
2021年3月16日

教務部

◆注意事項◆――必ずお読みください。

１.　授業日程に「調整中」と記載されている科目は、日程調整中です。

　　 決定後は具体的な日程を記載の上、「訂正一覧」にて案内します。

２． 授業日程に変更が生じた場合には、記載されていた日程を修正の上、「訂正一覧」にて案内します。

　　＜この行をクリックすると「訂正一覧」ページに遷移します。＞

３.　「科目名」欄、「担当教員」欄は一部略称で表示しています。

2021年度時間割【個別日程・訂正(大学院)】



2021年度 看護学研究科 博士前期課程時間割　（Ｍ）

科目名 科目名 科目名 科目名 科目名

開講期 開講期 開講期 開講期 開講期

担当教員 奈良間　美保 担当教員 梶谷 佳子 担当教員 藤本　幸三、餅田　敬司 担当教員 梶谷 佳子 担当教員 マルティネス　真喜子他

奈良間　美保 梶谷 佳子 9月9日（木) 17：10-18：50 藤本　幸三 梶谷 佳子 9月10日（金) 17：10-18：50 天野　博夫

奈良間　美保 梶谷 佳子 9月16日（木) 17：10-18：50 藤本　幸三 梶谷 佳子 9月17日（金) 17：10-18：50 天野　博夫

奈良間　美保 梶谷 佳子 9月23日（木) 17：10-18：50 藤本　幸三 梶谷 佳子 9月24日（金) 17：10-18：50 天野　博夫

奈良間　美保 梶谷 佳子 9月30日（木) 17：10-18：50 藤本　幸三 梶谷 佳子 10月1日（金) 17：10-18：50 天野　博夫

奈良間　美保 梶谷 佳子 10月7日（木) 17：10-18：50 藤本　幸三 梶谷 佳子 10月8日（金) 17：10-18：50 天野　博夫

奈良間　美保 梶谷 佳子 10月14日（木) 17：10-18：50 藤本　幸三 梶谷 佳子 10月15日（金) 17：10-18：50 天野　博夫

奈良間　美保 梶谷 佳子 10月21日（木) 17：10-18：50 藤本　幸三 梶谷 佳子 10月22日（金) 17：10-18：50 天野　博夫

奈良間　美保 梶谷 佳子 10月28日（木) 17：10-18：50 藤本　幸三 梶谷 佳子 10月29日（金) 17：10-18：50 天野　博夫

奈良間　美保 梶谷 佳子 11月4日（木) 17：10-18：50 藤本　幸三 梶谷 佳子 11月5日（金) 17：10-18：50 未定

奈良間　美保 梶谷 佳子 11月11日（木) 17：10-18：50 藤本　幸三 梶谷 佳子 11月12日（金) 17：10-18：50 山崎　武俊

奈良間　美保 梶谷 佳子 11月18日（木) 17：10-18：50 藤本　幸三 梶谷 佳子 11月19日（金) 17：10-18：50 山崎　武俊

奈良間　美保 梶谷 佳子 11月25日（木) 17：10-18：50 藤本　幸三 梶谷 佳子 11月26日（金) 17：10-18：50 山崎　武俊

奈良間　美保 梶谷 佳子 12月2日（木) 17：10-18：50 藤本　幸三 梶谷 佳子 12月3日（金) 17：10-18：50 山崎　武俊

奈良間　美保 梶谷 佳子 12月9日（木) 17：10-18：50 餅田　敬司 梶谷 佳子 12月10日（金) 17：10-18：50 山崎　武俊

科目名 科目名 科目名 科目名 科目名

開講期 開講期 開講期 開講期 開講期

担当教員 奈良間　美保他 担当教員 藤本　幸三　他 担当教員 餅田　敬司　半場　江利子 担当教員 野島　敬祐他 担当教員 マルティネス　真喜子他

奈良間　美保 藤本　幸三 餅田　敬司 未定 未定

上澤　悦子 藤本　幸三 餅田　敬司 未定 未定

上澤　悦子 藤本　幸三 餅田　敬司 未定 未定

上澤　悦子 藤本　幸三 餅田　敬司 未定 未定

上澤　悦子 藤本　幸三 餅田　敬司 未定 未定

征矢野　あや子 藤本　幸三 餅田　敬司 未定 未定

征矢野　あや子 藤本　幸三 餅田　敬司 小山　智史 未定

上澤　悦子 未定 餅田　敬司 小山　智史 未定

征矢野　あや子 未定 餅田　敬司 小山　智史 未定

征矢野　あや子 藤本　幸三 餅田　敬司 小山　智史 山崎　武俊

奈良間　美保 藤本　幸三 半場　江利子 小山　智史 山崎　武俊

奈良間　美保 藤本　幸三 餅田　敬司 小山　智史 山崎　武俊

上澤　悦子 藤本　幸三 餅田　敬司 未定 山崎　武俊

上澤　悦子 藤本　幸三 餅田　敬司 未定 山崎　武俊

前期　火曜５・６講時

看護理論 看護教育論 看護管理論 看護倫理論 臨床薬理学

後期集中 後期集中　

フィジカルアセスメント 病態生理学

前期集中 後期集中　 後期集中　

前期集中 後期集中 前期集中

前期　木曜５・６講時

看護研究 コンサルテーション論 看護政策論

調整中 調整中 調整中

調整中調整中調整中調整中調整中



科目名 科目名 科目名 科目名 科目名 実践看護応用学特論（老年）

開講期 開講期 開講期 開講期 開講期 前期集中

