
令和２年度　【前期】　授業時間割表（看護学部）

年次 授業科目名 教室等 教員 年次 授業科目名 教室等 教員 年次 授業科目名 教室等 教員 年次 授業科目名 教室等 教員 年次 授業科目名 教室等 教員

1 基礎教養入門Ⅰ 看）101講 工藤(真）他 2 英語実践演習Ⅲ 1 英語実践演習Ⅰ 1 英語基礎演習Ⅰ 2 中国語Ⅰ 共)208 劉

（5/18のみ） 再 英語表現Ⅲ 1 情報リテラシー ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演1 ⑦富澤 再 英語表現Ⅰ 韓国語Ⅰ 共)302 姜

1 看護学序論 看)102・3講 高橋（有） 3 感染看護論 看)101講 井上 （⑦、⑧） ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演2 ⑧大堀 1 情報リテラシー ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演1 ⑨西岡 ドイツ語Ⅰ 共)207 リヒタ

編3 （5/25以降） （初回5/19） 2 臨床病態治療学Ⅰ 講堂 高橋(和) 再編 （⑨） フランス語Ⅰ 語学室2 熊本

2 臨床病態治療学Ⅰ 共)201講 高橋(和) 4 リエゾン精神看護論 看)101講 樋口 （5/20，27 2 国際看護論演習 看)201講 ｱﾝｶﾞﾎｯﾌｧ ロシア語Ⅰ 語学室3 黒岩

（7/14, 21, 28, 8/4）   6/3, 10，17，24，7/1，8 ) 3 （5/21, 28, 6/4, 11 松川 スペイン語Ⅰ 語学室4 三宅

4 卒業研究 4 助産学概論 共C)講 福島　他 2 成人臨床看護論Ⅰ 講堂 内海 　6/18, 25, 7/2, 9, 16, 30 1 保健統計学 井上

8:50 (助・教以外) （7/28,  8/11） (7/22，29，8/5，19，26） 　8/6, 20） 編3
4 在宅ケア論Ⅱ 看)102講 工藤(朋) 4 助産学診断技術学ⅢⅣⅤ 共C)講 ｱﾝｶﾞﾎｯﾌｧ 3 在宅ケア論Ⅰ 看)102講 工藤(朋) 4 リエゾン精神看護論 看)101講 樋口 3 成人臨床看護論Ⅳ 看)102講 及川

～ （7/13) 看)103講 藤田(非) （7/14, 21, 8/4, 18) 谷地　他 （5/20, 27, 6/3, 10, 17, 24 看)103講 蘇武 （7/16, 30） 看)103講 高屋敷

4 助産学概論 共C)講 福島　他   7/1, 8, 15, 22, 29，8/5， 4 地域看護活動論Ⅱ (5/7) 遠隔授業 蘇武 4 リエゾン精神看護論 看)101講 樋口

10:20 （7/20, 27)   8/19， 8/26 ） 4 助産学概論 (5/7) 共C)講 福島　他 　（7/17）

4 助産学診断技術学Ⅴ 共C)講 ｱﾝｶﾞﾎｯﾌｧ 4 助産診断技術学ⅡⅢⅤ 共C)講 ｱﾝｶﾞﾎｯﾌｧ 4 助産診断技術学Ⅱ 共C)講 ｱﾝｶﾞﾎｯﾌｧ 4 地域看護活動論Ⅱ (5/8) 遠隔授業 蘇武

（8/3, 17) 谷地　他 （7/15, 22, 29, 8/5,12,19) 谷地　他 （7/16, 30, 8/6） 谷地　他 4 助産学概論 共C)講 福島　他

4 保健科教育法Ⅱ 共)308 大久保 4 保健科教育法Ⅱ 共)308 大久保 （5/8)

