
令和4年度

午前　( 10:00 ～　12:00　) 午後　( 1:00 ～　3:00　)

内容 講師 内容 講師

グリーンアカデミー本科  授業時間割

＊一部、授業の入れ替え等、変更することがあります。

月 日 曜日

2022年12月8日

（講）本科コースガイダンス(年間ガイダンス） 大出 英子 （講）花栽培のポイントおよび年間実習の進め方 高橋 和彦04 06 水

（講）夏野菜のポイント(実習含む） 柳川 武夫 （実）夏野菜の栽培管理　施設用具の使用説明 柳川 武夫04 08 金

（講）花栽培の基礎 高橋 和彦 （実）花栽培実習　夏花壇用草花の種まき　 高橋 和彦04 13 水

（講）野菜の栽培について 柳川 武夫 （実）夏野菜の栽培管理 柳川 武夫04 15 金

（講）植物の器官と働き 橋詰 二三夫 （実）花栽培実習　夏花壇用草花の種まき 大出 英子04 20 水

（講）野菜の栽培について 柳川 武夫 （実）夏野菜の栽培管理　元肥施肥耕うん・畝作り 柳川 武夫04 22 金

（講）家庭園芸における植物の病害とその防除 夏秋 啓子 （実）花栽培実習　夏花壇の苗づくり、用土作り 高橋 和彦04 27 水

祝日休講 祝日休講04 29 金

祝日休講 祝日休講05 04 水

（講）世田谷キャンパスツアー 大出 英子 （実）夏野菜の栽培管理　マルチ張り 柳川 武夫05 06 金

（講）昆虫の世界 鶴巻 洋志 （実）花栽培実習　夏花壇の苗づくり 高橋 和彦05 11 水

（講）雑草について 松嶋 賢一 （実）夏野菜の栽培管理　植え付け 柳川 武夫05 13 金

（講）植物の開花生理について 小池 安比古 （実）花栽培実習　夏花壇の苗づくりと春のかたづけ 高橋 和彦05 18 水

（講）植物の観察と調べ方 伊藤 健 （実）夏野菜の栽培管理　追肥土寄せ・支柱立て誘引 柳川 武夫05 20 金

（講）花きのミクロ繁殖について 乘越 亮 （実）花栽培実習　夏花壇の苗づくりと春のかたづけ 高橋 和彦05 25 水

（講）堆肥の利用による土壌物理性の改善と作物生産 平野 繁 （実）夏野菜の栽培管理　わき芽取り誘引 柳川 武夫05 27 金

（講）花卉関連基礎知識 高橋 和彦 （実）花栽培実習　春花壇整理 高橋 和彦06 01 水

（講）家庭果樹の栽培基礎知識 森 誠 （実）夏野菜の栽培管理　追肥土寄せ 柳川 武夫06 03 金

（講）インテリア環境での栽培・鑑賞法 乘越 亮 （実）花栽培実習　夏用切り花定植 高橋 和彦06 08 水

（講）グリーンアカデミーの行事について 大出 英子 （実）夏野菜の栽培管理　わき芽取り誘引 柳川 武夫06 10 金

（講）世界の野菜　 真田 篤史 （実）花栽培実習　夏花壇植付け　 高橋 和彦06 15 水

（講）植物の栄養について　 前田 良之 （実）夏野菜の栽培管理　追肥土寄せ 柳川 武夫06 17 金

（講）造園の楽しみ方 鈴木 誠 （実）花栽培実習　シンビジウムの株分け 高橋 和彦06 22 水
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（講）肥料の種類と役割　 前田 良之 （実）夏野菜の栽培管理　わき芽取り誘引 柳川 武夫06 24 金

