
＜講義時間＞ 水　・　土曜日 1時限 　9：00～10：30 2時限　10：40～12：10 3時限　13：20～14：50 4時限　15：00～16：30 5時限16：40～18：10
火曜日 6時限 18：20～19：50 7時限　20：00～21：30

＜　教室　＞ 6E-201講義室

1時限 2時限 3時限 4時限 5時限 6時限 7時限

9：00－10：30 10：40－12：10 13：20－14：50 15：00－16：30 16：40－18：10 18：20－19：50 20：00－21：30

09月11日（水） 開　講　式 看護教育課程１（久米）
【看護教育課程①】

看護教育課程２（久米）
【看護教育課程②】

看護教育課程３（久米）
【看護教育課程③】

09月14日（土） 教育原理１（石川）
【教育原理①】

教育原理２（石川）
【教育原理②】

看護論１（大堀）
【看護論①】

看護論２（大堀）
【看護論②】

看護論３（大堀）
【看護論③】

09月17日（火） 教育原理３（石川）
【教育原理③】

教育原理４（石川）
【教育原理④】

09月18日（水） 教育心理１（名取）
【教育心理①】

看護論４（大堀）
【看護論④】

教育心理２（名取）
【教育心理②】

教育心理３（名取）
【教育心理③】

教育心理４（名取）
【教育心理④】

09月24日（火） 教育心理５（名取）
【学習集団の理解と集団指導①】

教育心理６（名取）
【学習集団の理解と集団指導②】

09月25日（水） 教育方法１（石川）
【教育方法①】

教育方法２（石川）
【教育方法②】

看護論５（橋本）
【看護論⑤】

看護論６（橋本）
【看護論⑥】

看護倫理１（ｽｰﾃﾞｨ）
【看護倫理①】

10月01日（火） 教育心理７（名取）
【学習集団の理解と集団指導③】

教育心理８（名取）
【学習集団の理解と集団指導④】

10月02日（水） 教育心理９（名取）
【学習集団の理解と集団指導⑤】

教育心理10（名取）
【学習集団の理解と集団指導⑥】

教育心理11（名取）
【学習集団の理解と集団指導⑦】

教育心理12（名取）
【学習集団の理解と集団指導⑧】

看護倫理２（ｽｰﾃﾞｨ）
【看護倫理②】

10月05日（土） 教育方法３（石川）
【教育方法③】

看護論７（橋本）
【看護論⑦】

看護論８（橋本）
【看護論⑧】

看護論９（ﾚﾝﾃﾞﾝﾏﾝ）
【看護論⑨】

看護論10（ﾚﾝﾃﾞﾝﾏﾝ）
【看護論⑩】

10月09日（水） 教育方法９（名取）
【ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞの原理と実際①】

教育方法10（名取）
【ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞの原理と実際②】

教育方法11（名取）
【ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞの原理と実際③】

教育方法12（名取）
【ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞの原理と実際④】

教育方法４（石川）
【教育方法④】

10月12日（土） 看護倫理３（ｽｰﾃﾞｨ）
【看護倫理③】

実習指導の原理１（後藤雪）
【実習指導の原理①】

実習指導の原理２（後藤雪）
【実習指導の原理②】

看護研究の基礎１（後藤恭）
【看護研究の基礎と文献検索①】

看護研究の基礎２（後藤恭）
【看護研究の基礎と文献検索②】

10月15日（火） 教育方法15（名取）
【ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞの原理と実際⑤】

教育方法16（名取）
【ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞの原理と実際⑥】

10月16日（水） 教育方法19（名取）
【ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞの原理と実際⑦】

