（演奏家）

村岡   淳志（演奏家）

岩崎   雅子（演奏家）

小川   理恵（演奏家）

http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0086

ピアノ３

野口　誠司  (演奏家）

安村　真紀  (演奏家）

吉田　あかね  (演奏家）

酒井　直美  (演奏家）

柴戸　亜樹  (演奏家）

近見　りり子  (演奏家）

林　紋子　(演奏家）

http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0070 1

声楽３
鶴田　智子（演奏家）

久世　明美（演奏家）
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0066 1

鶴田　智子（演奏家）

八巻　啓子（演奏家）

久世　明美（演奏家）

http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0075

野口　誠司（演奏家）

安村　真紀（演奏家）

吉田　あかね（演奏家）

酒井　直美（演奏家）

柴戸　亜樹（演奏家）

近見　りり子（演奏家）

林　紋子（演奏家）

http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0079

桑原　哲章（演奏家） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0083

木下　圭子（演奏家）

辻　香苗（演奏家）

桐谷   美貴子（演奏家）

志垣   美雪（演奏家）

村岡   淳志（演奏家）

岩崎   雅子（演奏家）

小川   理恵（演奏家）

http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0087

ピアノ４

野口　誠司  (演奏家）

安村　真紀  (演奏家）

吉田　あかね  (演奏家）

酒井　直美  (演奏家）

柴戸　亜樹  (演奏家）

近見　りり子  (演奏家）

林　紋子　(演奏家）

http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0071 1

声楽４
鶴田　智子（演奏家）

久世　明美（演奏家）
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0067 1

学内・学外演奏2 木下　圭子（演奏家） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0173 2

音

楽

科

専修実技３

（声楽）

（ピアノ）

（電子オルガン）

（管・弦・打楽器）

3

3

専修実技４

（声楽）

（ピアノ）

（電子オルガン）

（管・弦・打楽器）

http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0065
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0162
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0042
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0040
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0049
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0054
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0171
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0172
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0050
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0055
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0074
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0078
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0082
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0086
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0070
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0066
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0075
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0079
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0083
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0087
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0071
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0067
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=c0173


学科 科目名 担当教員 シラバスURL 単位数

日本の伝統文化３ 上田　節子（高校教員） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=a0138 2

生涯学習概論
永利　和則  (図書館司書、図書館長、社会教育

主事)
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=a0012 2

図書館概論
永利　和則  (図書館司書、図書館長、社会教育

主事)
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=a0013 2

図書館情報資源概論 下川　和彦（図書館司書） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=a0014 2

情報資源組織論 工藤　彩（図書館司書） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=a0015 2

児童サービス論 森　佳江  (図書館司書) http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=a0018 2

情報サービス論 下川　和彦（図書館司書） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=a0134 2

図書館サービス概論 下川　和彦（図書館司書） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=a0016 2

情報処理技能演習 牧　幸浩  (システムエンジニア) http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=a0129 2

図書館制度・経営論 下川　和彦（図書館司書） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=a0042 2

学校経営と学校図書館 佐伯　まゆみ  (小学校教諭、司書教諭) http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=a0047 2

図書館情報資源特論
永利　和則  (図書館司書、図書館長、社会教育

主事)
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=a0044 1

図書・図書館史
永利　和則  (図書館司書、図書館長、社会教育

主事)
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=a0043 1

永利　和則  (図書館司書、図書館長、社会教育

主事)
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=a0055

牧　幸浩  (システムエンジニア) http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=a0132

永利　和則  (図書館司書、図書館長、社会教育

主事)
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=a0063

牧　幸浩  (システムエンジニア) http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=a0133

文

化

教

養

学

科

2

卒業研究１ 2

卒業研究２

http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=a0138
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=a0012
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=a0013
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=a0014
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=a0015
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=a0018
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=a0134
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=a0016
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=a0129
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=a0042
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=a0047
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=a0044
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=a0043
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=a0055
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=a0132
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=a0063
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=a0133


学科 科目名 担当教員 シラバスURL 単位数

発達心理学 藤森　優美香（臨床心理士・公認心理師） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0003 2

教育制度論 尾花　雄路（保育園長） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0004 2

子どもの保健 瀧内　駒子（看護師） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0005 2

乳児保育１ 瀧内　駒子（看護師） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0013 1

子ども家庭福祉
宮地　あゆみ  (保育士・精神保健福祉士・社会

福祉士)
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0006 2

教育原理 尾花　雄路（保育園長） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0007 2

幼児教育教師論 三吉　愛子（保育士、幼稚園教諭） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0009 2

