
看護学科　2年次　【前学期    ４月】　
講義室：１１０２

月 火 水 木 金

1日

Ⅰ限 内科系病態治療学

Ⅱ限 社会福祉学

Ⅲ限 看護過程演習

Ⅳ限 老年看護学概論

Ⅴ限 外科系病態治療学

4日 5日 6日 7日 8日

Ⅰ限 小児系病態治療学 ★英語Ⅲ 内科系病態治療学

Ⅱ限 臨床薬理学 成人看護学概論 内科系病態治療学 社会福祉学

Ⅲ限 診療援助技術演習 診療援助技術演習 英語Ⅱ(A)(B) 看護過程演習

Ⅳ限 精神系病態治療学 診療援助技術演習 外科系病態治療学 老年看護学概論

Ⅴ限 内科系病態治療学 母性看護学概論 英語Ⅱ(A)(B) 運動・感覚器系病態治療学

11日 12日 13日 14日 15日

Ⅰ限 小児系病態治療学 小児看護学概論 ★英語Ⅲ 内科系病態治療学

Ⅱ限 臨床薬理学 成人看護学概論 精神看護学概論 看護医療情報学 社会福祉学

Ⅲ限 診療援助技術演習 診療援助技術演習 公衆衛生学 英語Ⅱ(A)(B) 看護過程演習

Ⅳ限 精神系病態治療学 診療援助技術演習 公衆衛生学 外科系病態治療学 老年看護学概論

Ⅴ限 内科系病態治療学 母性看護学概論 産・婦人科系病態治療学 症状マネジメント 運動・感覚器系病態治療学

18日 19日 20日 21日 22日

Ⅰ限 小児系病態治療学 小児看護学概論 ★英語Ⅲ

Ⅱ限 臨床薬理学 成人看護学概論 精神看護学概論 看護医療情報学

Ⅲ限 公衆衛生看護学概論 診療援助技術演習 公衆衛生学 英語Ⅱ(A)(B) 内科系病態治療学

Ⅳ限 精神系病態治療学 診療援助技術演習 運動・感覚器系病態治療学 外科系病態治療学 老年看護学概論

Ⅴ限 内科系病態治療学 母性看護学概論 産・婦人科系病態治療学 症状マネジメント 進路関係

25日 26日 27日 28日 29日

Ⅰ限 小児系病態治療学 小児看護学概論

Ⅱ限 臨床薬理学 成人看護学概論 精神看護学概論

Ⅲ限 公衆衛生看護学概論 診療援助技術演習 公衆衛生学

Ⅳ限 精神系病態治療学 診療援助技術演習 運動・感覚器系病態治療学

Ⅴ限 内科系病態治療学 母性看護学概論 産・婦人科系病態治療学

★：選択科目　　(合)：両学科合同科目

看護学科　2年次　【前学期    ５月】　
講義室：１１０２

月 火 水 木 金

2日 3日 4日 5日 6日

Ⅰ限 内科系病態治療学

Ⅱ限 臨床薬理学 社会福祉学

Ⅲ限 公衆衛生看護学概論

Ⅳ限 精神系病態治療学 老年看護学概論

Ⅴ限 内科系病態治療学 運動・感覚器系病態治療学

9日 10日 11日 12日 13日

Ⅰ限 小児系病態治療学 小児看護学概論 ★英語Ⅲ 内科系病態治療学

Ⅱ限 臨床薬理学 成人看護学概論 精神看護学概論 看護医療情報学 社会福祉学

Ⅲ限 公衆衛生看護学概論 診療援助技術演習 英語Ⅱ(A)(B) 看護過程演習

Ⅳ限 精神系病態治療学 診療援助技術演習 外科系病態治療学 老年看護学概論

Ⅴ限 内科系病態治療学 母性看護学概論 産・婦人科系病態治療学 症状マネジメント 運動・感覚器系病態治療学

16日 17日 18日 19日 20日

Ⅰ限 小児系病態治療学 小児看護学概論 ★英語Ⅲ 内科系病態治療学

Ⅱ限 臨床薬理学 成人看護学概論 精神看護学概論 看護医療情報学 社会福祉学

Ⅲ限 公衆衛生看護学概論 診療援助技術演習 公衆衛生学 英語Ⅱ(A)(B) 看護過程演習

