
平成29年度　授業時間割表［前期］

（岡本）543 実習事前事後

医療文書実務 指導(谷)542

（宮城）P１

＜学外実習＞ ＜学外実習＞ ＜学外実習＞ ＜集中＞ ＜学外実習＞

・保育実習Ⅰ-1（浜田） ・給食管理実習Ⅰ(森岡) ・教育実習（浜田） ・歯科材料学（弘田）

・給食管理実習Ⅱ(森岡・谷) ・保育実習Ⅰ-2（祐東）

・栄養教育実習(	 谷	 ) ・健康教育演習Ⅰ

・薬局実習（中山） ＜集中＞ 　（眼科：野田）

＜集中＞ 　（耳鼻科：八井田）

・健康教育演習Ⅰ

・医療管理学（尾崎）

・医療管理特別講義（尾崎） ＜学外実習＞

・病歴管理特別講義（岡田） ・基礎看護実習

＜別途計画＞

平成29年5月11日	 現在

生活科学学科１年 幼児保育学科１年 医療衛生学科１年
看護学科１年

生活科学学科２年 幼児保育学科２年 医療衛生学科２年
看護学科２年

歯科衛生専攻 医療検査専攻 歯科衛生専攻

医療衛生学科３年
看護学科３年

Ａ組 Ｂ組 Ａ組 Ｂ組 医療検査専攻 歯科衛生専攻 Ａ組 Ｂ組

月

1 調理学実習Ⅰ 食品学実験
社会福祉 生物学

Ａ組 Ｂ組 医療検査専攻

在宅看護学概論
(髙藤)642

（祐東）534 （富永）533 （弘田）341 （坂本ひ）133 （池澤・山本英）531

人体の構造と機能Ⅰ 事務管理 体育 保育内容(環境)

（吉村･有田）132

2
（古屋） （中山） 子どもの保健Ⅰ 総合英語B 健康・スポーツ科学

診療補助実習Ⅲ
オフィスアワー
　　　　　(渡邊慶)623
　　　　　臨床栄養学

看護と福祉（福間）
623

（山本和）534 （那須）533 （山本英）341
オフィスアワー

保育内容(環境) 保育内容(言葉） 病理検査学 （大野･中石･野村） 情報科学ⅡＡ

（吉村･有田）132 (片山美)133 （三木）532 （寺尾・宮城）P１

3
法　学 乳児保育Ⅰ 音楽Ⅰ（通論・声楽） 法　学 法　学 法　学 口腔保健管理法

（大野･坂本ま･和食）
養護実習事前事後指導
（山本和）641

（渡邉富）534 （明神）132 （竹村･秀浦） （渡邉富）534 （渡邉富）534 （渡邉富）534 （中山）711

食品衛生学 遊びと運動

病理検査学実習

歯科保健指導実習
情報科学ⅡＢ

（池澤）531 （寺尾・宮城）P１

（古屋）534 （竹村･秀浦） （明神）132 （吉村）532
4

栄養学Ⅰ 音楽Ⅰ（通論・声楽） 乳児保育Ⅰ
公衆衛生学実習

心理学
臨床栄養学実習 給食計画論実習

5
食品学Ⅰ 保育原理Ⅰ （小野川） 微生物学

（	 堤	 ）543 慢性期看護援助論Ⅰ

公衆衛生学（田口）	 	 623

（中山）534 （有田）711 （弘田）532 （中野）543

(渡邊･森岡) （下元）P１ 臨床心理学 母性看護学概論
(小野)642

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ概論
（片山訓）531

（三木・岩本） （三浦）623

精神看護援助論Ⅱ
(和泉）642

（中村泰）532

キャリア形成演習 生化学 情報処理論（寺尾）P１ 保育内容（言葉） 体育

（坂本ひ）534 （富永）341 教育の方法及び技術（濱田）P２ （片山美）133 （池澤・山本英）531

生理検査学演習Ⅰ
健康教育　543

母性看護援助論Ⅰ
(小野）623

母性看護援助論Ⅰ
　　(小野)623(山西)

