
令和４年度後学期授業時間割表 令和４年9月26日現在
　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　　　　　　　

火　　　　　曜　　　　　日 水　　　　　曜　　　　　日 木　　　　　曜　　　　　日 金　　　　　曜　　　　　日

科目 単位 履修 同時履修 科目 単位 履修 同時履修 科目 単位 履修 同時履修 科目 単位 履修 同時履修 科目 単位 履修 同時履修

番号 数 年次 時　　　限 番号 以降 年次 時　　　限 番号 数 年次 時　　　限 番号 数 年次 時　　　限 番号 数 年次 時　　　限

101(30) 101(30) 101(30) 101(30) 101(30)

102(35) 102(35) 102(35) 102(35) 102(35)

104(35) 104(35) 104(35) 104(35) 専自119 データ処理入門 2 群1 ｱﾗｽｰﾝ ﾋﾟｰﾀｰ M 104(35)

105(30) 105(30) 105(30) 105(30) 105(30) 専人365 外書講読(B) 2 群3 (非)朴在徳

106(45) 106(45) 　 106(45) 106(45) 専社350 経営分析論 2 群3 仲尾次洋子 106(45)

107(96) 共外102 ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ（E) 2 群1 木1 (非)ｸﾘｽ ｳｨﾙｿﾝ 107(96) 共外111 ポルトガル語Ⅱ 2 共1 金1 長尾直洋 107(96) 共ア102 教養演習Ⅱ(国１組)　 2 群1 麻生玲子 107(96) 共外102 ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ（E) 2 群1 月1 (非)ｸﾘｽ ｳｨﾙｿﾝ 107(96) 共外111 ポルトガル語Ⅱ 2 共1 火1 長尾直洋

108(132) 共外218 アカデミック英語基礎（国E・I） 2 群2 玉城本生 108(132) 専社347 グローバルビジネス論 2 群3 林優子 108(132) 共ア102 教養演習Ⅱ(国８組) 2 群1 長尾直洋 108(132) 専社２１９ マーケティング論 2 群2 草野泰宏 108(132) 共外218 アカデミック英語基礎（国F・J） 2 群2 玉城本生

109(132) 109(132) 共人105 歴史学　※2016年度以降入学生科目 2 共1 (非)濵地龍磨 109(132) 共ア102 教養演習Ⅱ（国１０組） 2 群1 ﾉｰﾏﾝ ﾌｨｰｳｪﾙ 109(132) 専社104 経営学総論 2 群1 林優子 109(132)

110(132) 110(132) 共沖103 沖縄の言語 2 共1 麻生玲子 110(132) 共ア102 教養演習Ⅱ(国４組)　 2 群1 アラスーン・ピーター 110(132) 110(132)

111(96) 111(96) 専社346 ホテル計画論 4 群3 火2 東恩納盛雄 111(96) 共ア102 教養演習Ⅱ(国２組)　 2 群1 新垣裕治 111(96) 111(96)

201(48) 共外101 ﾍﾞｰｼｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ(D) 2 群1 木1 (非)ｼﾝﾃﾞｨ･ｳｨｯｶｰ 201(48) 201(48) 201(48) 共外101 ﾍﾞｰｼｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ(D) 2 群1 月1 (非)ｼﾝﾃﾞｨ･ｳｨｯｶｰ 201(48) 専人376 日本語教育実践演習 2 群3 当銘盛之

204(35) 204(35) 204(35) 204(35) 共思103 科学入門 2 共1 立津慶幸 205(48)

205(48) 共外107 フランス語Ⅱ 2 共1 木1 (非)金城豪 205(48) 類際304 国際文化専門演習Ⅱ 2 群3 ﾒｰｶﾞﾝ ｸｯｸﾙﾏﾝ 205(48) 教養演習Ⅱ（国・総括） 大城渡 205(48) 共外107 フランス語Ⅱ 2 共1 月1 (非)金城豪 206(20)

206(20) 206(20) 206(20) 206(20) 207(30)

207(30) 類際404 国際文化専門演習Ⅳ 2 群4 李鎮榮 教養演習Ⅱ（留学生対象）2018年度以前入学生科目 207(30) 208(30) 外日105 初級日本語文法Ⅰ 2 共1 水1 (非)高江洲由美子

ｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞ
2018年度以前入学生科目

日本語演習 2019年度以降入学生科目 208(30) 209(96)

留学生のためのｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞ
2019年度以降入学生科目 208(30) 208(30) 209(96) 210(96)

209(96) 209(96) 類自203 情報化社会論 2 群2 中里収 209(96) 共ア102 教養演習Ⅱ（国７組）　 2 群1 田代豊 210(96) 211(96) 教育相談 2 共3 山本健司

210(96) 210(96) 210(96) 共ア102 教養演習Ⅱ（国９組）　 2 群1 渡慶次正則 211(96) 212(96)

211(96) 211(96) 共思104 論理学 2 共1 宮平栄治 211(96) 共ア102 教養演習Ⅱ（国５組）　 2 群1 草野泰弘 212(96) 301(48)

212(96) 212(96) 212(96) 共ア102 教養演習Ⅱ(国３組)　 2 群1 許点淑 301(48) 302(50)

301(48) 医療管理各論　※2018年度以降入学生 301(48) 共ア102 教養演習Ⅱ（国６組）　　 2 群1 志田淳二郎 302(50) 共外102 ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ(I) 2 群1 月1 笠村淳子 303(10)

302(50) 共外102 ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ(I) 2 群1 木1 笠村淳子 医療事務総論　※2017年度以前入学生 302(50) 共ア102 教養演習Ⅱ(看護学科) 2 看1 看護学科教員12名 303(10) 304(50)

303(10) 302(50) 303(10) 共ア102 教養演習Ⅱ(看１～４組) 2 看1 看護学科教員12名 304(50) 共外101 ﾍﾞｰｼｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ(H) 2 群1 月1 (非)名城義久 305(48) 共外117 外国語特別講義Ⅰ（ベトナム語） 2 共1 (非)ｸﾞｭｪﾝ･ﾄﾞ･ｱﾝ･ﾆｪﾝ

304(50) 共外101 ﾍﾞｰｼｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ(H) 2 群１ 木1 (非)名城義久 303(10) 304(50) 共ア102 教養演習Ⅱ(看護学科) 2 看1 看護学科教員12名 305(48) 306(48)

305(48) 304(50) ス専244 グローバルヘルス 2 ス2 小川寿美子 305(48) 共ア102 教養演習Ⅱ(看護学科) 2 看1 看護学科教員12名 306(48) 専人239 高等ｵｰﾗﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ（A) 2 群2 ﾉｰﾏﾝ ﾌｨｰｳｪﾙ

306(48) 305(48) 306(48) 共ア102 教養演習Ⅱ(看護学科) 2 看1 看護学科教員12名 大ホール 大ホール

大ホール 306(48) 専人239 高等ｵｰﾗﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ（B) 2 群2 ﾉｰﾏﾝ ﾌｨｰｳｪﾙ 大ホール MM教室 専自236 臨床医学各論Ⅲ 2 群2 大城真理子 MM教室

MM教室 大ホール MM教室 プール プール

プール MM教室 名・体育館 名・体育館 ス専290 卓球 1 ｽ2 玉城将 名・体育館

( 名・体育館 ス専269 エアロビクスⅠ 1 ｽ2 (非)高良順子 生・実演ホ 生・実演ホ ス専340 介護概論 2 ｽ2 高瀬・前川 生・実演ホ (

8:45 生・実演ホ 名・体育館 ス専262 サッカー（雨天時） 1 ｽ1 (非)笹澤吉明
大講義室
A(248)

共外218 アカデミック英語基礎（国G・H） 2 群2 玉城本生 武道場 ｽｶｲﾎｰﾙA 看205 看護実践方法論 1 看2 大城、伊波、新城 8:45

～武道場1F ス専269 エアロビクスⅠ 1 ｽ2 (非)高良順子 生・実演ホ 共健101 体育実技 Ⅰ（レクリエーションスポーツA） 1 共１ 東恩納玲代
大講義室
B（248）

共ア102 教養演習Ⅱ（ス１～４組） 2 ｽ1 スポーツ健康学科教員
大講義室
A(248)

大講義室
A(248)

