
令和４年度 後期

月日 曜日

9月20日 火 応用臨床実習① 【診】 応用臨床実習② 【診】 応用臨床実習③ 【診】 応用臨床実習④ 【診】

9月21日 水 応用臨床実習⑤ 【診】 応用臨床実習⑥ 【診】 応用臨床実習⑦ 【診】 応用臨床実習⑧ 【診】

9月22日 木 総合医科学2① 【611】 園木 社会環境医学① 【611】 秋房 医療コミュニケーシ1① 【講堂】
木尾
鬼塚
（千）

ライフステージ歯科2 【611】 辻澤

9月23日 金 秋分の日

9月24日 土 ライフステージ歯科2
【e】
【他】

辻澤

9月25日 日

9月26日 月 応用臨床実習⑨ 【診】 応用臨床実習⑩ 【診】 応用臨床実習⑪ 【診】 応用臨床実習⑫ 【診】

9月27日 火 応用臨床実習⑬ 【診】 応用臨床実習⑭ 【診】 応用臨床実習⑮ 【診】 応用臨床実習⑯ 【診】

9月28日 水 応用臨床実習⑰ 【診】 応用臨床実習⑱ 【診】 応用臨床実習⑲ 【診】 応用臨床実習⑳ 【診】

9月29日 木 総合医科学2② 【611】 園木 医療コミュニケーシ1②
【T】

【講堂】

木尾
園木

永松(浩)
他

CLG③ 【611】
学年主任
学部長
学科長

ライフステージ歯科2
【e】
【他】

辻澤

9月30日 金 EBD①
【講堂】
【e】

【Team】
角舘 救急救命学① 【611】 園木

10月1日 土

10月2日 日

10月3日 月 応用臨床実習㉑ 【診】 応用臨床実習㉒ 【診】 応用臨床実習㉓ 【診】 応用臨床実習㉔ 【診】

10月4日 火 応用臨床実習㉕ 【診】 応用臨床実習㉖ 【診】 応用臨床実習㉗ 【診】 応用臨床実習㉘ 【診】

10月5日 水 ライフステージ歯科2
【他】
【e】

辻澤 歯科麻酔学① 【611】 椎葉 【グ学】

10月6日 木 【グ学】

10月7日 金 EBD②
【講堂】
【e】

【Team】
角舘 社会環境医学② 【611】 秋房 歯科麻酔学② 【611】 原野

10月8日 土 ライフステージ歯科2
【e】
【他】

辻澤 ライフステージ歯科2
【e】
【他】

辻澤 ライフステージ歯科2
【e】
【他】

辻澤

10月9日 日

10月10日 月 スポーツの日

10月11日 火 応用臨床実習㉙ 【診】 応用臨床実習㉚ 【診】 応用臨床実習㉛ 【診】 応用臨床実習㉜ 【診】

10月12日 水 応用臨床実習㉝ 【診】 応用臨床実習㉞ 【診】 応用臨床実習㉟ 【診】 応用臨床実習㊱ 【診】

10月13日 木 総合医科学2③ 【611】 園木 社会環境医学③ 【611】 秋房 医療コミュニケーシ1③ 【講堂】 永松(浩)

