
キャンパス 学部学科、センター 科⽬ 開講時間 学年 必修／選択 担当責任
教員 履修者数 合計コマ 対⾯授業実施⽇ 教室

東京⻄ ⽣命科学科
（⽣命コース） ⽣命科学実験Ⅱ ⽕3,⽕4,

⽕5, ⽔4 3年⽣ 必修 柴⽥ 25 12

8⽉18⽇（⽕）3〜5限
8⽉19⽇（⽔）3〜5限
8⽉20⽇（⽊）3〜5限
8⽉21⽇（⾦）3〜5限

⽣命科学科学⽣実験室
（S202）

東京⻄ ⽣命科学科
（⽣命コース） ⽣命科学実験Ⅰ ⽉3, ⽉4,

⽉5, ⽔3 3年⽣ 必修 岩瀬（礼） 26 12

グループA︓8⽉24⽇（⽉）3〜5限
　　　　　　　8⽉25⽇（⽕）3〜5限
　　　　　　　8⽉27⽇（⽊）3〜5限
　　　　　　　8⽉28⽇（⾦）3〜5限
グループB︓9⽉  1⽇（⽕）3〜5限
　　　　　　　9⽉  2⽇（⽔）3〜5限
　　　　　　　9⽉  3⽇（⽊）3〜5限
　　　　　　　9⽉  4⽇（⾦）3〜5限

⽣命科学科学⽣実験室
（S202）

千住 ⽣命科学科
（⽣命・健康コース） ⽣命科学実験Ⅰ ⽔3, ⽊3,

⽊4, ⽊5 3年⽣ 必修 佐野 63 12

Aグループ︓ 8⽉18⽇（⽕）3〜5限
　　　　　　　 8⽉19⽇（⽔）3〜5限
　　　　　　　8⽉20⽇（⽊）3〜5限
　　　　　　　8⽉21⽇（⾦）3〜5限
　　　　　　　9⽉　4⽇（⾦）3〜5限
　　　　　　　9⽉　7⽇（⽉）3〜5限
Bグループ︓8⽉31⽇（⽉）3〜5限
　　　　　　　9⽉  1⽇（⽕）3〜5限
　　　　　　　9⽉  2⽇（⽔）3〜5限
　　　　　　　9⽉  3⽇（⽊）3〜5限

⽣命科学科⼤実験室
（本館）

千住 ⽣命科学科
（⽣命・健康コース） ⽣命科学実験Ⅰ ⽔3, ⽊3,

⽊4, ⽊5 3年⽣ 必修 東 63 12

Aグループ︓8⽉25⽇（⽕）3〜5限
　　　　　　　8⽉26⽇（⽔）3〜5限
　　　　　　　8⽉27⽇（⽊）3〜5限
　　　　　　　8⽉28⽇（⾦）3〜5限
Bグループ︓9⽉15⽇（⽕）3〜5限
　　　　　　　9⽉16⽇（⽔）3〜5限
　　　　　　  9⽉17⽇（⽊）3〜5限
　　　　　　　9⽉18⽇（⾦）3〜5限

⽣命科学科⼤実験室
（本館）

 千住  ⽣命科学科
 （臨床⼯学コース）  ⽣体計測⼯学実習  ⽊3, ⽊4  3年⽣  必修  堀

 ○⾼橋 19 8

 8⽉27⽇（⽊）3,4限
 9⽉  3⽇（⽊）3,4限
 9⽉10⽇（⽊）3,4限
 9⽉17⽇（⽊）3,4限

 1502教室（本館）

東京⻄ 理学療法学科 理学療法評価学Ⅰ ⽔2 2年⽣ 必修 安齋
80
(4グループ
に分ける)

8

8⽉26⽇（⽔）2,3限
9⽉  2⽇（⽔）2,3限
9⽉  9⽇（⽔）2,3限
9⽉16⽇（⽔）2,3限

治療室、演習室

東京⻄ 理学療法学科 理学療法評価学Ⅲ ⽉3 3年⽣ 必修 ⽥中
80
(4グループ
に分ける)

