
ver.7.00 R3.3.30

令和3年度　 看護学部　時間割 【後　期】
1 2 3 4 5

9：00～10：30 10：40～12：10 13：00～14：30 14：40～16：10 16：20～17：50

コード 科目名 担当 教室 コード 科目名 担当 教室 コード 科目名 担当 教室 コード 科目名 担当 教室 コード 科目名 担当 教室

1D0200 ★数学Ⅱ （9/20～12/27） 山下 1O0100 地域看護学 （9/20～12/27） 石田他

（9/21～12/21）

1R0401 災害看護論Ⅰ（9/20～11/8） 内木他 1Ｆ0301 英語Ｒ1-2 （9/20～12/27） 遠藤花

1Ｆ0302 英語Ｒ1-2 （9/20～12/27） 川﨑

1Ｆ0303 英語Ｒ1-2 （9/20～12/27） 遠藤花 1R0402 災害看護論Ⅰ（9/20～11/8） 内木他

1Ｆ0304 英語Ｒ1-2 （9/20～12/27） 川﨑

1B0900 生活環境論 （10/11～11/29） 石田他 1M0700 発達看護学Ⅲ①（10/11～1/24） 坂口 1H0700 疾病の成り立ちと回復の促進Ⅳ 井上他 1O0200 ◎公衆衛生看護活動論 吉川他 1H0700 疾病の成り立ちと回復の促進Ⅳ 井上他

*月2、金1 （調整中）*月3・5、水5、木5  （10/11～1/24） （調整中）*月3・5、水5、木5

1O0400 ◎疫学（1/24）　　*月1、水1 川﨑洋

1Ｕ0100 公衆衛生看護活動展開論　※ 吉川他 1F1500 ★英語文献を読むⅡ*月4・金3 遠藤花

（9/20～1/24） （9/20～1/24）

1B0900 生活環境論 （10/11～11/29） 石田他 1Ｕ0100 公衆衛生看護活動展開論　※ 吉川他 1R0402 災害看護論Ⅰ（9/20～12/27） 赤井他 1O0200 ◎公衆衛生看護活動論 吉川他 1O0100 地域看護学 （9/20～12/27） 石田他

（9/20、10/18・25、11/1・29、12/27、1/17・24） （10/11～1/24）

1O0400 ◎疫学（1/24）　　*月1、水1 川﨑洋

1I0200 看護学概論Ⅱ（11/8～11/29） 吉田 1I0200 看護学概論Ⅱ（11/8～11/29） 吉田 1Ｈ0800 ☆疾病の成り立ちと回復の促進Ⅴ 井上

*月2・3 *月2・3 （10/4～12/27）　*月4、水1　（期間中8回実施）

M01106 病院管理論 (11/8、12/20) 筧 M01106 病院管理論 古川他 M01213 国際看護学特講Ⅲ 野口他 M00204 がん看護学特講Ⅳ 吉田他 M01104 看護管理学特講Ⅳ※1 古川他

*月1・2、木1・2 （10/4～11/1、11/29、12/6・13） M01316 看護科学特講 筒井 （10/4～10/18、11/15～12/13）

M01003 看護教育学特講Ⅲ 西田 *月1・2、木1・2

M01005 看護教育学特講Ⅴ 佐々木 西田

M00102 基礎看護学特講Ⅱ 高田

M01214 国際看護学特講Ⅳ 野口他

N00462 応用助産学特講Ⅱ 東 他 N00202 国際保健助産論Ⅱ 齋藤 N00271 リプロダクティブ・ヘルスケア演習Ⅰ 東　他 N00252 国際保健助産演習Ⅱ 井村

（9/27～1/10） （9/27～1/10） （9/27～1/10） （9/27～1/10）

N00472 助産学実習Ⅱ（1/17～2/21） N00472 助産学実習Ⅱ（1/17～2/21） N00472 助産学実習Ⅱ（1/17～2/21） N00472 助産学実習Ⅱ（1/17～2/21） N00472 助産学実習Ⅱ（1/17～2/21）

D40404 看護研究特論Ⅳ（10/4～11/22） 川原 D40301 看護科学特論Ⅰ（10/4～11/22） 筒井 D20*** 母性看護学特別研究 井村　新田　齋藤

D40501 研究計画書セミナー（11/29～1/31） 筒井

院

修
助

博
士

合
同

修
看

合
同

大学院授業日（月曜日）：【16週】　10/4、10/11、10/18、10/25、11/1、11/8、11/15、11/22、11/29、12/6、12/13、12/20、12/27、1/17、1/24、1/31　※指定のない限り若い日程から必要な授業回数を実施します。

