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時限

時間

M１ ファッションデザイン 赤堀 ファッションデザイン 赤堀

C１ 保育基礎 森 保育基礎 森

M２ ファッションデザイン 赤堀 ファッションデザイン 赤堀

C２ 生活支援技術 杉本 生活支援技術 杉本

M３ ファッションデザイン 赤堀 ファッションデザイン 赤堀

C３ 課題研究（福祉住環境） 小野 課題研究（福祉住環境） 小野

Ｂ１ 保健(講習) 山下/竹島総合/文明論/現代の国語竹島/片山 文化論 赤堀 体育/美容実習ＩＩ 山下／進士 体育/美容実習ＩＩ 山下／進士 体育/美容実習ＩＩ 山下／進士

Ｂ３ 総合/文明論 竹島 現代文A・B/古典B 片山 体育 山下 体育 山下 体育 山下

M１ ＨＲ（歯科） ＤＨ教員 ＨＲ（歯科） ＤＨ教員

C１ 課題研究（歯科） ＤＨ教員 課題研究（歯科） ＤＨ教員

M２ 課題研究（歯科） ＤＨ教員 課題研究（歯科） ＤＨ教員

C２ ＨＲ（歯科） ＤＨ教員 子どもの発達と保育　（歯科） ＤＨ教員

M３

C3

Ｂ１ 美容実習/美容実習II 汲田/竹内 美容実習/美容実習II 汲田/竹内 美容実習/美容実習II 汲田/竹内 美容実習/衛生管理 汲田/香山 美容実習/衛生管理 汲田/香山 美容実習/現代社会 汲田/竹島 美容実習/現代社会 汲田/竹島

M１ 課題研究
（ファッション販売） 平田 ファッション制作 平田 ファッションデザイン（ヘア） 後藤 ファッションデザイン（ヘア） 後藤

C１ ＨＲ（福祉美容） 後藤 課題研究（福祉美容） 後藤 こころと体の理解
（実務者研修）杉本/安形 こころと体の理解
（実務者研修） 杉本/安形

M２ ファッション造形 平田 キャリアデザイン
（服飾関係） 平田 選択（美容・ヘア） 後藤 選択（美容・ヘア） 後藤

C２ 選択（福祉美容） 後藤 選択（福祉美容） 後藤 子どもの発達と保育 福祉校専任 子ども文化 福祉校専任

M３ ファッション造形 平田 ファッション造形 平田 課題研究（美容・ヘア） 後藤 課題研究（美容・ヘア） 後藤

C3 ＨＲ（福祉美容） 後藤 ＨＲ（福祉美容） 後藤 子どもの発達と保育 福祉校専任 子ども文化 福祉校専任

Ｂ１ 美容理論 汲田 美容理論 汲田 美容理論 汲田 美容実習 汲田 美容実習 汲田 美容実習 汲田 美容実習 汲田

M１ ＨＲ
（ビジネスマナー） 竹島 HR 片山 課題研究（エステ） 後藤 課題研究（エステ） 後藤 課題研究（メイク） 後藤

C１ コミュニケーション技術 安形 HR（実務者研修） 杉本/安形 HR（実務者研修） 杉本/安形 HR（実務者研修） 杉本/安形 介護福祉基礎 杉本/安形

M２ HR 片山 選択（美容・エステ） 後藤 選択（美容・エステ） 後藤 HR(メイク） 後藤

C２ 基礎看護 菅原 選択（訪問介護） 菅原 選択（訪問介護） 菅原 キャリアデザイン(訪問介護)杉本/安形

Ｍ３ HR 片山 HR 片山 選択（美容・エステ） 後藤 選択（美容・エステ） 後藤 HR(メイク） 後藤

C３ 基礎看護 菅原 基礎看護 菅原 医療援助 菅原 医療援助 菅原 生活支援技術 杉本/安形

Ｂ１ 保健(専門) 増田 保健(専門) 増田 数学I他/衛生管理 竹島他/増田 美容実習ＩＩ(エステ) 後藤 美容実習ＩＩ(エステ) 後藤 美容実習ＩＩ(メイク) 後藤

M１ ファッション制作 田頭 ファッション制作 田頭

C１ 社会福祉基礎 片山 社会福祉基礎 片山

Ｍ２ 食品衛生 川口 服飾手芸 田頭 服飾手芸 田頭

Ｃ２ HR（食品衛生） 川口 ﾌｰﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ 川口 ﾌｰﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ 川口

M３ ＣＧ 戸塚 食品衛生 川口 服飾手芸 田頭 服飾手芸 田頭

C３ 生活支援技術 杉本 HR（食品衛生） 川口 ﾌｰﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ 川口 ﾌｰﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ 川口

Ｂ１ 美容実習 蓮池 美容実習 蓮池 美容実習 蓮池 運営管理 森 香粧品化学 池野 香粧品化学 池野
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2022年度　東海文化高等専修学校　静岡新美容専門学校　9月時間割表　

１ ２ ３ ４ ５ ６

萩原 美術

片山 家庭総合 丸 英語総合学習（文化論） 赤堀 国語基礎

赤堀 科学と人間生活

飯塚 総合学習/現代文明論 竹島 数学I

月

丸

英語 小川 数学I 竹島 世界史Ａ

飯塚

地理Ａ 萩原 生物基礎 竹島

小川

保健 山下和 世界史Ａ

竹島 英会話 小川 家庭総合

萩原
火

クラブ 片山

数学基礎

異文化コミュニケーション 萩原 地理Ａ 萩原 英語

水

音楽 大澤

国語総合 片山

数学応用 竹島

クラブ 竹島

小川 リビングデザイン 丸 リビングデザイン 丸

山下和

体育 山下和

木

体育 山下和

ビジネスマナー 竹島 体育

HR 竹島 ＨＲ
（ICT技術）
金

現代の国語 片山 ICT技術 戸塚 公共

戸塚 情報 戸塚

河原崎 数学Ｉ 竹島

ＨＲ
（ICT技術） 戸塚 国語総合 片山


