
ver.7.00 R4.9.1

令和4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

1R1101 災害看護学Ⅰ（9/26～11/21） 内木他 1Ｆ0301 英語Ｒ1-2 （9/26～12/26） 遠藤花 1O0100 地域看護学 （9/26～12/26） 石田他

1Ｆ0302 英語Ｒ1-2 （9/26～12/26） 川﨑

1Ｆ0303 英語Ｒ1-2 （9/26～12/26） 遠藤花 1R1102 災害看護学Ⅰ（9/26～11/21） 内木他 1O0100 地域看護学 （9/26～12/26） 石田他

1Ｆ0304 英語Ｒ1-2 （9/26～12/26） 川﨑

1F1300 ★英語LS2-2　（1/16～1/23） 川﨑 1F1300 ★英語LS2-2 川﨑

（10/17・24、11/7～11/21、12/5～1/23）

1B0900 生活環境論 （10/17～12/5） 石田他 1M0700 発達看護学Ⅲ①（10/17～1/23） 坂口 1H0700 疾病の成り立ちと回復の促進Ⅳ 井上他 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

（調整中）*月3・4、火5、水5、木4・5 （調整中）*月3・4、火5、水5、木4・5  （10/17～1/23）

1B0900 生活環境論 （10/17～12/5） 石田他 1M0700 発達看護学Ⅲ①（10/17～1/23） 坂口 1H0700 疾病の成り立ちと回復の促進Ⅳ 井上他 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

（調整中）*月3・4、火5、水5、木4・5 （調整中）*月3・4、火5、水5、木4・5  （10/17～1/23）

1R0300 ★国際看護学演習 織方他 遠隔 1R0300 ★国際看護学演習 織方他 遠隔 1R0300 ★国際看護学演習 織方他 遠隔 1R0300 ★国際看護学演習 織方他 遠隔

（3/6春季集中 2限～6限） （3/6春季集中 2限～6限） （3/6春季集中 2限～6限） （3/6春季集中 2限～6限）

1Ｕ0300 公衆衛生看護方法論※ 吉川他 1Ｕ0300 公衆衛生看護方法論※ 吉川他

（10/24・31、11/28、12/26）*月2・3、金1 （12/26）*月2・3、金1

--- 公衆衛生看護学実習オリエンテーション（1/23）

1H1300 栄養学（1/16） 吉岡・保瀬 1Ｕ0100 公衆衛生看護活動展開論　※ 吉川他 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

*月1、水1、木1 （10/17、1/16・23）*月2・3、金1・2 （1/16）*月2・3、金1・2 （10/17～1/23）

1H1300 栄養学（1/16） 吉岡・保瀬 1Ｕ0100 公衆衛生看護活動展開論　※ 吉川他 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

*月1、水1、木1 （10/17、1/16・23）*月2・3、金1・2 （1/16）*月2・3、金1・2 （10/17～1/23）

1B0900 生活環境論 （10/17～12/5） 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（9/26～11/21） 内木他 1O0100 地域看護学 （9/26～12/26） 石田他 1O0200 ◎公衆衛生看護活動論 吉川他

（10/17、1/16・23）*月2・3、金1・2 1Ｕ0100 公衆衛生看護活動展開論　※ 吉川他  （10/17～1/23）

1Ｕ0300 公衆衛生看護方法論※ 吉川他 （1/16）*月2・3、金1・2

（10/24・31、11/28、12/26）*月2・3、金1 1Ｕ0300 公衆衛生看護方法論※ 吉川他

（12/26）*月2・3、金1

1I0200 看護学概論Ⅱ（11/7～11/28） 吉田 1I0200 看護学概論Ⅱ（11/7～11/28） 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 （10/3～12/26）　*月4、水1　（期間中8回実施）

※公衆衛生看護活動展開論は保健師教育課程履修許可者のみ履修可能

曜
日

月

時
限

学年

Ｂ

合
同

Ａ

Ａ

4年

合
同

1年

2年

3年

Ａ

Ｂ

3年生授業日（月曜日）：【7週】　10/17、10/24、10/31、11/28、12/26、1/16、1/23　　編入3年生授業日（月曜日）：【15週】　9/26、10/3、10/17、10/24、10/31、11/7、11/14、11/21、11/28、12/5、12/12、12/19、12/26、1/16、1/23