10月14日 金 EBD③
【PC室】
【e】

【Team】
角舘 救急救命学② 【611】 園木 歯科麻酔学③ 【611】 原野 救急救命学③ 【611】 園木 社会連携キャリア3⑨ 【他】

10月15日 土 総合型選抜

10月16日 日

10月17日 月 応用臨床実習㊲ 【診】 応用臨床実習㊳ 【診】 応用臨床実習㊴ 【診】 応用臨床実習㊵ 【診】

10月18日 火 応用臨床実習㊶ 【診】 応用臨床実習㊷ 【診】 応用臨床実習㊸ 【診】 応用臨床実習㊹ 【診】

10月19日 水 応用臨床実習㊺ 【診】 応用臨床実習㊻ 【診】 応用臨床実習㊼ 【診】 応用臨床実習㊽ 【診】

10月20日 木
回復期口腔機能管理学
①

【611】 泉 社会環境医学④ 【611】 秋房 医療コミュニケーシ1④ 【講堂】 (非)藤崎 医療コミュニケーシ1⑤ 【講堂】 (非)藤崎

　 　(5年後期／6年前後期) １５:００-１７:００

〔口腔保健学科〕３年次生

８:５０-１０:２０ １０:３０-１２:００ １３:００-１４:３０ １４:４０-１６:１０ １６:２０-１７:５０

時間割
※科目名の○数字は回数を、右枠内は教室および教員名（赤字は非常勤）を示します。
※休日は赤色・行事日は黄色・定期試験等は青色で示しています。
※入試等の期間中は、本館棟内は学生立入禁止となっていますので、充分注意してください。

1 2 3 4 5

(定試)９:００-１０:３０ (定試)１０:４５-１２:１５ (定試)１３:００-１４:００ (定試)１４:１５-１５:４５ (定試)１６:００-１７:００

体育祭準備

体育祭

最終更新日　2022/12/22/15:28



令和４年度 後期

月日 曜日

　 　(5年後期／6年前後期) １５:００-１７:００

〔口腔保健学科〕３年次生
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時間割
※科目名の○数字は回数を、右枠内は教室および教員名（赤字は非常勤）を示します。
※休日は赤色・行事日は黄色・定期試験等は青色で示しています。
※入試等の期間中は、本館棟内は学生立入禁止となっていますので、充分注意してください。