担当教員 梶谷　佳子、中橋　苗代 担当教員 梶谷　佳子他 担当教員 梶谷　佳子 担当教員 梶谷　佳子他 担当教員 征矢野　あや子他

梶谷　佳子 梶谷　佳子 梶谷　佳子 梶谷　佳子 征矢野　あや子

梶谷　佳子 梶谷　佳子 梶谷　佳子 梶谷　佳子 征矢野　あや子

梶谷　佳子 梶谷　佳子 梶谷　佳子 梶谷　佳子 村田　伸

梶谷　佳子 梶谷　佳子 梶谷　佳子 梶谷　佳子 村田　伸

梶谷　佳子 中橋　苗代 梶谷　佳子 梶谷　佳子 征矢野　あや子

梶谷　佳子 中橋　苗代 梶谷　佳子 中橋　苗代 征矢野　あや子

梶谷　佳子 中橋　苗代 梶谷　佳子 中橋　苗代 征矢野　あや子

中橋　苗代 中橋　苗代 梶谷　佳子 中橋　苗代 征矢野　あや子

中橋　苗代 中橋　苗代 梶谷　佳子 中橋　苗代 征矢野　あや子

中橋　苗代 中橋　苗代 梶谷　佳子 中橋　苗代 征矢野　あや子

中橋　苗代 岡田　純子 梶谷　佳子 岡田　純子 村田　伸

中橋　苗代 岡田　純子 梶谷　佳子 岡田　純子 村田　伸

中橋　苗代 岡田　純子 梶谷　佳子 岡田　純子 未定

中橋　苗代 岡田　純子 梶谷　佳子 岡田　純子 未定

科目名 科目名 科目名 科目名 科目名 老年看護学Ⅰ

開講期 開講期 開講期 開講期 開講期 前期集中

担当教員 梶谷　佳子他 担当教員 梶谷　佳子他 担当教員 梶谷　佳子他 担当教員 梶谷　佳子他 担当教員 征矢野　あや子他

梶谷　佳子 梶谷　佳子 梶谷　佳子 梶谷　佳子 征矢野　あや子

梶谷　佳子 梶谷　佳子 梶谷　佳子 梶谷　佳子 征矢野　あや子

梶谷　佳子 梶谷　佳子 梶谷　佳子 梶谷　佳子 未定

梶谷　佳子 梶谷　佳子 梶谷　佳子 梶谷　佳子 未定

梶谷　佳子 中橋　苗代 梶谷　佳子 中橋　苗代 未定

梶谷　佳子 中橋　苗代 梶谷　佳子 中橋　苗代 未定

中橋　苗代 中橋　苗代 中橋　苗代 中橋　苗代 未定

中橋　苗代 中橋　苗代 中橋　苗代 中橋　苗代 未定

中橋　苗代 中橋　苗代 中橋　苗代 中橋　苗代 征矢野　あや子

中橋　苗代 岡田　純子 中橋　苗代 中橋　苗代 征矢野　あや子

岡田　純子 岡田　純子 岡田　純子 岡田　純子 征矢野　あや子

岡田　純子 岡田　純子 岡田　純子 岡田　純子 征矢野　あや子

岡田　純子 岡田　純子 岡田　純子 岡田　純子 未定

岡田　純子 岡田　純子 岡田　純子 岡田　純子 未定

看護教育学演習Ⅲ

看護教育学演習Ⅱ

実践看護基礎学演習Ⅲ

後期集中

後期集中

前期集中 前期集中 後期集中

実践看護基礎学演習Ⅰ 看護教育学演習Ⅰ

前期集中

実践看護基礎学特論 実践看護基礎学演習Ⅱ 看護教育学特論

後期集中 後期集中

調整中

調整中

閉講 閉講 閉講 閉講

閉講閉講閉講閉講



科目名 科目名 科目名 科目名 科目名 精神看護学Ⅰ

開講期 開講期 開講期 開講期 開講期 前期集中　

担当教員 征矢野　あや子他 担当教員 征矢野　あや子他 担当教員 征矢野　あや子他 担当教員 松本　賢哉　他 担当教員 松本　賢哉　他

征矢野　あや子 征矢野　あや子 松本　賢哉 松本　賢哉

征矢野　あや子 征矢野　あや子 松本　賢哉 松本　賢哉

征矢野　あや子 未定 松本　賢哉 松本　賢哉

征矢野　あや子 未定 松本　賢哉 松本　賢哉

征矢野　あや子 未定 松本　賢哉 松本　賢哉

征矢野　あや子 未定 松本　賢哉 小西　奈美

未定 未定 松本　賢哉 小西　奈美

未定 未定 小西　奈美 小西　奈美

未定 未定 小西　奈美 未定

未定 未定 小西　奈美 未定

征矢野　あや子 未定 小西　奈美 未定

征矢野　あや子 未定 小西　奈美 未定

征矢野　あや子 征矢野　あや子 小西　奈美 未定

征矢野　あや子 征矢野　あや子 小西　奈美 未定

科目名 科目名 科目名 科目名 精神看護学Ⅱ

開講期 開講期 開講期 開講期 前期集中

担当教員 征矢野　あや子他 担当教員 征矢野　あや子他 担当教員 松本　賢哉 担当教員 松本　賢哉　他

未定 松本　賢哉 小西　奈美

未定 松本　賢哉 小西　奈美

未定 松本　賢哉 小西　奈美

未定 松本　賢哉 小西　奈美

未定 松本　賢哉 小西　奈美

未定 松本　賢哉 未定

未定 松本　賢哉 未定

未定 松本　賢哉 未定

未定 松本　賢哉 松本　賢哉

未定 松本　賢哉 松本　賢哉

未定 松本　賢哉 松本　賢哉

未定 松本　賢哉 松本　賢哉

未定 松本　賢哉 松本　賢哉

未定 松本　賢哉 松本　賢哉

前期集中　後期集中

老年看護学Ⅲ

老年看護学Ⅳ 実践看護応用学特論Ⅰ（精神）

実践看護応用学特論Ⅱ（精神）

後期集中

実践看護応用学演習Ⅰ（老年）

前期集中

実践看護応用学演習Ⅱ（老年）

後期集中

老年看護学Ⅱ

前期集中 前期集中　

調整中

調整中

調整中

調整中

調整中 調整中

調整中

調整中

調整中



科目名 科目名 科目名