国試関連

Ａ

Ｂ

月曜日（総括表）

2年生授業日（月曜日）：【13週】　10/17、10/24、10/31、11/7、11/14、11/21、11/28、12/5、12/12、12/19、12/26、1/16、1/23

1年生授業日（月曜日）：【13週】　9/26、10/3、10/17、10/24、10/31、11/7、11/14、11/21、11/28、12/5、12/12、12/19、12/26

合
同

編
入

Ｂ

合
同

編
入

編入4年生卒業説明会（11/7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

4年生授業日（月曜日）：【9週】　10/3、11/7、11/14、11/21、11/28、12/5、12/12、12/19、12/26
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令和4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 1H0500 疾病の成り立ちと回復の促進Ⅱ 井上他 1H0400 疾病の成り立ちと回復の促進Ⅰ 井上他

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

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

（調整中）*火1・2・5、水1、木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・2・5、木1・2・5、金3

（調整中）*火1・2・5、水1、木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・2・5、水1、木5、金3

1Ｂ0700 ★身体運動論Ⅰ（9/27～11/22） 伊藤 1B0600 ★現代教育論 （9/27～12/27） 渋谷 1D1100 ★基礎統計学 （11/8～12/27） 山下

1Ｂ0700 ★身体運動論Ⅰ（9/27～11/22） 伊藤 1B0600 ★現代教育論 （9/27～12/27） 渋谷 1D1100 ★基礎統計学 （11/8～12/27） 山下

1H0700 疾病の成り立ちと回復の促進Ⅳ 井上他

（調整中）*月3・4、火5、水5、木4・5

別途日程調整あり

 1N0501 健康レベル別看護学演習Ⅰ 河田他 第2実 1L0101 精神保健看護学Ⅰ（10/11～1/17） 鷹野他 1B0400 ★心理学Ⅱ （10/11～1/17） 遠藤公  1N0501 健康レベル別看護学演習Ⅰ 河田他 第2実  1N0501 健康レベル別看護学演習Ⅰ 河田他 第2実

（10/11）合同　*火1・4・5 （10/18～12/6）　12/13実技試験 （10/18～12/6）　12/13実技試験

*火1・4・5 *火1・4・5

 1N0502 健康レベル別看護学演習Ⅰ 河田他 第2実  1N0502 健康レベル別看護学演習Ⅰ 河田他 第2実 1B0400 ★心理学Ⅱ （10/11～1/17） 遠藤公 1L0102 精神保健看護学Ⅰ（10/11～1/17） 鷹野他

（10/11～12/6）　12/13実技試験 （10/18～12/6）　12/13実技試験

*火1・2　10/11は合同 *火1・2

1R0300 ★国際看護学演習 織方他 遠隔 1R0300 ★国際看護学演習 織方他 遠隔 1R0300 ★国際看護学演習 織方他 遠隔 1R0300 ★国際看護学演習 織方他 遠隔

（3/7春季集中 2限～6限） （3/7春季集中 2限～6限） （3/7春季集中 2限～6限） （3/7春季集中 2限～6限）

1Ｒ0200 ★国際看護学Ⅱ（10/18～1/17） 織方他 1P0100 看護管理学Ⅰ（10/18～1/17） 安部他 1I0400 ★看護の歴史（10/18～1/17） 川原

1Ｒ0200 ★国際看護学Ⅱ（10/18～1/17） 織方他 1P0100 看護管理学Ⅰ（10/18～1/17） 安部他 1I0400 ★看護の歴史（10/18～1/17） 川原

[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（10/11～1/17） 鷹野他 1P0100 看護管理学Ⅰ 安部他 1D0400 ★生物学Ⅱ（9/27～1/10） ●●

（10/18・25、11/1・29、12/27、1/10・17） （10/18・25、11/1・29、12/27、1/10・17）

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

（10/11～12/13） （10/4～12/13）

2年

4年

編
入

3年

国試関連

火曜日（総括表）

Ｂ

合
同

A

1年生授業日（火曜日）：【14週】　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

2年生授業日（火曜日）：【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、1/10、1/17

3年生授業日（火曜日）：【7週】　10/18、10/25、11/1、11/29、12/27、1/10、1/17　　編入3年生授業日（火曜日）：【16週】　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、1/10、1/17

