
ver.5.00 R4.3.25

令和4年度　 看護学部　時間割 【前　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

1Ｉ0101 看護学概論Ⅰ（4/11～6/6） 川原 1F0201 英語Ｒ1-1（4/11～7/25） 川﨑 1H0101 人体の構造と機能Ⅰ（4/11～6/6） 井上他 1B1700 ★心理学概論（4/11～7/25） 遠藤公 1B0500 ★教育学概論（4/11～7/25） 渋谷

1F0202 英語Ｒ1-1（4/11～7/25） 遠藤花 *月3、火1、木2

1H0201 人体の構造と機能Ⅱ（6/13～7/25） 井上他

*月3、木2

1F0203 英語Ｒ1-1（4/11～7/25） 川﨑 1H0102 人体の構造と機能Ⅰ（4/11～6/6） 井上他 1Ｉ0102 看護学概論Ⅰ（4/11～6/6） 川原 1B1700 ★心理学概論（4/11～7/25） 遠藤公 1B0500 ★教育学概論（4/11～7/25） 渋谷

1F0204 英語Ｒ1-1（4/11～7/25） 遠藤花 *月2、火1、木1

1H0202 人体の構造と機能Ⅱ（6/13～7/25） 井上他

*月2、木1

--- レベルⅡ実習オリエンテーション 専任教員

（6/13）

1N0200 慢性期ケア（4/11～7/25） 田中他 1M0200 発達看護学（4/11～6/6） 本庄他 1K0401 看護援助論Ⅳ 清田 1K0201 看護援助論Ⅱ 千葉京 1C0500 ★世界の文化と宗教 佐藤

（4/11～4/25、5/16～6/6、20） （4/11～4/25、5/16～6/6、20） （6/20）*月5、木3

1N0200 慢性期ケア（4/11～7/25） 田中他 1M0200 発達看護学（4/11～6/6） 本庄他 1K0202 看護援助論Ⅱ 千葉京 1K0402 看護援助論Ⅳ 清田 1C0500 ★世界の文化と宗教 佐藤

（4/11～4/25、5/16～6/6、20） （4/11～4/25、5/16～6/6、20） （6/20）*月5、木3

1Ｃ0300 社会保障論（4/11～6/6） 奥貫 1N0400 ☆緩和・終末期ケア（4/11～6/6） 吉田　田中 1R0800 ★災害看護活動論Ⅲ 内木他 1R0800 ★災害看護活動論Ⅲ 内木他

6/13試験 （4/11～6/6）*月4・5 （4/11～5/30）*月4・5

1F1400 ★英語文献を読むⅠ 遠藤花 1F1400 ★英語文献を読むⅠ 遠藤花

（6/13・20）*月4・5、木1 （6/6・13・20）*月4・5、木1

1Ｃ0300 社会保障論（4/11～6/6） 奥貫 1Ｋ0602 看護援助論Ⅵ（4/11～6/6） 新田 1N0400 ☆緩和・終末期ケア（4/11～6/6） 吉田　田中 1R0800 ★災害看護活動論Ⅲ 内木他 1R0800 ★災害看護活動論Ⅲ 内木他

6/13試験 （4/11～6/6）*月4・5 （4/11～5/30）*月4・5

1F1400 ★英語文献を読むⅠ 遠藤花 1F1400 ★英語文献を読むⅠ 遠藤花

（6/13・20）*月4・5、木1 （6/6・13・20）*月4・5、木1

1Ｃ0300 社会保障論（4/11～6/6） 奥貫 1Ｇ0130 ＜編＞基礎ゼミⅠ（4/11～7/25） 渋谷 1N0400 ☆緩和・終末期ケア（4/11～6/6） 吉田　田中 201

6/13試験

--- 総合実習（基礎・成人領域）オリ（5/9） --- 地域・在宅看護学実習 --- 地域・在宅看護学実習

総合実習（地域）オリ（5/9） レベルⅣ-2　全体オリ レベルⅣ-2　全体オリ

総合実習（母性）オリ（5/9） （4/11） （4/11）

総合実習（老年）オリ（5/9）

総合実習（小児）オリ（5/9）

総合実習（精神）オリ（5/9）

1Ｑ0600 ★応用看護学特論Ⅱ② 坂口　千葉 1Ｑ0500 ★応用看護学特論Ⅱ① 鷹野他 1Ｑ0100 ★応用看護学特論Ⅰ① 安部他 1Ｑ0100 ★応用看護学特論Ⅰ① 安部他

