
◇看護学科 履修モデル（看護師を目指すモデル）◇ 2019 年度入学生 
２０１９．４．１ 

 
1 年次 2 年次 3 年次 4 年次 計 

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期  

教 

 

養 

 

科 

 

目 

人間系 
心理学  2単位        

１８ 

文章表現 2 単位        

社会系  医療と福祉のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 2単位       

自然系  生命科学 2 単位  統計学 2 単位     

コミュ

ニケー

ション

系 

基礎演習 1単位        

英語 RS 2単位       

英語 CS 2単位       

手話 1単位        

情報系 情報処理演習 2単位        

総合科目 

社会福祉概論Ⅰ  2単位 エイジング論 2単位 公衆衛生学 2 単位 
障がい者(児)の福祉 

 2 単位 
   

医療と福祉の英語  

2 単位 

２０ コミュニケーション論 2単位 リプロダクティブ･ヘルス/ライツ 2 単位 2単位   リプロダクティブ･ヘルス/  リプロダクティブ・ヘルス／ライツ 2単位  カウンセリング 2 単位     

 組織論 2単位       

健康と運動  2単位       

専門基礎 

科目 

人体の構造と機能Ⅰ 2単位 病態治療学Ⅰ 2単位     

２０ 

人体の構造と機能Ⅱ 2単位 病態治療学Ⅱ 2単位     

 栄養学 1 単位 病態治療学Ⅲ 2単位     

感染と免疫   2単位 薬理学概論     1 単位 臨床薬理学   2単位      

 疾病の成り立ち   2 単位  保健･医療と法律  2単位     

専 

 

門 

 

科 

 

目 

看護学

の基本 

看護学概論  2単位 基礎看護技術論Ⅱ  2 単位 看護過程論 2 単位 家族看護論   1単位    

８２ 

基礎看護技術論Ⅰ 2単位 基礎看護技術演習Ⅱ 1 単位  看護倫理        1単位     

基礎看護技術演習Ⅰ 1 単位   
看護コミュニケーション  

 1単位 
    

成長発

達と療

養支援

の看護 

 成人看護学概論    1 単位 小児看護学概論  1単位 小児看護方法論Ⅰ 1単位     

  次世代育成ケア論 1単位 小児看小 小児看護方法論Ⅱ 1単位     

  母性看護学概論  1単位    成人看護方法論Ⅲ 1単位     

   母性看護方法論  2単位     

  成人看護方法論Ⅰ 2 単位     

  成人看護方法論Ⅱ 2 単位     

老年と

精神と

地域の

看護 

 老年看護学概論   1 単位 老年看護方法論Ⅰ 1単位 老年看護方法論Ⅱ 1単位     

 精神看護学概論   1 単位 精神看護方法論Ⅰ 1単位 精神看護方法論Ⅱ 1単位     

  
公衆衛生看護学概論   

2 単位 
成人保健活動論  1単位     

  健康教育論    2単位      

看護の

展開と

実践 

早期体験実習  1単位  在宅ケア論Ⅰ   2単位 在宅ケア論Ⅱ   2単位 研究方法論Ⅰ    1 単位 研究方法論Ⅱ   2単位 看護研究 2単位 

  基礎看護学実習  2単位   
セイフティマネジメント    

1 単位 
看護総合(卒業試験含む) 2 単位 

      
リエゾン精神看護論 1単位 看護実践総合演習  

1 単位 

     ヘルスアセスメント 1 単位 緩和ケア論   1 単位  

     がん看護学   1 単位 救急医療と看護 1 単位  

    成人･老年看護学実習Ⅰ 3単位 国際看護活動論 1 単位  

    成人･老年看護学実習Ⅱ 3単位 災害看護学     1 単位  

    老年看護学福祉実習  2単位 看護マネジメント論 1単位  

    小児看護学実習 2単位 
高齢者・精神地域実習 

2 単位 
 

    母性看護学実習 2単位   

    精神看護学実習 2単位   

    在宅ケア実習  2単位 統合実習 2単位   

合計 ５０ ４９ ２４ １７ 140 

＊ 太字は必修科目  ＊卒業要件は 125 単位以上        選択科目         資格必修科目（看護師） 



◇看護学科 履修モデル（看護師・助産師を目指すモデル）◇ 2019 年度入学生 
２０１９．４．１ 

 
1 年次 2 年次 3 年次 4 年次 

計 
前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 

教 

 