（7/20） （7/22） 4 保健科教育法Ⅱ 共)308 大久保

（5/8）

1 英語実践演習Ⅰ 1 英語実践演習Ⅰ 1・2 健康科学 共）201 高橋 1・2 健康科学 共）305 高橋

1 情報リテラシー ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演1 ①大堀 1 情報リテラシー ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演1 ③蔡 千田 千田

（①、②） ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演2 ②佐藤(永) （③、④） ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演2 ④片町 三浦 三浦

1・2 体育実技 体育施設 岩本 1・2 体育実技 体育施設 井上 体育実技 体育施設 岩本

共）106 体育実技 体育施設 岩本

2 地域看護学概論 看)201講 佐藤（公） 2 健康管理論 看)102講 松川 2 中国語Ⅰ 共)208 劉 共）109 井上

編3 （5/18, 25, 6/1, 8, 15, 22, (6/22, 29, 工藤（朋） 編3 （5/19, 26, 6/2, 9, 看)103講 韓国語Ⅰ 共)302 姜

10:30   6/29, 7/6, 13, 20, 27, 7/6のみ 6/16, 23) ドイツ語Ⅰ 共)207 リヒタ

  8/3，17，24 ) 看)102講 2 公衆衛生学 看)102講 佐藤（公） フランス語Ⅰ 語学室2 熊本 2 教育課程論 共)204 畠山

～ 看)103講） 編3 （7/7, 14, 21, 28) 看)103講 ロシア語Ⅰ 語学室3 黒岩 看ソ

3 母性臨床看護論Ⅰ 共)201講 金谷 2 地域看護学概論 看)102講 佐藤（公） スペイン語Ⅰ 語学室4 三宅 3 小児臨床看護論Ⅱ 看)102講 白畑

12:00 木地谷　他 編3 （8/4) 看)103講 工藤（朋） 3 在宅ケア論Ⅰ 看)102講 工藤(朋) 看)103講 原 3 褥瘡ケア論 看)102講 武田（非）

4 看護教育論 看)102講 工藤(真) 2 成人臨床看護論Ⅰ（6/30） 看)102・3講 内海 (7/22) 看)103講 蘇武 4 看護教育論 看)201講 工藤(真) （7/10） 看)103講 三浦

　(7/13，20，27, 8/3） 看)103講 3 学校看護学 看)※ 大久保 実習室1他 （7/16，30, 8/6）

4 助産診断技術学Ⅴ 共C)講 ｱﾝｶﾞﾎｯﾌｧ （5/19，26，6/2，9，16， 3 地域看護システム論Ⅰ 看)102講 松川 4 助産学概論 共C)講 福島　他 4 地域看護活動論Ⅱ 遠隔授業 蘇武

（8/17） 谷地　他 6/23，30，7/7，14，28， 編3 （5/20, 27, 6/3, 10 看)103講 蘇武 （5/7) （5/8）

8/4，11，18，25，9/1) 　6/17，24, 7/1，8） 4 保健科教育法Ⅱ 共)308 大久保 4 地域看護システム論Ⅱ 看)102講 松川

4 看護政策論 看)101講 伊藤 4 地域看護システム論Ⅱ 看)102講 松川 （7/30） （7/17, 31, 8/7） 看)103講

（7/14，21，28， 松川 （ 7/15, 22, 29 ) 看)103講 4 助産学概論 共C)講 福島　他

　8/4，18，25，9/1) 遠藤 4 助産診断技術学ⅢⅤ 共C)講 ｱﾝｶﾞﾎｯﾌｧ 4 事前事後指導! 看）※ 大久保 （5/8)

