
　

別紙１●●●日程 5/7（月）

キャンパス 三原 三原 三原 広島 庄原 三原 三原 三原

科目名 成人看護方法論 母性看護方法論Ⅰ 精神保健福祉論Ⅲ 地域栄養論 植物組織培養学
骨関節障害

理学療法学Ⅰ
老年期障害治療学 助産診断演習Ⅱ

担当者 看護・黒田 看護・日高 人間福祉・越智（あ） 健康・森脇 生命・荻田 理学・積山 作業・西田 助産・宮下

時限 3・4 4・5 4 2 4 4 3 2～4

教室 3307 4209 4602 2236 2202 2101 3306 3301

日程 5/14（月）

キャンパス 三原 広島 庄原 三原

科目名 精神保健福祉論Ⅲ 地域栄養論 植物組織培養学 老年期障害治療学

担当者 人間福祉・越智（あ） 健康・森脇 生命・荻田 作業・西田

時限 4 2 4 3

教室 4602 2236 2202 3306

日程 5/21（月）

キャンパス 三原 三原 三原 三原 庄原

科目名 成人看護方法論
聴覚系障害学

概論Ⅱ
母性看護方法論Ⅰ 理学療法評価学Ⅱ 植物組織培養学

担当者 看護・黒田 コミュ・佐藤（紀） 看護・伊藤（良） 理学・佐藤（勇） 生命・荻田

時限 3～5 4 4・5 3 4

教室 2313 1319 4101 2302 2202

日程 5/28（月）

キャンパス 三原 三原 三原 三原 三原 三原 広島

科目名 助産診断技術学Ⅱ
聴覚系障害学

概論Ⅱ
理学療法評価学Ⅱ 看護学概論

骨関節障害
理学療法学Ⅰ

老年期障害治療学 臨床栄養アセスメント

担当者 助産・宮下 コミュ・佐藤（紀） 理学・佐藤（勇） 看護・吉田（和） 理学・積山 作業・西田 健康・神原

時限 2 4 3 2 4 3 1

教室 4301 1319 2302 3307 2101 3306 2236

日程 6/4（月）

キャンパス 三原 三原 三原 三原 庄原 広島

科目名 理学療法評価学Ⅱ 看護学概論 耳鼻咽喉科学
骨関節障害

理学療法学Ⅰ
英語表現Ⅰ 臨床栄養アセスメント

担当者 理学・佐藤（勇） 看護・吉田（和） コミュ・田口 理学・積山 総合教育C・ｸﾘﾝｸﾞｳｫｰﾙ 健康・神原

時限 3 2 3 4 2 1

教室 2302 3307 3306 2101 1501 2236

日程 6/11（月）

キャンパス 広島 三原 三原 三原 庄原 三原 三原

科目名 生化学 耳鼻咽喉科学 認知障害治療学 母性看護方法論Ⅰ 英語表現Ⅰ 社会保障論Ⅰ 看護管理論

担当者 健康・松本（拓） コミュ・田口 作業・久野 看護・日高 総合教育C・ｸﾘﾝｸﾞｳｫｰﾙ 人間福祉・李 看護・吉田（和）

時限 2 3 5 1・2 2 4 2

教室 1239 3306 4204 3307 1501 3305 3213

日程 6/18（月）

キャンパス 広島 三原 三原 三原 三原 庄原 三原 三原

科目名 生化学 助産診断演習Ⅱ 耳鼻咽喉科学 認知障害治療学 地域理学療法学Ⅰ 英語表現Ⅰ 社会保障論Ⅰ 看護管理論

担当者 健康・松本（拓） 助産・宮下 コミュ・田口 作業・久野 理学・岡村 総合教育C・ｸﾘﾝｸﾞｳｫｰﾙ 人間福祉・李 看護・吉田（和）

時限 2 2～4 3 5 5 2 4 2

教室 1239 3301 3306 4204 2314 1501 3305 3213

日程 6/25（月）

キャンパス 広島 三原 三原 三原 庄原 三原

科目名 生化学 母性看護方法論Ⅰ 耳鼻咽喉科学 地域理学療法学Ⅰ 英語表現Ⅰ 看護管理論

担当者 健康・松本（拓） 看護・伊藤（良） コミュ・田口 理学・岡村 総合教育C・ｸﾘﾝｸﾞｳｫｰﾙ 看護・吉田（和）

時限 2 4・5 3 5 2 2

教室 1239 4101 3306 2314 1501 3213

日程 7/2（月）

キャンパス 広島 三原

科目名 生化学 看護管理論

担当者 健康・松本（拓） 看護・安田

時限 2 2

教室 1239 3213

5/11（金）

5/18（金）

7/6（金）

6/1（金）

6/8（金）

6/15（金）

6/22（金）

6/29（金）

6/12（火） 6/13（水）

6/6（水）

6/14（木）

6/21（木）6/20（水）6/19（火）

6/26（火） 6/27（水） 6/28（木）

7/5（木）7/4（水）7/3（火）

■平成30年度前期　新任・昇任教員・希望教員による授業公開実施計画表■

5/25（金）

5/8（火）

6/5（火）

5/9（水） 5/10（木）

6/7（木）

5/31（木）5/30（水）5/29（火）

5/22（火） 5/23（水） 5/24（木）

5/15（火） 5/16（水） 5/17（木）


	計画表