養 

 

科 

 

目 

人間系 
心理学 2単位        

２０ 

文章表現 2単位        

社会系 社会学 2単位 医療と福祉のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 2単位       

自然系  生命科学 2 単位  統計学 2 単位     

コミュニ

ケーショ

ン系 

基礎演習 1単位        

英語 RS 2単位       

英語 CS 2単位       

手話 1単位        

情報系 情報処理演習  2単位        

総合科目 

社会福祉概論Ⅰ 2単位 エイジング論  2単位 公衆衛生学   2単位 カウンセリング 2 単位    医療と福祉の英語 2単位 

１８ 
コミュニケーション論 2単位 リプロダクティブ･ヘルス/ライツ 2 単位       

 組織論 2単位       

健康と運動 2単位       

専門基礎 

科目 

人体の構造と機能Ⅰ 2単位 病態治療学Ⅰ 2単位 疫学 2単位    

２４ 

人体の構造と機能Ⅱ 2単位 病態治療学Ⅱ 2単位 保健統計学 2単位    

感染と免疫 2 単位 栄養学 1 単位 病態治療学Ⅲ 2単位     

 薬理学概論 1 単位 臨床薬理学   2単位      

 疾病の成り立ち 2 単位  保健･医療と法律 2単位     

専 

 

門 

 

科 

 

目 

看護学

の基本 

看護学概論 2 単位  看護過程論 2 単位 家族看護論 1 単位    

９０ 

基礎看護技術論Ⅰ 2単位 基礎看護技術論Ⅱ 2単位  看護倫理        1単位     

基礎看護技術演習Ⅰ 1 単位 基礎看護技術演習Ⅱ 1 単位  看護コミュニケーション 1単位     

成長発

達と療

養支援

の看護 

 成人看護学概論 1単位 小児看護学概論  1単位 小児看護方法論Ⅰ 1単位 助産学概論   1 単位 基礎助産学     2 単位 助産診断･技術学Ⅲ 1 単位  

  次世代育成ケア論 1単位 小児看護方法論Ⅱ 1単位  助産診断･技術学Ⅰ 1単位 助産診断･技術学Ⅳ 1 単位  

  母性看護学概論  1単位    成人看護方法論Ⅲ1単位  助産診断・技術学Ⅱ 1単位 助産管理論   2 単位  

   母性看護方法論  2単位     

  成人看護方法論Ⅰ 2 単位     

  成人看護方法論Ⅱ 2 単位     

老年と

精神と

地域の

看護 

 老年看護学概論 1単位 老年看護方法論Ⅰ 1単位 老年看護方法論Ⅱ 1 単位 母子保健活動論 1 単位 
公衆衛生看護技術論   

1 単位 
  

 精神看護学概論 1単位 精神看護方法論Ⅰ 1単位 精神看護方法論Ⅱ 1 単位     

  
公衆衛生看護学概論   

2 単位 
     

  健康教育論    2単位      

看護の

展開と

実践 

早期体験実習  1単位  在宅ケア論Ⅰ   2単位 在宅ケア論Ⅱ    2 単位 研究方法論Ⅰ    1単位 研究方法論Ⅱ  2単位 看護研究 2単位 

  基礎看護学実習 2単位   セイフティマネジメント 1 単位 看護総合(卒業試験含む) 2 単位 

    成人･老年看護学実習Ⅰ 3単位 災害看護学     1 単位  

    成人･老年看護学実習Ⅱ 3単位 看護マネジメント論 1単位 看護実践総合演習  1単位 

    老年看護学福祉実習 2単位 助産学実習Ⅰ  5単位  

    小児看護学実習 2単位 助産学実習Ⅱ 2単位 

    母性看護学実習 2単位 統合実習 2単位  

    精神看護学実習 2単位  

    在宅ケア実習 2単位  

合計 ５２ ４６ ３２ ２２ 
152 

 

 

＊太字は必修科目   ＊卒業要件は 125 単位以上     選択科目        資格必修科目（助産師） 

 

 

 

 

 

 



 

 

◇看護学科 履修モデル（看護師・保健師を目指すモデル）◇  2019 年度入学生 
２０１９．４．１ 

 
1 年次 2 年次 3 年次 4 年次 

計 
前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 

 

