
2022年度（令和４年度）開講科目（実務経験のある教員等による授業科目）

○ マイスター科　１年　（前期）　開講科目 ○ マイスター科　１年　（後期）　開講科目

№ 分野 区分 科　　　目　　　名 担当教員 時間数 № 分野 区分 科　　　目　　　名 担当教員 時間数

1 花き生産流通 必　修 花き生産実習 臼田 90 13 花き生産流通 必　修 イベント販売実習 井上 15

2 花き生産流通 必　修 園芸流通概論 井上 30 14 花き生産流通 選　択 生産マネージメント実習Ⅰ 臼田 60

3 花き装飾 必　修 園芸装飾実習Ⅰ 吉田 30 15 花き生産流通 選　択 生産課題解決演習Ⅰ 臼田 45

4 花き装飾 必　修 フラワーデザイン実習Ⅰ 林 60 16 花き装飾 選　択 園芸装飾実習Ⅱ 吉田 30

5 花き装飾 選　択 3級園芸装飾技能検定対策実習 林 30 17 花き装飾 選　択 フラワーデザイン実習Ⅱ 林 60

6 花き装飾 選　択 3級フラワー装飾技能検定対策実習 安保 60 18 造園緑化 必　修 花修景実習Ⅱ 相田 30

7 造園緑化 必　修 造園学概論 相田 30 19 造園緑化 選　択 造園施工・管理実習Ⅱ 新井 60

8 造園緑化 必　修 花修景実習Ⅰ 相田 30 20 造園緑化 選　択 測量実習 新井 30

9 造園緑化 必　修 造園施工・管理実習Ⅰ 新井 60 21 造園緑化 選　択 製図実習 新井 30

10 造園緑化 選　択 ３級造園技能検定対策実習 新井 45 22 造園緑化 選　択 CAD製図実習 相田 30

11 マーケティング 必　修 商品動向リサーチⅠ 井上 15 23 マーケティング 必　修 商品動向リサーチⅡ 井上 15

12 植物管理 必　修 植物管理基礎実習Ⅰ 前田 60 24 マーケティング 選　択 商品開発演習 井上 30

計 540 25 マネージメント 必　修 キャリアデザインⅠ 佐藤 30

26 マネージメント 必　修 起業・経営シミュレーション 佐藤 30

27 文化・利用 選　択 園芸色彩学 井上 30

28 文化・利用 選　択 いけばな 片倉 15

29 文化・利用 選　択 園芸福祉論・実習 相田 30

30 植物管理 必　修 植物管理基礎実習Ⅱ 前田 30

31 就業体験 必　修 インターンシップⅠ 各コース担当教員 120

計 720



2022年度（令和４年度）開講科目（実務経験のある教員等による授業科目）

○ マイスター科　２年　（前期）　開講科目 ○ マイスター科　２年　（後期）　開講科目

№ 分野 区分 科　　　目　　　名 担当教員 時間数 № 分野 区分 科　　　目　　　名 担当教員 時間数

1 花き生産流通 選　択 生産プロジェクト実習Ⅱ 臼田 90 18 造園緑化 選　択 公園・緑化概論 今西 30

2 花き装飾 選　択 フラワーデザイン実習Ⅲ 林 60 19 造園緑化 選　択 造園工学・施工論 新井 30

3 花き装飾 選　択 2級フラワー装飾技能検定
対策実習 吉田 90 20 マーケティング 選　択 SNSプロモーション 井上 30

4 造園緑化 選　択 花修景実習Ⅲ 相田 30 21 就業体験 必　修 インターンシップⅢ 各コース担当教員 150

5 造園緑化 選　択 造園施工・管理実習Ⅲ 新井 60 22 卒業研究・卒業制作Ⅱ（花き生産コース） 臼田

6 造園緑化 選　択 造園計画演習 相田 30 23 卒業研究・卒業制作Ⅱ（花き装飾コース） 吉田

7 造園緑化 選　択 2級造園技能検定対策実習 新井 30 24 卒業研究・卒業制作Ⅱ（造園緑化コース） 相田

8 マーケティング 必　修 商品動向リサーチⅡ 井上 30 計 510

9 マネージメント 必　修 キャリアデザインⅡ 佐藤 30

10 マネージメント 選　択 起業・経営シミュレーション 佐藤 30

11 文化・利用 選　択 園芸文化研修 今西 30

12 植物管理 必　修 植物管理基礎実習Ⅲ 前田 30

13 国際性 必　修 海外視察研修 井上 90

14 就業体験 選　択 インターンシップⅡ 各コース担当教員 60

15 卒業研究・卒業制作Ⅰ
(花き生産コース） 臼田

16 卒業研究・卒業制作Ⅰ
(花き装飾コース） 林

17 卒業研究・卒業制作Ⅰ
(造園緑化コース） 相田 マイスター科　１年　開講科目　時間数　計 1260

計 750 マイスター科　２年　開講科目　時間数　計 1260

総合計　　　 2520時間

課題解決 必  修 60

課題解決 必  修 270