（5/16・23）*月2・水1 （5/16・23）*月3・水1 （4/18～5/23）*月4・5 （4/18・25、5/16）*月4・5

　 　 　 　 1Ｑ0200 ★応用看護学特論Ⅰ② 齋藤

1I0300 看護関係法規（4/11～5/9） 安部他 1I0300 看護関係法規（4/11～5/9） 安部他 （4/18～5/16）*月4・水3

*月1・2、水5（5/11試験） *月1・2、水5（5/11試験） 1Ｑ0300 ★応用看護学特論Ⅰ③ 江本他 1Ｑ0300 ★応用看護学特論Ⅰ③ 江本他

（4/18～5/23）*月4・5 （4/18・25、5/16）*月4・5

1I0300 看護関係法規（4/11～5/9） 安部他 1I0300 看護関係法規（4/11～5/9） 安部他 1U0400 公衆衛生看護活動論演習Ⅰ 井口他 1U0400 公衆衛生看護活動論演習Ⅰ 井口他 1U0400 公衆衛生看護活動論演習Ⅰ 井口他

*月1・2、水5（5/11試験） *月1・2、水5（5/11試験） （4/18） （4/18） （4/18）

*月3・4・5、火1・2・3、水1・2・3・4、金2・3・4 *月3・4・5、火1・2・3、水1・2・3・4、金2・3・4 *月3・4・5、火1・2・3、水1・2・3・4、金2・3・4

1U0200 公衆衛生看護管理論 井口他 1U0500 公衆衛生看護活動論演習Ⅱ 吉川他 1T0400 研究Ⅰ（4/25、5/9）

（4/25） （5/9） *月3・5火1・5、水4・5、木2、金1・5

*月3・4、火2、水1・2、金1・2 *月4、火2・3・4、水1・2・3・4、金1・2・4

1T0400 研究Ⅰ（4/11） 1U0200 公衆衛生看護管理論 井口他

*月3・5火1・5、水4・5、木2、金1・5 （4/25）

*月3・4、火2、水1・2、金1・2

1年生授業日（月曜日）：【14週】　4/11、4/18、4/25、5/9、5/16、5/23、5/30、6/6、6/13、6/20、6/27、7/4、7/11、7/25

月

4年

4年生＜看護師＞授業日（月曜日）：【6週】　4/11、4/18、4/25、5/9、5/16、5/23　　4年生＜保健師＞授業日（月曜日）：【4週】　4/11、4/18、4/25、5/9

Ａ

保

3年

合
同

国試関連

共
通

看

月曜日（統括表）

編
入

Ｂ

2年生授業日（月曜日）：【14週】　4/11、4/18、4/25、5/9、5/16、5/23、5/30、6/6、6/13、6/20、6/27、7/4、7/11、7/25

3年生授業日（月曜日）：【10週】　4/11、4/18、4/25、5/9、5/16、5/23、5/30、6/6、6/13、6/20　　編入3年生授業日（月曜日）：【14週】　4/11、4/18、4/25、5/9、5/16、5/23、5/30、6/6、6/13、6/20、6/27、7/4、7/11、7/25

2年

合
同

Ａ

Ｂ

曜
日
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限

学年

Ｂ
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Ａ
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令和4年度　 看護学部　時間割 【前　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

看護援助論実習（レベルⅠ）

（7/12）見学実習全体オリ

1H0101 人体の構造と機能Ⅰ（6/14） 井上他 1C1501 地域健康社会学（4/12～6/7） 若林 1B0802 ★身体運動論Ⅱ（4/12～7/26） 伊藤 1D1400 ★化学　(4/12～7/26） 三好 1D1000 ★基礎数学（6/7～7/26） 山下

試験（AB合同）

*月3、火1、木2

1A0100 赤十字概論（4/12～6/7） 角田

1H0102 人体の構造と機能Ⅰ（6/14） 井上他 1B0804 ★身体運動論Ⅱ（4/12～7/26） 伊藤 1C1502 地域健康社会学（4/12～6/7） 若林 1D1400 ★化学　(4/12～7/26） 三好 1D1000 ★基礎数学（6/7～7/26） 山下

試験（AB合同）

*月2、火1、木1

1A0100 赤十字概論（4/12～6/7） 角田

1N0300 急性期ケア（4/12～7/26） 三浦他 1K0101 看護援助論Ⅰ（4/12～7/26） 細野他 1K0101 看護援助論Ⅰ（4/12～7/26） 細野他 1K0501 看護援助論Ⅴ（4/19～6/7） 江本 1K0501 看護援助論Ⅴ（4/12、5/10） 江本

*詳細な日程は別途発表。 （6/7：試験）

1R0600 ★災害看護活動論Ⅰ（6/14～7/26） 内木他 1R0600 ★災害看護活動論Ⅰ（6/14～7/26） 内木他

*火4・5、水5 *火4・5、水5

1N0300 急性期ケア（4/12～7/26） 三浦他 1K0102 看護援助論Ⅰ（4/12～7/26） 細野他 1K0102 看護援助論Ⅰ（4/12～7/26） 細野他 1K0502 看護援助論Ⅴ（4/12～6/7） 江本 1K0502 看護援助論Ⅴ（5/10） 江本