　　　　回復期看護論（末田） （武市）532

音楽Ⅰ(器楽)(竹村･小
佐井･門脇･野村･山本

扶･宮地･宮本)

情報科学Ⅰ 生涯スポーツ実技 英語Ⅰ 心理学（発達心理学 栄養指導論Ⅰ

（森岡）534（濱田）P１ （池澤）531 （ディレイニ）542 含む）（吉村）341

造形 免疫検査学 (大野･中石･坂本ま･野村)（中山） （古屋）

　・臨地実習 口腔保健管理法
（大野･坂本ま･和食）

看護研究
（吉田･中岡）642

（渡邉富）534 （濱田）P１ （祐東）132 （今井正）533 （渡邉富）534

日本国憲法 薬局概論 栄養教育 教職実践演習(幼稚園)
133(末田･竹村･吉村･有

田･山本)

医療工学特論

（渡邉富）534 （森田尚）532

日本国憲法 情報科学Ⅰ 障害児保育 生理学 日本国憲法

　（髙岡･富永･森田尚･

4
物理学 生涯スポーツ実技 生活と環境（山西）

341
教職実践演習(幼稚園)
132(末田･竹村･吉村･有

田･山本)

3

　武市･村上･三木･

（岩崎）533 （池澤）531 　　中村泰）

5
臨床医学総論 医学概論（大黒）

623
臨床医学総論 検査管理総論 口腔衛生学Ⅱ 4/17	 ～	 7/21

（松浦･並川･岡本）534 （松浦･並川･岡本）534 （小谷）532 （	 沖	 ）542

水

1
情報科学Ⅰ 情報科学Ⅰ 社会的養護Ⅰ

火

1 食品学実験 調理学実習Ⅰ
障害児保育 音楽Ⅰ(器楽)(竹村･小

佐井･門脇･野村･山本
扶･宮地･宮本)（祐東）132

2

老年看護援助論Ⅱ
（今村）642

（寺尾）	 P２ （濱田）P１ （祐東）534 （三木･弘田）533 （山本英）132 （有田）133

生物学

保育内容総論Ⅱ 矯正歯科学Ⅰ
(秋山)	 543

小児看護学概論
(矢野･中岡）623

オフィスアワー

解剖学 口腔解剖学Ⅱ(弘田)
542

国際文化比較
(公文）	 341	 	 (浜田)

　　　	 平和と友愛論
調理学実習Ⅲ 給食実務論実習

保育内容(健康）

急性期看護学概論
　　(吉田･井上美)623
　　　　急性期看護援助論

2
生物学（手林）542 心理学(吉村)132 総合英語A 歯科衛生士概論

文化比較（公文）534 文化比較（公文）534 （那須）533 （中石）541 （手林）542 （末田） （村上）532 （澤田）543

（古屋･森岡） （渡邊･下元） 造形特論 微生物検査学 衛生学・公衆衛生学

公衆衛生学（田口）	 	 623

（森岡）711 （ディレイニ）542 （有田）534 （小野川）533 （國藤）541
栄養指導実習Ⅰ オフィスアワー

保育内容(人間関係) 保育内容(健康） 画像診断検査学

基礎看護援助方法論Ⅰ （吉村）131 （山本英）132 （森田尚）532

調理学 英会話Ⅰ 保育指導法 公衆衛生学 病理学

4
生理学 保育指導法 英会話Ⅰ 臨床検査学基礎実習 生理学 （政平･山西･小野）341 （下元）

診療補助実習Ⅳ

（野村･和食･島内）

慢性期看護学概論
(三浦）6423

（中村泰）711 （有田）534 （ディレイニ）542 (富永･髙岡･森田尚･武市･
小野川･村上･三木･岩本)

