
春学期
Ⅰ時限

9:30

～

11:00

Ⅱ時限 前半:00227901 後半:00227601 前半:00227901 後半:00227601 
11:10 【G3-112】 【G3-112】 【G3-112】 【G3-112】 臨床生化学
～ 社会福祉原論 人間関係論 社会福祉原論 人間関係論

12:40 （増子　勝義） （増子　勝義） （増子　勝義） （増子　勝義）

Ⅲ時限 前半:00283201 後半：00293901　
13:30 【G3-112】 【G3-112】
～看護学概論 看護方法論a

15:00 （齋藤　やよい） （星野　聡子）
※3･4･5時限

Ⅳ時限 　　　連続開講

15:10 （林 孝夫） （石原　啓次）　
～

16:40

Ⅴ時限

16:50

～

18:20

秋学期
Ⅰ時限

9:30

～

9:30

Ⅱ時限 後半：00288201
11:10 【G3-112】
～ 臨床心理学

12:40 （太田　幸雄）

Ⅲ時限
13:30

～

15:00

Ⅳ時限 後半：228001
【G3-211】
児童福祉論

15:10 （所 貞之）
～

16:40

Ⅴ時限
16:50 人体の構造機能b
～ （後藤　茂）

18:20 ※開講日は掲示します

臨床免疫学 教育課程論
（後藤 武） （目時　修）

※事前登録が必要です ※事前登録が必要です
00230001　　　　　【G3-112】 00174902　 　 　【B103】 00292601　　 　　　【C2-105】

00192310　　　  【体育館】
スポーツ科学Ⅰb
（高橋　光平）

プロジェクト教育a スポーツ科学Ⅰb 日本国憲法
（後藤 武） （深山　元良） （飯田 孝也）

※3･4･5時限連続開講 ※クラス分け、担当教員、コマコードは掲示します

00291701　　　　【G3-112】 00192309 　　　 【体育館】　 00049102　　　　　 【A325】

（長谷川　卓志） （星野　聡子） （岡崎　太朗） （語学教育センター教員）

00229001　　　　【G3-112】 00294001　　　　　【G3-112】 00110851       【B206】
疫学 看護方法論b コンピュータ応用論 Oral FluencyI

※隔週開講
※開講日は掲示します ※開講日は掲示します

臨床栄養学 医用工学概論 医学概論
（酒井 健介） （大森 直哉） (後藤　茂）

社会学
（遠藤　惠子）

※開講日は掲示します
00106451　　　　【G3-112】 00229901　　　　　【G3-311】 00292401　 　【C2-105】

※クラス分け、担当教員、コマコードは掲示します ※隔週開講

00155903　　　　【G3-311】

（川野　有佳） （語学教育センター教員） （平田 隆弘） （後藤　茂）
国際協力論 Oral FluencyI 病原微生物学 人体の構造機能b
00172401 　　　　 【G3-311】 00229101　　　　【G3-311】 00292601　　【C2-105】

月 火 水 木 金 土

※開講日は掲示します （飯倉 章）

（三浦　周） （目時　修） （田島 久歳） （高橋　葉子）

00031902　　　　【G1-203】　 00068291　　　　　【B103】　 00169402　　　　【G3-311】 00099503　　　　【B101】
宗教学概論 教職論 異文化理解 心理学 

※事前登録が必要です ※事前登録が必要です ※隔週開講

※対象：NS2019-081～

00237151　　　　【G2-306】 00192208　　　　　【体育館】 00192209　　　　【体育館】 00292501　　　【C2-105】
生徒指導 スポーツ科学Ⅰa スポーツ科学Ⅰa 人体の構造機能a

※対象：NS2019-001～080

コンピュータ基礎論　 科学基礎 Fundamentals of EnglishI
（岡崎　太郎） （佐藤　秀次） ※クラス分け、担当教員、コマコードは掲示します

プロジェクト教育a グローバルヘルスa
00291701 　　 　【G3-112】 00296201  　   　【G3-112】 00292901   　  【G2-206】