4 助産学概論 共C)講 福島　他 （7/15，22，29 谷地　他 （9/24） 4 保健科教育法Ⅱ 共)308 大久保

（8/11)  8/5, 12, 19） 4 地域看護活動論Ⅱ 遠隔授業 蘇武 （5/8）

4 助産診断技術学ⅢⅣⅤ 共C)講 ｱﾝｶﾞﾎｯﾌｧ 4 教育実習Ⅰ 共）107 畠山、和山 （5/7） 4 事前事後指導 看）※ 大久保

（7/14, 21, 28, 8/4, 18) 谷地　他 別紙参照 大久保 （7/31，9/18，25）

4 保健科教育法Ⅱ 共)308 大久保 4 保健科教育法Ⅱ 共)308 大久保

（7/21） （7/22,29）

1 大学で学ぶ・大学を学ぶ 講堂 渡部 基礎教養入門Ⅰ 看）101講 工藤(真）他 2 英語実践演習Ⅲ 別紙参照 1 形態機能学Ⅰ 看)201講 三浦

3 特別活動論 共)106 和山 5/27以降 看）102講 再 英語表現Ⅲ （7/31） 似鳥（非）

看政 看）103講 3 教育方法論 共)106 畠山 2 公衆衛生学 看)102講 佐藤（公）

2 成人看護学概論 共)301講 内海 看ソ政 編3 （5/22，29, 6/12, 7/3, 10) 看)103講

（5/18，25，6/1，8，15 1 人間関係論 看)102講 伊藤 2 看護援助技術論Ⅱ 看)102/103講 高橋(有)

　6/22，29） 2 精神看護学概論 看)102講 樋口 1 看護学序論 看)101講 高橋（有） （5/21,  28,   6/4,  11, 看)103講 （6/19, 7/17） 実習室1,2 井上

13:00 成人臨床看護論Ⅰ 共)301講 内海 （5/19，26，6/2，9，16 看)103講 編3 （5/20のみ）  6/18,  7/2，9，16) 看）101,201 三浦,鈴木

（7/6，13，20，27， 　6/23, 9/1) 2 薬理代謝学 看)101講 武田（非）他 4 看護教育カリキュラム論 工藤(真) 2 成人臨床看護論Ⅰ 共)301講 内海

～ 　8/3，17） 小児看護学概論 看)102講 白畑 （5/20,  27, 6/17，24 三浦 （7/30，8/6) （7/31，8/7，12，21）

14:30 4 在宅ケア論Ⅱ 看)102講 工藤(朋) （6/30, 7/7，14，21，28， 看)103講   7/15，22，8/5，19） 4 看護情報管理論 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演2 遠藤 3 母性臨床看護論Ⅱ 共)101講 金谷,

 (7/13，20，27） 看)103講 藤田(非) 　8/4，18，25) 2 公衆衛生学 看)201講 佐藤（公） （7/16,  30，8/6，11，20 ) （7/10除く） 木地谷　他

編3 （7/8）   3 褥瘡ケア論 共)101講 武田（非）

4 助産診断技術学Ⅴ 共C)講 ｱﾝｶﾞﾎｯﾌｧ 3 老年臨床看護論Ⅱ 看)201講 千田,小嶋 3 特別活動論 （非） 4 助産診断技術学Ⅴ 共C)講 ｱﾝｶﾞﾎｯﾌｧ （7/10） 三浦

（8/3,17） 谷地　他 渡辺,原(非) （5/7, 7/16, 30, 8/6) 谷地　他 4 看護情報管理論 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 遠藤