Ⅳ限 精神系病態治療学 診療援助技術演習 公衆衛生学 外科系病態治療学 老年看護学概論

Ⅴ限 内科系病態治療学 母性看護学概論 産・婦人科系病態治療学 症状マネジメント 産・婦人科系病態治療学

23日 24日 25日 26日 27日

Ⅰ限 小児系病態治療学 小児看護学概論 ★英語Ⅲ 内科系病態治療学

Ⅱ限 臨床薬理学 成人看護学概論 精神看護学概論 看護医療情報学 社会福祉学

Ⅲ限 公衆衛生看護学概論 診療援助技術演習 公衆衛生学 英語Ⅱ(A)(B)

Ⅳ限 精神系病態治療学 診療援助技術演習 運動・感覚器系病態治療学 外科系病態治療学 老年看護学概論

Ⅴ限 内科系病態治療学 母性看護学概論 産・婦人科系病態治療学 診療援助技術演習

30日 31日

Ⅰ限 小児系病態治療学

Ⅱ限 臨床薬理学 成人看護学概論

Ⅲ限 公衆衛生看護学概論 診療援助技術演習

Ⅳ限 精神系病態治療学 診療援助技術演習

Ⅴ限 内科系病態治療学 母性看護学概論

★：選択科目　　(合)：両学科合同科目

健康診断

開学記念日 昭和の日

憲法記念日 みどりの日 こどもの日

健康診断(胸写)



看護学科　2年次　【前学期    ６月】　
講義室：１１０２

月 火 水 木 金

1日 2日 3日

Ⅰ限 小児看護学概論 ★英語Ⅲ 内科系病態治療学

Ⅱ限 精神看護学概論 看護医療情報学 社会福祉学

Ⅲ限 公衆衛生学 英語Ⅱ(A)(B) 看護過程演習

Ⅳ限 運動・感覚器系病態治療学 産・婦人科系病態治療学 老年看護学概論

Ⅴ限 外科系病態治療学 症状マネジメント 老年看護学概論

6日 7日 8日 9日 10日

Ⅰ限 小児系病態治療学 小児看護学概論 ★英語Ⅲ 内科系病態治療学

Ⅱ限 臨床薬理学 成人看護学概論 精神看護学概論 看護医療情報学 社会福祉学

Ⅲ限 公衆衛生看護学概論 診療援助技術演習 公衆衛生学 英語Ⅱ(A)(B) 看護過程演習

Ⅳ限 精神系病態治療学 診療援助技術演習 運動・感覚器系病態治療学 外科系病態治療学 老年看護学概論

Ⅴ限 内科系病態治療学 母性看護学概論 産・婦人科系病態治療学 症状マネジメント

13日 14日 15日 16日 17日

Ⅰ限 看護過程演習 小児系病態治療学 小児看護学概論 ★英語Ⅲ 内科系病態治療学

Ⅱ限 臨床薬理学 成人看護学概論 精神看護学概論 看護医療情報学 社会福祉学

Ⅲ限 診療援助技術演習 公衆衛生学 英語Ⅱ(A)(B)

Ⅳ限 精神系病態治療学 診療援助技術演習 運動・感覚器系病態治療学 外科系病態治療学

Ⅴ限 内科系病態治療学 母性看護学概論 産・婦人科系病態治療学 症状マネジメント

20日 21日 22日 23日 24日

Ⅰ限 小児系病態治療学 小児看護学概論 ★英語Ⅲ 内科系病態治療学

Ⅱ限 臨床薬理学 成人看護学概論 精神看護学概論 内科系病態治療学 社会福祉学

Ⅲ限 診療援助技術演習 診療援助技術演習 公衆衛生学 英語Ⅱ(A)(B) 看護過程演習

Ⅳ限 精神系病態治療学 診療援助技術演習 運動・感覚器系病態治療学 外科系病態治療学 老年看護学概論

Ⅴ限 内科系病態治療学 母性看護学概論 産・婦人科系病態治療学 症状マネジメント 進路関係

27日 28日 29日 30日

Ⅰ限 小児系病態治療学 小児看護学概論 ★英語Ⅲ

Ⅱ限 臨床薬理学 成人看護学概論 精神看護学概論 精神看護学概論

Ⅲ限 診療援助技術演習 公衆衛生学 英語Ⅱ(A)(B)