※開講日は掲示します
00110752　　　　　【L101】 00291601　　 　　【B208】

（後藤 武） (宮澤　純子） （後藤 武）
※隔週開講

※隔週開講
（深山 元良） ※クラス分け、担当教員、コマコードは掲示します （目時　修） （宮澤　純子） （後藤　茂）

1年次生 2019/3/27

月 火 水 木 金 土

生涯スポーツ概論 Fundamentals of EnglishI 教職論 世界の中の日本 人体の構造機能a
00037551　　　　【G3-112】 00068202　　 　　【B208】 00242602  　   　【G3-112】 00292501　　　【C2-105】

※開講日は掲示します

00110751　　　　　【B206】
コンピュータ基礎論

（高橋 光平）

（岡崎　太郎）

00172302　　　　【B209】　
国際交流論

（後藤　茂）

※開講日は掲示します



春学期
Ⅰ時限

9:30

～ （井上　映子）
11:00

Ⅱ時限 前半:00293201 後半:00293301 00292701　　　　　　【C2-105】
【G3-209】 【G3-209】 疾病治療学a

11:10 周産期医学a 周産期医学b （後藤　茂）
～ （宮澤 純子） （後藤　武）

12:40

Ⅲ時限 前半：00228301 前半:00294101 後半:00294301 前半:00233001 後半:00294601
【G3-209】 【G3-209】 【G3-209】 【G3-209】 【G3-209】

13:30 生涯発達論 看護方法論c 看護方法論e 精神看護学概論 クリニカル
～ （川久保　悦子） （北田　素子） （北田　素子） （小林　みゆき） 　　ケア概論

15:00 （岩田　浩子）

Ⅳ時限
15:10

～

16:40

Ⅴ時限 00184101　　　　【B208】 00292701　　　　　　【C2-105】
16:50

～

18:20

秋学期
Ⅰ時限 前半:00294301 後半:00294201

9:30 臨床薬理学  【G3-209】 【G3-209】 医療福祉
～ 看護方法論e 看護方法論d （石田 路子）

11:00 （北田　素子） （樺島　稔）
Ⅱ時限 前半:00293701 後半:00292201

11:10   【G3-209】 【G3-209】 疾病治療学b
～臨床薬物動態論 家族発達支援論 （後藤　茂）

12:40 （大森　直哉） （佐々木　美喜）

Ⅲ時限
教育制度

13:30 （井上 敏博） （鈴木　明子） 隔週開講
～

15:00 韓国語ⅠＢ 臨床薬剤学
（佐藤　秀次）

Ⅳ時限
Oral FluencyII 疾病治療学b

15:10 （後藤　茂）
～

16:40 Oral FluencyII

Ⅴ時限
16:50 地域包括ケア方法論b
～ （大野　佳子） （鈴木　明子） 隔週開講

18:20

※隔週開講

　（山田　万希子） （小林　みゆき）
※開講日は掲示します

00232302　　　  【G3-209】 00297101　　　　　【G3-209】 00295601　　　　　【G3-209】 00233102　　 　【G3-209】
公衆衛生看護活動論 精神看護方法論

00094432　　 　　【G3-113】

（James Knight/M.poonoosamy）

母性看護方法論

プロジェクト教育b 養護概説 教育相談(カウンセリングを含む）
（志賀　亮太） （James Knight/M.poonoosamy） （岩田 浩子） （岩田 泉）

（金　大石）　 ※開講日は掲示します
00291801　　　　【G3-209】 00094432　　　　　 【G3-113】 00242001　　　　　【G3-114】 00068401　　　　【B208】 00292801　　　　【C2-105】

（姜　寅星） （村山　令二） （和野　千枝子）
00070952　　　　【G2-108】 00293801　　　　【G3-211】

00041252　　　　【B303】 00228201　　　　　【G3-209】 00294801　　　　　【G3-209】 00018202　　　　【G2-204】 00295601　　　　【G3-209】
中国語ⅠＢ　 保健医療福祉行政論 慢性期クリニカルケア方法論 地域包括ケア方法論b

※1･2時限連続開講 00070952　　　　【G2-108】 ※隔週開講
※開講日は掲示します ※開講日は掲示します 韓国語ⅠＢ　（金　大石）　 ※開講日は掲示します

急性期クリニカルケア方法論 小児看護方法論 中国語ⅠＢ　（姜　寅星）
（四十竹　美千代） （高田　良子）

※隔週1～4時限連続開講
00294701　　　　　【G3-209】 00232702　　　　　【G3-209】 00041252　　　　【B304】 00292801　　　【C2-105】