（弘田）541 （吉村）132

発達心理学Ⅱ 臨床検査医学 教育相談

5
英語ゼミⅠ(片山美)/スポーツ科学ゼミⅠ(山本
英）/情報科学ゼミⅠ(寺尾･濱田)

英語ゼミⅠ(片山美)/スポーツ科学ゼミⅠ(山本
英）/情報科学ゼミⅠ(寺尾･濱田)

キャリア形成演習 臨床栄養学概論Ⅱ

（三木）532 （山本和）623

（坂本ひ）341 （森岡）534 （岩田）542

医療統計学(小野川)532

関係法規(小野川）532

口腔外科学

木

1
キャリア形成演習 保育実習指導Ⅰ-1 生涯スポーツ実技 化学

（坂本ひ）534 （浜田･山中）132 （池澤・山本英	 ）531 （米村）533
給食計画論実習 臨床栄養学実習

保育内容総論Ⅱ 保育内容(人間関係)

（有田）133 （吉村）131

血液検査学 保存修復学･歯内療法学
(佐々木)711

小児看護学概論
(矢野･中岡）623

　　　オフィスアワー

ｵｰﾗﾙﾍﾙｽｹｱﾃｸﾆｯｸ
（坂本ま）

オフィスアワー

（髙岡）532

急性期看護援助論 在宅看護学概論
(髙藤）642

（吉村）534 （池澤・山本英	 ）531 （浜田･山中）132 （森田博）533 （前田好）541 （金山）133 （森田尚）532教育課程総論(谷)341

（下元）P１ （渡邊･森岡） 臨床心理学 放射性同位元素検査学 歯周治療学Ⅰ
(和食)543

心理学 生涯スポーツ実技 保育実習指導Ⅰ-1 臨床検査学総論 口腔解剖学Ⅰ

（吉田･井上美）623

3
運動と健康（山本英）534 運動と健康（山本英）534

診療補助基礎
道徳教育の指導法(田邊)	 533 子どもの保健Ⅱ

2

4
特別活動の指導法
（	 谷	 ）533

保育内容（表現）① 保育内容（表現）② 保育内容（表現）③ 医動物学（是永）
	 133

道徳教育の指導法
（田邊)	 533

現代スポーツ論（山本英）534 現代スポーツ論（山本英）534 医療情報学(寺尾)P１　医療文書実務(豊島)543 （山本美）542 （祐東）132 （富永）532

保育実習指導Ⅰ-2 臨床化学Ⅰ

う蝕予防処置

（中石･坂本ま･和食）

精神看護学概論
(和泉）623

特別活動の指導法
（谷）533

化学 化学

看護管理論（松永）
	 623

（末田・竹村・池澤） （三木）642 （山本美）542 （竹内）532

教職実践演習(栄養教諭)(谷･下元)533 保育実習指導Ⅰ-2

（大野･野村） 症候と病態 英語ゼミⅢ(片山美)/スポーツ科学ゼミⅢ(山本
英)/情報科学ゼミⅢ(寺尾･濱田)

教育実習の研究
(浜田･堂本)131

子どもの保健Ⅱ 遺伝子・染色体検査学

薬局概論（小野川･伊内･岡林）543/医療情報学（寺尾）P1 （祐東）132

金

1
日本の伝統美学Ⅰ
（岡崎久）132/和室

キャリア形成演習 生物学

教育実習の研究
(浜田･堂本)131

薬理学（小野川）
	 532

老年看護学概論
(今村）642
　学校保健（山本和）641（西沢）541 （坂本ひ）534 （是永）133 （西沢）541 （西沢）541

5
化学 キャリア形成演習 医動物学演習

2
	 英語Ⅰ 子どもの食と栄養 情報科学 看護学概論 （渡邊･下元） （古屋･森岡）

健康教育　543
精神看護援助論Ⅰ(山﨑正）711

（坂本ひ）534 （	 峯	 ）542 （村上･武市）341 小児保健（矢野･中岡）623

微生物学・免疫学
給食実務論実習 調理学実習Ⅲ

音楽Ⅱ(器楽・表現)
(竹村･野村･小佐井･秀
浦･山本扶･宮地)

