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時 間 割 一 覧 表

履修年度： 2018年度 講義コード順

時間割期 曜 日 講 義 名 称 キャンパス 教 室 メ モ時 限 隔 週 担 当 教 員

２学期 土曜日 ３時限 7200110001看護倫理 武蔵野 ◎荻野　雅/小西　達也 ◎武蔵野６５０２

２学期 土曜日 ４時限 7200110001看護倫理 武蔵野 ◎荻野　雅/小西　達也 ◎武蔵野６５０２

１学期 土曜日 ３時限 7200110002看護研究 武蔵野 ◎坂上　明子/関森　みゆき/三次　真理 ◎武蔵野６５０２

１学期 土曜日 ４時限 7200110002看護研究 武蔵野 ◎坂上　明子/関森　みゆき/三次　真理 ◎武蔵野６５０２

２学期 土曜日 １時限 7200110003看護理論 武蔵野 ◎小野　恵子 ◎武蔵野６５０２

２学期 土曜日 ２時限 7200110003看護理論 武蔵野 ◎小野　恵子 ◎武蔵野６５０２

３学期 土曜日 １時限 7200110004看護教育 武蔵野 ◎香春　知永 ◎武蔵野６５０２

３学期 土曜日 ２時限 7200110004看護教育 武蔵野 ◎香春　知永 ◎武蔵野６５０２

４学期 土曜日 ３時限 7200110005看護政策 武蔵野 ◎酒井　美絵子/志賀　由美 ◎武蔵野６５０２

４学期 土曜日 ４時限 7200110005看護政策 武蔵野 ◎酒井　美絵子/志賀　由美 ◎武蔵野６５０２

前期不定期 その他 不定期 7200110006応用統計学 武蔵野 ◎松村　康弘 ◎武蔵野６５０２

３学期 土曜日 ３時限 7200110007コンサルテーション論 武蔵野 ◎近藤　まゆみ/荻野　雅/小迫　冨美恵 ◎武蔵野６５０４

３学期 土曜日 ４時限 7200110007コンサルテーション論 武蔵野 ◎近藤　まゆみ/荻野　雅/小迫　冨美恵 ◎武蔵野６５０４

１学期 水曜日 ４時限 7200110008母子看護学特論Ⅰ 武蔵野 ◎坂上　明子 ◎武蔵野６５０２

１学期 水曜日 ５時限 7200110008母子看護学特論Ⅰ 武蔵野 ◎坂上　明子 ◎武蔵野６５０２

１学期 水曜日 ６時限 7200110009母子看護学特論Ⅰ 武蔵野 ◎坂上　明子 ◎武蔵野６５０２

１学期 金曜日 ６時限 7200110009母子看護学特論Ⅰ 武蔵野 ◎坂上　明子 ◎武蔵野６５０２

２学期 水曜日 ４時限 7200110010母子看護学特論Ⅱ 武蔵野 ◎坂上　明子 ◎武蔵野６５０２

２学期 水曜日 ５時限 7200110010母子看護学特論Ⅱ 武蔵野 ◎坂上　明子 ◎武蔵野６５０２