健康支援と健康教育 地域包括ケア方法論a
（後藤　武） （川久保　悦子）

土
00106251　　　　【G3-209】 00296901　　　　　【G3-209】 00295501　　　　　【G3-209】 00180202　　【G3-309】

（大橋　優紀子）

※3･4･5時限連続開講
※開講日は掲示します ※開講日は掲示します

月 火 水 木 金

（井上 敏博） （後藤　茂）

※開講日は掲示します ※開講日は掲示します
中国語ⅠＡ　田　原・姜　寅星 00295301　　　　　【G3-209】

教育原理 疾病治療学a

※開講日は掲示します

00227001　　　　【G1-104】 韓国語ⅠＡ　金　大石・亀井 みどり
医療英語 ※クラス分けアンケート結果を掲示します

※開講日は掲示します （Mernyei Maria）

チーム医療論
（井上　映子）

（志賀　亮太） （大野　佳子） （岩田 泉） ※クラス分けアンケート結果を掲示します

00291801　　　　【G3-209】 00233801　　 　 　【G3-209】 00018101　　　　【G3-209】
プロジェクト教育b 公衆衛生看護学概論 教育心理学 中国語ⅠＡ　田　原・姜　寅星

（James Knight/Fermin Tricia Abigai） （James Knight/Fermin Tricia Abigai） （Mernyei Maria）

土
00094376 　 　　【G3-211】 00094376 　 　　【G3-211】 00227001　　　　【G1-104】 00295401　　　　　　【G2-206】
Fundamentals of EnglishII Fundamentals of EnglishII 医療英語 地域包括ケア概論

00296301　　　　【G3-209】
グローバルヘルスb
（鈴木 明子）
※開講日は掲示します

2年次生 2019/3/27

月 火 水 木 金

※開講日は掲示します

00293001　　　　　　【J101】

※クラス分けアンケート結果を掲示します 母子看護学概論
韓国語ⅠＡ　金　大石・亀井 みどり （宮澤　純子）
※クラス分けアンケート結果を掲示します



春学期
Ⅰ時限 前半:00235201　　 後半:00233201 前半:00297401 後半:00232801　

9:30 医療倫理学 【G2-206】 【G3-112】 【G3-209】 【G3-209】
～ 終末期看護論 精神看護 助産学概論 小児看護

11:00 （和野　千枝子） 方法論演習 （清水　清美） 方法論演習
Ⅱ時限 前半:00235602 後半:00235201　　 （島村　龍治） 前半:00293501 （柚山　香世子）

11:10 【G2-206】 【G2-206】 【G3-209】 ※1･2時限連続開講
～ 看護研究方法論 終末期看護論 地域母子保健

12:40 （齋藤　やよい） （和野　千枝子） （佐々木　美喜）

Ⅲ時限 前半:00295701 後半:00294901 後半:00232401 後半:00293101　
13:30  【G3-112】 【G3-112】  【G3-112】 【J101】
～ 地域包括ケア 急性期クリニカル 母性看護 （大橋　優紀子） 地域連携教育

15:00 方法論演習a ケア方法論演習 　　方法論演習 ※3･4時限連続開講 ※開講日は掲示します （小林　みゆき）
Ⅳ時限 （熊谷　玲子） （神明　朱美） （山田　万希子） 00295001 【G3-112】 ※3･4・5時限連続開講