4年生授業日（月曜日）：【10週】　10/4、10/11、11/8、11/15、11/22、11/29、12/6、12/13、12/20、12/27

3年生授業日（月曜日）：【8週】　9/20、10/18、10/25、11/1、11/29、12/27、1/17、1/24　　編入3年生授業日（月曜日）：【17週】　9/20、9/27、10/4、10/11、10/18、10/25、11/1、11/8、11/15、11/22、11/29、12/6、12/13、12/20、12/27、1/17、1/24

編
入

編入4年生卒業説明会（11/8予定10:00～）　教室未
定
※詳細は掲示発表（WEBの可能性有り）
※保健師国家試験を受験しない学生対象

国試関連

Ａ

Ｂ

編
入

Ｂ

合
同

月

2年生授業日（月曜日）：【14週】　10/11、10/18、10/25、11/1、11/8、11/15、11/22、11/29、12/6、12/13、12/20、12/27、1/17、1/24

1年生授業日（月曜日）：【15週】　9/20、9/27、10/4、10/11、10/18、10/25、11/1、11/8、11/15、11/22、11/29、12/6、12/13、12/20、12/27

1年

2年

3年

Ａ

Ｂ

Ａ

4年

【月】

曜
日

時
限

学年

Ｂ

合
同

Ａ
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令和3年度　 看護学部　時間割 【後　期】
1 2 3 4 5

9：00～10：30 10：40～12：10 13：00～14：30 14：40～16：10 16：20～17：50

コード 科目名 担当 教室 コード 科目名 担当 教室 コード 科目名 担当 教室 コード 科目名 担当 教室 コード 科目名 担当 教室

1H0500 疾病の成り立ちと回復の促進Ⅱ 井上他 1Ｂ0700 ★身体運動論Ⅰ（9/21～11/9） 伊藤 1B0600 ★現代教育論 （9/21～1/4） 渋谷 1D0400 ★生物学Ⅱ （9/21～1/4） 宮崎 1E0100 ★情報学概論 （9/21～11/9） 鷹田

（調整中）*火1、木1・2・5、金3 11/16試験

1H0600 疾病の成り立ちと回復の促進Ⅲ 井上他 1H0500 疾病の成り立ちと回復の促進Ⅱ 井上他 1H0600 疾病の成り立ちと回復の促進Ⅲ 井上他

（調整中）*火1・5、水1、木5、金3 （調整中）*火2、木1・2・5、金3 （調整中）*火1・5、水1、木5、金3

1B0400 ★心理学Ⅱ （10/12～1/18） 遠藤公 1C0200 ★社会学Ⅱ　（12/21） 鷹田

*火5、水4

1F1100 ★英語W2-2　（12/21） 遠藤花

*火5、水4

 1N0501 健康レベル別看護学演習Ⅰ 河田他 1L0101 精神保健看護学Ⅰ（10/12～1/18） 鷹野他  1N0501 健康レベル別看護学演習Ⅰ 河田他  1N0501 健康レベル別看護学演習Ⅰ 河田他

（10/12）合同（）　*火1・4・5 *火2、木2 （10/19～12/7）　12/14実技試験 （10/19～12/7）　12/14実技試験

*火1・4・5 *火1・4・5

1M0501 発達看護学Ⅱ①（1/11） 江本他

*火4、水2

 1N0502 健康レベル別看護学演習Ⅰ 河田他  1N0502 健康レベル別看護学演習Ⅰ 河田他 1L0102 精神保健看護学Ⅰ （10/12～1/18） 鷹野他

（10/12～12/7）　12/14実技試験 （10/19～12/7）　12/14実技試験 *火4、木1

*火1・2　10/12は合同（） *火1・2

1M0502 発達看護学Ⅱ①（1/11） 江本他

*火1、水3

1Ｒ0200 ★国際看護学Ⅱ（9/21～1/18） 織方他 1I0400 ★看護の歴史（9/21～1/18） 川原 1P0100 看護管理学Ⅰ（9/21～1/18） 安部他

1B0201 生命倫理（9/21～1/18） 榊原

1B0202 生命倫理（9/21～1/18） 榊原

[参考] ★国際看護学Ⅱを編入生が履修する場合 1L0101 精神保健看護学Ⅰ （10/12～1/18） 鷹野他 1B0201 生命倫理 榊原 1D0400 ★生物学Ⅱ（9/21～1/4） 宮崎 1P0100 看護管理学Ⅰ 安部他

（9/21、10/19・26、11/2・30、1/4・11・18） （9/21、10/19・26、11/2・30、1/4・11・18） （9/21、10/19・26、11/2・30、1/4・11・18）