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

合
同

Ｂ

A

曜
日

時
限

学年

合
同

合
同

A

Ｂ

Ｂ

編
入

1年

A

火
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令和4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 1Ｈ0400 疾病の成り立ちと回復の促進Ⅰ 井上他

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

--- 看護援助論実習[レベルⅠ] 

全体オリエンテーション（11/16・11/30）

1Ｈ0301 人体の構造と機能Ⅲ 誉田 1C0600 ★国際関係論 （9/28～1/4） 角田 1Ｈ0301 人体の構造と機能Ⅲ 誉田

（9/28～1/4）*水3・5 （10/12・26）*水3・5

1Ｈ0302 人体の構造と機能Ⅲ 誉田 1C0600 ★国際関係論 （9/28～1/4） 角田 1Ｈ0302 人体の構造と機能Ⅲ 誉田

（9/28～1/4）*水2・5 （10/5・19）*水2・5

1F1100 ★英語W2-2　（10/12～1/18） 遠藤花 1C0800 ★医療と文化　（10/12～1/18） 鈴木 1H0700 疾病の成り立ちと回復の促進Ⅳ 井上他

（調整中）*月3・4、火5、水5、木4・5

1C0200 ★社会学Ⅱ　（10/12～1/18） 鷹田 別途日程調整あり

1F1300 ★英語LS2-2　（10/12～1/18） 川﨑

1O0400 ◎疫学（10/12～1/18） 川﨑洋 1M0501 発達看護学Ⅱ①（10/12～1/18） 江本他

1O0400 ◎疫学（10/12～1/18） 川﨑洋 1M0502 発達看護学Ⅱ①（10/12～1/18） 江本他

1R0300 ★国際看護学演習 織方他 遠隔 1R0300 ★国際看護学演習 織方他 遠隔 1R0300 ★国際看護学演習 織方他 遠隔 1R0300 ★国際看護学演習 織方他 遠隔

（3/8春季集中 2限～6限） （3/8春季集中 2限～6限） （3/8春季集中 2限～6限） （3/8春季集中 2限～6限）

1H1300 栄養学 吉岡・保瀬 1T0201 研究方法論Ⅱ（10/19～1/18） 江本他 1T0201 研究方法論Ⅱ（10/19～1/18） 江本他 1P0300 看護教育学Ⅰ（10/19～1/18） 佐々木他

（10/26、11/2・30、1/4・11） *水2・3 *水2・3

*月1、水1、木1

1H1300 栄養学 吉岡・保瀬 1T0202 研究方法論Ⅱ（10/19～1/18） 江本他 1T0202 研究方法論Ⅱ（10/19～1/18） 江本他 1P0300 看護教育学Ⅰ（10/19～1/18） 佐々木他

（10/26、11/2・30、1/4・11） *水2・3 *水2・3

*月1、水1、木1

1O0400 ◎疫学（10/12～1/18） 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　（10/12～1/18） 鷹田 1P0300 看護教育学Ⅰ 佐々木他

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

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

（9/28、10/5・12、11/9・16、12/7・14・21） （9/28、10/5・12、11/9・16、12/7・14）

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

（11/9以外）　*月4、水1 ※いずれかの日程で15コマ調整

4年 【有志】必修模試（1/11） 国試対策 4年 【有志】必修模試（1/11） 国試対策 4年 【有志】必修模試（1/11） 国試対策 4年 【有志】必修模試（1/11） 国試対策

水曜日（総括表）

2年

1年

2年生授業日（水曜日）：【13週】　10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/16、11/30、12/7、12/14、12/21、1/4、1/11、1/18

Ｂ

国試関連

曜
日

時
限

学年

Ａ

合
同

Ｂ

Ａ

合
同

1年生授業日（水曜日）：【13週】　9/28、10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/16、11/30、12/7、12/14、12/21、1/4