（片山美）532/P2 （橋村）534 （濱田）P1 （矢野･大西）341

音楽Ⅱ(器楽・表現)
(竹村･野村･小佐井･秀
浦･山本扶･宮地)

（富永・福永） (大野･中石･坂本ま･和食)

摂食･嚥下機能学
（石川裕）531

看護研究
（吉田･中岡）6423

社会福祉概論 発達心理学Ⅰ 臨床検査学基礎実習 情報科学 英会話
オフィスアワー 栄養指導実習Ⅰ

教育原理

精神看護援助論Ⅱ
(和泉）642臨床化学実習Ⅰ

（浜田）711

4
公衆衛生学 基礎造形 （吾妻健）533

高齢者・障害者介補技術
情報科学ⅠＡ

オフィスアワー
Ｂ

（西村）534 （吉村）	 132 (富永･岩本･
	 都留) 遺伝学 （濱田）P１ (片山美)341/P２ 血液検査学実習

保存修復学・歯内療法学
(野村)543

老年看護学概論
(今村）623

情報科学ⅠＢ 会計学

（下元） 社会福祉（西村）
543

母性学（瀨沼）623	 

（髙岡･武市）

5
基礎造形 （大野･坂本ま）542

オフィスアワー
Ａ

（小野川）534 （末田）
生化学実習

（寺尾）P１

（末田） （富永･岩本･都留） （寺尾）P１ （高橋）532

小児歯科学Ⅰ
(下野)	 531

高次脳機能障害論
　(和泉･石川裕･森岡･
　　　　大野･中石)	 623

＜集中＞

・解剖学（川渕）：土曜日 ・健康教育演習Ⅰ ・小児疾患学 ・栄養指導（五藤）

＜別途計画＞ ＜集中＞ ＜集中＞

・老年看護実習(今村)
（吉村･渡邊･下元･竹村･
　武市･村上･中石･大野･
　坂本ま･野村･和食･
　山本和）

　（前田･佐藤） ・小児看護実習
・急性期看護援助論 ＜学外実習＞ （矢野･中岡）

・臨地実習 ・精神看護実習(和泉)

・健康教育演習Ⅰ （大野･中石･坂本ま･野村･和食）

（吉村･渡邊･下元･竹村･
　武市･村上･中石･大野･
　坂本ま･野村･和食･
　山本和）

・養護実習（山本和）

・健康教育演習Ⅰ （吉村･渡邊･下元･竹村･武市･村上･
　中石･大野･坂本ま･野村･和食･
　山本和）

＜別途計画＞ 　（7/3～7/24）

（吉村･渡邊･下元･竹村･武市･村上･
　中石･大野･坂本ま･野村･和食･
　山本和）

・遺伝子・染色体 （吉村･渡邊･下元･竹村･
　武市･村上･中石･大野･
　坂本ま･野村･和食･
　山本和）

・臨床・臨地実習
　　　　検査学実習 (大野･中石･坂本ま･野村･和食･下野)