4 在宅ケア論Ⅱ 看)101講 工藤(朋) 3 保健科教育法Ⅰ 共)308 大久保 4 保健科教育法Ⅱ 共)203 大久保 （7/17，31，8/7） 演2

（7/21） 藤田(非) (8/5) （7/30 ） 4 地域看護システム論Ⅱ 遠隔授業 松川

4 地域看護活動論Ⅱ 看）101講 蘇武 4 地域看護システム論Ⅱ 看)201講 松川 4 事前事後指導 看）※ 大久保 （5/8）

（7/14, 28, 8/4) （7/15） （5/7, 7/16，9/24） 4 助産診断技術学Ⅱ 共C)講 ｱﾝｶﾞﾎｯﾌｧ

4 助産学概論 共C)講 福島　他 4 地域看護活動論Ⅱ 看)201講 蘇武 4 地域看護システム論Ⅱ 遠隔授業 松川 （5/8） 谷地　他

（7/14） （7/22） （5/7） 4 保健科教育法Ⅱ 共)308 大久保

4 助産診断技術学ⅡⅣⅤ 共C)講 ｱﾝｶﾞﾎｯﾌｧ 4 助産診断技術学ⅡⅣⅤ 共C)講 アンガホッファ (5/8 ）

（7/28, 8/4, 11) 谷地　他 （7/15, 22, 29, 8/5, 12) 谷地　他 4 教育実習Ⅰ 共）107 畠山、和山

4 保健科教育法Ⅱ 共)308 大久保 4 教育実習Ⅰ 共）107 畠山、和山 別紙参照 大久保

（7/28） （7/29 ) 大久保 4 事前事後指導 看）※ 大久保

4 事前事後指導 看）※ 大久保 4 保健科教育法Ⅱ 共)308 大久保 （7/31，9/18，25）

（7/14   8/4) （7/22,29）

2 英語実践演習Ⅲ 1 英語実践演習Ⅰ 1 食品栄養学 看)101講 千葉(俊) 1 形態機能学Ⅰ 看)201講 三浦 1 生化学 看)101講 川崎(非)

再 英語表現Ⅲ 1 情報リテラシー ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演1 ⑤齊藤 （5/20, 27，6/3，10 似鳥（非）

1 形態機能学Ⅰ 高橋(和) （⑤、⑥） ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演2 ⑥佐藤(永)   6/17, 24，7/1，8) 2 小児発達看護論 看)101講 白畑 2 看護援助技術論Ⅱ 看)102講 高橋(有)

1・2 体育実技 体育施設 岩本 1 看護援助技術論Ⅰ 看)101講 鈴木 (7/16 以降 原 (5/22, 29 看)103講 井上

3 成人生活ケア論 看)102講 内海,細川 （8/26） 実習室1,2 高橋(有) 看)102講  6/5, 12, 19, 26, 7/17, 31 実習室1,2 三浦,鈴木

看)103講 及川,高屋敷 3・4 中国語Ⅲ 共)208 劉 井上,三浦 看)103講)  8/7，12，21）

実習室1,2 韓国語Ⅲ 共)302 姜 2 薬理代謝学 看)201講 武田（非）他 3 地域看護活動論Ⅰ 看)102講 蘇武 2 公衆衛生学 看)102講 佐藤（公）

14:40 ドイツ語Ⅲ 共)207 リヒタ （5/20,  27, 6/17，24 三浦 編3 （5/21, 28, 6/4 看)103講 編3 （7/3, 10 ） 看)103講

老年生活ケア論 看)102講 千田 フランス語Ⅲ 研究室 熊本   7/15, 22，8/5）  6/11，18，25，7/2，9) 3 母性臨床看護論Ⅱ 共)101講 金谷,

～ 看)103講 小嶋,渡辺 ロシア語Ⅲ 研究室 黒岩 2 看護相談技術論 看)102講 鈴木,高橋(有) 3 学校健康相談活動 看)※ 大久保 木地谷　他

実習室1・2 スペイン語Ⅲ 語学室4 三宅 （6/3, 10，7/1） 看)103講 井上 （8/6） 4 地域看護システム論Ⅱ 遠隔授業 松川

2 教職概論 共)106 和山 　 看）201講 遠藤,三浦 4 看護教育カリキュラム論 工藤(真) （ 5/8 )

16:10 4 在宅ケア論Ⅱ 看)101講 工藤(朋) ソ （教師論) 2 公衆衛生学 看)201講 佐藤（公） （7/30，8/6，8/11，20） 4 助産診断技術学Ⅱ 共C)講 ｱﾝｶﾞﾎｯﾌｧ