Ⅳ限 精神系病態治療学 診療援助技術演習 運動・感覚器系病態治療学 外科系病態治療学

Ⅴ限 内科系病態治療学 母性看護学概論 産・婦人科系病態治療学 内科系病態治療学

★：選択科目　　(合)：両学科合同科目

看護学科　2年次　【前学期    ７月】　
講義室：１１０２

月 火 水 木 金

1日

Ⅰ限 内科系病態治療学

Ⅱ限 社会福祉学

Ⅲ限 看護過程演習

Ⅳ限 老年看護学概論

Ⅴ限

4日 5日 6日 7日 8日

Ⅰ限 小児系病態治療学 小児看護学概論 ★英語Ⅲ 老年医学

Ⅱ限 臨床薬理学 成人看護学概論 精神看護学概論 小児看護学概論 社会福祉学

Ⅲ限 診療援助技術演習 公衆衛生学 英語Ⅱ(A)(B) 看護過程演習

Ⅳ限 精神系病態治療学 診療援助技術演習 運動・感覚器系病態治療学 外科系病態治療学 老年看護学概論

Ⅴ限 内科系病態治療学 母性看護学概論 産・婦人科系病態治療学 老年医学

11日 12日 13日 14日 15日

Ⅰ限 小児系病態治療学 小児看護学概論 ★英語Ⅲ 老年医学

Ⅱ限 臨床薬理学 成人看護学概論 精神看護学概論 小児看護学概論 社会福祉学

Ⅲ限 看護過程演習 公衆衛生学 英語Ⅱ(A)(B)

Ⅳ限 精神系病態治療学 看護過程演習 運動・感覚器系病態治療学 外科系病態治療学 老年看護学概論

Ⅴ限 老年医学 母性看護学概論 産・婦人科系病態治療学 老年医学

18日 19日 20日 21日 22日

Ⅰ限 小児系病態治療学 老年医学 ★英語Ⅲ 老年医学

Ⅱ限 成人看護学概論 精神看護学概論 ★英語Ⅲ 社会福祉学

Ⅲ限 看護過程演習 公衆衛生学 英語Ⅱ(A)(B)

Ⅳ限 看護過程演習 運動・感覚器系病態治療学 外科系病態治療学

Ⅴ限 母性看護学概論 産・婦人科系病態治療学 老年医学

Ⅰ限

Ⅱ限

Ⅲ限

Ⅳ限

Ⅴ限

★：選択科目　　(合)：両学科合同科目

★国際産業保健特別演習Ⅱ(7,8月)
★国際看護学特別演習Ⅱ(8月)