15:10 感染看護
～（鈴木　明子）

16:40 ※3･4時限連続開講 ※開講日は掲示します

Ⅴ時限
16:50

～

18:20

※開講日･教室は掲示します

（松尾　尚美）
※開講日は掲示します ※開講日は掲示します

00293601　     　【G3-209】
薬学系演習

※3･4時限連続開講 ※3･4時限連続開講

（佐藤　秀次）

（飯島　亜樹）
※1･2時限連続開講

※開講日は掲示します ※開講日は掲示します ※開講日は掲示します

00235301　　　　　【G3-209】

00229401　   　　 【G3-209】
保健医療統計学
（長谷川　卓志）

00292301　     　【G3-114】
ウィメンズヘルス支援論

00297001　     　【G3-114】
地域診断と地域活動
（大野　佳子）

月 火 水 木 金 土

3年次生 2019/3/27

00281102　　　　　 【B208】

（飯田　加奈恵）
※1･2時限連続開講
※開講日は掲示します

00293401　　　　【N棟4階講義室】
周産期医学c
（看護学部教員）

00295801　　　　【G3-112】
地域包括ケア方法論演習b

慢性期クリニカルケア方法論演習

＜秋学期　実習科目＞

コマコード 科目名 配当年次 担当教員 備考

00295101 急性期クリニカルケア実習 四十竹　美千代

00295201 慢性期クリニカルケア実習 和野　千枝子

00295901 地域包括ケア実習a 井上　映子

00296001 地域包括ケア実習b 鈴木　明子

00296101 地域包括ケア実習c 大橋　優紀子

00232501 母性看護学実習 山田　万希子

00232901 小児看護学実習 高田　良子

00233301 精神看護学実習 小林　みゆき

3年次



春学期
Ⅰ時限 00235901　　　　【J101】 00297801　　　　【J204】 00237201　　　　　　【J-205】 00297601　　　　【J204】

9:30 卒業研究 助産診断・技術学d 養護実習（事前事後指導） 助産診断・技術学b
～（高田　良子） （宮澤　純子） （岩田　浩子） （清水　清美）

11:00

Ⅱ時限 00235401　　　  【G3-114】 00297501　　　　【N棟4階講義室】 00297201　　　　【J101】
11:10 国際看護 助産診断・技術学a 薬物療法管理論
～（宮澤　純子） （佐々木　美喜） （佐藤　秀次）

12:40

Ⅲ時限 前半:00235001 後半:00297901 前半:00228401 後半:00297701
13:30 【J101】 【N棟4階講義室】 【G2-206】 【J204】 感染看護

災害看護 助産診断・技術学e 関係法規 助産診断・技術学c （鈴木　明子）
～ （高柴　律子） （清水　清美） （詫間　浩樹） （戸石悟司・山田万希子）

15:00

　　　
Ⅳ時限 後半:00297201

15:10 【J101】
公衆衛生看護方法論演習

～ （大野　佳子）
16:40

Ⅴ時限
16:50

～ （武山　梅乗）
18:20

秋学期
Ⅰ時限

9:30

～

11:00

Ⅱ時限 00235901　　　     　【J101】 後半:00296601
11:10 卒業研究 【J204】
～ （高田　良子） 助産管理

12:40 （清水　清美）

Ⅲ時限
13:30 総合看護学演習B
～

15:00

Ⅳ時限
15:10 国試対策
～※4･5時限連続開講

16:40

Ⅴ時限
16:50

～

18:20

※開講日は掲示します

（岩田　浩子）

※開講日は掲示します

※2～4時限連続開講

00296801　　　　    　【G2-206】

教職実践演習（養護）
（太田　幸雄）

※1･2時限連続開講
※開講日は掲示します 00237301　　　　【J205】

死生学 医療ゲノム概論  臨床治験学概論
（飯田　加奈恵） （佐藤　秀次） （大森　直哉）

土
00227801　　 　     　【G3-211】 00229801　　   　　　【G3-211】 00230101　　　　　【G3-211】

　にて説明します。

月 火 水 木 金

　　　 00168601　　　　　【G1-103】
※詳細はオリエンテーション等 地域ボランティア論

※開講日は掲示します ※開講日は掲示します
※3･4時限連続開講 ※3･4時限連続開講

00297201　　　　【J101】
公衆衛生看護活動論演習
（大野　佳子）

総合看護学演習A
（岩田　浩子）
※3～5時限連続開講

（大野　佳子）
※開講日は掲示します

00296701　　　　【G2－206】
※開講日は掲示します ※開講日は掲示します

00296501　　　　【G2－206】
看護管理
（岩田　浩子）

公衆衛生看護活動論演習

00235302　　　　  【G3-114】

00229601　　　　　【G3-114】

月 火 水 木 金 土

※開講日は掲示します ※開講日は掲示します ※1･2時限連続開講
※開講日は掲示します

※開講日は掲示します

4年次生 2019/3/27


	H31教室あり (春学期版)

