
ver.5.00

令和4年度　 大学院看護学研究科　時間割 【前　期】 現在

時
限 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

学年 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

M01212 国際看護学特講Ⅱ 野口　他 601 M00203 がん看護学特講Ⅲ 吉田　守田 602 M01002 看護教育学特講Ⅱ 佐々木　西田 602 M01321 教育学特講 渋谷 601 M00801 精神保健看護学特講Ⅰ 鷹野 他 多目的

M00802 精神保健看護学特講Ⅱ 堀井　他 多目的 M01211 国際看護学特講Ⅰ 野口 他 601 M00301 小児看護学特講Ⅰ※ 江本 503 M01105 医療経済学 古川 503

M00302 小児看護学特講Ⅱ 江本　山内 503 M00701 老年看護学特講Ⅰ 坂口 ゼミ1 M00605 慢性看護学特講Ⅴ 田中 他 602 M01322 学習心理学 遠藤 公 ゼミ1

M00304 小児看護学特講Ⅳ 江本　山内 503 M00702 老年看護学特講Ⅱ 坂口 ゼミ１ M00101 基礎看護学特講Ⅰ 川原 ゼミ２

N00452 実践助産学演習Ⅱ 齋藤 他 204 N00452 実践助産学演習Ⅱ 齋藤 他 204 N00405 基礎助産学特講Ⅲ-2 中尾 204 N00304 発達と家族の理論※ 江本 503 N00402 基礎助産学特講Ⅱ-1 泉 204
（4/11～7/11） （4/11～7/11） （4/11～25・5/9～6/6）6/13試験207教室 （4/11～7/25）遠隔の場合は204教室 （4/11～6/6）

泉 207 N00251 国際保健助産演習Ⅰ 井村 加藤 204

N00471 助産学実習Ⅰ（１～5限） 204 （6/13～6/27）

（7/25～8/29） N00271 RH演習Ⅰ（7/4・11） 井村 204

D40302 看護科学特論Ⅱ（5/30～7/25） 川原 ―

M00804 精神保健看護学特講Ⅳ 松本 602 M01333 フィジカルアセスメント 田中他 503 M01329 看護研究※ 佐々木 他 503 M01327 看護管理論 古川 503 M01334 病態生理学 井上 他 503

M01326 看護教育論 西田 207 (4/12・19・26　.5/10　.6/7・21

7/5・19)

N00251 国際保健助産演習Ⅰ 井村　加藤 204 N00271 リプロダクティブ・ヘルスケア演習Ⅰ 新田 他 204 N00302 看護研究特講※ 佐々木 他 503 N00403 基礎助産学特講Ⅲ-1 笠井 204 N00403 基礎助産学特講Ⅲ-1 笠井 204
（4/12～7/12） （4/12～7/11）

N00471 助産学実習Ⅰ（１～5限） 204 N00461 応用助産学特講Ⅰ 齋藤 204 N00151 ウイメンズヘルスプロモーション演習Ⅰ 井村 他 204

（7/19～8/30）

D40303 看護科学特論Ⅲ（4/12～6/7） 安部 ― D40401 看護研究特論Ⅰ（4/12～6/7） 佐々木他 ―

D40402 看護研究特論Ⅱ（6/14～7/26） 佐々木他 ―

M01315 人間総合講座※ 井上 他 503 M00103 基礎看護学特講Ⅲ 川原 ゼミ１ M01215 災害看護学特講Ⅰ 内木 他 601 M01320 赤十字概論Ⅱ※ 角田 204 M01001 看護教育学特講Ⅰ 佐々木 602

M00501 クリティカルケア看護学特講Ⅰ 三浦 他 602 M01313 英語講読Ⅰ  川﨑修 ゼミ２ M00601 慢性看護学特講Ⅰ 田中 他 503 M00402 成人看護学特講Ⅱ 本庄　三浦 503 M01334 病態生理学 伊藤 他 503