合
同

水

Ｂ

研究Ⅰ・Ⅱ履修説明1/4（水）18：10～　教室未定

研究Ⅰ・Ⅱ履修説明1/4（水）18：10～　地域・在宅看護学実習レベルⅣ-2オリエンテーション1/4（水）研究Ⅰ・Ⅱ履修説明終了後　　教室未定

4年
Ａ

Ｂ

編
入

3年

4年生授業日（水曜日）：【8週】　10/5、10/12、11/9、11/16、11/30、12/7、12/14、12/21

合
同

編
入

国家試験出願等説明会（11/9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）

Ａ

3年生授業日（水曜日）：【7週】　10/19、10/26、11/2、11/30、1/4、1/11、1/18　　編入3年生授業日（水曜日）：【15週】　9/28、10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/16、11/30、12/7、12/14、12/21、1/4、1/11、1/18
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令和4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）*火5、水1、木5、金3

1H0500 疾病の成り立ちと回復の促進Ⅱ 井上他

（調整中）*火1・2・5、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・2・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　（9/29～1/5） Ｔｕｔｃｈｅｒ 1Ｆ3001 ★フランス語　（9/29～1/5） 西村 1Ｆ0501 ★英語Ｗ1-2　（9/29～1/5） Bamkin

（調整中）*火5、水1、木5、金3 1Ｆ0702 ★英語ＬＳ1-2　（9/29～1/5） Bamkin 1Ｆ0502 ★英語Ｗ1-2　（9/29～1/5） Bokhorst

1H0500 疾病の成り立ちと回復の促進Ⅱ 井上他 1Ｆ0703 ★英語ＬＳ1-2　（9/29～1/5） Bokhorst

（調整中）*火1・2・5、木1・2・5、金3

1Ｆ0704 ★英語ＬＳ1-2　（9/29～1/5） Ｔｕｔｃｈｅｒ 1Ｈ0400 疾病の成り立ちと回復の促進Ⅰ 井上他 1Ｆ0503 ★英語Ｗ1-2　（9/29～1/5） Bamkin 1Ｆ3002 ★フランス語　（9/29～1/5） 西村

1Ｆ0705 ★英語ＬＳ1-2　（9/29～1/5） Bamkin （調整中）*火5、水1、木2・5、金3 1Ｆ0504 ★英語Ｗ1-2　（9/29～1/5） Bokhorst

1Ｆ0706 ★英語ＬＳ1-2　（9/29～1/5） 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・5、木1・2・5、金3

1H0700 疾病の成り立ちと回復の促進Ⅳ 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・4、火5、水5、木4・5 （調整中）*月3・4、火5、水5、木4・5

1F0901 英語Ｒ2-2　（10/13～1/19） 武久 1C0400 ★家族社会学（10/13～1/19） 宮下

1F0902 英語Ｒ2-2　（10/13～1/19） 皆川

1F0903 英語Ｒ2-2　（10/13～1/19） 武久 1C0400 ★家族社会学（10/13～1/19） 宮下

1F0904 英語Ｒ2-2　（10/13～1/19） 皆川

1H1300 栄養学（10/27、1/19） 吉岡・保瀬 1B0201 生命倫理（10/20～1/5・19） 榊原 1H1000 ☆薬理学（10/20、12/1、1/19） 吉見 1R0300 ★国際看護学演習 織方他

*月1、水1、木1 *木2・4 *木2・4・5 （1/12・19、春季集中）

1H1000 ☆薬理学（1/12） 吉見 1B0201 生命倫理（10/27、1/5・12） 榊原 1H1000 ☆薬理学（10/20・27、12/1、1/5） 吉見

*木2・4・5 *木2・4 *木2・4・5

1H1300 栄養学（10/27、1/19） 吉岡・保瀬 1H1000 ☆薬理学（1/12） 吉見 1B0202 生命倫理（10/20～1/19） 榊原 1H1000 ☆薬理学（10/20、12/1、1/19） 吉見 1R0300 ★国際看護学演習 織方他

*月1、水1、木1 *木2・4・5 *木3・4 *木2・4・5 （1/12・19、春季集中）

1B0202 生命倫理（10/27、1/5） 榊原 1H1000 ☆薬理学（10/20・27、12/1、1/5） 吉見

*木3・4 *木2・4・5

1F0901 英語Ｒ2-2　（10/13～1/19） 武久 1B0201 生命倫理　*木2・4 榊原 1C0400 ★家族社会学（10/13～1/19） 宮下 1B0201 生命倫理　*木2・4 榊原