開講期 開講期 開講期

担当教員 松本　賢哉　他 担当教員 松本　賢哉　他 担当教員 松本　賢哉　他

小西　奈美 松本　賢哉 松本　賢哉

小西　奈美 松本　賢哉 松本　賢哉

小西　奈美 松本　賢哉 松本　賢哉

小西　奈美 松本　賢哉 松本　賢哉

未定 松本　賢哉 松本　賢哉

未定 未定 松本　賢哉

未定 未定 未定

未定 未定 未定

松本　賢哉 未定 未定

松本　賢哉 小西　奈美 未定

松本　賢哉 小西　奈美 松本　賢哉

松本　賢哉 小西　奈美 松本　賢哉

松本　賢哉 未定 松本　賢哉

松本　賢哉 未定 松本　賢哉

未定 松本　賢哉

未定 河原　宜子

科目名 未定 河原　宜子

開講期 未定 河原　宜子

担当教員 松本　賢哉　他 未定 松本　賢哉

未定 松本　賢哉 松本　賢哉

未定 松本　賢哉 松本　賢哉

未定 松本　賢哉 未定

未定 松本　賢哉 未定

未定 松本　賢哉 未定

小西　奈美 松本　賢哉 松本　賢哉

小西　奈美 松本　賢哉 松本　賢哉

未定 松本　賢哉 松本　賢哉

未定

松本　賢哉

松本　賢哉

松本　賢哉

松本　賢哉

松本　賢哉

実践看護応用学演習Ⅰ（精神） 実践看護応用学演習Ⅱ（精神）精神看護学Ⅲ

後期集中　

後期集中　 後期集中　

精神看護学Ⅳ

後期集中　

調整中

調整中

調整中 調整中



科目名 科目名 科目名 科目名 科目名 クリティカルケア看護学演習Ⅱ

開講期 開講期 開講期 開講期 開講期 後期集中

担当教員 担当教員 奥野　信行　 他 担当教員 西本　泰久　他 担当教員 奥野　信行　他 担当教員 奥野　信行　他

奥野　信行 河原　宜子 久保山　一敏 野島　敬祐 辻本　雄大

奥野　信行 河原　宜子 西本　泰久 鹿島　秀明 辻本　雄大

奥野　信行 野島　敬祐 西本　泰久 鹿島　秀明 辻本・奥野

河原　宣子 松本　修一 西本　泰久 野島　敬祐 辻本　雄大

河原　宣子 野島　敬祐 西本　泰久 野島　敬祐 奥野　信行

河原　宣子 松本　修一 西本　泰久 野島　敬祐 奥野　信行

河原　宣子 河原　宣子 西本　泰久 野島　敬祐 寺口　佐與子

河原　宣子 鳴海　善文 奥野　他 奥野（多田）

野島　敬祐 科目名 鳴海　善文 奥野　他 奥野（多田）

野島　敬祐 開講期 鳴海　善文 鹿島・野島 堀田　佐知子

野島　敬祐 担当教員 西本　泰久　他 未定 鹿島・野島 奥野　信行

未定 西本　泰久 未定 鹿島・野島 辻本・奥野

未定 久保山　一敏 未定 鹿島・野島 辻本・奥野

未定 久保山　一敏 未定 鹿島・野島 辻本・奥野

西本　泰久

科目名 西本　泰久 科目名 科目名

開講期 西本　泰久 開講期 開講期

担当教員 奥野　信行　 他 西本　泰久 担当教員 奥野　信行　他 担当教員 奥野　信行　他

奥野　信行 西本　泰久 奥野　信行 八尾　みどり

奥野　信行 鳴海　善文 奥野　信行 寺口　佐與子

奥野　信行 西本　泰久 奥野　信行 八尾　みどり

マルティネス　真喜子 西本　泰久 奥野　信行 八尾　みどり

マルティネス　真喜子 西本　泰久 マルティネス　真喜子 八尾　みどり

奥野　信行 西本・野島 マルティネス　真喜子

奥野・マルティネス 野島　敬祐 奥野　信行

奥野　信行

マルティネス　真喜子

マルティネス　真喜子

野島　敬祐

野島　敬祐

野島　敬祐

野島　敬祐

クリティカルケア看護論Ⅰ

実践看護応用学特論Ⅰ（療養支援）

クリティカルケア臨床判断総論 

急性・重症患者病態生理学特論 クリティカルケア看護論Ⅱクリティカルケア家族看護論

前期集中　

クリティカルケア看護特論

前期集中 前期集中　 後期集中

クリティカルケア看護学演習Ⅰ

前期集中　

後期集中前期集中前期集中　

奥野信行
マルティネス
真喜子
野島敬祐
河原宣子

奥野信行
マルティネス
真喜子
野島敬祐
河原宣子
八尾みどり

調整中

調整中

調整中

調整中

調整中

調整中

調整中

調整中

調整中



科目名 科目名 科目名 科目名 科目名

開講期 開講期 開講期 開講期 開講期 後期　

担当教員 担当教員 堀　妙子 担当教員 担当教員 担当教員

奈良間　美保 早川　昌弘 奈良間　美保

奈良間　美保 早川　昌弘 奈良間　美保

奈良間　美保 早川　昌弘 堀　妙子

奈良間　美保 遠藤　彰 堀　妙子

奈良間　美保 遠藤　彰 奈良間　美保

奈良間　美保 遠藤　彰 奈良間　美保

奈良間　美保 遠藤　彰 松岡　真里

奈良間　美保 遠藤　彰 松岡　真里

奈良間　美保 遠藤　彰 奈良間　美保

奈良間　美保 岡野創造 奈良間　美保

奈良間　美保 岡野創造 奈良間　美保

奈良間　美保 岡野創造 奈良間　美保

奈良間　美保 西本　泰久 奈良間　美保

奈良間　美保 堀　妙子 奈良間　美保

科目名 科目名 科目名

開講期 開講期 開講期

担当教員 担当教員 堀　妙子 担当教員

堀　妙子 堀　妙子