（講）花き関連講座 高橋 和彦 （実）花栽培実習　土作り　ハンギングへの植え込み 高橋 和彦06 29 水

（講）日本の園芸文化について 平野 恵 （実）夏野菜の栽培管理　収穫 柳川 武夫07 01 金

（講）化学的防除と総合防除 竹内 将俊 （実）花栽培実習　古土の再生 高橋 和彦07 06 水

（講）土のできかたと種類 大島 宏行 （実）夏野菜の栽培管理　収穫 柳川 武夫07 08 金

（講）樹木と環境について　　　 濱野 周泰 （実）花栽培実習　秋から春の苗づくり 高橋 和彦07 13 水

（講）肥料・土壌改良資材の種類と使い方 大島 宏行 （実）夏野菜の栽培管理　収穫 柳川 武夫07 15 金

（講）花き関連講座 高橋 和彦 （実）花栽培実習 秋から春の苗づくり 高橋 和彦07 20 水

（講）世界の主要作物 入江 憲治 （実）夏野菜の栽培管理 秋冬野菜の種まき 柳川 武夫07 22 金

（実）花栽培実習　秋まき一年草と球根の種類 高橋 和彦 休講07 27 水

（実）秋冬野菜の栽培管理　植え付け 柳川 武夫 休講08 05 金

（実）秋冬野菜の栽培管理　葉物間引き 柳川 武夫 休講　　　08 19 金

（実）花栽培実習 秋から春の苗づくり 高橋 和彦 休講　　　08 24 水

（実）夏野菜の栽培管理　収穫 柳川 武夫 休講　09 02 金

（実）花栽培実習　秋から春の苗づくり 高橋 和彦 休講　09 07 水

（実）夏野菜の栽培管理　片付け 柳川 武夫 休講09 16 金

（実）花栽培実習　秋から春の苗づくり 高橋 和彦 休講09 21 水

（講）花き関連講座 高橋 和彦 （実）花栽培実習　秋の挿し木 高橋 和彦09 28 水

（講）夏野菜の栽培管理　収穫 柳川 武夫 （実）秋冬野菜の栽培管理　追肥土寄せ 柳川 武夫09 30 金

（講）庭と園 鈴木 誠 （実）花栽培実習　宿根草の株分けと夏花壇の片付け 高橋 和彦10 05 水

（講）庭園と庭石について 張 平星 （実）秋菜野菜の栽培管理　追肥土寄せ 柳川 武夫10 07 金

（講）植物のミクロの世界へのいざない 和久井 健司 （実）花栽培実習　秋から春の花壇づくり 高橋 和彦10 12 水

（見）(B組)江戸の庭園見学 鈴木 誠 （見）(A組)江戸の庭園見学 鈴木 誠10 14 金
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（講）野菜の成分と栽培環境 寺田 順紀 （実）花栽培実習 秋の切り花の植え込みと土作り 高橋 和彦10 19 水