1C0200 ★社会学Ⅱ（12/21） 鷹田

*火5、水4

1P0400 ★看護教育学Ⅱ　*火2・3 西田 1P0400 ★看護教育学Ⅱ　*火2・3 西田

（10/12～12/14） （10/5～12/14）

M01102 看護管理学特講Ⅱ 安部 M01328 看護理論※ 川原 M01331 看護倫理 吉田 M01330 コンサルテーション論※ 古城門他 M00104 基礎看護学特講Ⅳ 川原他

M01332 看護政策論※ 安部 M01335 臨床薬理学 石田他

M01323 学生理解 遠藤公

N00306 看護政策論※ 安部 N00305 看護理論※ 川原 N00103 ｳｨﾒﾝｽﾞ･ﾍﾙｽ･ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ活動論 井村 N00307 コンサルテーション論※ 古城門他 N00271 リプロダクティブ・ヘルスケア演習Ⅰ 新田他

（10/5～1/18） （10/5～1/18） （10/5～1/18） N00161 ウイメンズ・ヘルス・プロモーション演習Ⅰ 井村他

N00472 助産学実習Ⅱ（1/18～2/22） N00472 助産学実習Ⅱ（1/18～2/22） N00472 助産学実習Ⅱ（1/18～2/22） N00472 助産学実習Ⅱ（1/18～2/22） N00472 助産学実習Ⅱ（1/18～2/22）

D40405 看護研究特論Ⅴ（11/16～1/11） 逸見 D40406 看護研究特論Ⅵ（11/16～1/11） 遠藤公

4年 【有志】保健師国家試験対策講座（1/11） 国試対策 4年 【有志】保健師国家試験対策講座（1/11） 国試対策 4年 【有志】保健師国家試験対策講座（1/11） 国試対策 4年 【有志】保健師国家試験対策講座（1/11） 国試対策

1年

A

Ｂ

合
同

A

3年

2年

Ｂ

編
入

1年生授業日（火曜日）：【15週】　9/21、9/28、10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/16、11/23、11/30、12/7、12/14、12/21、1/4

2年生授業日（火曜日）：【14週】　10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/16、11/23、11/30、12/7、12/14、12/21、1/4、1/11、1/18

3年生授業日（火曜日）：【8週】　9/21、10/19、10/26、11/2、11/30、1/4、1/11、1/18　　編入3年生授業日（火曜日）：【17週】　9/21、9/28、10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/16、11/23、11/30、12/7、12/14、12/21、1/4、1/11、1/18

4年生授業日（火曜日）：【9週】　10/5、10/12、11/9、11/16、11/23、11/30、12/7、12/14、12/21

合
同

Ｂ

A

編
入

国試関連
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限
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看

大学院授業日（火曜日）：【17週】　10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/16、11/23、11/30、12/7、12/14、12/21、1/4、1/11、1/18、1/25、2/1　※指定のない限り若い日程から必要な授業回数を実施します。

火

4年



ver.7.00 R3.3.30

令和3年度　 看護学部　時間割 【後　期】
1 2 3 4 5

9：00～10：30 10：40～12：10 13：00～14：30 14：40～16：10 16：20～17：50

コード 科目名 担当 教室 コード 科目名 担当 教室 コード 科目名 担当 教室 コード 科目名 担当 教室 コード 科目名 担当 教室

1Ｈ0400 疾病の成り立ちと回復の促進Ⅰ 井上他 1Ｄ0600 ★化学Ⅱ（9/22～1/5） 三好 1G0201 基礎ゼミⅡ（9/22～1/5） 12ゼミ

（調整中）*水１、木1・2・5 ～

1Ｈ0600 疾病の成り立ちと回復の促進Ⅲ 井上他 1C0600 ★国際関係論 （9/22～1/5） 角田 1G0214

（調整中）*火1・5、水1、木5、金3 別途発表

※第2情報＆視聴覚使用不可

--- 看護援助論実習[レベルⅠ] 

全体オリエンテーション（11/24・12/1）

1Ｈ0301 人体の構造と機能Ⅲ（9/22～1/5） 誉田

1Ｈ0302 人体の構造と機能Ⅲ（9/22～1/5） 誉田

1O0400 ◎疫学（10/13～1/19） 川﨑洋 1C0800 ★医療と文化（10/13～1/19） 鈴木 1H0700 疾病の成り立ちと回復の促進Ⅳ 井上他