堀　妙子 堀　妙子

堀　妙子 奈良間　美保

堀　妙子 奈良間　美保

堀　妙子 堀　妙子

堀　妙子 堀　妙子

堀　妙子 堀　妙子

堀　妙子 上原　章江

堀　妙子 上原　章江

堀　妙子 堀　妙子

堀　妙子 堀　妙子

堀　妙子 堀　妙子

堀　妙子 堀　妙子

堀　妙子 堀　妙子

前期集中

女性健康看護学

小児看護学特論Ⅱ

前期集中 前期後期集中

奈良間　美保 奈良間　美保

小児看護学特論Ⅲ小児看護学特論Ⅰ 次世代育成看護学演習Ⅰ（周産期）

通年 前期

小児看護学特論Ⅴ

後期集中

周産期看護学

堀　妙子

小児看護学特論Ⅳ

閉講閉講

閉講

調整中 調整中

調整中 調整中

調整中



科目名 科目名 科目名 科目名 看護管理学特論 科目名 看護管理学演習Ⅱ

開講期 開講期 開講期 開講期 開講期 後期集中

担当教員 担当教員 担当教員 担当教員 藤本　幸三、餅田　敬司 担当教員 藤本　幸三他

藤本　幸三 藤本・餅田

藤本　幸三 藤本・餅田

藤本　幸三 藤本・餅田

藤本　幸三 藤本・餅田

藤本　幸三 藤本・餅田

藤本　幸三 藤本・餅田

藤本　幸三 藤本・餅田

藤本　幸三 藤本・餅田

藤本　幸三 藤本・餅田・未定

藤本　幸三 藤本・餅田・未定

藤本　幸三 藤本・餅田

藤本　幸三 藤本・餅田

餅田　敬司 藤本・餅田

藤本　幸三 藤本・餅田

科目名 看護管理学演習Ⅰ 科目名

開講期 前期集中 開講期

担当教員 藤本　幸三他 担当教員

藤本・餅田 藤本・餅田

未定 藤本・餅田

藤本・餅田 藤本・餅田

藤本・餅田 藤本・餅田

藤本・餅田 藤本・餅田

藤本・餅田 藤本・餅田

藤本・餅田 藤本・餅田

未定 藤本・餅田

未定 藤本・餅田

藤本・餅田 藤本・餅田

藤本・餅田 藤本・餅田

藤本・餅田 藤本・餅田

藤本・餅田 藤本・餅田

藤本・餅田 藤本・餅田

後期

次世代育成看護学演習Ⅳ（周産期）

看護管理学演習Ⅲ

次世代育成看護学演習Ⅱ（周産期） 次世代育成看護学演習Ⅲ（周産期）

後期　 後期　火曜５・６講時前期 前期

閉講 閉講 閉講

調整中 調整中

調整中

調整中



科目名 科目名 科目名 科目名 地域看護学演習Ⅱ

開講期 開講期 開講期 開講期 後期集中

担当教員 竹下　夏美 担当教員 竹下　夏美 担当教員 石井　美由紀　他 担当教員 石井　美由紀　他

竹下　夏美 竹下　夏美 河原　宣子 黒瀧　安紀子

竹下　夏美 竹下　夏美 石井　美由紀 黒瀧　安紀子

竹下　夏美 竹下　夏美 石井　美由紀 黒瀧　安紀子

竹下　夏美 竹下　夏美 石井　美由紀 黒瀧　安紀子

竹下　夏美 竹下　夏美 石井　美由紀 黒瀧　安紀子

竹下　夏美 竹下　夏美 石井　美由紀 黒瀧　安紀子

竹下　夏美 竹下　夏美 石井　美由紀 黒瀧　安紀子

竹下　夏美 竹下　夏美 石井　美由紀 黒瀧　安紀子

竹下　夏美 竹下　夏美 石井　美由紀 石井　美由紀

竹下　夏美 竹下　夏美 石井　美由紀 石井　美由紀

竹下　夏美 竹下　夏美 石井　美由紀 石井　美由紀

竹下　夏美 竹下　夏美 石井　美由紀 石井　美由紀

竹下　夏美 竹下　夏美 石井　美由紀 石井　美由紀

竹下　夏美 竹下　夏美 石井　美由紀 石井　美由紀

科目名 科目名 科目名 科目名 地域看護学演習Ⅲ

開講期 開講期 開講期 開講期 後期集中

担当教員 竹下　夏美 担当教員 竹下　夏美 担当教員 石井　美由紀　他 担当教員 石井　美由紀　他

竹下　夏美 竹下　夏美 石井　美由紀 石井　美由紀

竹下　夏美 竹下　夏美 石井　美由紀 石井　美由紀

竹下　夏美 竹下　夏美 石井　美由紀 石井　美由紀

竹下　夏美 竹下　夏美 石井　美由紀 石井　美由紀

竹下　夏美 竹下　夏美 石井　美由紀 石井　美由紀

竹下　夏美 竹下　夏美 石井　美由紀 石井　美由紀

竹下　夏美 竹下　夏美 石井　美由紀 石井　美由紀

竹下　夏美 竹下　夏美 石井　美由紀 石井　美由紀

竹下　夏美 竹下　夏美 石井　美由紀 黒瀧　安紀子

竹下　夏美 竹下　夏美 石井　美由紀 黒瀧　安紀子

竹下　夏美 竹下　夏美 石井　美由紀 黒瀧　安紀子

竹下　夏美 竹下　夏美 黒瀧　安紀子 黒瀧　安紀子

竹下　夏美 竹下　夏美 河原　宣子 河原　宣子

竹下　夏美 竹下　夏美 石井　美由紀 河原　宣子

前期集中

後期集中前期集中

国際看護学演習Ⅱ

後期集中

国際看護学演習Ⅰ 国際看護学演習Ⅲ 地域看護学演習Ⅰ

国際看護学特論 

前期集中

地域看護学特論 

前期集中

調整中 調整中
閉講

閉講閉講閉講閉講

閉講



2021年度 看護学研究科 博士後期課程（Ｄ）時間割

科目名 科目名 実践看護基礎学特論演習 科目名 実践看護応用学特論演習 科目名 次世代育成看護学特論演習 科目名

開講期 開講期 後期 開講期 後期 開講期 後期 開講期