　(髙岡･村上･三木･富永) 　（8/28～9/30）

＜別途計画＞

・保育内容（環境）（山下）

・薬局概論(石崎）

（政平･山西･吉田･
　井上美･小野)・栄養教育実習事前事後指導(	 谷	 ）



平成29年度　授業時間割表［後期］

＜別途計画＞ ＜集中＞ ＜学外実習＞ ＜集中＞ ＜集中＞ ＜集中＞

・健康教育演習Ⅱ ・保育実習Ⅱ（浜田） ・健康教育演習Ⅱ

＜集中＞ ・健康教育演習Ⅱ

・健康教育演習Ⅱ

平成29年8月28日	 現在

生活科学学科１年 幼児保育学科１年 医療衛生学科１年
看護学科１年

生活科学学科２年 幼児保育学科２年 医療衛生学科２年
看護学科２年

医療衛生学科３年
看護学科３年

Ａ組 Ｂ組 Ａ組 Ｂ組 医療検査専攻 歯科衛生専攻 医療検査専攻 歯科衛生専攻

月

1 調理学実習Ⅱ 解剖生理学実習
音楽Ⅰ(通論・声楽） 基礎造形

Ａ組 Ｂ組 Ａ組 Ｂ組 医療検査専攻 歯科衛生専攻

在宅看護援助論
(髙藤）711

（竹村･秀浦） （末田） 歯科予防処置 （渡邊）341 （池澤・山本英）531

栄養学（食品学含む） 経営学（坂本ひ）534 体　育 保育実習指導Ⅱ
臨床化学実習Ⅱ

(浜田･山中)132

2
（古屋） （森山）131 基礎造形 音楽Ⅰ(通論・声楽） 免疫学 基礎実習 保健統計学 教育相談

治療援助学Ⅱ641
（和泉･今村･中岡･
　政平･小野）

臨床検査セミナー	 642
(髙岡･富永･森田尚･武市･小野川･
村上･中村泰･三木･前田淳)

（末田） （竹村･秀浦） （武市）533

保育実習指導Ⅱ （富永･福永） 病理検査学演習

教育の方法及び技術
(寺尾）P２

（濱田･寺尾）P１ （祐東）131

生理検査学
実習

画像診断検
査学実習

（三木）642

3
生化学 保育内容(人間関係) 保育内容総論Ⅰ （中石・野村・和食） 人体の構造と機能Ⅱ 栄養指導論Ⅱ

（野村･井上正）341 （	 谷	 ）532 (浜田･山中)132 　　　　　

（今村･和泉･中岡･
　政平･山西･小野）

4
物理学 英会話Ⅱ 保育内容(人間関係) 病理学 物理学 物理学 病理学

臨床検査セミナー	 642
(髙岡･富永･森田尚･武市･小野川･
村上･中村泰･三木･前田淳)

臨床検査学
（髙岡･武市）
	 541

看護技術評価　623

（中山）711 （吉村）132 （有田）133 (弘田）341 （森岡）534

教育媒体の研究 相談援助

相談援助 教育媒体の研究 歯周病予防処置
（坂本ま･野村･和食）

微生物検査学演習

（岩崎）532 （片山美）533/P２ （吉村）132 （三木）534 （岩崎）532

5
栄養学Ⅱ 保育内容総論Ⅰ 英会話Ⅱ 歯科保健指導 治療援助学Ⅰ

（大黒）623
教職実践演習(栄養教諭）

（岩崎）532 （三木）534 （祐東）131 （濱田･寺尾）P１ （村上）642

（古屋）	 534 （有田）133 （片山美)533	 /P２ （	 堤	 ）542 （谷･下元）532

（中村泰） (森田尚･長山)

火

1 解剖生理学実習 調理学実習Ⅱ
音楽Ⅰ(器楽)(竹村･小
佐井･門脇･野村･山本

扶･宮地･宮本)

臨床検査セミナー	 642
(髙岡･富永･森田尚･武市･小野川･
村上･中村泰･三木･前田淳)

歯周治療学Ⅱ
（和食）541

教職実践演習
(養護教諭)
（山本和）641

免疫検査学演習
災害と支援活動法
（坂本ま）541

血液学 歯科保健指導 ﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ
(吉田･井上美)　341

　	 養護概説(山本和)341 食料経済（岩佐）542

保育相談支援 体　育

（髙岡）533 基礎実習 （有田）132 （池澤・山本英）531
微生物検査学実習

母性看護援助論Ⅱ
（小野）623

（大野・中石・野村） 教育心理学 教育心理学 保育相談支援 （村上・岩本）

2
（森山）131 （古屋） 音楽Ⅰ(器楽)(竹村･小

佐井･門脇･野村･山本
扶･宮地･宮本)