２学期 火曜日 ６時限 7200110011母子看護学特論Ⅱ 武蔵野 ◎坂上　明子 ◎武蔵野６５０２

２学期 水曜日 ６時限 7200110011母子看護学特論Ⅱ 武蔵野 ◎坂上　明子 ◎武蔵野６５０２

後期 水曜日 ６時限 7200110012母子看護学演習Ⅰ 武蔵野 ◎坂上　明子 ◎武蔵野６４０１

後期 水曜日 ７時限 7200110012母子看護学演習Ⅰ 武蔵野 ◎坂上　明子 ◎武蔵野６４０１

後期 水曜日 ４時限 7200110013母子看護学演習Ⅰ 武蔵野 ◎坂上　明子 ◎武蔵野６４０１

後期 水曜日 ５時限 7200110013母子看護学演習Ⅰ 武蔵野 ◎坂上　明子 ◎武蔵野６４０１

後期 木曜日 ４時限 7200110014母子看護学演習Ⅱ 武蔵野 ◎坂上　明子 ◎武蔵野６５０５

後期 木曜日 ５時限 7200110014母子看護学演習Ⅱ 武蔵野 ◎坂上　明子 ◎武蔵野６５０５

後期 木曜日 ６時限 7200110015母子看護学演習Ⅱ 武蔵野 ◎坂上　明子 ◎武蔵野６５０５

後期 木曜日 ７時限 7200110015母子看護学演習Ⅱ 武蔵野 ◎坂上　明子 ◎武蔵野６５０５

後期 金曜日 ４時限 7200110016母子看護学演習Ⅲ 武蔵野 ◎関森　みゆき ◎武蔵野６５０２

後期 金曜日 ５時限 7200110016母子看護学演習Ⅲ 武蔵野 ◎関森　みゆき ◎武蔵野６５０２

後期 金曜日 ６時限 7200110017母子看護学演習Ⅲ 武蔵野 ◎関森　みゆき ◎武蔵野６５０２

後期 金曜日 ７時限 7200110017母子看護学演習Ⅲ 武蔵野 ◎関森　みゆき ◎武蔵野６５０２

後期 金曜日 ４時限 7200110018母子看護学演習Ⅳ 武蔵野 ◎関森　みゆき ◎武蔵野６５０５

後期 金曜日 ５時限 7200110018母子看護学演習Ⅳ 武蔵野 ◎関森　みゆき ◎武蔵野６５０５

後期 金曜日 ６時限 7200110019母子看護学演習Ⅳ 武蔵野 ◎関森　みゆき ◎武蔵野６５０５

後期 金曜日 ７時限 7200110019母子看護学演習Ⅳ 武蔵野 ◎関森　みゆき ◎武蔵野６５０５

２学期 木曜日 １時限 7200110020地域看護学特論Ⅰ 武蔵野 ◎川南　公代/尾内　雅子/中板　育美 ◎-

２学期 木曜日 ２時限 7200110020地域看護学特論Ⅰ 武蔵野 ◎川南　公代/尾内　雅子/中板　育美 ◎-
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２学期 木曜日 ６時限 7200110021地域看護学特論Ⅰ 武蔵野 ◎川南　公代/尾内　雅子/中板　育美 ◎-