教育方法20（名取）
【ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞの原理と実際⑧】

看護研究の基礎３（後藤恭）
【看護研究の基礎と文献検索③】

教育方法５（石川）
【教育方法⑤】

教育方法６（石川）
【教育方法⑥】

10月19日（土） 看護論11（ﾚﾝﾃﾞﾝﾏﾝ）
【看護論⑪】

看護論12（ﾚﾝﾃﾞﾝﾏﾝ）
【看護論⑫】

実習指導の原理３（後藤雪）
【実習指導の原理③】

実習指導の原理４（後藤雪）
【実習指導の原理④】

実習指導の原理５（後藤雪）
【実習指導の原理⑤】

10月22日（火） 看護教育課程４（大堀）
【教育計画とその内容①】

看護教育課程５（大堀）
【教育計画とその内容②】

10月23日（水） 教育方法７（石川）
【教育方法⑦】

教育方法８（石川）
【教育方法⑧】

教育方法13（石川）
【主体的・対話的で深い学びを実現す

る教育方法①】

看護教育課程（茂木）
【実習指導計画①】

看護教育課程（茂木）
【実習指導計画②】

10月26日（土） 看護教育課程（茂木）
【実習指導計画③】

看護教育課程（茂木）
【実習指導計画④】

看護教育課程（茂木）
【実習指導計画⑤】

看護研究の基礎４（後藤恭）
【看護研究の基礎と文献検索④】

看護研究の基礎５（後藤恭）
【看護研究の基礎と文献検索⑤】

10月29日（火） 看護教育課程（鈴木久）
【その他看護過程①】

看護教育課程（鈴木久）
【その他看護過程②】

10月30日（水）
教育方法14（石川）

【主体的・対話的で深い学びを実現す
る教育方法②】

教育方法17（石川）
【主体的・対話的で深い学びを実現す

る教育方法③】

看護教育課程（鈴木久）
【その他看護過程③】

看護教育課程（鈴木久）
【その他看護過程④】

看護教育課程（鈴木久）
【その他看護過程⑤】

11月02日（土） 看護教育課程（鈴木久）
【その他看護過程⑥】

看護教育課程（鈴木久）
【その他看護過程⑦】

看護教育課程（茂木）
【実習指導計画⑥】

看護教育課程（茂木）
【実習指導計画⑦】

看護教育課程（茂木）
【実習指導計画⑧】

11月05日（火） 看護研究の基礎６（後藤恭）
【看護研究の基礎と文献検索⑥】

看護研究の基礎７（後藤恭）
【看護研究の基礎と文献検索⑦】

11月06日（水）
教育方法18（石川）

【主体的・対話的で深い学びを実現す
る教育方法④】

教育評価１（石川）
【教育評価①】

教育評価２（石川）
【教育評価②】

実習指導の原理６（稲毛）
【実習指導の原理⑥】

実習指導の原理７（稲毛）
【実習指導の原理⑦】

11月09日（土） 2年課程通信制教育１（鈴木邦)
【教育制度①】

2年課程通信制教育２（鈴木邦)
【教育制度②】

2年課程通信制教育３（鈴木邦)
【学生の到達度の理解①】

2年課程通信制教育４（鈴木邦)
【学生の到達度の理解②】

2年課程通信制教育５（鈴木邦)
【学生の到達度の理解③】

11月12日（火） 教育評価３（石川）
【教育評価③】

教育評価４（石川）
【教育評価④】

11月13日（水） 実習指導の原理８（稲毛）
【実習指導の原理⑧】

実習指導の原理９（稲毛）
【実習指導の原理⑨】

実習指導の原理10（稲毛）
【実習指導の原理⑩】

実習指導の実際１（瀬戸）
【実習指導案の作成①】

実習指導の実際２（瀬戸）
【実習指導案の作成②】

11月16日（土） 特別講義① 特別講義② 特別講義③ 特別講義④

11月19日（火） 実習指導の実際３（瀬戸）
【実習指導案の作成③】

実習指導の実際４（瀬戸）
【実習指導案の作成④】

11月20日（水） 実習指導の実際５（瀬戸）
【実習指導案の作成⑤】

実習指導の実際６（瀬戸）
【実習指導案の作成⑥】

実習指導の実際７（瀬戸）
【実習指導案の作成⑦】

11月23日（土） 2年課程通信制教育６（鈴木邦)
【学生の到達度の理解④】

2年課程通信制教育７（鈴木邦)
【実習指導の方法と留意点①】

2年課程通信制教育８（鈴木邦)
【実習指導の方法と留意点②】

2年課程通信制教育９（鈴木邦)
【実習指導の方法と留意点③】