　*月1、水1 （調整中）*月3・5、水5、木5

1F1300 ★英語LS2-2（10/13～1/19） 川﨑 別途日程調整あり

1C0200 ★社会学Ⅱ　（10/13～1/19） 鷹田

*火5、水4

1F1100 ★英語W2-2　（10/13～1/19） 遠藤花

*火5、水4

1M0501 発達看護学Ⅱ①（10/13～1/19） 江本他

*火4、水2

1M0502 発達看護学Ⅱ①（10/13～1/19） 江本他

*火1、水3

1H1300 栄養学（9/22～1/19） 齋藤 1P0300 看護教育学Ⅰ（9/22～1/19） 佐々木他

1T0201 研究方法論Ⅱ（9/22～1/19） 江本他 1T0201 研究方法論Ⅱ（9/22～1/12） 江本他

*水2・3 *水2・3

1T0202 研究方法論Ⅱ（9/22～1/19） 江本他 1T0202 研究方法論Ⅱ（9/22～1/12） 江本他

*水2・3 *水2・3

1O0400 ◎疫学（10/13～1/19） 川﨑洋 1T0202 研究方法論Ⅱ　*水2・3 江本他 1T0202 研究方法論Ⅱ　*水2・3 江本他 1C0200 ★社会学Ⅱ　 鷹田 1P0300 看護教育学Ⅰ 佐々木他

　*月1、水1 （9/22、10/20・27、11/3、12/1、1/5・12・19） （9/22、10/20・27、11/3、12/1、1/5・12） （10/13～1/19） （9/22、10/20・27、11/3、12/1、1/5・12・19）

1B0403 ＜編＞★心理学Ⅱ 遠藤公 1B0403 ＜編＞★心理学Ⅱ 遠藤公

（9/29、10/6・13、11/10・17） （9/29、10/6・13、11/10・17・24、12/8・15・22、1/19）

1Ｈ0800 ☆疾病の成り立ちと回復の促進Ⅴ 井上他 1T05** 研究Ⅱ　*水4、木2

（11/10以外）　*月4、水1 ※いずれかの日程で15コマ調整

M00401 成人看護学特講Ⅰ 本庄 M00503 クリティカルケア看護学特講Ⅲ 三浦他 M00202 がん看護学特講Ⅱ　 守田他 M00205 がん看護学特講Ⅴ 吉田他

M01325 医療と法 和泉澤 M00803 精神保健看護学特講Ⅲ 鷹野 M00504 クリティカルケア看護学特講Ⅳ 三浦他 M00704 老年看護学特講Ⅳ 坂口

M01216 災害看護学特講Ⅱ 内木他 M00604 慢性看護学特講Ⅳ 本庄他

M00603 慢性看護学特講Ⅲ 田中他 M00903 地域・在宅看護学特講Ⅲ 吉川他 M00904 地域・在宅看護学特講Ⅳ 井口

M01004 看護教育学特講Ⅳ 佐々木 M01218 災害看護学特講Ⅳ(10/6～11/3） 内木他

M01006 看護教育学特講Ⅵ 佐々木

N00404 基礎助産学特講Ⅱ-2 小林

N00102 ｳｨﾒﾝｽﾞ･ﾍﾙｽ･ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ研究論 井村他 N00203 国際保健助産論Ⅲ 井村 （9/29～11/24）

（9/29～1/12） （9/29～1/12） N00454 実践助産学演習Ⅳ 齋藤他 第３実 N00454 実践助産学演習Ⅳ 齋藤他 第３実 N00454 実践助産学演習Ⅳ 齋藤他 第３実

（9/29～1/5） （9/29～1/5） （9/29～1/5）

N00472 助産学実習Ⅱ（1/19～2/23） N00472 助産学実習Ⅱ（1/19～2/23） N00472 助産学実習Ⅱ（1/19～2/23） N00472 助産学実習Ⅱ（1/19～2/23） N00472 助産学実習Ⅱ（1/19～2/23）

4年 【有志】必修模試（1/12） 国試対策 4年 【有志】必修模試（1/12） 国試対策 4年 【有志】必修模試（1/12） 国試対策 4年 【有志】必修模試（1/12） 国試対策

国家試験出願等説明会（11/10予定　9：30～12：00）　201教室　※詳細は掲示発表

Ｂ

研究Ⅰ・Ⅱ履修説明1/6（水）18：10～　201教室

研究Ⅰ・Ⅱ履修説明1/5（水）18：10～　201教室、地域・在宅看護学実習レベルⅣ-2オリエンテーション1/5（水）研究Ⅰ・Ⅱ履修説明終了後　　教室未定

4年

Ａ

Ｂ
編
入

2年

1年

3年

4年生授業日（水曜日）：【9週】　10/6、10/13、11/10、11/17、11/24、12/1、12/8、12/15、12/22

合
同

編
入

国家試験出願等説明会（11/10予定　9：30～12：00）　201教室　※詳細は掲示発表（AB分割での午前午後開催の可能性あり。この場合、午前はAクラス、午後はBクラス＋保健師国家試験を受験する編入学生）