1 2 3 4 5

(定試)９:００-１０:３０ (定試)１０:４５-１２:１５ (定試)１３:００-１４:００ (定試)１４:１５-１５:４５ (定試)１６:００-１７:００

10月21日 金 EBD④
【講堂】
【e】

【Team】
角舘 救急救命学④ 【611】 園木

10月22日 土 学祭

10月23日 日 学祭

10月24日 月 学祭片付け

10月25日 火 応用臨床実習㊾ 【診】 応用臨床実習㊿ 【診】 応用臨床実習51 【診】 応用臨床実習52 【診】

10月26日 水 応用臨床実習53 【診】 応用臨床実習54 【診】 応用臨床実習55 【診】 応用臨床実習56 【診】

10月27日 木
回復期口腔機能管理学
②

【611】 泉 社会環境医学⑤ 【611】 邵 医療コミュニケーシ1⑥ 【講堂】 (非)俣木 医療コミュニケーシ1⑦ 【講堂】 (非)俣木

10月28日 金 EBD⑤
【講堂】
【e】

【Team】
角舘 救急救命学⑤ 【611】 園木 総合医科学2④ 【611】 園木 社会連携キャリア3⑩ 【他】

10月29日 土 ライフステージ歯科2
【e】
【他】

辻澤

10月30日 日

10月31日 月 応用臨床実習57 【診】 応用臨床実習58 【診】 応用臨床実習59 【診】 応用臨床実習60 【診】

11月1日 火 応用臨床実習61 【診】 応用臨床実習62 【診】 応用臨床実習63 【診】 応用臨床実習64 【診】

11月2日 水 応用臨床実習65 【診】 応用臨床実習66 【診】 応用臨床実習67 【診】 応用臨床実習68 【診】

11月3日 木 文化の日

11月4日 金 EBD⑥
【講堂】
【e】

【Team】
角舘 歯科麻酔学⑤ 【611】 茂山 総合医科学2⑤ 【611】 園木 社会連携キャリア3⑪ 【他】

11月5日 土

11月6日 日

11月7日 月 応用臨床実習69 【診】 応用臨床実習70 【診】 応用臨床実習71 【診】 応用臨床実習72 【診】

11月8日 火 応用臨床実習73 【診】 応用臨床実習74 【診】 応用臨床実習75 【診】 応用臨床実習76 【診】

11月9日 水 応用臨床実習77 【診】 応用臨床実習78 【診】 応用臨床実習79 【診】 応用臨床実習80 【診】

11月10日 木 総合医科学2⑥ 【611】 園木 社会環境医学⑥ 【611】 邵 医療コミュニケーシ1⑧ 【講堂】
鬼塚
（千）

11月11日 金 EBD⑦
【PC室】
【e】

【Team】
角舘

回復期口腔機能管理学
③

【相】 泉 歯科麻酔学⑥ 【611】 椎葉
回復期口腔機能管理学
④

【相】 泉 社会連携キャリア3⑫ 【他】

11月12日 土

11月13日 日

11月14日 月 応用臨床実習81 【診】 応用臨床実習82 【診】 応用臨床実習83 【診】 応用臨床実習84 【診】

11月15日 火 応用臨床実習85 【診】 応用臨床実習86 【診】 応用臨床実習87 【診】 応用臨床実習88 【診】

11月16日 水 応用臨床実習89 【診】 応用臨床実習90 【診】 応用臨床実習91 【診】 応用臨床実習92 【診】

11月17日 木 総合医科学2⑦ 【611】 園木 社会環境医学⑦ 【611】 邵 医療コミュニケーシ1⑨

【311】
【312】
【601】
【611】
【講堂】

木尾
園木

永松(浩)
他

11月18日 金 EBD⑧
【講堂】
【e】

【Team】
角舘 救急救命学⑥ 【611】 園木 歯科麻酔学⑦ 【611】

左合
（徹）

社会連携キャリア3⑬ 【他】

11月19日 土 総合型選抜

11月20日 日

11月21日 月 応用臨床実習93 【診】 応用臨床実習94 【診】 応用臨床実習95 【診】 応用臨床実習96 【診】

学祭前夜祭

最終更新日　2022/12/22/15:28



令和４年度 後期

月日 曜日

　 　(5年後期／6年前後期) １５:００-１７:００

〔口腔保健学科〕３年次生
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時間割
※科目名の○数字は回数を、右枠内は教室および教員名（赤字は非常勤）を示します。
※休日は赤色・行事日は黄色・定期試験等は青色で示しています。
※入試等の期間中は、本館棟内は学生立入禁止となっていますので、充分注意してください。