担当教員 奈良間、征矢野 担当教員 担当教員 担当教員 担当教員 藤本、石井、竹下

前期　 後期

看護実践研究方法論 広域看護学特論演習

調整中 閉講 閉講 閉講 調整中



2021年度 健康科学研究科 時間割（Ｍ）：前期

期間 期間 前期　火曜日　3講時 期間 前期　水曜日　2講時 期間 前期　金曜日　2講時 期間 通年（前期 火曜 1講時、後期 火曜 3講時）

科目名 健康科学特論Ⅰ 科目名 心理統計学特論 科目名 精神医学特論 科目名 発達心理学特論 科目名 臨床心理学特論

配当回生 1回生 配当回生 1回生 配当回生 1回生 配当回生 1回生 配当回生 1回生

村田　伸 4月14日(水) 5・6講時 4月13日(火) 3講時 4月14日(水) 2講時 柴田　利男 4月9日(金) 2講時 松下　幸治 4月13日(火) 1講時

坂本　敏郎 4月28日(水) 5・6講時 4月20日(火) 3講時 4月21日(水) 2講時 4月16日(金) 2講時 岸　太一 4月20日(火) 1講時

兒玉　隆之 5月12日(水) 5・6講時 4月27日(火) 3講時 4月28日(水) 2講時 4月23日(金) 2講時 4月27日(火) 1講時

宮﨑　純弥 6月9日(水) 5・6講時 5月11日(火) 3講時 5月12日(水) 2講時 4月30日(金) 2講時 5月11日(火) 1講時

岸　太一 6月23日(水) 5・6講時 5月18日(火) 3講時 5月19日(水) 2講時 5月7日(金) 2講時 5月18日(火) 1講時

中野　英樹 7月7日(水) 5・6講時 5月25日(火) 3講時 松本　賢哉 5月26日(水) 2講時 5月14日(金) 2講時 5月25日(火) 1講時

7月14日(水) 5・6講時 前田　洋光 6月1日(火) 3講時 佐川　佳南枝 6月2日(水) 2講時 5月21日(金) 2講時 6月1日(火) 1講時

6月8日(火) 3講時 吉田　卓史 6月9日(水) 2講時 5月28日(金) 2講時 6月8日(火) 1講時

6月15日(火) 3講時 6月16日(水) 2講時 6月4日(金) 2講時 6月15日(火) 1講時

6月22日(火) 3講時 6月23日(水) 2講時 6月11日(金) 2講時 6月22日(火) 1講時

6月29日(火) 3講時 6月30日(水) 2講時 6月18日(金) 2講時 6月29日(火) 1講時

7月6日(火) 3講時 7月7日(水) 2講時 6月25日(金) 2講時 7月6日(火) 1講時

7月13日(火) 3講時 7月14日(水) 2講時 7月2日(金) 2講時 7月13日(火) 1講時

7月20日(火) 3講時 7月21日(水) 2講時 7月9日(金) 2講時 7月20日(火) 1講時

期間 前期集中 期間 期間 前期　火曜日　6講時（19：50～） 期間 前期　火曜日　2講時 期間

科目名 研究倫理学特論 科目名 脳科学特論 科目名 生活支援学特論 科目名 組織心理学特論 科目名 臨床心理学面接特論Ⅰ

配当回生 1回生 配当回生 1回生 配当回生 1回生 配当回生 1回生 配当回生 1回生

藤本　幸三 4月19日(月) 5・6講時 坂本　敏郎 村田　伸 4月13日(火) 6講時 石田　正浩 4月13日(火) 2講時 ジェイムス　朋子 4月8日(木) 4講時

5月10日(月) 5・6講時 久保山　一敏 白岩　加代子 4月20日(火) 6講時 4月20日(火) 2講時 4月15日(木) 4講時

5月24日(月) 5・6講時 兒玉　隆之 4月27日(火) 6講時 4月27日(火) 2講時 4月22日(木) 4講時

6月7日(月) 5講時 5月11日(火) 6講時 5月11日(火) 2講時 4月29日(木) 4講時

梶谷　佳子 7月9日(金) 5講時 5月18日(火) 6講時 5月18日(火) 2講時 5月13日(木) 4講時

8月2日(月) 5・6講時 5月25日(火) 6講時 5月25日(火) 2講時 5月20日(木) 4講時

8月3日(火) 5・6講時 6月1日(火) 6講時 6月1日(火) 2講時 5月27日(木) 4講時

8月4日(水) 5・6講時 6月8日(火) 6講時 6月8日(火) 2講時 6月3日(木) 4講時

6月15日(火) 6講時 6月15日(火) 2講時 6月10日(木) 4講時

6月22日(火) 6講時 6月22日(火) 2講時 6月17日(木) 4講時

6月29日(火) 6講時 6月29日(火) 2講時 6月24日(木) 4講時

7月6日(火) 6講時 7月6日(火) 2講時 7月1日(木) 4講時

7月13日(火) 6講時 7月13日(火) 2講時 7月8日(木) 4講時

7月20日(火) 6講時 7月20日(火) 2講時 7月15日(木) 4講時

期間 前期　火曜日　5講時（18：00～） 期間 前期　木曜日　5講時（18：00～） 期間 前期　木曜日　6講時（19：50～） 期間 前期　水曜日　1講時 期間 前期　金曜日　3・4講時　

