
基礎教育科目 医学科教員担当科目 非常勤講師担当科目 公衆衛生看護学分野 ○○○／○○○

１年 看護学原論 看護技術論 看護技術論

２年
医療英語（ENP BⅠ）

（3）
清武キャ
ンパス

医療英語（ENP BⅠ）
（1）（2）

清武キャ
ンパス  ／看護病態学Ⅱ（微生物）

社会福祉論／
看護病態学Ⅱ（微生物）

３年 疫学演習 疫学演習 地区活動論 統合看護論Ⅰ

４年

１年 学士力発展科目（選択）
木花キャ
ンパス 家族社会学入門

木花キャ
ンパス 学士力発展科目（選択）

木花キャ
ンパス

環境と生命・初修外国語（独）
学士力発展科目（選択）

木花キャ
ンパス

２年 ＥＮＰ BⅡ 臨床心理学／
看護関係法規／
栄養食事療法論

老年看護学概論／
精神看護学概論

３年 看護学セミナー 看護管理学／ 保健指導技術論 保健指導技術論

４年 統合看護論Ⅱ

１年 ／発達論 情報・数量スキル
清武キャ
ンパス 医学・医療概論 大学教育入門セミナー

清武キャ
ンパス

２年 看護病態学Ⅱ(薬理) 疾病・治療論Ⅰ・Ⅱ 疾病・治療論Ⅰ・Ⅱ

３年 看護研究Ⅰ／ 母性看護援助論Ⅱ 母性看護援助論Ⅱ

４年

１年 学士力発展科目（選択）
木花キャ
ンパス 学士力発展科目（選択）

木花キャ
ンパス 初修外国語（仏・韓・中）

木花キャ
ンパス スポーツ科学N

木花キャ
ンパス

２年 小児看護援助論Ⅰ 母性看護学概論／看護理論 基礎看護技術Ⅱ 基礎看護技術Ⅱ

３年 ＥＮＰ BⅢ 成人看護援助論Ⅴ 老年看護援助論Ⅱ 成人看護援助論Ⅳ

４年

１年
英語Na1（１）  永射
英語Nb1（２）ゲスト

清武キャ
ンパス

英語Na1（２）永射
英語Nb1（１）横山

清武キャ
ンパス 生命を知る

清武キャ
ンパス 看護生態学Ⅰ

２年 地域看護学概論 成人看護援助論Ⅰ 成人看護援助論Ⅲ

３年 小児看護援助論Ⅲ
精神看護援助論Ⅱ／

在宅看護援助論
精神看護援助論Ⅱ／

在宅看護援助論

４年 看護研究Ⅱ 看護研究Ⅱ 看護研究Ⅱ 看護研究Ⅱ

※1 7月30日（月）～8月3日（金）

※2 8月6日（月）

9月10日（月）～9月14日（金）

5月７日（月）～7月６日（金）

7月17日（火）～８月3日（金）

9月21日（金）～９月28日（金）

8月7日（火）～9月30日（日）（予定）

１年 看護生態学Ⅱ 看護生態学Ⅱ 看護病態学Ⅰ 専門教育入門セミナーN
清武キャ
ンパス 運動機能論

２年 公衆衛生学 看護過程
／健康課題別地域看護活動

疾病・治療論Ⅲ

３年

４年

１年 学士力発展科目（選択）
木花キャ
ンパス

現代社会の課題
学士力発展科目（選択）

木花キャ
ンパス

２年 小児看護援助論Ⅱ 成人看護援助論Ⅱ／ 在宅看護論 疾病・治療論Ⅲ ストレス科学／

３年

４年 緩和ケア論／ 看護教育発達論／ 統合看護論Ⅱ／ 精神看護セラピー／

１年 ／成人看護学概論　 基礎看護技術Ⅰ 基礎看護技術Ⅰ 運動機能論

２年 ＥＮＰ BⅡ 母性看護援助論Ⅰ／

３年

４年 女性の健康／ 生命倫理／ 健康志向の運動と看護／

１年
現代社会の課題

学士力発展科目（選択）
木花キャ
ンパス 学士力発展科目（選択）

木花キャ
ンパス 統計学入門

木花キャ
ンパス

２年 対象別地域看護活動 健康教育論 老年看護援助論Ⅰ 老年看護援助論Ⅰ

３年

４年

１年 ／小児看護学概論 英語Ｎa2（1）南部
英語Ｎb2（2）永射

清武キャ
ンパス

 英語Ｎa2（２）　HOMBU

英語Ｎb2（１）　　永射
清武キャ
ンパス 看護生態学演習 看護病態学Ⅰ

２年 疫学・保健統計学 疫学・保健統計学 精神看護援助論Ⅰ 精神看護援助論Ⅰ

３年

４年 看護研究Ⅱ 看護研究Ⅱ 看護研究Ⅱ 看護研究Ⅱ

※1 10月１日（月）～11月9日（金）

※2 １月28日（月）～2月22日（金）

※3 9月～3月にかけて実施予定

10月10日（水）　　

11月16日（金）　

11月19日（月）

12月27日（木）～1月6日（日）（予定）

1月18日（金）　

2月４日（月）～2月８日（金）

2月12日（火）

3月14日（木）～3月20日（水）

平成30年度　看護学科授業時間割

前　学　期

1～２時限 ３～４時限 ５～６時限 ７～８時限 ９～１０時限
８:４0～10:１0 10:30～12:00 13:00～14:30 14:50～16:20 16:40～18:10

月

火

水

木

金

看護研究Ⅱは、担当教員との相談のうえ、実施。但し、実習を優先する。 基礎教育科目定期試験

「医療安全論」･「高齢者の晩年ケア」･「小児クリティカルケア看護」は、 基礎教育科目（予備日）

公衆衛生看護学実習Ⅰ開始前に集中講義の形式で実施 基礎教育科目再試験

公衆衛生看護学実習Ⅰ（4年生）

総合実習（4年生）

基礎看護学実習Ⅰ（1年生）

夏季休業

後　学　期

1～２時限 ３～４時限 ５～６時限 ７～８時限 ９～１０時限
８:４0～10:１0 10:30～12:00 13:00～14:30 14:50～16:20 16:40～18:10

月

火

水

木

金

ENP BⅢは、適宜調整のうえ実施。 公衆衛生看護学実習Ⅱ（4年生）

看護研究Ⅱは、担当教員との相談のうえ実施。但し、実習を優先する。 基礎看護学実習Ⅱ（2年生）

「公衆衛生看護管理」･「保健医療福祉行政論」は、公衆衛生看護学実習Ⅱ終了後に 専門領域看護学実習（3年生）

集中講義の形式で実施。 解剖体追悼式

基礎教育科目再試験

大学祭のため休講（３年生は除く）

大学祭の後片付のため休講（３年生は除く）

冬季休業

センター試験会場設営のため休講

基礎教育科目定期試験

基礎教育科目（予備日）

後半の７回
残りの１回は別途調整

前半の８回
を示す