鈴木・越後・三好・鷹田・水野・伊藤

角田・川﨑（修）・遠藤（花）・井上・遠藤（公）・川﨑（洋）

ゼミ2・3・4・5・6、202、203、205、206、207、208、209

【水】

Ａ

2年生授業日（水曜日）：【14週】　10/13、10/20、10/27、11/3、11/10、11/17、11/24、12/1、12/8、12/15、12/22、1/5、1/12、1/19

3年生授業日（水曜日）：【8週】　9/22、10/20、10/27、11/3、12/1、1/5、1/12、1/19　　編入3年生授業日（水曜日）：【17週】　9/22、9/29、10/6、10/13、10/20、10/27、11/3、11/10、11/17、11/24、12/1、12/8、12/15、12/22、1/5、1/12、1/19

Ｂ

合
同

（ゼミ選択は前期末（7月）に実施し、9月中旬発表予定。
発表後、授業開始前にポータル等で連絡する場合があるこ
と）

国試関連

曜
日

時
限

学年

Ａ

合
同

Ｂ

Ａ

修
助

院

博
士

合
同

大学院授業日（水曜日）：【17週】　10/6、10/13、10/20、10/27、11/3、11/10、11/17、11/24、12/1、12/8、12/15、12/22、1/5、1/12、1/19、1/26、2/2　※指定のない限り若い日程から必要な授業回数を実施します。

1年生授業日（水曜日）：【15週】　9/22、9/29、10/6、10/13、10/20、10/27、11/3、11/10、11/17、11/24、12/1、12/8、12/15、12/22、1/5

水

修
看



ver.7.00 R3.3.30

令和3年度　 看護学部　時間割 【後　期】
1 2 3 4 5

9：00～10：30 10：40～12：10 13：00～14：30 14：40～16：10 16：20～17：50

コード 科目名 担当 教室 コード 科目名 担当 教室 コード 科目名 担当 教室 コード 科目名 担当 教室 コード 科目名 担当 教室

1Ｈ0400 疾病の成り立ちと回復の促進Ⅰ 井上他

（調整中）*水１、木1・5

1H0500 疾病の成り立ちと回復の促進Ⅱ 井上他

（調整中）*火1・2、木1・5、金3

1H0600 疾病の成り立ちと回復の促進Ⅲ 井上他

（調整中）*火1・5、水1、木5、金3

1Ｈ0400 疾病の成り立ちと回復の促進Ⅰ 井上他 1Ｆ0701 ★英語ＬＳ1-2　（9/23～1/6） Ｔｕｔｃｈｅｒ 1Ｆ1701 ★中国語Ⅱ　（9/23～1/6） 神谷 1Ｆ0501 ★英語Ｗ1-2　（9/23～1/6） 佐藤

（調整中）*水１、木1・5 1Ｆ0702 ★英語ＬＳ1-2　（9/23～1/6） Bamkin 1Ｆ1901 ★フランス語Ⅱ　（9/23～1/6） 西脇 1Ｆ0502 ★英語Ｗ1-2　（9/23～1/6） Bokhorst

1H0500 疾病の成り立ちと回復の促進Ⅱ 井上他 1Ｆ0703 ★英語ＬＳ1-2　（9/23～1/6） Bokhorst

（調整中）*火1・2、木1・5、金3

1Ｆ0704 ★英語ＬＳ1-2　（9/23～1/6） Ｔｕｔｃｈｅｒ 1Ｈ0400 疾病の成り立ちと回復の促進Ⅰ 井上他 1Ｆ0503 ★英語Ｗ1-2　（9/23～1/6） 佐藤 1Ｆ1702 ★中国語Ⅱ　（9/23～1/6） 神谷

1Ｆ0705 ★英語ＬＳ1-2　（9/23～1/6） Bamkin （調整中）*水１、木2・5 1Ｆ0504 ★英語Ｗ1-2　（9/23～1/6） Bokhorst 1Ｆ1902 ★フランス語Ⅱ　（9/23～1/6） 西脇

1Ｆ0706 ★英語ＬＳ1-2　（9/23～1/6） Bokhorst 1H0500 疾病の成り立ちと回復の促進Ⅱ 井上他

（調整中）*火1・2、木2・5、金3

1C0400 ★家族社会学（10/14～1/20） 三具 1H0700 疾病Ⅳ調整枠として15週確保 井上他 1H0700 疾病の成り立ちと回復の促進Ⅳ 井上他

（調整中）*月3・5、水5、木5

1F0901 英語Ｒ2-2　（10/14～1/20） 野村 1L0101 精神保健看護学Ⅰ（1/13） 鷹野他

 *火2・木2

1F0902 英語Ｒ2-2　（10/14～1/20） 皆川

1L0102 精神保健看護学Ⅰ（1/13） 鷹野他 1F0903 英語Ｒ2-2　（10/14～1/20） 野村

*火4・木1 1F0904 英語Ｒ2-2　（10/14～1/20） 皆川

1H1000 ☆薬理学（9/23～1/20） 吉見 1R0300 ★国際看護学演習 織方他

（1/13・20、春季集中）

1F0901 英語Ｒ2-2　（10/14～1/20） 野村 1L0101 精神保健看護学Ⅰ（1/13） 鷹野他 1C0400 ★家族社会学（10/14～1/20） 三具