1F0902 英語Ｒ2-2　（10/13～1/19） 皆川 （10/20・27、12/1、1/5・19） （10/27、1/5・12）

1T05** 研究Ⅱ　*水4、木2

※いずれかの日程で15コマ調整

合
同

Ａ

Ｂ

編
入

木曜日（総括表）

曜
日

時
限

学年

合
同

Ａ

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

合
同

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

木

国試関連

3年

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

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

1年

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ａ4年

2年

合
同

編
入
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令和4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・5、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・2・5、水1、木5、金3

1Ｊ0201 看護技術論Ⅱ①（9/30～11/18） 樋口他 第2実 1Ｊ0201 看護技術論Ⅱ①（9/30～11/11） 樋口他 第2実 1Ｊ0501 看護技術論Ⅲ②（12/9・16） 細野他 第2実 1Ｊ0501 看護技術論Ⅲ②（11/25～1/6） 細野他 第2実 1Ｊ0501 看護技術論Ⅲ②（11/25～1/6） 細野他 第2実

*金1・2 *金1・2 *金2・3・4・5 *金2・3・4・5 *金2・3・4・5

1Ｊ0501 看護技術論Ⅲ②（11/18） 細野他 第2実

*金2・3・4・5

1Ｊ0202 看護技術論Ⅱ①（10/21、11/18） 樋口他 第2実 1Ｊ0202 看護技術論Ⅱ①（10/21） 樋口他 第2実 1J0502 看護技術論Ⅲ②（12/9・16） 細野他 第2実 1Ｊ0202 看護技術論Ⅱ① 樋口他 第2実 1Ｊ0202 看護技術論Ⅱ① 樋口他 第2実

*金1・2・4・5 *金1・2・4・5 *金1・2・3 （9/30～10/14、10/28～11/18） （9/30～10/14、10/28～11/11）

1J0502 看護技術論Ⅲ②（11/25～1/6） 細野他 第2実 1J0502 看護技術論Ⅲ②（11/18～1/6） 細野他 第2実 *金1・2・4・5 *金1・2・4・5

*金1・2・3・5 *金1・2・3・5

--- 地域・在宅看護学Ⅳ-1実習

全体オリエンテーション（1/13）

1R0700 ★災害看護活動論Ⅱ 橋爪他 1R0700 ★災害看護活動論Ⅱ 橋爪他 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 西田志 1E0201 ★情報科学 川﨑洋

（10/14～12/2）　*金1・2 （10/14～12/2）　*金1・2 （10/14・28、11/4～1/20） （10/14・28、11/4～12/9） （10/14・28、11/4～1/20）

1M0300 発達看護学Ⅰ①　*金2・3 新田他

（12/16、1/13）

1R0700 ★災害看護活動論Ⅱ 橋爪他 1R0700 ★災害看護活動論Ⅱ 橋爪他 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 西田志 1E0202 ★情報科学 川﨑洋

（10/14～12/2）　*金1・2 （10/14～12/2）　*金1・2 （10/14・28、11/4～1/20） （10/14・28、11/4～12/9） （10/14・28、11/4～1/20）

1M0300 発達看護学Ⅰ①　*金2・3 新田他

（12/16、1/13）

1Ｕ0300 公衆衛生看護方法論※ 吉川他 --- 精神保健看護学実習（レベルⅢ） 精神教員

（10/21・28、11/4、12/2）*月2・3、金1 後半Gオリエンテーション（10/28）

1Ｕ0100 公衆衛生看護活動展開論　※ 吉川他 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 1B1000 ★障がい論　*金4・5 坂口他 1B1000 ★障がい論　*金4・5 坂口他

（1/6・13・20）*月2・3、金1・2 （1/20）*月2・3、金1・2 （10/28、11/4、12/2、1/6・13・20） （1/6・13） （10/28、11/4、12/2、1/6・13・20）

1Ｕ0100 公衆衛生看護活動展開論　※ 吉川他 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 1B1000 ★障がい論　*金4・5 坂口他 1B1000 ★障がい論　*金4・5 坂口他