2年課程通信制教育10（鈴木邦)
【実習指導の方法と留意点④】

11月26日（火） 実習指導の実際８（瀬戸）
【実習指導案の作成⑧】

実習指導の実際９（瀬戸）
【実習指導案の作成⑨】

11月27日（水） 実習指導の実際10（瀬戸）
【実習指導案の作成⑩】

実習指導の実際11（瀬戸）
【実習指導案の作成⑪】

実習指導の実際12（瀬戸）
【実習指導案の作成⑫】

実習指導の実際13（瀬戸）
【実習指導案の作成⑬】

実習指導の実際14（瀬戸）
【実習指導案の作成⑭】

11月30日（土） 2年課程通信制教育11（鈴木邦)
【実習指導の方法と留意点⑤】

2年課程通信制教育12（鈴木邦)
【実習指導の方法と留意点⑥】

2年課程通信制教育13（鈴木邦)
【実習指導の方法と留意点⑦】

2年課程通信制教育14（鈴木邦)
【実習指導の方法と留意点⑧】

実習指導の実際15
（矢澤・木部・鈴木祐・河田）
【実習指導の展開と評価①】

12月02日（月） 実習指導の評価１（狩谷）
【実習指導の評価①】

実習指導の評価２（狩谷）
【実習指導の評価②】

実習指導の評価６（樅山）
【実習指導の評価⑥】

実習指導の評価７（樅山）
【実習指導の評価⑦】

実習指導の評価８（樅山）
【実習指導の評価⑧】

12月03日（火）
実習指導の実際16

（矢澤・木部・鈴木祐・河田）
【実習指導の展開と評価②】

実習指導の実際17
（矢澤・木部・鈴木祐・河田）
【実習指導の展開と評価③】

実習指導の実際18
（矢澤・木部・鈴木祐・河田）
【実習指導の展開と評価④】

実習指導の実際19
（矢澤・木部・鈴木祐・河田）
【実習指導の展開と評価⑤】

実習指導の実際20
（矢澤・木部・鈴木祐・河田）
【実習指導の展開と評価⑥】

12月04日（水）
実習指導の実際21

（矢澤・木部・鈴木祐・河田）
【実習指導の展開と評価⑦】

実習指導の実際22
（矢澤・木部・鈴木祐・河田）
【実習指導の展開と評価⑧】

実習指導の実際23
（矢澤・木部・鈴木祐・河田）
【実習指導の展開と評価⑨】

実習指導の実際24
（矢澤・木部・鈴木祐・河田）
【実習指導の展開と評価⑩】

実習指導の実際25
（矢澤・木部・鈴木祐・河田）
【実習指導の展開と評価⑪】

12月05日（木）
実習指導の実際26

（矢澤・木部・鈴木祐・河田）
【実習指導の展開と評価⑫】

実習指導の実際27
（矢澤・木部・鈴木祐・河田）
【実習指導の展開と評価⑬】

実習指導の実際28
（矢澤・木部・鈴木祐・河田）
【実習指導の展開と評価⑭】

実習指導の実際29
（矢澤・木部・鈴木祐・河田）
【実習指導の展開と評価⑮】

実習指導の実際30
（矢澤・木部・鈴木祐・河田）
【実習指導の展開と評価⑯】

12月06日（金）
実習指導の実際31

（矢澤・木部・鈴木祐・河田）
【実習指導の展開と評価⑰】

実習指導の実際32
（矢澤・木部・鈴木祐・河田）
【実習指導の展開と評価⑱】

実習指導の実際33
（矢澤・木部・鈴木祐・河田）
【実習指導の展開と評価⑲】

実習指導の実際34
（矢澤・木部・鈴木祐・河田）
【実習指導の展開と評価⑳】

実習指導の実際35
（矢澤・木部・鈴木祐・河田）
【実習指導の展開と評価㉑】

12月07日（土）
実習指導の実際36

（矢澤・木部・鈴木祐・河田）
【実習指導の展開と評価㉒】

実習指導の実際37
（矢澤・木部・鈴木祐・河田）
【実習指導の展開と評価㉓】

実習指導の実際38
（矢澤・木部・鈴木祐・河田）
【実習指導の展開と評価㉔】

実習指導の実際39
（矢澤・木部・鈴木祐・河田）
【実習指導の展開と評価㉕】

実習指導の実際40
（矢澤・木部・鈴木祐・河田）
【実習指導の展開と評価㉖】

12月11日（水） 実習指導の評価９（樅山）
【実習指導の評価⑨】

実習指導の評価10（樅山）
【実習指導の評価⑩】

実習指導の評価３（狩谷）
【実習指導の評価③】

実習指導の評価４（狩谷）
【実習指導の評価④】

実習指導の評価５（狩谷）
【実習指導の評価⑤】

12月14日（土）

令和元年度 医療創生大学 看護師実習指導者講習会　時間割

授業日／時間

閉講式・茶話会


	決定（白黒）

