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基盤科目群

◎キャンパスライフ入門 (2) 前期　○コンピュータ・リテラシーⅢ (1)　
◎情報と社会 (2)　 後期　○コンピュータ・リテラシーⅣ (1)　
◎コンピュータ・リテラシーⅠ (1)　 ◎コンピュータ・リテラシーⅡ (1)
○英語Ⅰ (2) ○英語Ⅱ (2)
○英語Ⅲ (2) ○英語Ⅳ (2)
○中国語Ⅰ (4) ○中国語Ⅱ (4)
○韓国語Ⅰ (4) ○韓国語Ⅱ (4)
前期　　○スペイン語Ⅰ (4)

後期　　○スペイン語Ⅱ (4)
前・後期 　○検定英語Ⅰ (2)  ○検定英語Ⅱ (2)　○検定英語Ⅲ (2)　○検定英語Ⅳ (2)　○検定中国語Ⅰ (2)　○検定中国語Ⅱ (2)　○検定中国語Ⅲ (2)　○検定中国語Ⅳ (2)　 
　　　　　 ○検定韓国語Ⅰ (2)　○検定韓国語Ⅱ (2)　○検定韓国語Ⅲ (2)　○検定韓国語Ⅳ (2)　○検定スペイン語Ⅰ (2)　○検定スペイン語Ⅱ (2)　○検定スペイン語Ⅲ (2)　○検定スペイン語Ⅳ (2)

科学基礎科目群
前期　　○政治学 (2)　○法学（２）　○科学と社会（２）　○生物学 (2)　○哲学 (2)　○文学 (2)　◎生命と倫理 (2)　○美術 (1)

後期　　○経済学 (2)　○日本国憲法 (2)　○数学基礎 (2)　○物理学 (2)　○化学 (2)　○歴史学 (2)　○宗教学 (2)　○音楽 (1)
前・後期　○社会学 (2)　◎統計学 (2)　○心理学 (2)　○茶道 (1)　○華道 (1)　○陶芸 (1)　○書道 (1)　

統合科学科目群

前期　　○人権論 (2)　○コミュニケーション論 (2)　○地域環境論 (2)　○社会生活論 (2)　○地域共生演習 (2)　○地域学 (2)　○スポーツ実技Ⅰ (1)　
後期　　○地域共生論 (2)　○やまぐちの歴史と文化 (2)　○ History and Arts of Yamaguchi(2)　○国際情勢 (2)　○ボランティア (2)　○国際交流Ⅱ (2)　○短期語学・文化研修 (2)　○域学共創ワークショップ (2)　○生涯学習論 (2)　○スポーツ実技Ⅱ (1)

前・後期　　○国際交流Ⅰ (2)　○健康スポーツ理論 (2)　
前期　　○キャリアデザイン (2)　○インターンシップ (2)

学部共通科目
◎ヒューマンケア入門 (2) ◎文献講読 (2) ◎専門研究Ⅰ (2) ◎専門研究Ⅱ (2)

◎ヒューマンケアチームアプローチ演習 (2)

専門基礎科目

○人間行動科学 (1) ◎人間発達学 (1) ◎公衆衛生学 (2) ◎心の健康科学 (1) ◎保健医療福祉システム論 (2) 保健行政論 (1)
◎人体構造機能学Ⅰ (1) ◎人体構造機能学Ⅱ (2) ◎基礎栄養学 (1) ◎薬理学 (1) ○臨床栄養学 (1)
◎健康体力科学 (1) ◎病理学 (1) ◎社会福祉学 (2) ◎リハビリテーション論 (1)
◎生化学 (1) ◎微生物学 (1) ◎臨床病態学Ⅰ (3) ◎精神保健学 (1)

◎医療と安全 (1) ◎臨床病態学Ⅱ (2) ○家族社会学 (1)
疫学 (2)

基幹科目
◎対人援助技術論 (1) ◎看護学原論Ⅱ (1) ◎看護倫理 (1)
◎看護学原論Ⅰ (1) ◎看護技術論 (1) ◎エンドオブライフケア論 (1)

展開科目

◎成人看護学Ⅰ (1) ◎成人看護学Ⅱ (2) ◎母性看護学Ⅱ (1) ◎小児看護学Ⅱ (1) 公衆衛生看護管理論 (1) ◎看護マネジメント論 (1)
◎老年看護学Ⅰ (1) ◎成人看護学Ⅲ (1) ◎公衆衛生看護学Ⅱ (2) ◎精神看護学 (2) ◎医療事情 (1)

◎老年看護学Ⅱ (1) ◎家族看護論Ⅰ (1) ◎国際看護論 (2)
◎小児看護学Ⅰ (1) ◎在宅看護論Ⅱ (2) 地域診断論 (2)
◎母性看護学Ⅰ (1) 公衆衛生看護技術論 (2)
◎公衆衛生看護学Ⅰ (2)
◎在宅看護論Ⅰ (2)

技術実習

◎アセスメント技術 (1) ◎基礎看護技術Ⅰ (1) ◎看護過程 (1) ◎臨床看護技術Ⅰ (1) ◎臨床看護技術Ⅱ (1)
◎基礎看護技術Ⅱ (1) ◎カウンセリング・ケースワーク (1)

◎健康教育・保健指導技術 (1)
公衆衛生看護技術 (1)

臨地実習

◎基礎看護学実習Ⅰ (1) ◎基礎看護学実習Ⅱ (1) ◎基礎看護学実習Ⅲ (2) ◎成人看護学実習Ⅰ (3) ◎小児看護学実習 (2) ◎看護学統合実習 (2)
◎成人看護学実習Ⅱ (3) ◎母性看護学実習 (2)
◎老年看護学実習 (3) ◎精神看護学実習 (2)

地域生活支援実習 (1) ◎在宅看護論実習 (2)
公衆衛生看護学実習Ⅰ (2) 公衆衛生看護学実習Ⅱ (2)

関連科目

○家族看護論Ⅱ (1) ○養護概説Ⅰ (1) ○看護診断 (1) ○看護教育論 (1)
○学校保健 (2) ○養護概説Ⅱ (1) ○看護組織論 (1)

○高齢者ケア論 (1)
○発達障害ケア論 (1)
○地域ケア論 (1)

補習科目
基礎化学 (1) 看護学のまとめⅠ (2)
基礎生物学 (1) 看護学のまとめⅡ (1)