*詳細な日程は別途発表。 *詳細な日程は別途発表。 （6/7：試験）

1R0600 ★災害看護活動論Ⅰ（6/14～7/26） 内木他 1R0600 ★災害看護活動論Ⅰ（6/14～7/26） 内木他

*火4・5、水5 *火4・5、水5

--- レベルⅢ・Ⅳ-1実習合同オリ（小児）（6/21） 小児教員

--- レベルⅢ・Ⅳ-1実習合同オリ（母性）（6/14） 母性教員

1L0201 精神保健看護学Ⅱ（4/12～6/21） 堀井他 1R0100 国際看護学Ⅰ　（4/12～6/7）　 織方他 1M0601 発達看護学Ⅱ②（4/12～5/17） 江本他 1N0601 健康レベル別看護学演習Ⅱ 江本他 ※ 1N0601 健康レベル別看護学演習Ⅱ 江本他 ※

*火1、木2 *水2、火3 （4/12～26、5/17～6/21）　4/12:合同オリ （4/19・26、5/17～6/21）　

1M0602 発達看護学Ⅱ②（4/12～5/17） 江本他 1R0100 国際看護学Ⅰ　（4/12～6/7）　 織方他 1L0202 精神保健看護学Ⅱ（4/12～6/21） 堀井他 1N0602 健康レベル別看護学演習Ⅱ 江本他 ※ 1N0602 健康レベル別看護学演習Ⅱ 江本他 ※

*火1、水2 *火3、木2 （4/12～26、5/17～6/21）　4/12:合同オリ （4/19・26、5/17～6/21）　

1A0100 赤十字概論（4/12～6/7） 角田 1R0100 国際看護学Ⅰ　（4/12～6/7）　 織方他

1P0500 ★看護教育方法（4/12） 西田 1P0500 ★看護教育方法（4/12） 西田 1R0500 ☆災害看護論Ⅱ（4/12～5/24） 内木他 1P0200 ★看護管理学Ⅱ（4/12・19、5/10・17） 安部他

*火2・3、金2・3 *火2・3、金2・3 　*火4、水5 *火5、水2、木2、金5

1T0400 研究Ⅰ（4/26、5/10） 1U0500 公衆衛生看護活動論演習Ⅱ 吉川他 1U0500 公衆衛生看護活動論演習Ⅱ 吉川他 1T0400 研究Ⅰ（4/12・19）

*月3・5、火1・5、水4・5、木2、金1・5 （4/26） （4/12・26、5/10） *月3・5、火1・5、水4・5、木2、金1・5

*月4、火2・3・4、水1・2・3・4、金1・2・4 *月4、火2・3・4、水1・2・3・4、金1・2・4

1U0400 公衆衛生看護活動論演習Ⅰ 井口他 1U0400 公衆衛生看護活動論演習Ⅰ 井口他 1U0400 公衆衛生看護活動論演習Ⅰ 井口他 1U0500 公衆衛生看護活動論演習Ⅱ 吉川他

（4/12・19） （4/12・19）※4/19＜訪問/予備＞ （4/19＜訪問/予備＞） （4/12・19、5/10）

*月3・4・5、火1・2・3、水1・2・3・4、金2・3・4 *月3・4・5、火1・2・3、水1・2・3・4、金2・3・4 *月3・4・5、火1・2・3、水1・2・3・4、金2・3・4 *月4、火2・3・4、水1・2・3・4、金1・2・4

1U0200 公衆衛生看護管理論 井口他

（5/10）試験

*月3・4、火2、水1・2、金1・2

火曜日（統括表）

保

4年生＜看護師＞授業日（火曜日）：【6週】　4/12、4/19、4/26、5/10、5/17、5/24　　4年生＜保健師＞授業日（火曜日）：【4週】　4/12、4/19、4/26、5/10

4年

1年

2年

3年

3年生授業日（火曜日）：【10週】　4/12、4/19、4/26、5/10、5/17、5/24、5/31、6/7、6/14、6/21　　編入3年生授業日（火曜日）：【15週】　4/12、4/19、4/26、5/10、5/17、5/24、5/31、6/7、6/14、6/21、6/28、7/5、7/12、7/19、7/26

合
同

A

合
同

Ｂ

1年生授業日（火曜日）：【15週】　4/12、4/19、4/26、5/10、5/17、5/24、5/31、6/7、6/14、6/21、6/28、7/5、7/12、7/19、7/26

2年生授業日（火曜日）：【15週】　4/12、4/19、4/26、5/10、5/17、5/24、5/31、6/7、6/14、6/21、6/28、7/5、7/12、7/19、7/26
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令和4年度　 看護学部　時間割 【前　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