人間系 心理学 2単位        

２０ 

 文章表現 2 単位        

社会系 法学（日本国憲法）2単位 医療と福祉のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 2単位       

自然系  生命科学 2 単位  統計学  2単位     

コミュニ

ケーショ

ン系 

基礎演習 1単位        

英語 RS 2単位       

英語 CS 2単位       

手話 1単位        

情報系 情報処理演習 2単位        

総合科目 

社会福祉概論Ⅰ 2 単位 エイジング論 2単位 社会保障論Ⅰ 2 単位 
障がい者(児)の福祉 

 2 単位 
    

２２ 
コミュニケーション論 2単位 リプロダクティブ･ヘルス/ライツ 2 単位 公衆衛生学   2単位 カウンセリング 2 単位     

 組織論 2単位       

        

健康と運動 2単位       

専門基礎 

科目 

人体の構造と機能Ⅰ 2単位 病態治療学Ⅰ 2単位 疫学 2単位 保健医療福祉行政論 2単位   

２６ 

人体の構造と機能Ⅱ 2単位 病態治療学Ⅱ 2単位 保健統計学 2単位    

感染と免疫 2 単位 栄養学 1 単位 病態治療学Ⅲ 2単位     

 薬理学概論 1 単位 臨床薬理学 2 単位      

 疾病の成り立ち 2単位       

専 

 

門 

 

科 

 

目 

看護学

の基本 

看護学概論  2単位  看護過程論 2 単位 家族看護論 1 単位    

８８ 

基礎看護技術論Ⅰ 2単位 基礎看護技術論Ⅱ 2単位  看護倫理 1単位     

基礎看護技術演習Ⅰ 1 単位 基礎看護技術演習Ⅱ 1 単位  看護コミュニケーション 1単位     

成長発

達と療

養支援

の看護 

 成人看護学概論 1 単位 小児看護学概論 1単位 小児看護方法論Ⅰ 1 単位     

  次世代育成ケア論 1単位 小児看護方法論Ⅱ 1 単位     

  母性看護学概論 1単位 成人看護方法論Ⅲ 1 単位     

   母性看護方法論 2単位     

  成人看護方法論Ⅰ 2 単位     

  成人看護方法論Ⅱ 2 単位     

老年と

精神と

地域の

看護 

 老年看護学概論 1単位 
老年看護方法論Ⅰ      

1 単位 
老年看護方法論Ⅱ 1 単位 

公衆衛生看護活動展開論

Ⅰ       1 単位 

公衆衛生看護活動展開論Ⅱ 

1単位 

公衆衛生看護活動展開論

Ⅲ       1 単位 
 

 精神看護学概論 1単位 精神看護方法論Ⅰ1単位 精神看護方法論Ⅱ 1 単位 母子保健活動論 1 単位 公衆衛生看護技術論 1単位 産業保健活動論 1 単位  

  
公衆衛生看護学概論   

2 単位 
成人保健活動論 1 単位 

高齢者保健活動論   

1 単位 
健康課題別活動論Ⅰ 1単位 学校保健活動論 1 単位  

  健康教育論    2単位   健康課題別活動論Ⅱ 1単位 
公衆衛生看護管理論   

1 単位 
 

看護の 

展開と 

実践 

早期体験実習 1単位  在宅ケア論Ⅰ   2単位 在宅ケア論Ⅱ 2単位 研究方法論Ⅰ 1単位 研究方法論Ⅱ 2単位 看護研究 2単位 

  基礎看護学実習   2単位  成人･老年看護学実習Ⅰ 3単位 看護総合(卒業試験含む) 2 単位 

    成人･老年看護学実習Ⅱ 3単位 災害看護学 1単位  

    老年看護学福祉実習 2単位 
看護マネジメント論 

１単位 
看護実践総合演習 1単位 

    小児看護学実習 2単位 公衆衛生看護学実習Ⅰ 2単位 

    母性看護学実習 2単位 
公衆衛生看護学実習Ⅰ 2

単位 
 

    精神看護学実習 2単位 統合実習 2単位  

    在宅ケア実習 2単位  

      

合計 ５３ ５２ ３３ １８ 156 

＊太字は必修科目   ＊卒業要件は 125 単位以上       選択科目      資格必修科目（保健師） 