２学期 木曜日 ７時限 7200110021地域看護学特論Ⅰ 武蔵野 ◎川南　公代/尾内　雅子/中板　育美 ◎-

２学期 火曜日 ４時限 7200110022地域看護学特論Ⅱ 武蔵野 ◎小野　恵子/服部　真理子 ◎武蔵野６５０６

２学期 火曜日 ５時限 7200110022地域看護学特論Ⅱ 武蔵野 ◎小野　恵子/服部　真理子 ◎武蔵野６５０６

２学期 火曜日 ６時限 7200110023地域看護学特論Ⅱ 武蔵野 ◎小野　恵子/服部　真理子 ◎武蔵野６５０６

２学期 火曜日 ７時限 7200110023地域看護学特論Ⅱ 武蔵野 ◎小野　恵子/服部　真理子 ◎武蔵野６５０６

後期 水曜日 ４時限 7200110024地域看護学演習Ⅰ 武蔵野 ◎川南　公代/中板　育美 ◎武蔵野６４０３

後期 水曜日 ５時限 7200110024地域看護学演習Ⅰ 武蔵野 ◎川南　公代/中板　育美 ◎武蔵野６４０３

後期 水曜日 ６時限 7200110025地域看護学演習Ⅰ 武蔵野 ◎川南　公代/中板　育美 ◎武蔵野６４０３

後期 水曜日 ７時限 7200110025地域看護学演習Ⅰ 武蔵野 ◎川南　公代/中板　育美 ◎武蔵野６４０３

後期 木曜日 ４時限 7200110026地域看護学演習Ⅱ 武蔵野 ◎小野　恵子 ◎武蔵野６５０６

後期 木曜日 ５時限 7200110026地域看護学演習Ⅱ 武蔵野 ◎小野　恵子 ◎武蔵野６５０６

後期 木曜日 ６時限 7200110027地域看護学演習Ⅱ 武蔵野 ◎小野　恵子 ◎武蔵野６５０６

後期 木曜日 ７時限 7200110027地域看護学演習Ⅱ 武蔵野 ◎小野　恵子 ◎武蔵野６５０６

前期 木曜日 ６時限 7200110028がん看護学特論Ⅰ 武蔵野 ◎諸田　直実/三次　真理 ◎武蔵野６５０７

前期 火曜日 ６時限 7200110029がん看護学特論Ⅱ 武蔵野 ◎三次　真理/水嶋　章郎 ◎武蔵野７２０６

前期不定期 その他 不定期 7200110030がん看護学特論Ⅲ 武蔵野 ◎三次　真理/宮原　知子/水嶋　章郎 ◎-

後期 月曜日 ４時限 7200110031がん看護学演習Ⅰ 武蔵野 ◎小笠原　利枝/児玉　美由紀/諸田　直実 ◎武蔵野６５０６

後期 月曜日 ５時限 7200110031がん看護学演習Ⅰ 武蔵野 ◎小笠原　利枝/児玉　美由紀/諸田　直実 ◎武蔵野６５０６

後期 土曜日 ６時限 7200110032がん看護学演習Ⅰ 武蔵野 ◎児玉　美由紀/小笠原　利枝/諸田　直実 ◎武蔵野６５０４

後期 土曜日 ７時限 7200110032がん看護学演習Ⅰ 武蔵野 ◎小笠原　利枝/児玉　美由紀/諸田　直実 ◎武蔵野６５０４

後期 水曜日 ４時限 7200110033がん看護学演習Ⅱ 武蔵野 ◎三次　真理/諸田　直実 ◎武蔵野６５０６

後期 水曜日 ５時限 7200110033がん看護学演習Ⅱ 武蔵野 ◎三次　真理/諸田　直実 ◎武蔵野６５０６

後期 水曜日 ６時限 7200110034がん看護学演習Ⅱ 武蔵野 ◎諸田　直実/三次　真理 ◎武蔵野６５０５/武蔵野６５０６

後期 水曜日 ７時限 7200110034がん看護学演習Ⅱ 武蔵野 ◎諸田　直実/三次　真理 ◎武蔵野６５０５/武蔵野６５０６

後期 火曜日 ４時限 7200110035がん看護学演習Ⅲ 武蔵野 ◎三次　真理 ◎武蔵野６５０６

後期 火曜日 ５時限 7200110035がん看護学演習Ⅲ 武蔵野 ◎三次　真理 ◎武蔵野６５０６

後期 火曜日 ６時限 7200110036がん看護学演習Ⅲ 武蔵野 ◎三次　真理 ◎武蔵野６５０６

後期 火曜日 ７時限 7200110036がん看護学演習Ⅲ 武蔵野 ◎三次　真理 ◎武蔵野６５０６

前期不定期 その他 不定期 7200110037がん看護学実習 武蔵野 ◎諸田　直実/三次　真理 ◎-

通年不定期 その他 不定期 7200110038特別研究 武蔵野 ◎関森　みゆき ◎-

通年不定期 その他 不定期 7200110039特別研究 武蔵野 ◎小野　恵子 ◎-

通年不定期 その他 不定期 7200110040特別研究 武蔵野 ◎坂上　明子 ◎-

通年不定期 その他 不定期 7200110041特別研究 武蔵野 ◎酒井　美絵子 ◎-

通年不定期 その他 不定期 7200110042特別研究 武蔵野 ◎荻野　雅 ◎-

通年不定期 その他 不定期 7200110043特別研究 武蔵野 ◎香春　知永 ◎-

通年不定期 その他 不定期 7200110044特別研究 武蔵野 ◎中板　育美 ◎-

通年不定期 その他 不定期 7200110045特別研究 武蔵野 ◎三次　真理 ◎-

通年不定期 その他 不定期 7200110046特別研究 武蔵野 ◎諸田　直実 ◎-
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通年不定期 その他 不定期 7200110047特別研究 武蔵野 ◎髙田　幸江 ◎-

