
教養展開科目
GV232 ことば１
GW201 環境問題A
GY120 ジェンダーを考えるA 他

初修外国語科目
GF101 フランス語Ⅰ文化
GG103 ドイツ語Ⅰマスター 他

数理・データサイエンス科目
GD101 情報リテラシー 他

看護学部看護学科カリキュラムマップ

学
位
授
与
の
方
針

4
年
次

3
年
次

2
年
次

1
年
次

◆▼ ◆■▼

国際科目
GJ101 移民の国際社会学
GJ101 世界の歴史と日本 他

地域科目
GL101 大学と地域の共創まちづくり
GL101 地域に住まう 他

専門科目

普遍教育

専門基礎科目

国際発展科目群 地域発展科目群 学術発展科目群

カリキュラムポリシー

実習

NN328 母性・小児コア実習CP8,9,11

NN327 成人・老人コア実習CP8,9,11

NN329 精神・地域看護コア実習
CP8,9,11

NN320 社会資源と看護マネジメント
CP5,8
NN310 看護管理学概論CP5,8

英語科目
GE133 Discussion
GE134 Writing
GE135 CALL 他

教養コア科目
GA101 哲学
GA102 こどもと医療
GA103 「かたち」の論理
GA104 地球環境史 他

NN217 母性看護学概論CP5,8
NN218 小児看護学概論CP5,8
NN213 成人看護学概論CP5,8
NN215 老人看護学概論CP5,8
NN219 精神看護学概論CP5,8
NN220 地域看護学概論CP5,8
NN221 訪問看護学概論CP5,8

スポーツ・健康科目
GP104 サッカー
GP111 バドミントン 他

▼ ◆■▼

ディプロマポリシー

◆■▼
◆■▼

◆■▼

◆▼

NN301 保健学演習CP4,6,11

英語科目
NN338 アカデミック英語（中級）
CP6,12

NN333 災害と地域看護活動CP8,9
NN336 エンドオブライフケア

看護実践論CP8,9

NN303 母性の健康障害と看護
CP8
NN304 小児の健康障害と看護
CP8
NN214 健康障害と看護Ⅰ（急
性期・終末期）CP8
NN216 健康障害と看護Ⅱ（慢
性期・リハビリ）CP8

留学科目

NN332
Global Health and 

Nursing ⅡCP6

助産師関連科目
NN406 助産ケア学ⅢCP8,9
NN407 助産業務管理

実習
NN408 助産実習ⅠCP8,9
NN409 助産実習ⅡCP8,9

助産師関連科目
NN326 助産ケア学ⅠCP8,9
NN325 助産診断学CP8

助産師関連科目
NN324 助産概論CP8

NN207 病態学実習Ⅱ（微生物学・免疫
学）CP8
NN206 病態学実習Ⅰ（病理学）CP8

▲

実習

NN302 看護基盤実習 CP7,8,9

●▲

NN313 母性看護方法
NN314 小児看護方法CP8,9
NN311 成人看護方法CP8,9
NN312 老人看護方法CP8,9
NN315 精神看護方法CP8,9
NN316 地域看護方法CP8,9
NN317 看護基本技術Ⅲ（成長発達アセ
スメントと援助技術）CP8,9
NN318 看護基本技術Ⅳ（地区活動）
CP8,9

●▲

実習

NN319 訪問看護実習CP8,9 

NN211 保健医療福祉制度論CP6
NN210 保健情報学（保健環境学・
保健統計学）CP4,6

NN223 看護基本技術Ⅱ
（療養援助）CP8
NN222 看護基本技術Ⅰ
（心身アセスメントと生
活援助）CP8

0

NN334 老人看護実践論CP1,3,6,7,11
NN335 発達障害看護学CP1,3,6,7,11
NN337 看護政策論CP1,3,6,7,11

●▲

◆

● ◆

●▲

▲

●▲

● ◆■

NN209 保健学Ⅱ（疫学）CP6,11
NN208 保健学Ⅰ（保健環境学・保
健統計学）CP6,11

●◆

◆■

NN205 形態機能学実習 CP8
NN202 薬理学 CP8
NN201 代謝栄養学Ⅱ（栄養学）CP8

▲

NN108 専門職連携ⅠCP1

NN107 医療・看護の歴史CP1,2,3
NN106 人間学Ⅲ（人間関係）CP1,2,3
NN105 人間学Ⅱ（家族と文化）CP1,2,3
NN104 人間学Ⅰ（ライフサイクルと発
達）CP1,2,3