1T0601 研究基礎Ⅰ（4/13～7/27） 10ｸﾗｽ

～

1T0610

別途発表 ゼミ、202、203、205、206、207、208

1Ｃ1200 ★社会学概論（4/13～7/27） 鷹田 1Ｂ0801 ★身体運動論Ⅱ（4/13～7/27） 伊藤 1Ｆ0101 ★日本語の表現（4/13～7/27） 越後 1E0400 情報リテラシー（4/13～6/8） 鷹田 川崎洋

1Ｃ1200 ★社会学概論（4/13～7/27） 鷹田 1Ｆ0102 ★日本語の表現（4/13～7/27） 越後 1Ｂ0803 ★身体運動論Ⅱ（4/13～7/27） 伊藤 1E0400 情報リテラシー（4/13～6/8） 鷹田 川崎洋

看護援助論実習（レベルⅡ）

オリエンテーション　（6/22）

1J0301 看護技術論Ⅱ②（4/13～6/1） 樋口他 1J0301 看護技術論Ⅱ②（4/13～6/8） 樋口他 1F1200 ★英語LS2-1（4/13～7/27） 川崎 1F1001 ★英語Ｗ2-1（4/13～7/27） 遠藤花 1K0701 看護援助論Ⅶ（4/13～6/8） 堀川

*水1・2 *水1・2 1R0600 ★災害看護活動論Ⅰ（7/27） 内木他

1K0701 看護援助論Ⅶ 堀川 *火4・5、水5

6/15試験（AB合同）：

1F1002 ★英語Ｗ2-1（4/13～6/22） 遠藤花 1K0702 看護援助論Ⅶ（4/13～6/8） 古城門 1F1200 ★英語LS2-1（4/13～7/27） 川崎 1J0302 看護技術論Ⅱ②（4/13～6/8） 樋口他 1J0302 看護技術論Ⅱ②（4/13～6/1） 樋口他

6/15試験（AB合同）： *水4・5 *水4・5

1F1002 ★英語Ｗ2-1（6/29～7/27） 遠藤花 1R0600 ★災害看護活動論Ⅰ（7/27） 内木他

*火4・5、水5

1Ｋ0601 看護援助論Ⅵ 新田 1M0601 発達看護学Ⅱ②（4/13～6/22） 江本他 1T0101 研究方法論Ⅰ（4/13～6/22） 江本他 1T0101 研究方法論Ⅰ（5/25～6/22） 江本他

（4/13～6/8） *水2、火3 *水3・4 *水3・4

1O0500 在宅看護学（4/13～5/18） 石田他 1O0500 在宅看護学（4/13～6/22） 石田他

*水4・5 *水4・5

1M0602 発達看護学Ⅱ②（4/13～6/22） 江本他 1T0102 研究方法論Ⅰ（4/13～6/22） 江本他 1O0500 在宅看護学（4/13～5/18） 石田他 1O0500 在宅看護学（4/13～6/22） 石田他

*火1、水2 *水3、水4 *水4・5 *水4・5

1T0102 研究方法論Ⅰ（5/25～6/22） 江本他

*水3、水4

1F1003 ＜編＞英語W2-1（4/13～7/27） 川﨑 1T0101 研究方法論Ⅰ（4/13～6/22） 江本他 1O0500 在宅看護学（4/13～5/18） 石田他 1O0500 在宅看護学（4/13～6/22） 石田他

*水3・4 *水4・5 *水4・5

1T0101 研究方法論Ⅰ（5/25～6/22） 江本他

*水3・4

1Ｑ0500 ★応用看護学特論Ⅱ① 鷹野他 1P0200 ★看護管理学Ⅱ（4/13・20、5/11・18） 安部他 1Ｑ0200 ★応用看護学特論Ⅰ② 齋藤 1T0400 研究Ⅰ（4/13～5/25） 1R0500 ☆災害看護論Ⅱ（5/18・25） 内木他

（4/13～5/25）*月3・水1 *火5、水2、木2、金5 （4/27～5/25）*月4・水3 *水4、木2、金1 　*火4、水5

1Ｑ0600 ★応用看護学特論Ⅱ② 坂口　千葉 ※いずれかの日程で15コマ実施 1I0300 看護関係法規（5/11試験） 安部他

（4/13～5/25）*月2・水1 時間割に掲載されていない不足分は別途日程調整 *月1・2、水5（5/11試験）

（授業日は担当教員の指示による）

1U0200 公衆衛生看護管理論 井口他 1U0200 公衆衛生看護管理論 井口他 1U0400 公衆衛生看護活動論演習Ⅰ 井口他

（4/13・27） （4/13・27） （4/20・27）

*月3・4、火2、水1・2、金1・2 *月3・4、火2、水1・2、金1・2 *月3・4・5、火1・2・3、水1・2・3・4、金2・3・4

1U0400 公衆衛生看護活動論演習Ⅰ 井口他 1U0400 公衆衛生看護活動論演習Ⅰ 井口他 1U0400 公衆衛生看護活動論演習Ⅰ 井口他 1T0400 研究Ⅰ（5/11） 1T0400 研究Ⅰ（4/13・20・27）

