
前学期

　　　　　　　 富山大学

曜日 学年 8：45         　　Ⅰ 10:15 10：30　　 　　Ⅱ 　　　  　 12:00 13：00　　　 　 Ⅲ　　　　    14:30 14：45　　　    Ⅳ 16:15 16：30          Ⅴ  18：00 18：05    ⅤI 19:35

人文科学系 自然科学系 人文科学系 社会科学系

　　

地域看護学総論 （田村） 22 老年看護学総論 (新鞍　他) 22

人文科学系 社会科学系

成人臨床医学

疾病学　（金森　他）　10 

（4/24のみ） 精神看護論　（比嘉　他）　22

成人看護学総論 （八塚　他） 10 母性臨床医学（斎藤　他） 10

母性看護論（笹野　他）　10

a（木村）call

英語V ｂ(ムラー）103

c(水野）203

（5/17のみ）

医療学入門　（廣川  他） 　大講 看護学原論（西谷　他）11

母性看護学総論 （長谷川） 10 微生物学（吉井　他）10

成人看護論Ⅱ (安田　他) 22

　　　＊ 基礎看護学実習(2年次生)　　

※１年次生開講の詳細な授業科目は「教養教育授業時間割表」を参照

公衆衛生学（稲寺　他））10

看護方法論III（西谷　他）10

看護管理（西谷） 22　　 形態機能学演習（一條，金森）資料室

成人臨床医学（本間）10
（5/9のみ）

老年臨床医学（金森　他） 22
（6/13のみ）

形態機能学演習（一條，金森）解剖実習室 形態機能学演習（一條，金森）資料室

老年臨床医学（金森　他） 22

形態機能学（金森） 11　

社会科学系

自然科学系

総合科目系

人文科学系

金

1

教養教育科目（杉谷キャンパスで実施）

3 小児看護論（桶本　他）22

4 臨　　　　　　　地　　　　　　　実　　　　　　　習

2 和漢医薬学入門　(藤本　他)

101,102,大講義室（4限のみ）,201,202

形態機能学（藤内）11
（7/6のみ）

木

1

教養教育科目（杉谷キャンパスで実施） 教養教育科目（杉谷キャンパスで実施）

2 薬理学 (服部　他) 10

教養教育科目（杉谷キャンパスで実施）

3

ヘルスケアシステム論　(中林) 22 地域看護方法論Ⅰ（中林）  22

4 臨　　　　　　　地　　　　　　　実　　　　　　　習

初修外国語コミュニケーションI

水

1

2

3

看護と臨床心理（伊東)  22 　

東洋の知と看護（八塚）22

4 臨　　　　　　　地　　　　　　　実　　　　　　　習

(詳細な日程はシラバス確認）

3

地域看護方法論Ⅱ（田村，髙倉）22

4 臨　　　　　　　地　　　　　　　実　　　　　　　習

人文科学系

社会科学系

自然科学系

自然科学系

総合科目系

人文科学系

社会科学系

医療健康科学系

人文科学系

社会科学系

自然科学系

　　　（金森，八塚，安田　他）　10

平成３０年度授業時間割表

月

1

2 看護方法論Ⅱ　(坪田　他) 　看護実習室

3

　看護教育（八塚）  22

4 臨　　　　　　　地　　　　　　　実　　　　　　　習

英語リテラシーI-D・必修
（クラス指定）

英語リテラシーI-D・必修
（クラス指定）

人文科学系

社会科学系

自然科学系
社会科学系 総合科目系

初修外国語基礎I 人文科学系

社会科学系人文科学系

社会科学系

火

人文科学系

社会科学系

人文科学系

社会科学系

自然科学系

総合科目系

発展多言語演習I医療健康科学系

情報処理B・必修 情報（中）
（クラス指定）

情報処理B・必修 情報（中）
（クラス指定）

生命科学Ⅰ-C・必修　　203

健康・スポーツ（実技）（２種目）

英語コミュニケーションI-D・必修
（クラス指定）

英語コミュニケーションI-D・必修
（クラス指定）

1

2

医学部看護学科

総合科目系

初修外国語コミュニケーションI

自然科学系

総合科目系

自然科学系

初修外国語基礎I

医療健康科学系

自然科学系



後学期

富山大学

曜日 学年 8：45         　　Ⅰ 10:15 10：30　　 　　Ⅱ 　　　  　 12:00 13：00　　　 　 Ⅲ　　　　    14:30 14：45　　　    Ⅳ 16:15 16：30          Ⅴ  18：00 18：05    ⅤI 19:35