 *火2・木2

1F0902 英語Ｒ2-2　（10/14～1/20） 皆川

1T05** 研究Ⅱ　*水4、木2

※いずれかの日程で15コマ調整

M01106 病院管理論 (10/21、11/11) 筧 M01106 病院管理論 (10/21、11/11) 筧 M01218 災害看護学特講Ⅳ 松本

*月1・2、木1・2 *月1・2、木1・2 （11/4、11/18、12/2）  *水3、木3

N00281 リプロダクティブ・ヘルスケア実習Ⅰ 井村 N00281 リプロダクティブ・ヘルスケア実習Ⅰ 井村 N00281 リプロダクティブ・ヘルスケア実習Ⅰ 井村 N00281 リプロダクティブ・ヘルスケア実習Ⅰ 井村 N00281 リプロダクティブ・ヘルスケア実習Ⅰ 井村

（11/25～12/23） （11/25～12/23） （11/25～12/23） （11/25～12/23） （11/25～12/23）

N00472 助産学実習Ⅱ（1/13～2/24） N00472 助産学実習Ⅱ（1/13～2/24） N00472 助産学実習Ⅱ（1/13～2/24） N00472 助産学実習Ⅱ（1/13～2/24） N00472 助産学実習Ⅱ（1/13～2/24）

4年 看護師国家試験対策講座（11/11） 国試対策 4年 看護師国家試験対策講座（11/11） 国試対策 4年 看護師国家試験対策講座（11/11） 国試対策 4年 看護師国家試験対策講座（11/11） 国試対策

4年 必修模試（11/18） 国試対策 4年 必修模試（11/18） 国試対策 4年 必修模試（11/18） 国試対策 4年 必修模試（11/18） 国試対策

4年 看護師国家試験対策講座（11/25） 国試対策 4年 看護師国家試験対策講座（11/25） 国試対策 4年 看護師国家試験対策講座（11/25） 国試対策 4年 看護師国家試験対策講座（11/25） 国試対策

4年 第3回　学研模試（12/2） 国試対策 4年 第3回　学研模試（12/2） 国試対策 4年 第3回　学研模試（12/2） 国試対策 4年 第3回　学研模試（12/2） 国試対策

4年 看護師国家試験対策講座（12/16） 国試対策 4年 看護師国家試験対策講座（12/16） 国試対策 4年 看護師国家試験対策講座（12/16） 国試対策 4年 看護師国家試験対策講座（12/16） 国試対策

4年 【有志】看護師国家試験対策講座（1/13） 国試対策 4年 【有志】看護師国家試験対策講座（1/13） 国試対策 4年 【有志】看護師国家試験対策講座（1/13） 国試対策 4年 【有志】看護師国家試験対策講座（1/13） 国試対策

編
入

木

国試関連

3年

大学院授業日（木曜日）：【17週】　10/7、10/14、10/21、10/28、11/4、11/11、11/18、11/25、12/2、12/9、12/16、12/23、1/6、1/13、1/20、1/27、2/3　※指定のない限り若い日程から必要な授業回数を実施します。

4年生授業日（木曜日）：【9週】　10/7、10/14、11/11、11/18、11/25、12/2、12/9、12/16、12/23

3年生授業日（木曜日）：【8週】　9/23、10/21、10/28、11/4、12/2、1/6、1/13、1/20　　編入3年生授業日（木曜日）：【17週】　9/23、9/30、10/7、10/14、10/21、10/28、11/4、11/11、11/18、11/25、12/2、12/9、12/16、12/23、1/6、1/13、1/20

1年

Ａ

Ｂ

修
助

曜
日

時
限

学年

院

博
士

合
同

Ａ

Ｂ

編
入

Ｂ

Ｂ

Ａ

修
看

4年

2年

合
同

【木】

合
同

Ａ

1年生授業日（木曜日）：【15週】　9/23、9/30、10/7、10/14、10/21、10/28、11/4、11/11、11/18、11/25、12/2、12/9、12/16、12/23、1/6