（5/11） （5/11） （4/20・27、5/11） *月3・5、火1・5、水4・5、木2、金1・5 *月3・5、火1・5、水4・5、木2、金1・5

*月3・4・5、火1・2・3、水1・2・3・4、金2・3・4 *月3・4・5、火1・2・3、水1・2・3・4、金2・3・4 *月3・4・5、火1・2・3、水1・2・3・4、金2・3・4

1U0500 公衆衛生看護活動論演習Ⅱ 吉川他 1U0500 公衆衛生看護活動論演習Ⅱ 吉川他 1U0500 公衆衛生看護活動論演習Ⅱ 吉川他 1U0500 公衆衛生看護活動論演習Ⅱ 吉川他 1I0300 看護関係法規（5/11試験） 安部他

（4/20） （4/20） （4/13） （4/13） *月1・2、水5（5/11試験）

*月4、火2・3・4、水1・2・3・4、金1・2・4 *月4、火2・3・4、水1・2・3・4、金1・2・4 *月4、火2・3・4、水1・2・3・4、金1・2・4 *月4、火2・3・4、水1・2・3・4、金1・2・4

4年 第1回　学研模試（4/6） 国試対策 201/210 4年 第1回　学研模試（4/6） 国試対策 201/210 4年 第1回　学研模試（4/6） 国試対策 201/210 4年 第1回　学研模試（4/6） 国試対策 201/210

4年 【有志】看護師国家試験対策講座（9月） 国試対策 4年 【有志】看護師国家試験対策講座（9月） 国試対策 4年 【有志】看護師国家試験対策講座（9月） 国試対策 4年 【有志】看護師国家試験対策講座（9月） 国試対策

3年

4年

水曜日（統括表）

Ｂ

角田・川崎(修)・遠藤（花）・井上・遠藤(公)・川崎(洋)・

鷹田・越後・鈴木・伊藤

209、211、視聴覚、第2情、多演習

※研究基礎Ⅰのｼﾗﾊﾞｽ検索時の講義コードは「1T0600」で検索してください。

合
同

Ｂ

Ａ

Ｂ

合
同

1年生授業日（水曜日）：【15週】　4/13、4/20、4/27、5/11、5/18、5/25、6/1、6/8、6/15、6/22、6/29、7/6、7/13、7/20、7/27

2年生授業日（水曜日）：【15週】　4/13、4/20、4/27、5/11、5/18、5/25、6/1、6/8、6/15、6/22、6/29、7/6、7/13、7/20、7/27

3年生授業日（水曜日）：【10週】　4/13、4/20、4/27、5/11、5/18、5/25、6/1、6/8、6/15、6/22　　編入3年生授業日（水曜日）：【15週】　4/13、4/20、4/27、5/11、5/18、5/25、6/1、6/8、6/15、6/22、6/29、7/6、7/13、7/20、7/27

曜
日

時
限

学年

共
通

編
入

Ａ

合
同

国試関連

Ａ

看

保

4年生＜看護師＞授業日（水曜日）：【6週】　4/13、4/20、4/27、5/11、5/18、5/25　　4年生＜保健師＞授業日（水曜日）：【4週】　4/13、4/20、4/27、5/11

1年

2年

水



ver.5.00 R4.3.25

令和4年度　 看護学部　時間割 【前　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

1Ｆ0601 ★英語ＬＳ１-1　（4/14～7/28） Ｔｕｔｃｈｅｒ 1H0101 人体の構造と機能Ⅰ（4/14～6/9） 井上他 1Ｆ0401 ★英語Ｗ１-1　（4/14～7/28） Bamkin 1Ｆ2901 ★中国語（4/14～7/28） 郭 1Ｃ0700 ★日本国憲法（4/14～7/28） 多田

1Ｆ0602 ★英語ＬＳ１-1　（4/14～7/28） Bamkin *月3、火1、木2 1F0402 ★英語Ｗ１-1　（4/14～7/28） Bokhorst

1Ｆ0603 ★英語ＬＳ１-1　（4/14～7/28） Bokhorst 1H0201 人体の構造と機能Ⅱ（6/16～7/28） 井上他

*月3、木2

1H0102 人体の構造と機能Ⅰ（4/14～6/9） 井上他 1Ｆ0604 ★英語ＬＳ１-1　（4/14～7/28） Ｔｕｔｃｈｅｒ 1Ｆ2902 ★中国語（4/14～7/28） 郭 1Ｆ0403 ★英語Ｗ１-1　（4/14～7/28） Bamkin 1Ｃ0700 ★日本国憲法（4/14～7/28） 多田