8

8⽉24⽇（⽉）2,3限
8⽉31⽇（⽉）2,3限
9⽉  7⽇（⽉）2,3限
9⽉14⽇（⽉）2,3限

治療室、演習室

東京⻄ 理学療法学科 臨床実習Ⅰ 集 4年⽣ 必修 豊⽥
80
(10グルー
プに分ける)

24

8⽉25⽇（⽕）2,3限
8⽉27⽇（⽊）2,3限
8⽉28⽇（⾦）2,3限
9⽉  1⽇（⽕）2,3限
9⽉  3⽇（⽊）2,3限
9⽉  4⽇（⾦）2,3限
9⽉  8⽇（⽕）2,3限
9⽉10⽇（⽊）2,3限
9⽉11⽇（⾦）2,3限
9⽉15⽇（⽕）2,3限
9⽉17⽇（⽊）2,3限
9⽉18⽇（⾦）2,3限

治療室、演習室

千住 東京理学療法学科 理学療法評価学実習Ⅰ ⽊3, ⽊4 2年⽣ 必修 村上 92 6

A班︓8⽉20⽇（⽊）1,2限
　　　　8⽉27⽇（⽊）1,2限
　　　　9⽉  3⽇（⽊）1,2限
B班︓8⽉20⽇（⽊）3,4限
　　　　8⽉27⽇（⽊）3,4限
　　　　9⽉  3⽇（⽊）3,4限

治療室、運動療法学実習
室、1402教室、1406教室
（本館）

千住 東京理学療法学科 物理療法学・実習 ⾦1, ⾦2 2年⽣ 必修 江⼝ 88 4

A班︓8⽉21⽇（⾦）1,2限
　　　　 8⽉28⽇（⾦）1,2限
B班︓8⽉21⽇（⾦）3,4限
　　　　 8⽉28⽇（⾦）3,4限

治療室、運動療法学実習
室、1402教室、1406教室
（本館）

千住 東京理学療法学科 ⾝体機能学実習 ⾦3, ⾦4 2年⽣ 必修 廣瀬 87 6

A班︓8⽉28⽇（⾦）1,2限　⽇程変更
　　　　9⽉10⽇（⽊）1,2限
　　　　9⽉11⽇（⾦）1,2限
B班︓8⽉28⽇（⾦）3,4限　⽇程変更
　　　　9⽉10⽇（⽊）3,4限
　　　　9⽉11⽇（⾦）3,4限

治療室、運動療法学実習
室、、1402教室、1406教
室（本館）

千住 東京理学療法学科 ⾝体構造学実習 ⽉3, ⽉4 2年⽣ 必修 ⿑藤 87 8

A班︓8⽉19⽇（⽔）1,2限
　　　　8⽉26⽇（⽔）1,2限
　　　　9⽉  2⽇（⽔）1,2限
　　　　9⽉　9⽇（⽔）1,2限
B班︓8⽉19⽇（⽔）3,4限
　　　　8⽉26⽇（⽔）3,4限
　　　　9⽉  2⽇（⽔）3,4限
　　　　9⽉　9⽇（⽔）3,4限

基礎医学実習室、1402教
室、1406教室（本館）

千住 東京理学療法学科 ⽇常⽣活活動学実習 ⽕1, ⽕2 3年⽣ 必修 橋本 77 6

A班︓8⽉17⽇（⽉）1,2限
　　　　8⽉24⽇（⽉）1,2限
　　　　8⽉31⽇（⽉）1,2限
B班︓8⽉17⽇（⽉）3,4限
　　　　8⽉24⽇（⽉）3,4限
　　　　8⽉31⽇（⽉）3,4限