NN204 病態学Ⅱ（微生物学・免疫学）
CP8
NN203 病態学Ⅰ（病理学）CP8
NN101 形態機能学Ⅰ（人体構造学）
CP8
NN103 代謝栄養学Ⅰ（生化学）CP2,7,8
NN102 形態機能学Ⅱ （人体生理学）
CP2,7,8

■▼

▲▼

▲

NN109 看護学原論
ⅠCP,5,6,7,8,9
NN110 看護学原論
ⅡCP,5,6,7,8,9

●▲◆

NN224 看護実践と研究ⅡCP11

NN225 Global Health and Nursing 
ⅠCP3,7

▲ ■
NN306 健康教育論CP5,8

NN305 看護教育学CP11

● ■

●

▲◆

NN111 看護実践と研究Ⅰ
CP1,2,3

NN307 専門職連携Ⅲ CP2,5,12

●◆ ▼

NN112 健康自主管理演習CP1 ▼

■▼

●▲

●▲

NN403 看護実践と研究Ⅳ（卒業研究）CP9,10,11
NN404 看護学セミナーCP6,7,8,9,10,11

●▲
NN323 看護実践と研究ⅢCP10,11

NN321 看護倫理 CP2 ▼

●

▲◆

▲

実習

NN402 統合実習CP8,9 
●▲

●▲◆

助産師関連科目
NN405 助産ケア学ⅡCP8,9

●▲

●▲

▲◆

緑枠 必修科目
青枠 自由科目

▼DP1
自由・自立の精神

■DP2
地球規模的な視点からの社
会とのかかわりあい

◆DP3
普遍的な教養

▲DP4
専門的な知識・技術・技能

●DP5
高い問題解決能力

CP12：主体的に英語を中心とした語学力およびコミュニケーション技術を修得して、他職種や市民と連携・協働しながら問題解決に取り組める能力を涵養

CP11：現代社会における看護に関わる問題を多面的・学術的に理解し、問題を解決するために必要な情報やデータを自ら系統的に収集・分析し、それらを適切に活用・発信する方法を修得

CP10：看護研究の必要性と意義を理解し、研究を行い、その成果に基づいて新たな看護実践を創出するための基本的知識を習得

CP9：対象に生じている現象に関心を寄せ、必要な知識・資源・研究成果を獲得・収集し、これらを活用して積極的に問題の解決に取り組んで、社会に貢献しようとする姿勢を涵養

CP8：看護の対象者である人間を統合体として理解し、看護学およびその関連知識・技術を順序性、体系性を持って習得

CP7：看護学の領域を幅広い視野をもって位置づけるために必要な文理横断的・異分野融合的な知見や思考法の獲得

CP6：グローバル化・情報化した現代社会を理解するために必要な技能や知識の修得

CP5：個人、家族、集団、地域の多様な価値を多角的に理解し、対象の立場を尊重し、擁護する行動や態度の涵養

CP4：学内外で継続的な学修を促進するための情報通信技術の活用

CP3：文化の多様性の理解に基づき、グローバルな広がりをもって看護活動を行なう必要性とそのための方法の修得

CP2：生命生存の本質的理解を基盤に自己の倫理観を点検し、倫理的な意思決定のプロセスを理解し、高い倫理性をもって行動できる能力

CP1：専門領域での問題に関して、社会の要求を踏まえた問題解決を自ら実践できる能力

NN322 看護教育学演習（問題解
決過程）CP11

●

●

▼

NN401 専門職連携ⅣCP5,8,12
●▲◆

NN212 専門職連携ⅡCP1 ▼
英語科目
NN113 コミュニケーション英語CP3,12

● ■

英語科目
NN226 アカデミック英語（基礎）CP6,12 

● ◆

NN339 看護専門英語（入門編）CP3,6,12
NN340 看護専門英語（チャレンジ編）CP3,6,12 ●▲◆■▼

●◆■
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