
日程

キャンパス 三原 庄原 三原 三原

科目名
診療に伴う
看護方法論

英文講読IC
助産診断・
技術学Ⅱ

生命科学

担当者 吉田　なよ子 片山　圭巳 藤井　宏子 加藤　洋司

時限 3・4時限 2時限 3・4時限 5時限

教室 3307 2302 2220 4103

日程

キャンパス 広島 三原 三原 三原

科目名 情報処理入門
助産診断・
技術学Ⅱ

生命科学
生殖医療と
生命倫理

担当者 小川　仁士 藤井　宏子 加藤　洋司 小山　里織

時限 2・3・4時限 3・4時限 5時限 3・4限

教室 1311 2220 4103 2220

日程

キャンパス 広島 広島 庄原 三原 広島 三原 庄原

科目名 生命科学 情報処理入門 教育心理学
成人看護
方法論

経営科学実験
診療に伴う
看護方法論

英文講読IC

担当者 増山　悦子 小川　仁士 坪田　雄二 黒田　寿美恵 重丸　伸二 吉田　なよ子 片山　圭巳

時限 1時限 2・3・4時限 1時限 3時限 2時限 3・4時限 2時限

教室 2455 1311 2302 3307 1361 3307 2302

日程

キャンパス 広島 広島 庄原 三原 三原 三原 広島 三原 三原

科目名 生命科学 情報処理入門 教育心理学
成人看護
方法論

社会福祉援助
技術論Ⅲ

物理療法学Ⅱ 経営科学実験
精神保健
福祉論Ⅲ

助産診断・
技術学Ⅲ

担当者 増山　悦子 小川　仁士 坪田　雄二 黒田　寿美恵 松宮　透髙 長谷川　正哉 重丸　伸二 越智　あゆみ 小山　里織

時限 1時限 2・3・4時限 1時限 4時限 4時限目 3時限 2時限 4時限 3・4限

教室 2455 1311 2302 2313 4204 2301 1361 4602 2220

日程

キャンパス 広島 三原 三原 三原 三原 広島

科目名 情報処理入門
成人看護
方法論

社会福祉援助
技術論Ⅲ

物理療法学Ⅱ
精神保健
福祉論Ⅲ

シミュレー
ション論

担当者 小川　仁士 黒田　寿美恵 松宮　透髙 長谷川　正哉 越智　あゆみ 市村　匠

時限 2・3・4時限 4時限 4時限目 3時限 4時限 3時限

教室 1311 2313 4204 2301 4602 1311

■平成２６年度　新任・昇任教員による公開授業実施計画（前期・その１）

＜授業公開期間（4/30～5/30）＞

5/1（木） 5/2（金）4/30（水）

5/5（月） 5/6（火） 5/8（木） 5/9（金）5/7(水）

5/15（木） 5/16（金）

オリゼミ

こどもの日 振替休日

5/12（月） 5/13（火） 5/14（水）

5/26（月） 5/27（火） 5/28（水） 5/30（金）5/29（木）

5/19（月） 5/20（火） 5/21（水） 5/23（金）5/22（木）



日程 6/5（木） 6/6（金）

キャンパス 広島 三原 広島

科目名
経営情報シス
テム開発論

生理学概論
シミュレー
ション論

担当者 広谷　大助 森　大志 市村　匠

時限 2時限 4時限 3時限

教室 2455 1101 1311

日程 6/12（木） 6/13（金）

キャンパス 庄原 広島 三原 広島

科目名 生物物理化学 日本文化史論 生理学概論 会計学概論

担当者 八木　俊樹 鈴木　康之 森　大志 橋上　徹

時限 2時限 3時限 4時限 4時限

教室 1202 2236 1101 1239

日程 6/19（木） 6/20（金）

キャンパス 広島 庄原 広島 庄原 三原 広島 三原

科目名
経営情報シス
テム開発論

生物物理化学 日本文化史論 環境政策学 生理学概論 会計学概論
フレッシュマン
セミナー

担当者 広谷　大助 八木　俊樹 鈴木　康之 小林　兼介 森　大志 橋上　徹 飯田　忠行

時限 2時限 2時限 3時限 3時限 4時限 4時限 2時限

教室 1361 1202 2236 4101 1101 1239 体育館

日程 6/26（木） 6/27（金）

キャンパス 広島 庄原 三原 三原

科目名
経営情報シス
テム開発論

環境政策学 生理学概論
フレッシュマン
セミナー

担当者 広谷　大助 小林　兼介 森　大志 飯田　忠行

時限 2時限 3時限 4時限 2時限

教室 1361 4101 1101 体育館

6/17（火）

6/24（火）

■平成２６年度　新任・昇任教員による公開授業実施計画（前期・その２）

6/10（火） 6/11（水）

6/3（火） 6/4（水）

※　月曜日の授業公開はありません。

6/18（水）

6/25（水）

＜授業公開期間（6/3～6/27）＞