（1/6・13・20）*月2・3、金1・2 （1/20）*月2・3、金1・2 （10/28、11/4、12/2、1/6・13・20） （1/6・13） （10/28、11/4、12/2、1/6・13・20）

1Ｕ0300 公衆衛生看護方法論※ 吉川他 1F1103 ＜編＞英語W2-2　（9/30～1/13） 遠藤花 1G0230 ＜編＞基礎ゼミⅡ　*金3 川﨑修他 1N0100 プライマリーヘルスケア 西田志 1B1000 ★障がい論　*金4・5 坂口他

（10/21・28、11/4、12/2）*月2・3、金1 （9/30～10/14、10/28～1/20) （10/14・28、11/4～12/9） （10/28、11/4、12/2、1/6・13・20）

1Ｕ0100 公衆衛生看護活動展開論　※ 吉川他 1Ｕ0100 公衆衛生看護活動展開論　※ 吉川他 1B1000 ★障がい論　*金4・5 坂口他

（1/6・13・20）*月2・3、金1・2 （1/20）*月2・3、金1・2 （1/6・13）

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 【有志】必修模試（12/16） 国試対策 4年 【有志】必修模試（12/16） 国試対策 4年 【有志】必修模試（12/16） 国試対策 4年 【有志】必修模試（12/16） 国試対策

※公衆衛生看護方法論は保健師教育課程履修許可者のみ履修可能

曜
日

時
限

学年

※学園祭日程：10/22（土）・・・前日の午後（10/21）休講
※入試日程：11/19(土)、11/26(土)、12/10(土)・・・前日は終日遠隔（技術等例外有）

別途日程調整あり

別途日程調整あり

1年

金

2年

3年
Ａ

Ｂ

金曜日（総括表）

合
同

Ａ

Ｂ

1年生授業日（金曜日）：【MAX14週】　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　（入試前日11/18・25、12/9について、1年生は技術演習のみ対面実施）
1年生授業日（金曜日）：【学祭13週】　9/30、10/7、10/14、-----、10/28、11/4、11/11、11/18、11/25、12/2、12/9、12/16、12/23、1/6　（学祭前日10/21は午前の授業を実施、午後は休講。）

2年生授業日（金曜日）：【MAX14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　（入試前日は遠隔授業）
2年生授業日（金曜日）：【学祭13週】　10/14、-----、10/28、11/4、11/11、11/18、11/25、12/2、12/9、12/16、12/23、1/6、1/13、1/20　（学祭前日10/21は午前の授業を実施、午後は休講。）

3年生授業日（金曜日）：【MAX7週】　10/21、10/28、11/4、12/2、1/6、1/13、1/20　　編入3年生授業日（金曜日）：【MAX16週】　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
3年生授業日（金曜日）：【学祭6週】　-----、10/28、11/4、12/2、1/6、1/13、1/20　　編入3年生授業日（金曜日）：【学休15週】　9/30、10/7、10/14、-----、10/28、11/4、11/11、11/18、11/25、12/2、12/9、12/16、12/23、1/6、1/13、1/20
（入試前日の講義は遠隔実施。実習は担当教員の指示に従うこと。学祭前日10/21は午前の授業を実施、午後は休講。）

Ａ

合
同

編
入

合
同

Ｂ

Ａ

Ｂ

合
同

編
入

国試関連

4年

4年生授業日（金曜日）：【MAX9週】　10/7、10/14、11/11、11/18、11/25、12/2、12/9、12/16、12/23　（入試前日は遠隔授業）
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＜注意事項＞ ８． 研究Ⅰ・Ⅱ履修説明【3年生・編入3年生対象】及び地域・在宅看護学実習レベルⅣ-2説明【3年生対象】