治療室、運動療法学実習
室、1402教室、1406教室
（本館）

千住 東京理学療法学科 運動療法学実習 ⽕1, ⽕2 3年⽣ 必修 芹⽥ 78 8

A班︓8⽉18⽇（⽕）1,2限
　　　　8⽉25⽇（⽕）1,2限
　　　　9⽉　1⽇（⽕）1,2限
　　　　9⽉　8⽇（⽕）1,2限
B班︓8⽉18⽇（⽕）3,4限
　　　　8⽉25⽇（⽕）3,4限
　　　　9⽉　1⽇（⽕）3,4限
　　　　9⽉　8⽇（⽕）3,4限

治療室、運動療法学実習
室、1402教室、1406教室
（本館）

千住 看護学科 公衆衛⽣看護学実習 集 4年⽣ 資格必修 吉岡 20 2 8⽉17⽇（⽉）2限
8⽉24⽇（⽉）2限

2201教室（2号館）両⽇
2206教室（2号館）両⽇

千住 看護学科 統合実習（⽼年看護学領域） 集 4年⽣ 必修 泉 7 4 8⽉28⽇（⾦）3,４限
9⽉　4⽇（⾦）3,４限 2201教室（2号館）

対⾯授業8⽉実施科⽬⼀覧



キャンパス 学部学科、センター 科⽬ 開講時間 学年 必修／選択 担当責任
教員 履修者数 合計コマ 対⾯授業実施⽇ 教室

対⾯授業8⽉実施科⽬⼀覧

千住 看護学科 統合実習（⼩児看護学領域） 集 4年⽣ 必修 伊藤（久） 8 2 8⽉31⽇（⽉）3,4限
9⽉10⽇（⽊）3,4限 実験室２（2号館）

千住 学校教育学科 教育実習事前事後指導（⼩） ⽊4 3,4年⽣ 教職必修 鈴⽊ 21 2 4年︓8⽉24⽇（⽉）3,4限
3年︓9⽉

1201教室（本館）
1202教室（本館）

千住
学校教育学科
（中⾼保健体育コー
ス）

陸上競技 ⽉3, ⽉4 2年⽣ 必修 持⽥ 72 5

1組︓8⽉27⽇（⽊）2,3限
　　　　8⽉28⽇（⾦）2,3限
　　　　9⽉　2⽇（⽔）2限
2組︓8⽉31⽇（⽉）2,3限
　　　　9⽉　1⽇（⽕）2,3限
　　　　9⽉　2⽇（⽔）3限

グラウンド（7号館）
アリーナ（2号館）
アリーナ（7号館）

千住
学校教育学科
（中⾼保健体育コー
ス）

⽔泳 ⽕1, ⽕2 2年⽣ 必修 夏⽬ 72 5
7⽉21⽇（⽕）1〜4限（2グループに分ける）
7⽉28⽇（⽕）1〜4限（2グループに分ける）
8⽉　4⽇（⽕）1〜4限（2グループに分ける）

学外プール

千住
学校教育学科
（中⾼保健体育コー
ス）

屋外球技 ⽕4 2年⽣ 必修 ⼭本、橋⼝ 72 5

1組︓8⽉31⽇（⽉）2,3限
　　　　9⽉　1⽇（⽕）2,3限
　　　　9⽉　2⽇（⽔）3限
2組︓8⽉27⽇（⽊）2,3限
　　　　8⽉28⽇（⾦）2,3限
　　　　9⽉　2⽇（⽔）2限

グラウンド（4号館）
アリーナ（2号館）
アリーナ（7号館）

千住
学校教育学科
（中⾼保健体育コー
ス）

運動指導演習2 ⽕5 3年⽣ 教職選択 夏⽬ 6 5
7⽉21⽇（⽕）1〜2限
7⽉28⽇（⽕）1〜2限
8⽉　4⽇（⽕）1限

学外プール

※⾚字部分が変更部分です。⾒え消しの授業は、8⽉に実施いたしません。変更の⽇程は学科から連絡をします。

※グループ分け等の詳細については、科⽬担当教員もしくは学科教員から別途連絡があります。
※９⽉実施予定の授業は、後⽇（遅くとも３週間前まで）お知らせします。