通年不定期 その他 不定期 7200110048特定課題研究 武蔵野 ◎荻野　雅 ◎-

通年不定期 その他 不定期 7200110049特定課題研究 武蔵野 ◎三次　真理 ◎-

通年不定期 その他 不定期 7200110050特定課題研究 武蔵野 ◎諸田　直実 ◎-

１学期 土曜日 １時限 7200110051看護管理 武蔵野 ◎酒井　美絵子 ◎武蔵野６５０２

１学期 土曜日 ２時限 7200110051看護管理 武蔵野 ◎酒井　美絵子 ◎武蔵野６５０２

前期 水曜日 ４時限 7200110052成人看護学特論Ⅰ 武蔵野 ◎三次　真理/髙田　幸江/諸田　直実 ◎武蔵野６５０５

前期 水曜日 ５時限 7200110052成人看護学特論Ⅰ 武蔵野 ◎三次　真理/髙田　幸江/諸田　直実 ◎武蔵野６５０５

前期 水曜日 ６時限 7200110053成人看護学特論Ⅰ 武蔵野 ◎三次　真理/髙田　幸江/諸田　直実 ◎武蔵野６５０５

前期 水曜日 ７時限 7200110053成人看護学特論Ⅰ 武蔵野 ◎三次　真理/髙田　幸江/諸田　直実 ◎武蔵野６５０５

前期 水曜日 ７時限 7200110054成人看護学特論Ⅱ 武蔵野 ◎菊地　悦子 ◎武蔵野６５０６

後期 木曜日 ４時限 7200110055成人看護学演習Ⅰ 武蔵野 ◎諸田　直実/三次　真理/髙田　幸江 ◎武蔵野６５０７

後期 木曜日 ５時限 7200110055成人看護学演習Ⅰ 武蔵野 ◎諸田　直実/三次　真理/髙田　幸江 ◎武蔵野６５０７

後期 木曜日 ６時限 7200110056成人看護学演習Ⅰ 武蔵野 ◎三次　真理/髙田　幸江/諸田　直実 ◎武蔵野６５０７

後期 木曜日 ７時限 7200110056成人看護学演習Ⅰ 武蔵野 ◎三次　真理/髙田　幸江/諸田　直実 ◎武蔵野６５０７

後期 水曜日 ４時限 7200110057成人看護学演習Ⅱ 武蔵野 ◎菊地　悦子 ◎武蔵野６５０７

後期 水曜日 ５時限 7200110057成人看護学演習Ⅱ 武蔵野 ◎菊地　悦子 ◎武蔵野６５０７

後期 水曜日 ６時限 7200110058成人看護学演習Ⅱ 武蔵野 ◎菊地　悦子 ◎武蔵野６５０７

後期 水曜日 ７時限 7200110058成人看護学演習Ⅱ 武蔵野 ◎菊地　悦子 ◎武蔵野６５０７

前期 火曜日 ２時限 7200110059精神看護学特論Ⅰ 武蔵野 ◎荻野　雅/小宮　浩美 ◎武蔵野７２０６

前期 水曜日 ５時限 7200110060精神看護学特論Ⅱ 武蔵野 ◎荻野　雅/松本　武典 ◎武蔵野６５０６