*月2、火1、木1 1Ｆ0605 ★英語ＬＳ１-1　（4/14～7/28） Bamkin 1Ｆ0404 ★英語Ｗ１-1　（4/14～7/28） Bokhorst

1H0202 人体の構造と機能Ⅱ（6/16～7/28） 井上他 1Ｆ0606 ★英語ＬＳ１-1　（4/14～7/28） Bokhorst

*月2、木1

1Ｆ0801 英語Ｒ2-1（4/14～7/28） 皆川 1C0500 ★世界の文化と宗教 佐藤 1Ｈ1400 ★ラボラトリー･プラクティス 壹岐 1Ｈ1400 ★ラボラトリー･プラクティス 壹岐

1Ｆ0802 英語Ｒ2-1（4/14～7/28） 武久 （4/14～7/28）*月5、木3 （4/14～7/28）※期間中計15回 （4/14～7/28）※期間中計15回

1Ｆ0803 英語Ｒ2-1（4/14～7/28） 皆川 1C0500 ★世界の文化と宗教 佐藤 1Ｈ1400 ★ラボラトリー･プラクティス 壹岐 1Ｈ1400 ★ラボラトリー･プラクティス 壹岐

1Ｆ0804 英語Ｒ2-1（4/14～7/28） 武久 （4/14～7/28）*月5、木3 （4/14～7/28）※期間中計15回 （4/14～7/28）※期間中計15回

1F1400 ★英語文献を読むⅠ 遠藤花 1L0201 精神保健看護学Ⅱ *火1、木2 堀井他 1A0200 ★赤十字国際活動論　*木3・4、金5 角田 1A0200 ★赤十字国際活動論　*木3・4、金5 角田 1Ｈ0900 疾病の成り立ちと回復の促進Ⅵ 梅野

（4/14～6/23）*月4・5、木1 4/14～6/23の期間内で5コマ実施 4/14～6/23の期間内で4コマ実施（3・4限連続） 4/14～6/23の期間内で4コマ実施（3・4限連続） （4/14～6/16）　6/23試験

1F1400 ★英語文献を読むⅠ 遠藤花 1L0202 精神保健看護学Ⅱ　*火3、木2 堀井他 1A0200 ★赤十字国際活動論　*木3・4、金5 角田 1A0200 ★赤十字国際活動論　*木3・4、金5 角田 1Ｈ0900 疾病の成り立ちと回復の促進Ⅵ 梅野

（4/14～6/23）*月4・5、木1 4/14～6/23の期間内で5コマ実施 4/14～6/23の期間内で4コマ実施（3・4限連続） 4/14～6/23の期間内で4コマ実施（3・4限連続） （4/14～6/16）　6/23試験

1Ｆ0803 英語Ｒ2-1（4/14～7/28） 皆川

1Ｆ0804 英語Ｒ2-1（4/14～7/28） 武久

1Ｈ1200 ☆遺伝と遺伝カウンセリング 笠井 1T0400 研究Ⅰ（4/21、5/26） 1Ｂ0100 ★哲学と倫理（4/14～5/26） 榊原 1Ｂ0100 ★哲学と倫理（4/14～5/26） 榊原 1Ｂ0100 ★哲学と倫理（4/21、5/26） 榊原

（4/14・21、5/12～26）*木1・金1 *水4、木2、金1 *木2・3・4・5 *木2・3・4・5 *木2・3・4・5

※いずれかの日程で15コマ実施

時間割に掲載されていない不足分は別途日程調整

（授業日は担当教員の指示による）

1Ｂ0100 ★哲学と倫理（4/14、5/12・19） 榊原

*木2・3・4・5

1P0200 ★看護管理学Ⅱ 安部他

（4/14、5/12・19）

*火5、水2、木2、金5

1T0400 研究Ⅰ（4/21） 1O0300 ◎保健福祉行政論　（4/21） 櫻山 1O0300 ◎保健福祉行政論　（4/21） 櫻山 1O0300 ◎保健福祉行政論　（4/21） 櫻山

*月3・5、火1・5、水4・5、木2、金1・5 *木3・4・5、金3・4・5、土2・3・4 *木3・4・5、金3・4・5、土2・3・4 *木3・4・5、金3・4・5、土2・3・4

3年 低学年模試（4/28） 国試対策 3年 低学年模試（4/28） 国試対策

4年 必修模試（6/2） 国試対策 4年 必修模試（6/2） 国試対策 4年 必修模試（6/2） 国試対策 4年 必修模試（6/2） 国試対策

3年 低学年模試（9/15） 国試対策 3年 低学年模試（9/15） 国試対策

4年 第2回　学研模試（9/22） 国試対策 4年 第2回　学研模試（9/22） 国試対策 4年 第2回　学研模試（9/22） 国試対策 4年 第2回　学研模試（9/22） 国試対策