合
同

2年生授業日（木曜日）：【14週】　10/14、10/21、10/28、11/4、11/11、11/18、11/25、12/2、12/9、12/16、12/23、1/6、1/13、1/20



ver.7.00 R3.3.30

令和3年度　 看護学部　時間割 【後　期】
1 2 3 4 5

9：00～10：30 10：40～12：10 13：00～14：30 14：40～16：10 16：20～17：50

コード 科目名 担当 教室 コード 科目名 担当 教室 コード 科目名 担当 教室 コード 科目名 担当 教室 コード 科目名 担当 教室

1H0500 疾病の成り立ちと回復の促進Ⅱ 井上他

（調整中）*火1・2、木1・2・5、金3

1H0600 疾病の成り立ちと回復の促進Ⅲ 井上他

（調整中）*火1・5、水1、木5、金3

1Ｊ0201 看護技術論Ⅱ①（9/24～11/5） 樋口他 1Ｊ0201 看護技術論Ⅱ①（9/24～11/5） 樋口他

*金1・2 *金1・2

1Ｊ0501 看護技術論Ⅲ②（11/12～12/24） 細野他 1Ｊ0501 看護技術論Ⅲ②（11/12～12/24） 細野他

*金4・5 *金4・5

1Ｊ0202 看護技術論Ⅱ①（9/24～11/5） 樋口他 1Ｊ0202 看護技術論Ⅱ①（9/24～11/5） 樋口他

*金4・5 *金4・5

1J0502 看護技術論Ⅲ②（11/12～12/24） 細野他 1J0502 看護技術論Ⅲ②（11/12～12/24） 細野他

*金1・2 *金1・2

1R0700 ★災害看護活動論Ⅱ（10/15～12/3） 内木他 1R0700 ★災害看護活動論Ⅱ（10/15～12/3） 内木他 1M0300 発達看護学Ⅰ①　*金2・3 新田他 1N0100 プライマリーヘルスケア 井口

*金1・2 *金1・2 （10/15・22、11/5～19、12/17～1/21） （10/15・22、11/5～19、12/17・24、1/7）

1M0700 発達看護学Ⅲ①（12/10） 坂口他 1M0300 発達看護学Ⅰ①　*金2・3 新田他 --- 地域・在宅看護学Ⅳ-1実習

*火3、金1 （12/17～1/21） 全体オリエンテーション（1/14）

1E0201 ★情報科学（10/15～1/21） 川﨑洋

1E0202 ★情報科学（10/15～1/21） 川﨑洋

1Ｕ0300 公衆衛生看護方法論 月野木他 --- 精神保健看護学実習（レベルⅢ） 精神教員 1F1500 ★英語文献を読むⅡ　*月4・金3 遠藤花 1B1000 ★障がい論　*金4・5 坂口他 1B1000 ★障がい論　*金4・5 坂口他

（9/24～1/21） 後半Gオリエンテーション（10/29） （9/24、10/22、11/5、1/7・14・21） （9/24、1/14） （9/24、10/22、11/5、1/7・14・21）

1Ｕ0300 公衆衛生看護方法論 月野木他 1F1103 ＜編＞英語W2-2　（9/24～1/21） 遠藤花 1G0230 ＜編＞基礎ゼミⅡ　*金2・3・4 渋谷 1N0100 プライマリーヘルスケア 井口 1B1000 ★障がい論　*金4・5 坂口他

（9/24、10/22・29、11/5、12/3、1/7・14・21） （9/24～12/17、1/7・21) （9/24～10/22、11/5～11/19、12/17～1/21) （10/15・22、11/5～19、12/17・24、1/7） （9/24、10/22、11/5、1/7・14・21）

1G0230 ＜編＞基礎ゼミⅡ　*金2・3・4 渋谷 1B1000 ★障がい論　*金4・5 坂口他

（12/24、1/14) （9/24、1/14）

M00703 老年看護学特講Ⅲ 千葉京 M01314 英語講読Ⅱ 川﨑修 M01335 臨床薬理学　試験　（1/21） 石田他

M00303 小児看護学特講Ⅲ 江本他 M01319 情報科学特講 川﨑洋

N00451 実践助産学演習Ⅰ（10/1～11/26） 東他 第3実 N00451 実践助産学演習Ⅰ（10/1～11/26） 東他 第3実 N00451 実践助産学演習Ⅰ（10/1～11/26） 東他 第3実 N00451 実践助産学演習Ⅰ（10/1～11/26） 東他 第3実 N00451 実践助産学演習Ⅰ（10/1～11/26） 東他 第3実

N00281 リプロダクティブ・ヘルスケア実習Ⅰ 井村 N00281 リプロダクティブ・ヘルスケア実習Ⅰ 井村 N00281 リプロダクティブ・ヘルスケア実習Ⅰ 井村 N00281 リプロダクティブ・ヘルスケア実習Ⅰ 井村 N00281 リプロダクティブ・ヘルスケア実習Ⅰ 井村