海の日



看護学科　2年次　【前学期    ９月】　
講義室：１１０２

月 火 水 木 金

1日 2日

Ⅰ限

Ⅱ限

Ⅲ限

Ⅳ限

Ⅴ限

5日 6日 7日 8日 9日

Ⅰ限

Ⅱ限

Ⅲ限

Ⅳ限

Ⅴ限

12日 13日 14日 15日 16日

Ⅰ限

Ⅱ限

Ⅲ限

Ⅳ限

Ⅴ限

19日 20日 21日 22日 23日

Ⅰ限

Ⅱ限

Ⅲ限

Ⅳ限

Ⅴ限

26日 27日 28日 29日 30日

Ⅰ限

Ⅱ限

Ⅲ限

Ⅳ限

Ⅴ限

看護学科　2年次　【後学期    １０月】　
講義室：１１０２

月 火 水 木 金

3日 4日 5日 6日 7日

Ⅰ限 健康教育学基礎 ★英語Ⅲ

Ⅱ限 在宅看護学概論 放射線医学概論 成人看護学方法論(急性期) 看護倫理学 精神看護学方法論

Ⅲ限 在宅看護学概論 リハビリテーション医学概論 家族看護学 英語Ⅱ(A)(B) 産業看護学概論

Ⅳ限 母性看護学方法論 小児看護学方法論 成人看護学方法論(慢性期) 老年看護学方法論

Ⅴ限 母性看護学方法論 家族看護学 成人看護学方法論(慢性期) 老年看護学方法論

10日 11日 12日 13日 14日

Ⅰ限 健康教育学基礎 ★英語Ⅲ

Ⅱ限 放射線医学概論 成人看護学方法論演習 看護倫理学 精神看護学方法論

Ⅲ限 リハビリテーション医学概論 家族看護学 英語Ⅱ(A)(B) 産業看護学概論

Ⅳ限 母性看護学方法論 小児看護学方法論 在宅看護学概論 老年看護学方法論

Ⅴ限 小児看護学方法論

17日 18日 19日 20日 21日

Ⅰ限 成人看護学方法論(慢性期) 健康教育学基礎 成人看護学方法論演習 ★英語Ⅲ

Ⅱ限 成人看護学方法論(慢性期) 放射線医学概論 成人看護学方法論演習 看護倫理学 精神看護学方法論

Ⅲ限 在宅看護学概論 リハビリテーション医学概論 家族看護学 英語Ⅱ(A)(B) 産業看護学概論

Ⅳ限 母性看護学方法論 小児看護学方法論 成人看護学方法論(慢性期) 老年看護学方法論

Ⅴ限 家族看護学 成人看護学方法論(慢性期)