生理検査学

（中村泰）	 533 （武市）642

3
史学(大櫛)133/社会学(遠山)534 児童家庭福祉 史学（大櫛）133 社会学 社会学 看護学 造形 細胞検査学（三木）

532

（吉村）341 （吉村）341 （有田）132

（中村さ）542 （末田）

4
日本国憲法 運動と健康（池澤）

	 531
運動と健康(池澤)
531

人間関係論
(ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ含む)
（和泉）341

薬理学

歯周病予防処置
（坂本ま･野村･和食）

医療と安全
(井上美）623

臨床検査セミナー	 642
(髙岡･富永･森田尚･武市･小野川･
村上･中村泰･三木･前田淳)生涯スポーツ実技（山本英）531 （祐東）	 132 社会学（遠山）534 （遠山）534 （遠山）534

（渡邉富）	 132 （岡村幸）542

臨床病理学総論	 532
(三木･髙岡･富永･森田･武市･
小野川･村上･中村･岩本)

終末期看護論
（山西）	 641

（邑岡）533

検査管理学演習健康食品総論 治療学総論	 623
(西岡･渋谷･芝･山本新
･中内･石川裕) （小谷）642/P2

水

1
教育課程総論 障害児保育 情報科学Ⅱ 生化学

5

高次脳機能障害のケア
（和泉･石川裕･森岡･中石･坂本ま
　中村･岡部）623

臨床検査セミナー	 642
(髙岡･富永･森田尚･武市･小野川･
村上･中村泰･三木･前田淳)

矯正歯科学Ⅱ
（秋山）541

在宅看護援助論
(髙藤）711

（	 谷	 ）531 （祐東）132 （濱田）P２ （富永）532 （小島・浜田）534

診療補助実習Ⅱ
（坂本ま･野村･島内）

ﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ
(吉田･井上美)341 食品衛生学実験 栄養指導実習Ⅱ

教師論 輸血・移植検査学

（武市）533

2
日本の伝統美学Ⅱ(川村)534
国語・国文学(田鎖)532

日本の伝統美学Ⅰ(岡崎)	 132
日本の伝統美学Ⅱ(川村)534
国語・国文学	 (田鎖)532

日本の伝統美学Ⅰ(岡崎)	 132
日本の伝統美学Ⅱ(川村)	 534
国語・国文学	 (田鎖)	 532 医療保険（久保）542

日本の伝統美学Ⅱ(川村)534 （中山） （森岡）P１ 発達心理学Ⅱ

医療情報管理学(小倉）
642 歯科補綴学Ⅱ

（國藤）541

医療と経済（宮井）	 	 711

（ヘアー）533

（小野川）642

3
教育原理 保育内容（造形表現）（末田） 生命倫理学 英語Ⅱ 教育原理

栄養指導実習Ⅱ 食品衛生学実験
乳児保育Ⅱ

医療安全管理学
(武市･中村泰･
小倉･森本)533

小児看護援助論
（中岡･矢野）623

保健医療福祉学

国語・国文学(田鎖)532 （吉村）133

（	 谷	 ）341 保育内容（身体表現）（池澤） （高橋功）532 （片山美）542/P２ （	 谷	 ）341 （明神）534

医学英語演習 高齢者歯科学
（國藤）543

教職実践演習
(養護教諭)
（山本和）542（下元･渡邊）531 （濱田）P２ (祐東）132 （森田尚）532

生徒指導の理論と方法
(浜田)533

（森岡）P１ （中山） 教職実践演習(幼稚園)
133(末田･竹村･吉村･有

田･山本)