２学期 火曜日 ３時限 7200110061精神看護学特論Ⅲ 武蔵野 ◎荻野　雅 ◎武蔵野６３０３

２学期 火曜日 ４時限 7200110061精神看護学特論Ⅲ 武蔵野 ◎荻野　雅 ◎武蔵野６３０３

後期 火曜日 １時限 7200110062精神看護学演習Ⅰ 武蔵野 ◎荻野　雅/松本　武典 ◎武蔵野６５０４

後期 水曜日 １時限 7200110062精神看護学演習Ⅰ 武蔵野 ◎荻野　雅/松本　武典 ◎武蔵野６５０４

後期 火曜日 ２時限 7200110063精神看護学演習Ⅱ 武蔵野 ◎荻野　雅/小宮　浩美 ◎武蔵野６５０２

後期 水曜日 ２時限 7200110063精神看護学演習Ⅱ 武蔵野 ◎荻野　雅/小宮　浩美 ◎武蔵野６５０４

後期 火曜日 ３時限 7200110064精神看護学演習Ⅲ 武蔵野 ◎荻野　雅/小宮　浩美 ◎武蔵野６５０２

後期 水曜日 ３時限 7200110064精神看護学演習Ⅲ 武蔵野 ◎荻野　雅/小宮　浩美 ◎武蔵野６５０７

通年不定期 その他 不定期 7200110065精神看護学実習 武蔵野 ◎荻野　雅/小宮　浩美 ◎-

１学期 水曜日 ４時限 7200110066看護教育学特論Ⅰ 武蔵野 ◎香春　知永 ◎武蔵野６５０７

１学期 水曜日 ５時限 7200110066看護教育学特論Ⅰ 武蔵野 ◎香春　知永 ◎武蔵野６５０７

２学期 水曜日 ６時限 7200110067看護教育学特論Ⅱ 武蔵野 ◎香春　知永 ◎武蔵野６５０７

２学期 水曜日 ７時限 7200110067看護教育学特論Ⅱ 武蔵野 ◎香春　知永 ◎武蔵野６５０７

３学期 水曜日 ４時限 7200110068看護教育学演習Ⅰ 武蔵野 ◎香春　知永 ◎武蔵野６５０２

３学期 水曜日 ５時限 7200110068看護教育学演習Ⅰ 武蔵野 ◎香春　知永 ◎武蔵野６５０２

３学期 木曜日 ４時限 7200110068看護教育学演習Ⅰ 武蔵野 ◎香春　知永 ◎武蔵野６５０２

３学期 木曜日 ５時限 7200110068看護教育学演習Ⅰ 武蔵野 ◎香春　知永 ◎武蔵野６５０２

３学期 水曜日 ６時限 7200110069看護教育学演習Ⅰ 武蔵野 ◎香春　知永 ◎武蔵野６５０２
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３学期 水曜日 ７時限 7200110069看護教育学演習Ⅰ 武蔵野 ◎香春　知永 ◎武蔵野６５０２