（7/20） 藤田(非) 3 編3 （7/8） 4 助産診断技術学ⅡⅣⅤ 共C)講 ｱﾝｶﾞﾎｯﾌｧ （5/8） 谷地　他

4 助産学概論 共C)講 福島　他 看 2 健康管理論 看)102講 松川 （ 5/7, 7/16, 30, 8/6) 谷地　他 4 保健科教育法Ⅱ 共)308 大久保

(7/27) 3 学校健康相談活動 看)※ 大久保 編3 （7/29） 看)103講 (5/8 ）

4 助産診断技術学Ⅴ 共C)講 ｱﾝｶﾞﾎｯﾌｧ 3 保健科教育法Ⅰ 共)308 大久保 4 事前事後指導 看）※ 大久保 4 教育実習Ⅰ 共）107 畠山、和山

(7/13, 8/3, 17) 谷地　他 （5/27，6/3，10，24， （5/7，7/16，30,9/24 ) 別紙参照 大久保

4 事前事後指導 看）※ 大久保 4 在宅ケア論Ⅱ 看)102講 工藤(朋)  7/29，8/5） 4 地域看護システム論Ⅱ 遠隔授業 松川 4 事前事後指導 看）※ 大久保

（7/13，8/3) （7/21） 看)103講 藤田(非) 3 学校健康相談活動 看）※ 大久保 （5/7） （7/31，9/18，25）

4 保健科教育法Ⅱ 共)308 大久保 4 地域看護活動論Ⅱ 看）101講 蘇武 （ 7/1，7/8，7/22，

（7/27） （7/14,  28,  8/4) 　8/12，20)

4 助産診断技術学Ⅴ 共C)講 ｱﾝｶﾞﾎｯﾌｧ 4 助産診断技術学ⅡⅢ 共C)講 アンガホッファ

(7/14, 28，8/4, 11, 18 ) 谷地　他 （7/15, 22, 29, 8/5 谷地　他

4 保健科教育法Ⅱ 共)308 大久保 8/12,19）

（7/28） 4 教育実習Ⅰ 共）107 畠山、和山

4 事前事後指導 看）※ 大久保 （４/29 )

（7/14   8/4)

2 看護基礎理論Ⅱ 看)101・201講 高橋（有） 2 中国語Ⅰ 共)208 劉 1 英語基礎演習Ⅰ 1 形態機能学Ⅰ 看)201講 三浦 2 看護援助技術論Ⅱ 看)102講 高橋(有)

看)101演 井上、三浦 韓国語Ⅰ 共)302 姜 再 英語表現Ⅰ 似鳥(非) (5/22, 29, 6/5, 12, 19, 26 看)103講 井上

～106演 鈴木 ドイツ語Ⅰ 共)207 リヒタ 1 看護援助技術論Ⅰ 看)102・3講 鈴木，高橋(有) 2 道徳教育論 看）※ 畠山  7/3, 17, 31, 8/7, 12, 21） 実習室1,2 三浦,鈴木

3 成人生活ケア論 看)102講 内海,細川 フランス語Ⅰ 語学室2 熊本 （8/26） 実習室1,2 井上,三浦 （4/23，5/7，21，6/4，18 2 公衆衛生学 看)102講 佐藤（公）

看)103講 及川,高屋敷 ロシア語Ⅰ 語学室3 黒岩 2 看護相談技術論 看)102・3講 鈴木,高橋(有)  　7/2，16，30，8/6，20） 編3 (7/10) 看)103講

実習室1,2 スペイン語Ⅰ 語学室4 三宅 (6/3, 10，24，7/1，8， 看）201講 井上 3 精神臨床看護論Ⅱ 共)201講 樋口 3 母性臨床看護論Ⅱ 共)101講 金谷,

体育館 3 学校健康相談活動 看)※ 大久保  7/15，22，8/5, 19) 遠藤,三浦 佐藤 （7/10） 木地谷　他

16:20 老年生活ケア論 看）102講 千田 （8/11） 2 健康管理論 看)102講 松川 3 学校健康相談活動 看)※ 大久保 4 助産診断技術学Ⅴ 共C)講 ｱﾝｶﾞﾎｯﾌｧ