乳児保育Ⅱ
微生物検査学実習

（明神）534

学校栄養教育概論 情報科学Ⅱ 障害児保育 医療工学概論 歯科補綴学Ⅰ
（國藤）	 	 543

5
生徒指導の理論と方法 治療学総論

	 (久)	 	 623	 	 (久･池田)

　　　　　治療援助学Ⅰ

運動生理学

4

臨床化学演習

（富永）642

慢性期看護援助論Ⅱ
(松澤）641

臨床検査セミナー	 642
(髙岡･富永･森田尚･武市･小野川･
村上･中村泰･三木･前田淳)

（浜田）533 （中村哲）534

教職実践演習(幼稚園)
133(末田･竹村･吉村･有

田･山本)

（村上・岩本）

医療検査情報
システム演習

木

1
哲学 哲学

臨床検査学実習
口腔衛生学Ⅰ

解剖学

栄養学・生化学

（矢野･今村･井上美
　中岡･和泉･
　吉田･小野)
	 6412

臨床栄養学概論Ⅰ 子どもの保健Ⅰ （武市･岩本･森田博） 倫理学 倫理学 （古屋） （中山） 臨床心理学

医療英語
（片山美）532

臨床病理学演習	 642 臨床社会学
(中石)541

総合看護実習

（山岡）534 （山岡）534 （大野）542 （池澤）531

(三木･髙岡･富永･森田尚･
武市･小野川･村上･中村泰)

看護と倫理(髙藤)341

栄養学実習 生化学実験
遊びと運動

（久原）

（森岡）711 （山本和）534 （山岡）542 （山岡）542 （金山）133 P１

3
情報科学Ⅱ 情報科学Ⅱ 保育内容（表現）① 保育内容（表現）② 保育内容（表現）③ 微生物学

（村上）533 （弘田）542

臨床検査学総論
（髙岡･武市･中村泰）
　341

生化学実験 栄養学実習
社会的養護Ⅱ（祐東）132

保育原理Ⅱ（有田）133
画像診断検
査学実習

生理検査学
実習

国語

給食実務論（下元）531 （祐東）132 (浜田･堂本)133 （藤原）P１ （岡村幸）542 基礎看護援助方法論Ⅱ

給食計画論（下元）531 社会的養護内容 教育実習の研究 統計学 薬理学 （中山） （古屋）

歯周病予防処置
（坂本ま･野村･和食）

家族看護学
(坂元･岩井･山口)623

（寺尾）P１ （濱田）P２ （末田・竹村・池澤）

（今井多）534 （髙岡）642

5
人間関係論 教育実習の研究 社会的養護内容 情報処理論

血液検査学演習
4

（末田）

（政平･山西） 造形特論 (森田尚･長山) （中村泰）

災害看護学	 623
（尾谷）

金

1
教職論 教育課程概論

解剖学実習 診療補助実習Ⅰ
教職論 家庭支援論

臨床検査セミナー	 642
(髙岡･富永･森田尚･武市･小野川･
村上･中村泰･三木･前田淳)（坂本ひ）532 (浜田･堂本)133 （祐東）132 （寺尾）P１ （森岡）542 341

（小島･谷）132 （小島･浜田）711 （小島一･谷）132 （川崎）534 （富永）532

臨床化学Ⅱ 衛生行政
（石井）543

老年看護援助論Ⅰ
（今村）641

生化学 音楽Ⅱ(器楽･表現)
(竹村･野村･小佐井･秀
浦･山本扶･宮地)