看

保

国試関連

曜
日

時
限

学年

合
同

Ａ

Ｂ

編
入

合
同

1年

2年

3年

4年

4年生＜看護師＞授業日（木曜日）：【5週】　4/14、4/21、5/12、5/19、5/26　　4年生＜保健師＞授業日（木曜日）：【2週】　4/14、4/21

Ａ

木

木曜日（統括表）

Ｂ

合
同

Ａ

Ｂ

共
通

1年生授業日（木曜日）：【14週】　4/14、4/21、5/12、5/19、5/26、6/2、6/9、6/16、6/23、6/30、7/7、7/14、7/21、7/28

2年生授業日（木曜日）：【14週】　4/14、4/21、5/12、5/19、5/26、6/2、6/9、6/16、6/23、6/30、7/7、7/14、7/21、7/28

3年生授業日（木曜日）：【9週】　4/14、4/21、5/12、5/19、5/26、6/2、6/9、6/16、6/23　　編入3年生授業日（木曜日）：【14週】　4/14、4/21、5/12、5/19、5/26、6/2、6/9、6/16、6/23、6/30、7/7、7/14、7/21、7/28



ver.5.00 R4.3.25

令和4年度　 看護学部　時間割 【前　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

1J0401 看護技術論Ⅲ①（6/10～7/22） 樋口他 1J0401 看護技術論Ⅲ①（6/3～7/22） 樋口他 1J0101 看護技術論Ⅰ　*金3・4 堀川他 1J0101 看護技術論Ⅰ　*金3・4 堀川他 1K0301 看護援助論Ⅲ（6/3） 清田

*金1・2 6/3はAB合同：　*金1・2 （4/8～5/6、6/10～7/1） （4/15～6/3） *金2・5

1F2800 語学研修（4/22、5/20） 遠藤花 1K0301 看護援助論Ⅲ（4/8～5/27） 清田 1F2800 語学研修（7/15） 遠藤花

*金1・4 *金2・5 *金1・4

1J0402 看護技術論Ⅲ①（6/3） 樋口他 1J0102 看護技術論Ⅰ　*金3・4 古城門他 1J0102 看護技術論Ⅰ　*金3・4 古城門他 1K0302 看護援助論Ⅲ（4/8～6/3） 清田

1F2800 語学研修（4/22、5/20、7/15） 遠藤花 6/3はAB合同：　*金2・4・5 （4/8～7/1） （4/15～5/6） （6/3はAB合同：）

1J0402 看護技術論Ⅲ①（6/10～7/22） 樋口他 1J0402 看護技術論Ⅲ①（6/10～7/22） 樋口他

*金2・4・5 *金2・4・5

1J0601 看護技術論Ⅲ③（6/3） 吉田他 1M0101 発達看護学概論 江本他 1Ｅ0301 保健統計学（4/8～7/22） 川﨑洋 1J0601 看護技術論Ⅲ③（4/8～5/27） 吉田他 1J0601 看護技術論Ⅲ③（4/8～5/27） 吉田他

6/3はAB合同：　*金1・4・5 （5/6～6/24） *金1・4・5 *金1・4・5

1J0602 看護技術論Ⅲ③（4/8～6/3） 吉田他 1J0602 看護技術論Ⅲ③（4/8～5/27） 吉田他 1M0102 発達看護学概論 江本他 1M0102 発達看護学概論 江本他 1E0302 保健統計学（4/8～7/22） 川﨑洋

6/3はAB合同：　*金1・2 *金1・2 （6/17・24） （5/6～6/10）

1H1100 ☆リハビリテーション医学 田中 1M0400 発達看護学Ⅰ②（4/8～6/24） 加藤他 1M0800 発達看護学Ⅲ②（4/8～5/6） 千葉京他 1M0800 発達看護学Ⅲ②（4/8～6/24） 千葉京他 1A0200 ★赤十字国際活動論　 角田

（4/8～6/3）　6/17試験 *金2・3 *金3・4 *金3・4 （4/8～6/24）*木3・4、金5

1M0400 発達看護学Ⅰ②（5/13～6/3） 加藤他 --- レベルⅢ・Ⅳ-1実習合同オリ（老年）（6/24）

*金2・3

1H1100 ☆リハビリテーション医学 田中 1M0400 発達看護学Ⅰ②（4/8～6/24） 加藤他 1M0800 発達看護学Ⅲ②（4/8～5/6） 千葉京他 1M0800 発達看護学Ⅲ②（4/8～6/24） 千葉京他 1A0200 ★赤十字国際活動論　 角田