１． 【集中授業】　次のとおり予定しています。 令和5年1月4日（水）18：10から実施します。

９． インフルエンザ予防接種及びB型肝炎予防接種の日程は時間割に記載しているので確認してください。

学年 科目コード 授業科目 教員 日程 教室等 【Ｂ型肝炎予防接種】※対象は1年生・編入3年生のみ

3年 1R0300 ★国際看護学演習 織方他 集中講義（3月予定） 1回目　2022年9月21日（水）　10時から13時

2回目　2022年10月20日（木）　10時から13時

●国際看護学演習 3回目　2023年2月27日（月）　10時から13時

【インフルエンザ予防接種】　　※編入生はいずれかの日程で接種してください。

2022年10月27日（木）　対象：2年生・3年生　（別途時間割掲載）

9:30から10:20　　2年Bクラス

10:20から11:10　3年Bクラス

11:10から12:00　2年Aクラス

２． 【科目名の印】　次のとおりです。 12:30から13:20　3年Aクラス

2022年11月9日（水）　対象：1年生・4年生　（別途時間割掲載）

10:30から11:20　1年Aクラス

11:20から12:10　4年Aクラス

12:40から13:30　4年Bクラス

13:30から14:20　1年Bクラス

３． 各学年の上部に授業実施日を記載しています。日程の記載が無い場合は全ての日程で授業を行います。 ＜実習＞

なお、科目担当教員から授業日について指示があった場合はその指示に従ってください。 看護援助論実習（レベルⅠ）全体オリエンテーション 11月16 日(水)1限、11月30日(水)1限

編入学生は、他学年との合同授業については、その学年の授業期間となるので注意してください。 看護援助論実習（レベルⅠ） 　1月16日（月）～　1月27日（金）

看護援助論実習(レベルⅡ） 　8月29日（月）～　9月30日（金）

４． ＊印は、原則として他の曜日にも開講している連続講義科目を示し、ペアとなる曜日時限を表示しています。 地域・在宅看護学実習(レベルⅣ）全体オリエンテーション 　1月13日（金）　4限

全曜日時限の授業への出席を要します。 精神保健看護学実習（レベルⅢ）後半Gオリエンテーション 10月28日（金）　2限

（同一科目コードの授業は開講曜日や時限が異なっても全てに出席を要します。） 看護学実習(レベルⅢ） 　9月26日（月）～10月　7日（金）

2コマ続きのときなど、＊での記載がない場合があっても、同一科目コードは、連続講義科目です。 11月　7日（月）～11月18日（金）

12月　5日（月）～12月16日（金）

５． 学年の欄に記載の「Ａ」はクラスＡ、「Ｂ」はクラスＢを示しています。 　2月　6日（月）～　2月17日（金）

「合同」は学年全員を対象としたクラスを示します。 地域・在宅看護学実習（レベルⅣ）-1 10月10日（月）～10月14日（金）

なお、初回や最終回など、限定した授業日のみ合同クラスで実施し、本来は「A」「B」クラスに 11月21日（月）～11月25日（金）

別れて授業を行う講義の場合、各クラスの講義日程に「合同」と記載しています。 12月19日（月）～12月23日（金）

　2月20日（月）～　2月24日（金）

６． 【国家試験対策関係日程について】4年生・3年生該当 4年生 地域・在宅看護学実習（レベルⅣ）-2 　8月26日（金）～　9月23日（金）

時間割作成時に、日程が決定している模擬試験や対策講座を記載しています。 看護学総合実習 10月17日（月）～11月　4日（金）

日程の追加や費用の有無等については、国家試験対策担当教員や学年模試担当係からの

お知らせにより確認してください。 ＜海外演習等＞

学年 種別 期間

７． TOEFL　ITPテストについて 3年生 国際看護学演習（遠隔） 　3月6日、7日、8日

第2回：12月24日（土） 　　受験希望者は自身の時間割を確認して申し込みしてください。 　※科目履修者対象

受付時間

※大学の方針により海外には渡航せずに、国内と演習先国を繋いで実施する。

※さいたま看護学部（大宮キャンパス）と合同実施です。

※演習先国との時差の関係上、3/6、7、8は、夜間の実施です。

※演習先国の状況によっては、日程の変更や中止もあり得ます。

 【後　期】

3年生

その際は、事前にお知らせします。

また、回数不足の科目を補講する場合等において集中授業として開講する場合があります。

1年生

2年生

無印：必修科目

☆：看護師選択必修科目

◎：保健師選択必修科目

★：選択科目

〈編〉：編入生クラス

受付時間