科目名 健康科学研究法特論Ⅰ 科目名 健康心理学特論 科目名 運動機能学特論 科目名 産業・労働心理学特論 科目名 臨床心理査定演習Ⅰ・Ⅱ

配当回生 1回生 配当回生 1回生 配当回生 1回生 配当回生 1回生 配当回生 1回生

堀江　淳 4月13日(火) 5講時 4月8日(木) 5講時 横山　茂樹 4月8日(木) 6講時 中西　龍一 4月14日(水) 1講時 3・4講時

甲斐　義浩 4月20日(火) 5講時 4月15日(木) 5講時 崎田　正博 4月15日(木) 6講時 菅　佐和子 4月21日(水) 1講時 3・4講時

4月27日(火) 5講時 4月22日(木) 5講時 4月22日(木) 6講時 4月28日(水) 1講時 3・4講時

5月11日(火) 5講時 4月29日(木) 5講時 4月29日(木) 6講時 5月12日(水) 1講時 3・4講時

5月18日(火) 5講時 5月13日(木) 5講時 5月13日(木) 6講時 5月19日(水) 1講時 3・4講時

5月25日(火) 5講時 5月20日(木) 5講時 5月20日(木) 6講時 5月26日(水) 1講時 5月14日(金) 3・4講時

6月1日(火) 5講時 岸　太一 5月27日(木) 5講時 5月27日(木) 6講時 6月2日(水) 1講時 5月21日(金) 3・4講時

6月8日(火) 5講時 6月3日(木) 5講時 6月3日(木) 6講時 6月9日(水) 1講時 5月28日(金) 3・4講時

6月15日(火) 5講時 6月10日(木) 5講時 6月10日(木) 6講時 6月16日(水) 1講時 6月4日(金) 3・4講時

6月22日(火) 5講時 6月17日(木) 5講時 6月17日(木) 6講時 6月23日(水) 1講時 3・4講時

6月29日(火) 5講時 6月24日(木) 5講時 6月24日(木) 6講時 6月30日(水) 1講時 3・4講時

7月6日(火) 5講時 7月1日(木) 5講時 7月1日(木) 6講時 7月7日(水) 1講時 3・4講時

7月13日(火) 5講時 7月8日(木) 5講時 7月8日(木) 6講時 7月14日(水) 1講時 3・4講時

7月20日(火) 5講時 7月15日(木) 5講時 7月15日(木) 6講時 7月21日(水) 1講時 3・4講時

前期　 木曜日　4講時

学生時間割
表参照

田中　芳幸
（Ⅰ5回・Ⅱ5回）

菅野　信夫
（Ⅰ5回・Ⅱ5回）

岩知道　志郎
（Ⅰ4回・Ⅱ4回）

学生時間割
表参照

前期　水曜日
5講時（18：00～）・6講時（19：50～）

学生時間割
表参照

学生時間割
表参照

学生時間割
表参照

学生時間割
表参照

学生時間割
表参照

学生時間割
表参照

学生時間割
表参照

学生時間割
表参照

学生時間割
表参照

前期　月曜日
5講時（18：00～）・6講時（19：50～）

学生時間割
表参照

学生時間割
表参照

学生時間割
表参照

学生時間割
表参照

調整中

調整中



健康科学研究科（Ｍ）：前期
期間 前期　金曜日　5講時（18：00～） 期間 前期　金曜日　6講時（19：50～） 期間 前期　前期集中

科目名 救急医学特論 科目名 救急救護学特論 科目名 精神薬理学特論

配当回生 1回生 配当回生 1回生 配当回生 1回生

西本　泰久 4月9日(金) 5講時 西本　泰久 4月9日(金) 6講時 天ヶ瀬　紀久子

久保山一敏 4月16日(金) 5講時 平出　敦 4月16日(金) 6講時

4月23日(金) 5講時 西本　泰久 4月23日(金) 6講時

4月30日(金) 5講時 西本　泰久 4月30日(金) 6講時

5月7日(金) 5講時 西本　泰久 5月7日(金) 6講時

5月14日(金) 5講時 西本　泰久 5月14日(金) 6講時 期間 秋期集中

5月21日(金) 5講時 西本　泰久 5月21日(金) 6講時 科目名 認知心理学特論

5月28日(金) 5講時 西本　泰久 5月28日(金) 6講時 配当回生 1回生

6月4日(金) 5講時 西本　泰久 6月4日(金) 6講時 川上　正浩 9月6日(月) 2～4講時

6月11日(金) 5講時 西本　泰久 6月11日(金) 6講時 9月7日(火) 2～4講時

6月18日(金) 5講時 西本　泰久 6月18日(金) 6講時 9月8日(水) 2～4講時

6月25日(金) 5講時 平出　敦 6月25日(金) 6講時 9月10日(金) 2～4講時

7月2日(金) 5講時 平出　敦 7月2日(金) 6講時 9月11日(土) 2・3講時

7月16日(金) 5講時 平出　敦 7月9日(金) 6講時

期間

科目名 臨床心理基礎実習

配当回生 1回生

松下　幸治 4月12日(月) 1・2講時

4月19日(月) 1・2講時

4月26日(月) 1・2講時

5月10日(月) 1・2講時

5月17日(月) 1・2講時

5月24日(月) 1・2講時

5月31日(月) 1・2講時

6月7日(月) 1・2講時

6月14日(月) 1・2講時

6月21日(月) 1・2講時

6月28日(月) 1・2講時

7月5日(月) 1・2講時

7月12日(月) 1・2講時

7月19日(月) 1・2講時

学生時間割
表参照

学生時間割
表参照

学生時間割
表参照

学生時間割
表参照

学生時間割
表参照

通年 月曜日 1・2講時

調整中



健康科学研究科（Ｍ）：後期

期間 期間 後期　火曜日・金曜日　6講時（19：50～） 期間 後期　火曜日　6講時（19：50～） 期間 後期　木曜日　1講時 期間 後期　木曜日　4講時

科目名 健康科学特論Ⅱ 科目名 生活機能障害理学療法学特論Ⅱ 科目名 運動器障害理学療法学特論Ⅱ 科目名 学習・行動分析学特論 科目名 司法・犯罪心理学特論

配当回生 1回生 配当回生 1回生 配当回生 1回生 配当回生 1回生 配当回生 1回生

村田　伸 10月6日(水) 5・6講時 白岩　加代子 宮﨑　純弥 上北　朋子 9月30日(木) 1講時 ジェイムス　朋子 9月30日(木) 4講時

堀江　淳 10月20日(水) 5・6講時 崎田　正博 甲斐　義浩 10月7日(木) 1講時 10月7日(木) 4講時

関根　和弘 11月10日(水) 5・6講時 山野　薫 10月14日(木) 1講時 10月14日(木) 4講時

中西　龍一 11月24日(水) 5・6講時 10月21日(木) 1講時 10月21日(木) 4講時

田中　芳幸 12月1日（水) 5・6講時 10月28日(木) 1講時 10月28日(木) 4講時

白岩　加代子 12月8日(水) 5・6講時 11月4日(木) 1講時 11月4日(木) 4講時

12月22日(水) 5・6講時 11月11日(木) 1講時 11月11日(木) 4講時

11月18日(木) 1講時 11月18日(木) 4講時

11月25日(木) 1講時 11月25日(木) 4講時

12月2日(木) 1講時 12月2日(木) 4講時

12月9日(木) 1講時 12月9日(木) 4講時

12月16日(木) 1講時 12月16日(木) 4講時

12月23日(木) 1講時 12月23日(木) 4講時

1月13日(木) 1講時 1月13日(木) 4講時

期間 後期　金曜日　5講時（18：00～） 期間 後期　木曜日　6講時（19：50～）

科目名 健康科学研究法特論Ⅱ 科目名 発達障害特論 期間 後期　火曜日　5講時（18：00～） 期間 後期　月曜日　3講時 期間 通年（前期 火曜 1講時、後期 火曜 3講時）