1 2 3 4 5

(定試)９:００-１０:３０ (定試)１０:４５-１２:１５ (定試)１３:００-１４:００ (定試)１４:１５-１５:４５ (定試)１６:００-１７:００

11月22日 火 応用臨床実習97 【診】 応用臨床実習98 【診】 応用臨床実習99 【診】 応用臨床実習100 【診】

11月23日 水 勤労感謝の日

11月24日 木 総合医科学2⑧ 【611】 園木 社会環境医学⑧ 【611】 邵 医療コミュニケーシ1⑩
【e】

【Team】
(非)灘光

11月25日 金 EBD⑨
【PC室】
【e】

【Team】
角舘 救急救命学⑦ 【611】 園木 歯科麻酔学⑧ 【611】

左合
（徹）

社会連携キャリア3⑭ 【他】

11月26日 土 学校推薦型選抜

11月27日 日

11月28日 月 応用臨床実習101 【診】 応用臨床実習102 【診】 応用臨床実習103 【診】 応用臨床実習104 【診】

11月29日 火 応用臨床実習105 【診】 応用臨床実習106 【診】 応用臨床実習107 【診】 応用臨床実習108 【診】

11月30日 水 応用臨床実習109 【診】 応用臨床実習110 【診】 応用臨床実習111 【診】 応用臨床実習112 【診】

12月1日 木 社会環境医学⑨ 【611】 邵 医療コミュニケーシ1⑪

【311】
【312】
【T】

【講堂】

木尾
園木

永松(浩)
他

12月2日 金 EBD⑩
【PC室】
【e】

【Team】
角舘 総合医科学2⑨ 【611】 園木 歯科麻酔学⑨ 【611】 椎葉 社会連携キャリア3⑮ 【他】

12月3日 土

12月4日 日

12月5日 月 応用臨床実習113 【診】 応用臨床実習114 【診】 応用臨床実習115 【診】 応用臨床実習116 【診】

12月6日 火 応用臨床実習117 【診】 応用臨床実習118 【診】 応用臨床実習119 【診】 応用臨床実習120 【診】

12月7日 水 応用臨床実習121 【診】 応用臨床実習122 【診】 応用臨床実習123 【診】 応用臨床実習124 【診】

12月8日 木 【601】

12月9日 金 EBD⑪
【PC室】
【e】

【Team】
角舘 基礎看護学① 【611】

(非)加藤
(法)

基礎看護学② 【611】
(非)加藤

(法)

12月10日 土

12月11日 日

12月12日 月 応用臨床実習125 【診】 応用臨床実習126 【診】 応用臨床実習127 【診】 応用臨床実習128 【診】

12月13日 火 応用臨床実習129 【診】 応用臨床実習130 【診】 応用臨床実習131 【診】 応用臨床実習132 【診】

12月14日 水 応用臨床実習133 【診】 応用臨床実習134 【診】 応用臨床実習135 【診】 応用臨床実習136 【診】

12月15日 木 EBD⑫
【講堂】
【e】

【Team】
角舘

回復期口腔機能管理学
⑤

【611】
【相】

泉 医療コミュニケーシ1⑫

【311】
【312】
【402】
【T】

【講堂】

(非)吉田
(登)
木尾
園木
他

医療コミュニケーシ1⑬

【311】
【312】
【402】
【T】

【講堂】

(非)吉田
(登)
木尾
園木
他

12月16日 金 EBD⑬
【講堂】
【e】

【Team】
角舘 CLG④ 【611】

学年主任
学部長
学科長

基礎看護学③ 【611】 (非)於久 基礎看護学④ 【611】 (非)於久

12月17日 土

12月18日 日

12月19日 月 応用臨床実習137 【診】 応用臨床実習138 【診】 応用臨床実習139 【診】 応用臨床実習140 【診】

12月20日 火 応用臨床実習141 【診】 応用臨床実習142 【診】 応用臨床実習143 【診】 応用臨床実習144 【診】

12月21日 水 応用臨床実習145 【診】 応用臨床実習146 【診】 応用臨床実習147 【診】 応用臨床実習148 【診】

12月22日 木
回復期口腔機能管理学
⑥

【相】 泉
回復期口腔機能管理学
⑦

【相】 泉 医療コミュニケーシ1⑭ 【講堂】
鬼塚
（千）

歯科麻酔学④ 【611】 椎葉

卒業研究発表会

最終更新日　2022/12/22/15:28



令和４年度 後期

月日 曜日

　 　(5年後期／6年前後期) １５:００-１７:００

〔口腔保健学科〕３年次生

８:５０-１０:２０ １０:３０-１２:００ １３:００-１４:３０ １４:４０-１６:１０ １６:２０-１７:５０

時間割
※科目名の○数字は回数を、右枠内は教室および教員名（赤字は非常勤）を示します。
※休日は赤色・行事日は黄色・定期試験等は青色で示しています。
※入試等の期間中は、本館棟内は学生立入禁止となっていますので、充分注意してください。