看)103講 小嶋,渡辺 4 卒業研究 編3 (7/29) 看)103講 （8/6） （5/8） 谷地　他

～ 実習室1・2 (保助教以外) 3 褥瘡ケア論 看)101講 武田（非） 4 看護教育カリキュラム論 工藤(真) 4 保健科教育法Ⅱ 共)308 大久保

三浦 （7/16） （5/8,）

17:50 4 地域看護活動論Ⅱ 看）※ 蘇武 4 地域看護活動論Ⅱ 看）101講 蘇武 3 学校健康相談活動 看）※ 大久保 4 助産診断技術学Ⅱ 共C)講 アンガホッファ 4 教育実習Ⅰ 共）107 畠山、和山

（7/20） （7/21） （8/12，19) ( 5/7, 7/30，8/6) 谷地　他 別紙参照 大久保

4 助産診断技術学ⅣⅤ 共C)講 ｱﾝｶﾞﾎｯﾌｧ 4 助産診断技術学ⅢⅤ 共C)講 ｱﾝｶﾞﾎｯﾌｧ 3 保健科教育法Ⅰ 共)308 大久保 4 助産学実習Ⅰオリ 共C)講 アンガホッファ 4 事前事後指導 看）※ 大久保

(7/13, 20, 27, 8/3,17) 谷地　他 (7/14, 21, 28, 8/4, 11, 18 ) 谷地　他 （7/22） ( 7/29) 谷地　他 （7/31，9/18，25）

4 保健科教育法Ⅱ 共)308 大久保 4 保健科教育法Ⅱ 共)308 大久保 3 学校看護学 看)※ 大久保 4 保健科教育法Ⅱ 共)203 大久保

（7/20,27） （7/21,28） （8/26） （7/30  ）

4 事前事後指導 看）※ 大久保 4 事前事後指導 看）※ 大久保 4 助産診断技術学ⅡⅤ 共C)講 アンガホッファ 4 事前事後指導 看）※ 大久保

（7/13，8/3  ) （7/14   8/4) （7/15, 22, 29, 谷地　他 （5/7，7/16，9/24 )

8/5, 12, 19）

4 保健科教育法Ⅱ 共)308 大久保

（7/22）

4 教育実習Ⅰ 共）107 畠山、和山

別紙参照 大久保

共B)
システム実2

2020/6/17

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

看護教育管
理実習室

4

別紙参照

1

別紙参照
別紙参照

別紙参照

別紙参照

（日程は、初回5/18の老年
生活ケア論で提示）

（7/13のみ看)101講）

共)B 協働学
修室

教養科目 別紙参照

3
教養科目 別紙参照

1

2

別紙参照 別紙参照

教養科目 別紙参照

5

別紙参照

（日程は、初回5/18の老年
生活ケア論で提示）

（日程は、初回5/18の老年
生活ケア論で提示）

（日程は、初回5/18の老年
生活ケア論で提示） 看護教育管

理実習室（5/20,  27,   6/17，24，8/5）

※裏面：集中講義・実習等・保健師・助産師・看護師国家試験受験対策スケジュール

看護教育管
理実習室



令和２年度　【前期】　授業時間割表（看護学部）つづき　　集中講義・実習等

集中講義
・実習 2 英語基礎演習Ⅲ 1～4 吉木 1・2

渡部
工藤(真)
泉(啓)
西岡
平井

2～4

渡部
工藤(真)
泉(啓)
西岡
平井

1～4 高瀬

2 2 3 4 4

3 4 3 4 4

3 4

4

いわて創造学習Ⅰ（通年）
【講義日程は別途指示】

いわて創造学習Ⅱ（通年）
【講義日程は別途指示】

キャリア地域学習（通年）
【講義日程は別途指示】

2020/6/17

集中講義
・実習

基礎看護学実習Ⅱオリエンテーション(8/3 5時限)
実習前演習 (8/17・24 5時限，8/28 3〜5時限)
実習期間（1班　8/31-9/8、2班　9/9-9/17）
まとめ発表会　(日程調整中)