M01217 災害看護学特講Ⅲ 内木 他 601 M00502 クリティカルケア看護学特講Ⅱ 三浦 他 602  (5/18・6/1・15・27）

M00602 慢性看護学特講Ⅱ 本庄 他 503

M01219 災害看護学特講Ⅴ 内木 他 601

N00303 人間総合講座※（4/13～7/27） 井上 他 503 N00101 ウイメンズ・ヘルス・プロモーション概論 井村 204 N00201 新田 他 204 N00301 赤十字概論Ⅱ※（4/13～7/27） 角田 204 N00461 応用助産学特講Ⅰ 齋藤 204

N00471 ― （4/13～7/20） N00272 リプロダクティブ・ヘルスケア演習Ⅱ 齋藤 他 ― （4/13～5/18・7/6～7/20）

(8/3～8/31) N00471 ― （4/13～7/13）

N00471

M01334 病態生理学 石橋 他 503

（5/19、6/2）

N00453 実践助産学演習Ⅲ（4/21～7/14） 齋藤 他 204 N00453 実践助産学演習Ⅲ（4/21～7/14） 齋藤 他 204 N00453 実践助産学演習Ⅲ（4/21～7/14） 齋藤 他 204 N00453 実践助産学演習Ⅲ（4/21～7/14） 齋藤 他 204

N00281 リプロダクティブ・ヘルスケア実習Ⅰ 井村 他 204 N00281 リプロダクティブ・ヘルスケア実習Ⅰ 井村 他 204 N00281 リプロダクティブ・ヘルスケア実習Ⅰ 井村 他 204 N00281 リプロダクティブ・ヘルスケア実習Ⅰ 井村 他 204

（5/12～19）

N00471 助産学実習Ⅰ（7/22～9/2） N00471 助産学実習Ⅰ（7/22～9/2） N00471 助産学実習Ⅰ（7/22～9/2） N00471 助産学実習Ⅰ（7/22～9/2） N00471 助産学実習Ⅰ（7/22～9/2）

M00901 地域・在宅看護学特講Ⅰ（4/8～6/3） 石田 他 602 M00901 地域・在宅看護学特講Ⅰ（4/8～5/27） 石田 他 602 M01101 看護管理学特講Ⅰ 安部 503 M00505 クリティカルケア看護学特講Ⅴ 三浦 他 503

M00902 地域・在宅看護学特講Ⅱ（6/10～7/22） 石田 他 602 M00902 地域・在宅看護学特講Ⅱ（6/3～7/22） 石田 他 602

M00201 がん看護学特講Ⅰ　 守田 他 503

N00451 実践助産学演習Ⅰ（4/8～7/15） 東　他 204 N00401 基礎助産学特講Ⅰ（4/8～7/15） 井村 204 N00453 実践助産学演習Ⅲ（4/8～7/15） 齋藤 他 第３実 N00453 実践助産学演習Ⅲ（4/8～7/15） 齋藤 他 第３実 N00453 実践助産学演習Ⅲ（4/8～7/15） 齋藤 他 第３実

N00471 助産学実習Ⅰ（7/22～9/2）

※　病態生理学等、オムニバス科目の日程は変更する場合があります。各授業ガイダンス時に必ず確認してください。

※　国際保健助産学専攻の詳細な時間割は別途ガイダンス時に配布いたします。

（5/31・6/7・6/14・6/21）6/28試験

令和4年4月1日

曜
日

月

火

大学院授業日（月曜日）：【15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、8/1

大学院授業日（火曜日）：【16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、8/2 ※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。
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（5/31・6/7・6/14・6/21）
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看
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　6/20試験：基礎助産学特講Ⅱ-1

（4/12～7/26）遠隔の場合は204教室

修
助
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士

金

博
士

水

博
士

木

大学院授業日（金曜日）：【16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、7/29　※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。

修
看

修
助

助産学実習Ⅰ（１・4限）

（7/27～8/31） 助産学実習Ⅰ（3限）7/20～8/31

国際保健助産論Ⅰ（4/13～7/13）

助産学実習Ⅰ（2・5限）

大学院授業日（木曜日）：【15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、8/4

修
看

修
看
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大学院授業日（水曜日）：【16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、8/3　※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。