1 2 3 4 5

(定試)９:００-１０:３０ (定試)１０:４５-１２:１５ (定試)１３:００-１４:００ (定試)１４:１５-１５:４５ (定試)１６:００-１７:００

12月23日 金 EBD⑭
【講堂】
【e】

【Team】

角舘
(非)Gord

an
救急救命学⑧ 【611】 園木 基礎看護学⑤ 【611】 (非)江崎 基礎看護学⑥ 【611】 (非)江崎

12月24日 土

12月25日 日

12月26日 月 冬季休暇

12月27日 火 冬季休暇

12月28日 水 冬季休暇

12月29日 木 冬季休暇

12月30日 金 冬季休暇

12月31日 土 冬季休暇

1月1日 日 冬季休暇

1月2日 月 振替休日

1月3日 火 冬季休暇

1月4日 水 応用臨床実習149 【診】 学科長 応用臨床実習150 【診】 学科長 応用臨床実習151 【診】 学科長 応用臨床実習152 【診】 学科長

1月5日 木
回復期口腔機能管理学
⑧

【611】
泉

(非)我那
覇

回復期口腔機能管理学
⑨

【611】
泉

(非)我那
覇

医療コミュニケーシ1⑮
【401】
【402】

木尾
園木

永松(浩)
他

1月6日 金 EBD⑮
【講堂】
【e】

【Team】
角舘 救急救命学⑨ 【611】 園木 基礎看護学⑦ 【611】 (非)藤野 基礎看護学⑧ 【611】 (非)藤野

1月7日 土

1月8日 日

1月9日 月 成人の日

1月10日 火 応用臨床実習153 【診】 応用臨床実習154 【診】 応用臨床実習155 【診】 応用臨床実習156 【診】

1月11日 水 応用臨床実習157 【診】 応用臨床実習158 【診】 応用臨床実習159 【診】 応用臨床実習160 【診】

1月12日 木 共通テスト準備

1月13日 金 入試準備

1月14日 土 大学入学共通テスト

1月15日 日 大学入学共通テスト

1月16日 月 応用臨床実習161 【診】 応用臨床実習162 【診】 応用臨床実習163 【診】 応用臨床実習164 【診】

1月17日 火

1月18日 水

1月19日 木 後期定期試験

1月20日 金 後期定期試験

1月21日 土 後期試験

1月22日 日 後期試験

1月23日 月 後期定期試験

補講期間

補講期間
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1月24日 火 後期定期試験

1月25日 水 後期定期試験

1月26日 木 後期定期試験

1月27日 金

1月28日 土

1月29日 日

1月30日 月

1月31日 火

2月1日 水 春季休暇

2月2日 木 春季休暇

2月3日 金 春季休暇

2月4日 土 春季休暇

2月5日 日 春季休暇

2月6日 月 春季休暇

2月7日 火 春季休暇

2月8日 水 春季休暇

2月9日 木 春季休暇

2月10日 金 春季休暇

2月11日 土 建国記念の日

2月12日 日 春季休暇

2月13日 月 春季休暇

2月14日 火 春季休暇

2月15日 水 後期再試験

2月16日 木 後期再試験

2月17日 金 後期再試験

2月18日 土 春季休暇

2月19日 日 春季休暇

2月20日 月 後期再試験

2月21日 火 後期再試験

2月22日 水 入試準備

2月23日 木 入試準備
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2月24日 金 入試準備

2月25日 土 一般選抜

2月26日 日 一般選抜

2月27日 月 後期再試験

2月28日 火 後期再試験

3月1日 水 後期再試験

3月2日 木 後期再試験

3月3日 金 後期再試験

3月4日 土 春季休暇

3月5日 日 春季休暇

3月6日 月 後期再試験

3月7日 火 春季休暇

3月8日 水 春季休暇

3月9日 木 春季休暇

3月10日 金 【講堂】

3月11日 土 春季休暇

3月12日 日 春季休暇

3月13日 月 春季休暇

3月14日 火 春季休暇

3月15日 水 春季休暇

3月16日 木 春季休暇

3月17日 金 春季休暇

3月18日 土 春季休暇

3月19日 日 春季休暇

3月20日 月 春季休暇

3月21日 火 春分の日

3月22日 水 春季休暇

3月23日 木 春季休暇

3月24日 金 春季休暇

3月25日 土 春季休暇

3月26日 日 春季休暇

3月27日 月 春季休暇

学長賞授与式
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3月28日 火 春季休暇

3月29日 水 春季休暇

3月30日 木 春季休暇
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