（講）園芸福祉の魅力 大出 英子 （実）秋菜の栽培管理　中耕・除草 柳川 武夫10 21 金

（講）植物による環境負荷低減技術 水庭 千鶴子 （実）花栽培実習 秋から春の花壇づくりとプランター片付
け

高橋 和彦10 26 水

グリーンアカデミー収穫祭準備 グリーンアカデミー収穫祭準備10 28 金

グリーンアカデミー収穫祭 グリーンアカデミー収穫祭10 29 土

グリーンアカデミー収穫祭 グリーンアカデミー収穫祭10 30 日

収穫祭振替休講 収穫祭振替休講11 02 水

（講）植物の病虫害と農薬とのつきあい方 草間 祐輔 （実）秋冬野菜の栽培管理 収穫 柳川 武夫11 04 金

（講）キクについて 乘越 亮 （実）花栽培実習 秋から春の花壇作り 高橋 和彦11 09 水

（見）新宿御苑菊花壇展　見学 大出 英子 （見）新宿御苑菊花壇展　見学 大出 英子11 11 金

（講）花き関連講座 高橋 和彦 （実）花栽培実習 秋から春のプランターへの寄せ植え 高橋 和彦11 16 水

（講）野菜の肥料栄養 柳川 武夫 （実）秋冬野菜の栽培管理 収穫 柳川 武夫11 18 金

祝日休講 祝日休講11 23 水

（講）魅せるみどりのデザイン 木村 悦之 （実）秋冬野菜の栽培管理 収穫 柳川 武夫11 25 金

（講）自然と自然景観の保全について 栗田 和弥 （実）花栽培実習　秋の植え込みと土作り 高橋 和彦11 30 水

（講）家庭でできる水耕栽培 柳川 武夫 （実）秋冬野菜の栽培管理 収穫 柳川 武夫12 02 金

（講）野菜栽培における各種被覆資材 五十嵐 大造 （実）花栽培実習　秋から春のプランターへの寄せ植え 高橋 和彦12 07 水

（講）洋ランについて　　 江尻　宗一 （実）秋冬野菜の栽培管理 収穫 柳川 武夫12 09 金

（講）花き関連講座 高橋 和彦 （実）花栽培実習　土作り 高橋 和彦12 14 水

（講）専科ガイダンス 大出 英子 （講）秋冬野菜の栽培管理　収穫・保存加工 柳川 武夫12 16 金

（講）盆栽の観賞と楽しみ方 中川 竹春 （実）花栽培実習 冬の準備 高橋 和彦12 21 水

休講 休講12 23 金

（講）冬に楽しむキンポウゲ科の植物達 金子 明人 （実）花栽培実習　日本サクラソウ株分け 高橋 和彦01 11 水
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（講）学長講話・キノコについて 江口 文陽 （実）秋冬野菜の栽培管理 収穫・保存加工 柳川 武夫01 13 金

（実）新宿御苑バラ剪定・日本庭園実習 大出 英子 （実）新宿御苑バラ剪定・日本庭園実習 大出 英子01 18 水

（講）家庭果樹の整枝剪定 森 誠 （実）秋冬野菜の栽培管理 収穫・保存加工 柳川 武夫01 20 金

（講）ハーブの種類と利用 和田 文緒 （実）花栽培実習 腐葉土づくりと宿根草の株分 高橋 和彦01 25 水

（講）花の日持ちについて 乘越 亮 （実）秋冬野菜の栽培管理 収穫　保存加工 柳川 武夫01 27 金

（講）花き関連講座 高橋 和彦 （実）花栽培実習　サギソウ植付け 高橋 和彦02 01 水

（講）果樹の苗木の作り方 森 誠 （実）秋冬野菜の栽培管理　収穫・片付け 柳川 武夫02 03 金

（講）植物の魅力 玉木 恭介 （実）花栽培実習　腐葉土づくりとバラの鉢替え 高橋 和彦02 08 水

クラブ発表会準備 クラブ発表会準備02 10 金

クラブ発表会 クラブ発表会02 11 土

クラブ発表会 クラブ発表会02 12 日

（講）庭木の手入れと管理について 内田 均 （実）花栽培実習　次年度用苗作りの為の早播き 高橋 和彦02 15 水

（講）庭木の手入れについて 内田 均 （実）秋冬野菜の栽培管理　収穫　保存加工 柳川 武夫02 17 金

（講）垣根について 内田 均 （実）垣根づくり(1) 内田 均02 22 水

（実）垣根づくり(2) 内田 均 （実）垣根づくり(3) 内田 均02 24 金

（講）園芸による地域貢献　 高橋 和彦 （実）ミニシクラメンの鉢替え　 高橋 和彦03 01 水

（講）道具・機械の種類と手入れについて 柳川 武夫 （実）秋冬野菜の片付け・夏野菜の移植・整地 柳川 武夫03 03 金

（講）一年のまとめと園芸相談 高橋 和彦 （実）春花壇の手入れと整備・実習まとめ 高橋 和彦03 08 水

（実）本科野菜実習まとめ 柳川 武夫 （講）本科まとめ 大出 英子
高橋 和彦
柳川 武夫

03 10 金

　 修了式03 16 木