３学期 木曜日 ６時限 7200110069看護教育学演習Ⅰ 武蔵野 ◎香春　知永 ◎武蔵野６５０２

３学期 木曜日 ７時限 7200110069看護教育学演習Ⅰ 武蔵野 ◎香春　知永 ◎武蔵野６５０２

４学期 木曜日 ４時限 7200110070看護教育学演習Ⅱ 武蔵野 ◎香春　知永 ◎武蔵野６５０２

４学期 木曜日 ５時限 7200110070看護教育学演習Ⅱ 武蔵野 ◎香春　知永 ◎武蔵野６５０２

４学期 金曜日 ４時限 7200110070看護教育学演習Ⅱ 武蔵野 ◎香春　知永 ◎武蔵野６５０６

４学期 金曜日 ５時限 7200110070看護教育学演習Ⅱ 武蔵野 ◎香春　知永 ◎武蔵野６５０６

４学期 木曜日 ６時限 7200110071看護教育学演習Ⅱ 武蔵野 ◎香春　知永 ◎武蔵野６５０２

４学期 木曜日 ７時限 7200110071看護教育学演習Ⅱ 武蔵野 ◎香春　知永 ◎武蔵野６５０２

４学期 金曜日 ６時限 7200110071看護教育学演習Ⅱ 武蔵野 ◎香春　知永 ◎武蔵野６５０６

４学期 金曜日 ７時限 7200110071看護教育学演習Ⅱ 武蔵野 ◎香春　知永 ◎武蔵野６５０６

１学期 火曜日 ３時限 7200110072母子看護学特論Ⅲ 武蔵野 ◎関森　みゆき ◎武蔵野６５０５

１学期 火曜日 ４時限 7200110072母子看護学特論Ⅲ 武蔵野 ◎関森　みゆき ◎武蔵野６５０５

１学期 火曜日 ６時限 7200110073母子看護学特論Ⅲ 武蔵野 ◎関森　みゆき ◎武蔵野６５０５

１学期 火曜日 ７時限 7200110073母子看護学特論Ⅲ 武蔵野 ◎関森　みゆき ◎武蔵野６５０５

２学期 火曜日 ３時限 7200110074母子看護学特論Ⅳ 武蔵野 ◎関森　みゆき ◎武蔵野６５０５

２学期 火曜日 ４時限 7200110074母子看護学特論Ⅳ 武蔵野 ◎関森　みゆき ◎武蔵野６５０５

２学期 火曜日 ６時限 7200110075母子看護学特論Ⅳ 武蔵野 ◎関森　みゆき ◎武蔵野６５０５

２学期 火曜日 ７時限 7200110075母子看護学特論Ⅳ 武蔵野 ◎関森　みゆき ◎武蔵野６５０５

１学期 木曜日 １時限 7200110076看護管理学特論Ⅰ 武蔵野 ◎酒井　美絵子 ◎武蔵野６５０４

１学期 木曜日 ２時限 7200110076看護管理学特論Ⅰ 武蔵野 ◎酒井　美絵子 ◎武蔵野６５０４

１学期 月曜日 ６時限 7200110077看護管理学特論Ⅰ 武蔵野 ◎酒井　美絵子 ◎武蔵野６５０６

１学期 月曜日 ７時限 7200110077看護管理学特論Ⅰ 武蔵野 ◎酒井　美絵子 ◎武蔵野６５０６

２学期 月曜日 ６時限 7200110078看護管理学特論Ⅱ 武蔵野 ◎酒井　美絵子 ◎武蔵野６５０６

２学期 月曜日 ７時限 7200110078看護管理学特論Ⅱ 武蔵野 ◎酒井　美絵子 ◎武蔵野６５０６

後期 月曜日 ６時限 7200110079看護管理学演習Ⅰ 武蔵野 ◎酒井　美絵子 ◎武蔵野６５０６

後期 月曜日 ７時限 7200110079看護管理学演習Ⅰ 武蔵野 ◎酒井　美絵子 ◎武蔵野６５０６

後期 木曜日 １時限 7200110080看護管理学演習Ⅰ 武蔵野 ◎酒井　美絵子 ◎武蔵野６５０６

後期 木曜日 ２時限 7200110080看護管理学演習Ⅰ 武蔵野 ◎酒井　美絵子 ◎武蔵野６５０６

後期 火曜日 ６時限 7200110081看護管理学演習Ⅱ 武蔵野 ◎酒井　美絵子 ◎武蔵野６５０２

後期 火曜日 ７時限 7200110081看護管理学演習Ⅱ 武蔵野 ◎酒井　美絵子 ◎武蔵野６５０２

後期 金曜日 １時限 7200110082看護管理学演習Ⅱ 武蔵野 ◎酒井　美絵子 ◎武蔵野６５０５

後期 金曜日 ２時限 7200110082看護管理学演習Ⅱ 武蔵野 ◎酒井　美絵子 ◎武蔵野６５０５

２学期 木曜日 １時限 7200110083看護管理学特論Ⅱ 武蔵野 ◎酒井　美絵子 ◎武蔵野６５０６

２学期 木曜日 ２時限 7200110083看護管理学特論Ⅱ 武蔵野 ◎酒井　美絵子 ◎武蔵野６５０６
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