※　調整中： 「英語基礎演習Ⅲ」試験
地域看護学実習Ⅱ事前演習
（ 9/23　1～5時限）看）201講

助産学実習Ⅰオリエンテーション
　継続実習　7/29　1時限　共C)講
　　　　　　7/29　3 ～5 時限　各実習施設
　地域母子保健実習・NICU実習
　　　　　　8/11　3時限　共C)講

地域看護学実習Ⅰ集中講義(全員)
（9/25　1～4時限)　看）102・103講

看護学総合実習
(　6/22　～　7/10　)

地域看護学実習Ⅱオリエンテーション
（ 9/17　10時〜11時）　看）201講

助産学実習Ⅰ
　継続実習：7/31～9/25
　NICU実習：8/24, 8/25, 8/26
　地域母子保健実習：8/31～9/18

教室等  看)※=精神・学校保健看護実習室
青字：時間数外コマ分、赤字・下線：曜日振替

教育実習Ⅱ
(8月～9月)

老年看護学実習事前演習
(B・Cグループ) 9月実習前
(D・Eグループ)11月第2週

地域看護学実習Ⅲ
・8/18(火)～9/9(水)12名
・9/1(火)～9/15(火)8名

母性・小児・成人・老年・精神看護学実習，地域看
護学実習Ⅰ(5月～6月)

養護実習オリエンテーション
（ 8/3,9/23,24　）

別紙参照
いわて学Ａ(旧ｶﾘ:ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄA)
【講義日程は別途指示】

凡例：共通講義棟＝共）、 語学学習室＝語学室、 コンピュータ演習室＝コンピュータ演、 ○○学部棟○講義室＝福）○講、 ○○学部棟○演習室＝福）○演 教室等の赤字：変更内容

月 日 曜日 時間 内容

2 27 木 10：00-12：30 看護師国試ガイダンス（対象3年生）※中止

4 30 木 8：50-10：20 看護師国試　WEBガイダンス

7 18 土
9：00-17：30

（模試のみは15：00まで）
看護師国試模試第1回

7 23 木・祝 10：00-16：00 看護師夏期講座①

7 24 金・祝 10：00-16：00 看護師夏期講座②

7 25 土 10：00-16：00 看護師夏期講座③

7 26 日 10：00-16：00 看護師夏期講座④

8 13：00-16：00 助産師国試模試第1回

9 17 木 9：30-12：00 看護必修問題模試

11 6 金 9：00-12：00 保健師国試模試第1回

11 14 土
9：00-17：30

（模試のみは15：00まで）
看護師国試模試第2回

11 9 月 10：00-16：00 保健師対策講座

11 10 火 10：00-16：00 保健師対策講座

11 11 水 10：00-16：00 保健師対策講座

12 10 木 9：00-12：00 助産師国試模試第2回

12 23 水 10：00-16：00
国家試験直前ガイダンス(無料）

看護師冬期講座①

12 24 木 10：00-16：00 看護師冬期講座②

12 25 金 10：00-16：00 看護師冬期講座③

12 26 土
9：00－17：00

（予定、後日正式時間を連
絡）

看護師国試模試第3回

12 27 日 10：00-16：00
看護師国試模試第3回

解説講座①

12 28 月 10：00-16：00
看護師国試模試第3回

解説講座②

1 8 金 9：00-12：00 保健師国試模試第2回

1 8 金 9：00-12：00 助産師国試模試第3回

2 22 月
看護師国試自己採点

（Web入力）

令和2年度　保健師・助産師・看護師　国家試験受験対策　スケジュール　　（20200508現在）

下旬 