人文科学系 社会科学系

人文科学系 社会科学系 人文科学系 社会科学系 人文科学系 社会科学系 自然科学系 総合科目系

自然科学系 総合科目系 医療健康科学系 自然科学系 医療健康科学系 情報処理系

（桶本　他）10

看護英語 (長谷川) 22　 疫学 （新鞍）  22（10/15のみ） 

（編入生「英語Ⅵ」）

精神臨床医学（鈴木） 22 （詳細な日程はシラバス確認）

人文科学系 社会科学系

人文科学系 社会科学系 人文科学系 社会科学系 人文科学系 社会科学系 人文科学系 社会科学系

小児臨床医学 (足立)  10

感染看護　（吉井）  22　 精神看護論　（比嘉　他）　22

助産学ゼミナール（笹野　他） 22　

疫学 （山田）大講（1/22のみ） 疫学 （金森）大講（1/22のみ） 

人文科学系 社会科学系

成人看護論Ⅰ(梅村　他)　10

老年看護論（新鞍　他）　22

　

形態機能学（3ｗｋ）（金森，堀，笹野，梅村 他）11

教養教育科目（杉谷キャンパスで実施）　　生命科学Ⅱ実験（4ｗｋ）・必修

形態機能学（8ｗｋ）（金森，堀，笹野，梅村 他）11

母性看護論 （笹野　他）　10 

地域看護方法論Ⅰ(中林)　 22　

      

（H29入学生再履修者、編入生）

成人看護論Ⅲ（八塚　他）  22

　　　＊ 総　合　実　習（4年次生）　

※１年次生開講の詳細な授業科目は「教養教育授業時間割表」を参照

疫学（成瀬，寺西）22
（11月のみ）

疫学（関根）大講（1/11のみ） 疫学（関根）大講（1/11のみ）

生命倫理学（宮島）22 小児看護論 （桶本　他）22

自然科学系 理系基盤教育系

自然科学系

情報処理系

総合科目系

4 　　　　　　看　　　　　　　護　　　　　　　研　　　　　　　究

金

1 看護方法論Ⅰ（西谷　他） 看護実習室

2  行動科学(堀)  11

3

木

1 看護対象論（西谷　他）  11

4

微生物学 （吉井　他）  10

成人臨床医学
（金森，八塚，安田　他）10

3

看護研究入門（田中・比嘉）22

在宅看護論（髙倉，田村) 22 

2

ヘルスケアシステム論 (中林) 22

水

1

2

3

4 　　　　　　看　　　　　　　護　　　　　　　研　　　　　　　究

老年看護論(新鞍　他)　 22

精神看護学総論（比嘉　他）10

自然科学系

医療健康科学系

総合科目

成人臨床医学（酒巻）10
（12/5，12/12のみ）

疫学（関根）大講（1/16のみ） 疫学（関根）大講（1/16のみ）

人文科学系

社会科学系

3 地域看護方法論Ⅱ

最先端医療と看護（梅村 他）  10  （田村，髙倉）22

4 　　　　　　看　　　　　　　護　　　　　　　研　　　　　　　究

火

1

2

月

1

2

3

4 　　　　　　看　　　　　　　護　　　　　　　研　　　　　　　究

疫学（山上，金森）22
（1/7のみ）

保健体育系講義

初修外国語コミュニケーションII

医療健康科学系自然科学系

助産概論 （松井　他）  22 　 疫学 (折笠，金森) 22

平成３０年度授業時間割表

小児看護学総論 社会福祉学（宮嶋　他） 10　

社会科学系

英語コミュニケーションII-D・必修
（クラス指定）

英語コミュニケーションII-D・必修
（クラス指定）

自然科学系 保健体育系講義 総合科目系

初修外国語コミュニケーションII

自然科学系

総合科目系

発展多言語演習II

成人臨床医学
（金森，八塚，安田　他）10

医学部看護学科

英語リテラシーII-D・必修
（クラス指定）

英語リテラシーII-D・必修
（クラス指定）

自然科学系 保健体育系講義
保健体育系講義

初修外国語基礎II

生命科学II-C講義・必修

理系基盤教育系 理系基盤教育系


	時間割（案） (一般学生)