（12/3～12/24） （12/3～12/24） （12/3～12/24） （12/3～12/24） （12/3～12/24）

N00472 助産学実習Ⅱ（1/14～2/25） N00472 助産学実習Ⅱ（1/14～2/25） N00472 助産学実習Ⅱ（1/14～2/25） N00472 助産学実習Ⅱ（1/14～2/25） N00472 助産学実習Ⅱ（1/14～2/25）

4年 看護師国家試験対策講座（9/24） 国試対策 4年 看護師国家試験対策講座（9/24） 国試対策 4年 看護師国家試験対策講座（9/24） 国試対策 4年 看護師国家試験対策講座（9/24） 国試対策

4年 【有志】必修模試（12/17） 国試対策 4年 【有志】必修模試（12/17） 国試対策 4年 【有志】必修模試（12/17） 国試対策 4年 【有志】必修模試（12/17） 国試対策

4年 【有志】看護師国家試験対策講座（1/7） 国試対策 4年 【有志】看護師国家試験対策講座（1/7） 国試対策 4年 【有志】看護師国家試験対策講座（1/7） 国試対策 4年 【有志】看護師国家試験対策講座（1/7） 国試対策

編
入

合
同

Ｂ

Ａ

Ｂ

合
同

Ａ

Ｂ

編
入

博
士

国試関連

合
同

Ａ

Ｂ

修
看

院

4年

4年生授業日（金曜日）：【MAX9週】　10/8、10/15、11/12、11/19、11/26、12/3、12/10、12/17、12/24
4年生授業日（金曜日）：【入休6週】　10/8、10/15、11/12、-----、-----、12/3、-----、12/17、12/24
4年生授業日（金曜日）：【学祭6週】　10/8、10/15、11/12、-----、-----、12/3、-----、12/17、12/24

大学院授業日（金曜日）：【MAX18週】　10/1、10/8、10/15、10/22、10/29、11/5、11/12、11/19、11/26、12/3、12/10、12/17、12/24、1/7、1/14、1/21、1/28、2/4　※指定のない限り若い日程から必要な授業回数を実施します。
大学院授業日（金曜日）：【入休15週】　10/1、10/8、10/15、10/22、10/29、11/5、11/12、-----、-----、12/3、-----、12/17、12/24、1/7、1/14、1/21、1/28、2/4　※入試前日は終日大学内への入構不可

修
助

【金】

曜
日

時
限

学年

Ａ

合
同

※学園祭日程：10/30（土）・・・前日の午後（10/29）休講
※入試仮日程：11/20(土)、11/27(土)、12/11(土)・・・前日の午後or終日休講（学部）

別途日程調整あり

別途日程調整あり

金

1年

2年

3年

1年生授業日（金曜日）：【MAX14週】　9/24、10/1、10/8、10/15、10/22、10/29、11/5、11/12、11/19、11/26、12/3、12/10、12/17、12/24
1年生授業日（金曜日）：【入休13週】　9/24、10/1、10/8、10/15、10/22、10/29、11/5、11/12、-----、-----、12/3、-----、12/17、12/24　（入試前日11/20・2612/10について、1年生は1～5限を遠隔で実施）
1年生授業日（金曜日）：【学祭12週】　9/24、10/1、10/8、10/15、10/22、-----、11/5、11/12、-----、-----、12/3、-----、12/17、12/24　（学祭前日10/29は午前の授業を実施、午後は休講。学祭延期の場合は通常授業の可能性あり）

2年生授業日（金曜日）：【MAX14週】　10/15、10/22、10/29、11/5、11/12、11/19、11/26、12/3、12/10、12/17、12/24、1/7、1/14、1/21　（入試前日は遠隔授業）
2年生授業日（金曜日）：【入休11週】　10/15、10/22、10/29、11/5、11/12、-----、-----、12/3、-----、12/17、12/24、1/7、1/14、1/21
2年生授業日（金曜日）：【学祭10週】　10/15、10/22、-----、11/5、11/12、-----、-----、12/3、-----、12/17、12/24、1/7、1/14、1/21

3年生授業日（金曜日）：【MAX8週】　9/24、10/22、10/29、11/5、12/3、1/7、1/14、1/21　　編入3年生授業日（金曜日）：【MAX17週】　9/24、10/1、10/8、10/15、10/22、10/29、11/5、11/12、11/19、11/26、12/3、12/10、12/17、12/24、1/7、
1/14、1/21
3年生授業日（金曜日）：【入休8週】　9/24、10/22、10/29、11/5、12/3、1/7、1/14、1/21　　編入3年生授業日（金曜日）：【入休14週】　9/24、10/1、10/8、10/15、10/22、10/29、11/5、11/12、-----、-----、12/3、-----、12/17、12/24、1/7、
1/14、1/21