生理機能検査学
(森田尚･谷内･
土居･宮尾)532

642

医療情報管理学(竹内)
小児歯科学Ⅱ
（和食）541（中山）711

2
英語ゼミⅡ(片山美)132

スポーツ科学ゼミⅡ(山本英)533
情報科学ゼミⅡ(寺尾･濱田)P1･P2

英語ゼミⅡ(片山美)132
スポーツ科学ゼミⅡ(山本英)533
情報科学ゼミⅡ(寺尾･濱田)P1･P2

（三木･弘田） （大野･中石･野村） 看護過程論

（政平･山西）341

総合看護実習
（矢野･今村･井上美
　中岡･和泉･
　吉田･小野)
	 641

（中山）	 534 （橋村）調理実習室･132 (吉村)133 （ディレイニ）	 533 Ａ（山本英）531

生涯スポーツ実技 オフィスアワー
Ｂ

公衆栄養学概論 音楽Ⅱ(器楽･表現)
(竹村･野村･小佐井･秀
浦･山本扶･宮地)(森岡）711 免疫検査学実習

食品学Ⅱ 子どもの食と栄養 教育心理学 総合英語演習 看護学（中村さ）
542

4
英語Ⅱ 教育心理学 子どもの食と栄養 機器分析学

オフィスアワー
Ａ

生涯スポーツ実技
オフィスアワー

障害者歯科学
（坂本ま）543

臨床検査セミナー	 642
(髙岡･富永･森田尚･武市･小野川･
村上･中村泰･三木･前田淳)

3

教育の方法及び技術
(寺尾）P２

生理検査学演習Ⅱ

（武市･髙岡） （中村泰･澤田･橋田）642

高次脳機能障害のケア
（和泉･石川裕･森岡･中石･坂本ま
　中村･岡部）623

臨床検査セミナー	 642
(髙岡･富永･森田尚･武市･小野川･
村上･中村泰･三木･前田淳)

小児歯科学Ⅱ
（下野）531

5
臨床薬理学

オフィスアワー

（ディレイニ）534 (吉村)133 （橋村）調理実習室･132 （小倉･土居）533 Ｂ（山本英）531

（田中）711

障害者歯科学
(下野)	 531

＜別途計画＞

・教育実習の研究（浜田） ・医動物学演習（是永） ・臨床実習(基礎) ・救急救命法(中村泰） ・健康教育演習Ⅱ ・課題研究

＜集中＞ ＜学外実習＞ ＜集中＞

・看護と政策（岡谷）

・教育課程概論（山下） （8時間分） （大野･中石･坂本ま･野村･和食） （吉村･渡邊･下元･竹村･髙岡･森田･
　中村･中石･大野･坂本ま･野村･和食･
　今村）

（吉村･渡邊･下元･竹村･
　髙岡･森田･中村･中石･
　大野･坂本ま･野村･和食･
　今村）

（吉村･渡邊･下元･竹村･
　髙岡･森田･中村･中石･
　大野･坂本ま･野村･和食･
　今村）

（大野･中石･坂本ま･野村･和食） ・災害看護学（竹崎）

（3/6～3/18の間の5日間） ・幼児理解と教育相談(池) （吉村･渡邊･下元･竹村･
　髙岡･森田･中村･中石･
　大野･坂本ま･野村･和食･
　今村）

・総合講義
（大野･弘田･中石･坂本ま･
　野村･和食･秋山･沖･
　岡村･國藤･島内･堤･
　前田）

＜学外実習＞

・在宅看護実習(髙藤）

＜学外実習＞ ＜学外実習＞

（吉村･渡邊･下元･竹村･髙岡･森田･
　中村･中石･大野･坂本ま･野村･和食･
　今村） ・総合看護実習

・臨床実習 ・急性期看護実習(吉田･井上美) ＜集中＞ （矢野･今村･井上美･
　中岡･和泉･
　吉田･小野)

＜別途計画＞ （大野･中石･坂本ま･野村･和食） ・慢性期看護実習(松澤) ・運動機能学（淡野）

＜別途計画＞

・保育実習指導Ⅰ-2（祐東） 	 	 (淺羽･高橋謙) 　Ⅰ期（1/4～1/13）

・臨床病理学総論 　Ⅰ期（12/4～12/28） ・母性看護実習(小野)

　Ⅱ期（1/22～3/3）