24日 25日 26日 27日 28日

Ⅰ限 健康教育学基礎 成人看護学方法論演習 ★英語Ⅲ

Ⅱ限 在宅看護学概論 放射線医学概論 成人看護学方法論演習 看護倫理学 精神看護学方法論

Ⅲ限 在宅看護学概論 リハビリテーション医学概論 家族看護学 英語Ⅱ(A)(B) 産業看護学概論

Ⅳ限 成人看護学方法論(急性期) 母性看護学方法論 小児看護学方法論 成人看護学方法論(慢性期) 老年看護学方法論

Ⅴ限 成人看護学方法論演習 成人看護学方法論演習 小児看護学方法論 成人看護学方法論(慢性期) 成人看護学方法論演習

31日

Ⅰ限

Ⅱ限

Ⅲ限

Ⅳ限

Ⅴ限

★：選択科目　　(合)：両学科合同科目

補講日
前学期

定期・臨時試験

前学期
定期・臨時試験

前学期
定期・臨時試験

前学期
定期・臨時試験

前学期
定期・臨時試験

前学期
定期・臨時試験

前学期
定期・臨時試験

敬老の日
前学期

定期・臨時試験
前学期

定期・臨時試験
前学期

定期・臨時試験
秋分の日

前学期
定期・臨時試験

前学期
定期・臨時試験

前学期
定期・臨時試験

前学期
定期・臨時試験

前学期
定期・臨時試験

前学期
定期・臨時試験

前学期
定期・臨時試験

前学期
定期・臨時試験

前学期
定期・臨時試験

大学祭準備

スポーツの日



看護学科　2年次　【後学期    １１月】　
講義室：１１０２

月 火 水 木 金

1日 2日 3日 4日

Ⅰ限

Ⅱ限

Ⅲ限

Ⅳ限

Ⅴ限

7日 8日 9日 10日 11日

Ⅰ限 健康教育学基礎 ★英語Ⅲ

Ⅱ限 在宅看護学概論 放射線医学概論 成人看護学方法論演習 看護倫理学 精神看護学方法論

Ⅲ限 在宅看護学概論 リハビリテーション医学概論 家族看護学 英語Ⅱ(A)(B) 産業看護学概論

Ⅳ限 成人看護学方法論(急性期) 母性看護学方法論 小児看護学方法論 老年看護学方法論

Ⅴ限

14日 15日 16日 17日 18日

Ⅰ限 成人看護学方法論(慢性期) 健康教育学基礎 ★英語Ⅲ

Ⅱ限 成人看護学方法論(慢性期) 放射線医学概論 成人看護学方法論演習 看護倫理学 精神看護学方法論

Ⅲ限 保健統計学基礎 リハビリテーション医学概論 家族看護学 英語Ⅱ(A)(B) 産業看護学概論

Ⅳ限 母性看護学方法論 小児看護学方法論 成人看護学方法論(慢性期) 老年看護学方法論

Ⅴ限 成人看護学方法論(慢性期)

21日 22日 23日 24日 25日

Ⅰ限 健康教育学基礎 ★英語Ⅲ

Ⅱ限 保健統計学基礎 放射線医学概論 看護倫理学 精神看護学方法論

Ⅲ限 保健統計学基礎 リハビリテーション医学概論 英語Ⅱ(A)(B) 産業看護学概論

Ⅳ限 成人看護学方法論(急性期) 母性看護学方法論 成人看護学方法論(慢性期) 老年看護学方法論

Ⅴ限 成人看護学方法論(急性期) 成人看護学方法論演習 成人看護学方法論(慢性期)

28日 29日 30日

Ⅰ限 健康教育学基礎 成人看護学方法論演習

Ⅱ限 保健統計学基礎 放射線医学概論 成人看護学方法論演習　

Ⅲ限 在宅看護学概論 リハビリテーション医学概論 家族看護学

Ⅳ限 成人看護学方法論(急性期) 母性看護学方法論 小児看護学方法論

Ⅴ限 成人看護学方法論(急性期)

★：選択科目　　(合)：両学科合同科目

看護学科　2年次　【後学期    １２月】　
講義室：１１０２

月 火 水 木 金

1日 2日

Ⅰ限 ★英語Ⅲ

Ⅱ限 看護倫理学 精神看護学方法論

Ⅲ限 英語Ⅱ(A)(B) 産業看護学概論

Ⅳ限 成人看護学方法論(慢性期) 老年看護学方法論

Ⅴ限 成人看護学方法論(慢性期)

5日 6日 7日 8日 9日

Ⅰ限 ★英語Ⅲ 看護研究基礎

Ⅱ限 保健統計学基礎 精神看護学方法論

Ⅲ限 在宅看護学概論 英語Ⅱ(A)(B) 看護研究基礎

Ⅳ限 成人看護学方法論(急性期) 成人看護学方法論(慢性期) 老年看護学方法論

Ⅴ限 成人看護学方法論(急性期) 成人看護学方法論(慢性期)

12日 13日 14日 15日 16日

Ⅰ限 成人看護学方法論演習 ★英語Ⅲ 看護研究基礎

Ⅱ限 保健統計学基礎 成人看護学方法論(急性期) 成人看護学方法論演習 精神看護学方法論

Ⅲ限 在宅看護学概論 成人看護学方法論(急性期) 家族看護学 英語Ⅱ(A)(B) 看護研究基礎

Ⅳ限 成人看護学方法論(急性期) 母性看護学方法論 小児看護学方法論 成人看護学方法論(慢性期) 老年看護学方法論

Ⅴ限 成人看護学方法論(急性期) 成人看護学方法論(慢性期)

19日 20日 21日 22日 23日

Ⅰ限 成人看護学方法論(急性期) ★英語Ⅲ 精神看護学方法論

Ⅱ限 保健統計学基礎 成人看護学方法論(急性期) 成人看護学方法論(急性期) 精神看護学方法論

Ⅲ限 在宅看護学概論 成人看護学方法論(急性期) 家族看護学 英語Ⅱ(A)(B) 看護研究基礎

Ⅳ限 成人看護学方法論(急性期) 母性看護学方法論 小児看護学方法論 成人看護学方法論(慢性期) 老年看護学方法論

Ⅴ限 成人看護学方法論(急性期) 成人看護学方法論(慢性期)