（4/8～6/3）　6/17試験 *金2・3 *金3・4 *金3・4 （4/8～6/24）*木3・4、金5

1M0400 発達看護学Ⅰ②（5/13～6/3） 加藤他 --- レベルⅢ・Ⅳ-1実習合同オリ（老年）（6/24）

*金2・3

1H1100 ☆リハビリテーション医学 田中 1Ｅ0301 保健統計学（4/8～7/22） 川﨑洋

（4/8～6/3）　6/17試験

1Ｈ1200 ☆遺伝と遺伝カウンセリング 守田　納富 1P0500 ★看護教育方法（4/15～5/27） 西田 1P0500 ★看護教育方法（4/15～5/27） 西田 1T0300 ★研究方法論Ⅲ（4/8～5/27） 川﨑洋 1P0200 ★看護管理学Ⅱ 安部他

（5/13～5/27）*木1・金1 *火2・3、金2・3 *火2・3、金2・3 （4/15・22、5/13・20）

1T0400 研究Ⅰ（4/8～4/22、5/6） *火5、水2、木2、金5

*水4、木2、金1

※いずれかの日程で15コマ実施

時間割に掲載されていない不足分は別途日程調整

（授業日は担当教員の指示による）

1T0400 研究Ⅰ（4/15・22） 1U0400 公衆衛生看護活動論演習Ⅰ 井口他 --- 公衆衛生看護学実習オリエンテーション 専任教員 205 1U0400 公衆衛生看護活動論演習Ⅰ 井口他 1T0400 研究Ⅰ（4/8）

*月3・5、火1・5、水4・5、木2、金1・5 （4/15） （4/8） （4/8） *月3・5、火1・5、水4・5、木2、金1・5

*月3・4・5、火1・2・3、水1・2・3・4、金2・3・4 *月3・4・5、火1・2・3、水1・2・3・4、金2・3・4

1U0200 公衆衛生看護管理論（4/8） 井口他 1U0200 公衆衛生看護管理論（4/8） 井口他 1U0400 公衆衛生看護活動論演習Ⅰ 井口他 1O0300 ◎保健福祉行政論 櫻山 1O0300 ◎保健福祉行政論 櫻山

*月3・4、火2、水1・2、金1・2 *月3・4、火2、水1・2、金1・2 （4/22） （4/15、5/6・13） （4/15、5/6・13）

*月3・4・5、火1・2・3、水1・2・3・4、金2・3・4 *木3・4・5、金3・4・5、土2・3・4 *木3・4・5、金3・4・5、土2・3・4

1U0500 公衆衛生看護活動論演習Ⅱ 吉川他 1U0500 公衆衛生看護活動論演習Ⅱ 吉川他 1O0300 ◎保健福祉行政論 櫻山 1U0500 公衆衛生看護活動論演習Ⅱ 吉川他

（5/6） （5/6） （4/15、5/6・13） （4/15・22）

*月4、火2・3・4、水1・2・3・4、金1・2・4 *月4、火2・3・4、水1・2・3・4、金1・2・4 *木3・4・5、金3・4・5、土2・3・4 *月4、火2・3・4、水1・2・3・4、金1・2・4

合
同

Ａ

Ｂ

合
同

Ａ

Ａ

Ｂ

編
入

4年生＜看護師＞授業日（金曜日）：【7週】　4/8、4/15、4/22、5/6、5/13、5/20、5/27　　4年生＜保健師＞授業日（金曜日）：【4週】　4/8、4/15、4/22、5/6

看

金曜日（統括表）

曜
日

時
限

学年

国試関連

1年

2年

3年

Ｂ

共
通

合
同

4年

保

1年生授業日（金曜日）：【15週】　4/8、4/15、4/22、5/6、5/13、5/20、5/27、6/3、6/10、6/17、6/24、7/1、7/8、7/15、7/22

2年生授業日（金曜日）：【15週】　4/8、4/15、4/22、5/6、5/13、5/20、5/27、6/3、6/10、6/17、6/24、7/1、7/8、7/15、7/22

3年生授業日（金曜日）：【11週】　4/8、4/15、4/22、5/6、5/13、5/20、5/27、6/3、6/10、6/17、6/24　　編入3年生授業日（金曜日）：【15週】　4/8、4/15、4/22、5/6、5/13、5/20、5/27、6/3、6/10、6/17、6/24、7/1、7/8、7/15、7/22

金



ver.5.00 R4.3.25

令和4年度　 看護学部　時間割 【前　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

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

1/15 1O0300 ◎保健福祉行政論（4/23） 櫻山 205 1/15 1O0300 ◎保健福祉行政論（4/23） 櫻山 205 1/15 1O0300 ◎保健福祉行政論（4/23） 櫻山 205

*木3・4・5、金3・4・5、土2・3・4 *木3・4・5、金3・4・5、土2・3・4 *木3・4・5、金3・4・5、土2・3・4

曜
日

時
限

学年

土

1年

合
同

2年

合
同

Ａ

Ｂ

3年

合
同

Ａ

院
修
助

博
士

【土】

Ｂ

編
入

Ｂ

Ａ

4年

共
通

看

保

修
看