配当回生 1回生 配当回生 1回生 科目名 脳機能障害理学療法学特論Ⅰ 科目名 社会心理学特論 科目名 臨床心理学特論

柴田　利男 9月24日(金) 5講時 大久保　千惠 9月30日(木) 6講時 配当回生 1回生 配当回生 1回生 配当回生 1回生

10月1日(金) 5講時 岸　太一 10月7日(木) 6講時 兒玉　隆之 永野　光朗 9月27日(月) 3講時 中西　龍一 9月21日(火) 3講時

10月8日(金) 5講時 10月14日(木) 6講時 中野　英樹 10月4日(月) 3講時 ジェイムス　朋子 9月28日(火) 3講時

10月15日(金) 5講時 10月21日(木) 6講時 10月11日(月) 3講時 10月5日(火) 3講時

10月22日(金) 5講時 10月28日(木) 6講時 10月18日(月) 3講時 10月12日(火) 3講時

10月29日(金) 5講時 11月4日(木) 6講時 10月25日(月) 3講時 10月19日(火) 3講時

11月5日(金) 5講時 11月11日(木) 6講時 11月1日(月) 3講時 10月26日(火) 3講時

11月12日(金) 5講時 11月18日(木) 6講時 11月8日(月) 3講時 11月2日(火) 3講時

11月19日(金) 5講時 11月25日(木) 6講時 11月15日(月) 3講時 11月9日(火) 3講時

11月26日(金) 5講時 12月2日(木) 6講時 11月22日(月) 3講時 11月16日(火) 3講時

12月3日(金) 5講時 12月9日(木) 6講時 11月29日(月) 3講時 11月23日(火) 3講時

12月10日(金) 5講時 12月16日(木) 6講時 12月6日(月) 3講時 11月30日(火) 3講時

12月17日(金) 5講時 12月23日(木) 6講時 12月13日(月) 3講時 12月7日(火) 3講時

1月7日(金) 5講時 1月13日(木) 6講時 12月20日(月) 3講時 12月14日(火) 3講時

1月17日(月) 3講時 12月21日(火) 3講時

期間 後期　火曜日　5講時（18：00～） 期間 後期　火曜日　5講時（18：00～） 期間

科目名 生活機能障害理学療法学特論Ⅰ 科目名 運動器障害理学療法学特論Ⅰ 科目名 脳機能障害理学療法学特論Ⅱ 期間 後期　火曜日　４講時 期間

配当回生 1回生 配当回生 1回生 配当回生 1回生 科目名 社会調査特別演習 科目名 臨床心理学面接特論Ⅱ

白岩　加代子 横山　茂樹 村田　伸 配当回生 1回生 配当回生 1回生

堀江　淳 安彦　鉄平 弓岡　光徳 前田　洋光 9月21日(火) 4講時 松下　幸治 9月22日(水) 1講時

9月28日(火) 4講時 9月29日(水) 1講時

10月5日(火) 4講時 10月6日(水) 1講時

10月12日(火) 4講時 10月13日(水) 1講時

10月19日(火) 4講時 10月20日(水) 1講時

10月26日(火) 4講時 10月27日(水) 1講時

11月2日(火) 4講時 11月3日(水) 1講時

11月9日(火) 4講時 11月10日(水) 1講時

11月16日(火) 4講時 11月17日(水) 1講時

11月23日(火) 4講時 11月24日(水) 1講時

11月30日(火) 4講時 12月1日（水) 1講時

12月7日(火) 4講時 12月8日(水) 1講時

12月14日(火) 4講時 12月15日(水) 1講時

12月21日(火) 4講時 12月22日(水) 1講時

後期　水曜日
5講時（18：00～）・6講時（19：50～）

学生時間割
表参照

学生時間割
表参照

後期　火曜日　6講時（19：50～）／
土曜日　集中

学生時間割
表参照

学生時間割
表参照

学生時間割
表参照

学生時間割
表参照

学生時間割
表参照

学生時間割
表参照

学生時間割
表参照

学生時間割
表参照

学生時間割
表参照

学生時間割
表参照

後期　水曜日 1講時

学生時間割
表参照

学生時間割
表参照

学生時間割
表参照

調整中

調整中調整中 調整中

調整中

調整中



健康科学研究科（Ｍ）：後期
期間 通年 月曜日 1・2講時 期間 後期　木曜日　2講時 期間

科目名 臨床心理基礎実習 科目名 グループアプローチ特論 科目名 救急救命システム特論

配当回生 2回生 配当回生 1回生 配当回生 1回生

中西　龍一 9月27日(月) 1・2講時 中西　龍一 9月30日(木) 2講時 関根　和弘

10月4日(月) 1・2講時 10月7日(木) 2講時 西本　泰久

10月11日(月) 1・2講時 10月14日(木) 2講時

10月18日(月) 1・2講時 10月21日(木) 2講時

10月25日(月) 1・2講時 10月28日(木) 2講時

11月1日(月) 1・2講時 11月4日(木) 2講時

11月8日(月) 1・2講時 11月11日(木) 2講時

11月15日(月) 1・2講時 11月18日(木) 2講時

11月22日(月) 1・2講時 11月25日(木) 2講時 期間 通年集中

11月29日(月) 1・2講時 12月2日(木) 2講時 科目名 臨床心理実習Ⅰ