カリキュラム論 櫻井　裕介  (幼稚園教諭・主任教諭) http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0010 2

保育内容総論 三吉　愛子（保育士、幼稚園教諭） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0002 1

幼児と環境 原　陽一郎（保育士・幼稚園教諭） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0114 2

図画工作
樋口　和美（小学校教諭及び小学校・中学校の

美術専門教員）
http://midori-system.jp/syllabus_2021/syllabus_view.php?k_id=b0014 1

音楽１

田中　美江  (演奏家）

桑原　哲章（演奏家）

久米　詔子  (演奏家）

http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0015 1

保育内容（表現）
樋口　和美（小学校教諭及び小学校・中学校の

美術専門教員)
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0012 1

保育内容（環境） 原　陽一郎（保育士・幼稚園教諭） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0011 1

音楽２

田中　美江  (演奏家）

桑原　哲章（演奏家）

久米　詔子  (演奏家）

http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0016 1

保育内容（言葉） 前田　亜由美（保育士　幼稚園教諭） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0124 1

社会福祉
宮地　あゆみ  (保育士・精神保健福祉士・社会

福祉士)
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0028 2

幼児教育方法論 尾花　雄路（保育園長） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0029 2

子ども家庭支援の心理学 前田　亜由美（保育士　幼稚園教諭） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0119 1

子どもの健康と安全 瀧内　駒子（看護師） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0120 2

保育内容（健康） 尾花　雄路（保育園長） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0037 1

保育内容（人間関係） 尾花　雄路（保育園長） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0038 1

幼児と言葉 前田　亜由美（保育士　幼稚園教諭） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0115 2

乳児保育２ 前田　亜由美（保育士　幼稚園教諭） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0040 1

リズム・ダンス表現 矢渡　理奈（幼稚園課外体育講師） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0041 1

造形表現
樋口　和美（小学校教諭及び小学校・中学校の

美術専門教員）
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0042 2

音楽３

田中　美江  (演奏家）

桑原　哲章（演奏家）

久米　詔子  (演奏家）

http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0043 1

特別支援保育１
三吉　愛子（保育士・幼稚園教諭・臨床発達心

理士）
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0117 1

子育て支援 三吉　愛子（保育士、幼稚園教諭） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0121 1

三吉　愛子（保育士、幼稚園教諭） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0091 1

樋口　和美（小学校教諭及び小学校・中学校の

美術専門教員）
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0096 1

福嶋　真郷（中学校教諭、小・中学校副校長・

教頭）
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0098 1

前田　亜由美（保育士　幼稚園教諭） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0130 1

子どもの健康と安全 瀧内　駒子（看護師） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0120 1

音楽４

田中　美江  (演奏家）

桑原　哲章（演奏家）

久米　詔子  (演奏家）

http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0044 1

特別支援保育２
三吉　愛子（保育士・幼稚園教諭・臨床発達心

理士）
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0118 1

子ども理解と教育相談

日下　慈（社会福祉士・保育士）

福嶋　真郷  (中学校教諭，小・中学校副校長，

教頭, 教育委員会主任指導主事)

http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0030 2

保育・教職実践演習

（幼稚園）

加藤　朋江

尾花　雄路（保育園長）

三吉　愛子（幼稚園教諭・保育士）

http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0051 2

三吉　愛子（保育士、幼稚園教諭） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0103 1

樋口　和美（小学校教諭及び小学校・中学校の

美術専門教員）
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0108 1

福嶋　真郷（中学校教諭、小・中学校副校長・

教頭）
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0110 1

前田　亜由美（保育士　幼稚園教諭） http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0132 1

子

ど

も

学

科

ゼミナール１

ゼミナール２

http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0003
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0004
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0005
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0013
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0006
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0007
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0009
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0010
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0002
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0114
http://midori-system.jp/syllabus_2021/syllabus_view.php?k_id=b0014
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0015
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0012
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0011
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0016
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0124
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0028
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0029
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0119
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0120
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0037
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0038
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0115
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0040
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0041
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0042
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0043
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0117
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0121
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0091
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0096
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0098
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0130
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0120
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0044
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0118
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0030
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こども音楽療育実習 井上　幸一 http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0064 1

保育所実習１
前田　聖悟

加藤　朋江
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0058 2

施設実習１
三吉　愛子

尾花　雄路
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0057 2

保育所実習２
前田　聖悟

加藤　朋江
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0056 2

施設実習２
三吉　愛子

尾花　雄路
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0059 2

教育実習
前田　亜由美（保育士　幼稚園教諭）

前田　聖悟
http://midori-system.jp/syllabus_2022/syllabus_view.php?k_id=b0061 4
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