Ⅰ限

Ⅱ限

Ⅲ限

Ⅳ限

Ⅴ限

★：選択科目　　(合)：両学科合同科目

大学祭 大学祭
大学祭
文化の日

大学祭後片付け

勤労感謝の日

補講日
学校推薦型選抜

（休講）



看護学科　2年次　【後学期　１月】　
講義室：１１０２

月 火 水 木 金

4日 5日 6日

Ⅰ限 ★英語Ⅲ

Ⅱ限 精神看護学方法論

Ⅲ限 家族看護学 英語Ⅱ(A)(B) 看護研究基礎

Ⅳ限 小児看護学方法論 成人看護学方法論(慢性期) 老年看護学方法論

Ⅴ限 成人看護学方法論(慢性期)

9日 10日 11日 12日 13日

Ⅰ限 成人看護学方法論(急性期) ★英語Ⅲ

Ⅱ限 成人看護学方法論(急性期) 成人看護学方法論(急性期)

Ⅲ限 成人看護学方法論(急性期) 家族看護学 英語Ⅱ(A)(B)

Ⅳ限 母性看護学方法論 小児看護学方法論 成人看護学方法論(慢性期)

Ⅴ限 成人看護学方法論(慢性期)

16日 17日 18日 19日 20日

Ⅰ限 成人看護学方法論(急性期) ★英語Ⅲ

Ⅱ限 保健統計学基礎 成人看護学方法論(急性期) 精神看護学方法論

Ⅲ限 在宅看護学概論 成人看護学方法論(急性期) 家族看護学 英語Ⅱ(A)(B) 看護研究基礎

Ⅳ限 成人看護学方法論(急性期) 母性看護学方法論 小児看護学方法論 成人看護学方法論(慢性期) 老年看護学方法論

Ⅴ限 成人看護学方法論(慢性期) 進路関係

23日 24日 25日 26日 27日

Ⅰ限 ★英語Ⅲ

Ⅱ限 成人看護学方法論(急性期) 精神看護学方法論

Ⅲ限 在宅看護学概論 家族看護学 英語Ⅱ(A)(B) 看護研究基礎

Ⅳ限 成人看護学方法論(急性期) 母性看護学方法論 小児看護学方法論 成人看護学方法論(慢性期) 老年看護学方法論

Ⅴ限 成人看護学方法論(慢性期)

30日 31日

Ⅰ限

Ⅱ限

Ⅲ限 在宅看護学概論

Ⅳ限 成人看護学方法論(急性期) 母性看護学方法論

Ⅴ限

★：選択科目　　(合)：両学科合同科目

看護学科　2年次　【後学期　２月～３月】　
講義室：１１０２

月 火 水 木 金

1日 2日 3日

Ⅰ限

Ⅱ限

Ⅲ限

Ⅳ限

Ⅴ限

6日 7日 8日 9日 10日

Ⅰ限

Ⅱ限

Ⅲ限

Ⅳ限

Ⅴ限

13日 14日 15日 16日 17日

Ⅰ限

Ⅱ限

Ⅲ限

Ⅳ限

Ⅴ限

20日 21日 22日 23日 24日

Ⅰ限

Ⅱ限

Ⅲ限

Ⅳ限 卒業生と語る会

Ⅴ限

Ⅰ限

Ⅱ限

Ⅲ限

Ⅳ限

Ⅴ限

★：選択科目　　(合)：両学科合同科目

成人の日

(休講)

大学入学
共通テスト準備日

後学期
定期試験

後学期
定期試験

後学期
定期試験

後学期
定期試験

後学期
定期試験

後学期
定期試験

後学期
定期試験

建国記念の日

後学期
定期試験

後学期
定期試験

後学期
定期試験

後学期
定期試験

後学期
定期試験

後学期
定期試験

後学期
定期試験

後学期
定期試験

天皇誕生日

後学期
定期試験