12月6日(月) 1・2講時 12月9日(木) 2講時 配当回生 2回生

12月13日(月) 1・2講時 12月16日(木) 2講時

12月20日(月) 1・2講時 12月23日(木) 2講時 期間 通年集中

1月17日(月) 1・2講時 1月13日(木) 2講時 科目名 臨床心理実習Ⅱ

配当回生 2回生

期間 後期　木曜日　３講時 期間 後期　月曜日　6講時（19：50～） 期間 通年集中

科目名 分析心理学特論 科目名 救急救護学特論演習 科目名 健康科学特別研究Ⅰ

配当回生 1回生 配当回生 1回生 配当回生 1回生

松下　幸治 9月30日(木) 3講時 関根　和弘

10月7日(木) 3講時 久保山　一敏 期間 通年集中

10月14日(木) 3講時 科目名 健康科学特別研究Ⅱ

10月21日(木) 3講時 配当回生 2回生

10月28日(木) 3講時

11月4日(木) 3講時

11月11日(木) 3講時

11月18日(木) 3講時

11月25日(木) 3講時

12月2日(木) 3講時

12月9日(木) 3講時

12月16日(木) 3講時

12月23日(木) 3講時

1月13日(木) 3講時

期間 後期　水曜日　2講時 期間 後期　火曜日　6講時（19：50～）

科目名 思春期臨床心理学特論 科目名 災害・防災学特論

配当回生 1回生 配当回生 1回生

菅　佐和子 9月22日(水) 2講時 関根　和弘 9月21日(火) 6講時

9月29日(水) 2講時 久保山　一敏 9月28日(火) 6講時

10月6日(水) 2講時 10月5日(火) 6講時

10月13日(水) 2講時 10月12日(火) 6講時

10月20日(水) 2講時 10月19日(火) 6講時

10月27日(水) 2講時 10月26日(火) 6講時

11月3日(水) 2講時 11月2日(火) 6講時

11月10日(水) 2講時 11月9日(火) 6講時

11月17日(水) 2講時 11月16日(火) 6講時

11月24日(水) 2講時 11月23日(火) 6講時

12月1日（水) 2講時 11月30日(火) 6講時

12月8日(水) 2講時 12月7日(火) 6講時

12月15日(水) 2講時 12月14日(火) 6講時

12月22日(水) 2講時 12月21日(火) 6講時

学生時間割
表参照

学生時間割
表参照

学生時間割
表参照

学生時間割
表参照

学生時間割
表参照

学生時間割
表参照

学生時間割
表参照

後期　水曜日
5講時（18：00～）・6講時（19：50～）

調整中

調整中



2021年度 健康科学研究科 時間割（Ｄ）

期間 前期　火曜日　6講時（19：50～） 期間 前期　水曜日　6講時（19：50～） 期間 前期　木曜日　5講時（18：00～） 期間 期間

科目名 健康科学実践研究法特論 科目名 Scientific English 科目名 健康科学イノベーション特論 科目名 医療マネジメント特論 科目名 医学・健康教育特論

配当回生 1回生 配当回生 1回生 配当回生 1回生 配当回生 1回生 配当回生 1回生

坂本　敏郎 久保山　一敏 村田　伸 髙山　一夫 西本　泰久

岸　太一 田中　芳幸 堀江　淳 平尾　毅 岸　太一

中野　英樹 兒玉　隆之 西野　毅朗 田中　芳幸

期間 後期　月曜日　5講時（18：00～） 期間 後期　水曜日　6講時（19：50～） 期間 後期　水曜日　5講時（18：00～） 期間 後期　月曜日　5講時（18：00～）

科目名 生体機能学特論演習 科目名 健康回復支援科学特論演習Ａ 科目名 健康回復支援科学特論演習Ｃ 科目名 健康・生活支援科学特論演習Ｂ

配当回生 1回生 配当回生 1回生 配当回生 1回生 配当回生 1回生

崎田　正博 兒玉　隆之 菅野　信夫 岸　太一

池田　哲也 中野　英樹 柴田　利男 田中　芳幸

期間 後期　水曜日　5講時（18：00～） 期間 後期　木曜日　5講時（18：00～） 期間 後期　木曜日　5講時（18：00～） 期間

科目名 行動科学特論演習 科目名 健康回復支援科学特論演習Ｂ 科目名 健康・生活支援科学特論演習Ａ 科目名 健康・生活支援科学特論演習Ｃ

配当回生 1回生 配当回生 1回生 配当回生 1回生 配当回生 1回生

坂本　敏郎 宮﨑　純弥 堀江　淳 関根　和弘

上北　朋子 安彦　鉄平 白岩　加代子 西本　泰久

学生時間割
表参照

学生時間割
表参照

学生時間
割表参照

学生時間割
表参照

学生時間割
表参照

学生時間割
表参照

学生時間割
表参照

後期　集中

学生時間
割表参照

学生時間
割表参照

学生時間
割表参照

前期　水曜日　5講時（18：00～）

学生時間割
表参照

学生時間割
表参照

学生時間
割表参照

前期　月曜日　5講時（18：00～）
＊オンライン授業

調整中 調整中 調整中 調整中 調整中

調整中 調整中 調整中 調整中

調整中 調整中 調整中 調整中



 2021年度時間割訂正一覧

No 発生日 研究科 実践看護応用学演習Ⅱ（精神） 担当者 訂正前 訂正後
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61