看102 病態生理学（含：病理学） 2 看1 花城和彦 ～

10:15 武道場2F 武道場２Ｆ ｽｶｲﾎｰﾙA 共ア102 教養演習Ⅱ（ス１～４組） 2 ｽ1 スポーツ健康学科教員 専人110 言語と文学 2 群1
大講義室
B（248）

ス専202 運動学 2 ス1 玉城将 10:15

) 大講義室
A(248)

大学グラ
ウンド

ス専262 サッカー 1 ｽ1 (非)笹澤吉明 専人249
言語力養成論　※2015年度以前
入学生科目

2 群2 )

大講義室
B(248)

専自113 1 群1 研502 類際304 国際文化専門演習Ⅱ 2 群3 当銘盛之 ｽｶｲﾎｰﾙA ス専340 介護概論 2 ｽ2 高瀬・前川 人201(48)

人201(48) ス専172 1 ｽ1 人201(48) 人301(120)

人301(120)
大講義室
A(248)

共国103 国際社会と日本 2 共1 高嶺司 人301(120) 人401(54)

人401(54)
大講義室
B（248）

ス専214 安全管理論及び方法 2 ｽ2 遠矢英憲 人201(48) 人401(54) 人403(54)

人403(54) ｽｶｲﾎｰﾙA 看203 基礎看護技術Ⅰ 2 看1 伊波、大城、新城 人301(120) 人403(54) 　 人404(120) ス専216 ﾚｼﾞｬｰ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ論 2 ｽ2 遠矢英憲

人404(120) 人201(48) 人401(54) 人404(120) ス専221 健康教育 2 ｽ2 東恩納玲代 人101TR

人101TR 人202実験 ス専345 生理学・運動生理学演習 2 ス3 火2 高瀬幸一 人403(54) 人101TR 人202実験 ス専353 運動負荷試験 1 ｽ3 神谷義人、岡部麻里

人202実験 人301(120) 人404(120) ス専277 テーピング・マッサージ(A) 1 ｽ2 (非)宜野座康秀 人202実験 人307（48） ス専353 運動負荷試験 1 ｽ3 神谷義人、岡部麻里

人307(48) 人401(54) 人101TR 人307(48) 人309実習

人309実習 人403(54) 人202実験 人309実習 人402学科

人307(48) 人404(120) 人307(48) 人402学科

人309実習 人101TR 人309実習 看･講義室①(96)

人202実験 人402学科 看･講義室①(96) 看278 看護管理（11/17～） 1 看4 木2 横川裕美子 看･講義室②

人307(48) 成人高齢実習室 成人看護実習Ⅱ 3 看3 木村安貴、玉井なおみ 看･講義室② 看･講義室③(30) 3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員

看･講義室①(96) 看135 学校保健 2 看2 神田奈津子 人309実習 看･講義室①(96) 共ア102 教養演習Ⅱ(看１～４組) 2 看1 看護学科教員12名 看･講義室③(30) 3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員 看･講義室④(30)

看･講義室② 人402学科 看･講義室② 共ア102 教養演習Ⅱ(看１～４組) 2 看1 看護学科教員12名 看･講義室④(30) 看212 成人看護学方法論Ⅰ 2 看2 木2 清水かおり、下地紀靖 看･講義室⑤(96)

看･講義室③(30) 3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員 看･講義室①(96) 看277 看護実践と理論（11/15～） 1 看4 火2 横川裕美子 看･講義室③(30) 共ア102 教養演習Ⅱ(看１～４組) 2 看1 看護学科教員12名 看･講義室⑤(96) 看212 成人看護学方法論Ⅰ 2 看2 木2 清水かおり、下地紀靖
成人高齢
実習室

3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員

看･講義室④(30) 沖縄の文化と看護 1 看1 佐和田重信 看･講義室② 看203 セルフケア援助技術A 2 看1 火2
伊波、大城、
新城、藤居

看･講義室④(30) 共ア102 教養演習Ⅱ(看１～４組) 2 看1 看護学科教員12名
成人高齢
実習室

看212 成人看護学方法論Ⅰ 2 看2 木2 清水かおり、下地紀靖
地域・精神
（在宅）実

3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員

看･講義室⑤(96) 沖縄の文化と看護 1 看1 佐和田重信 看･講義室③(30) 3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員 看･講義室⑤(96) 共ア102 教養演習Ⅱ(看１～４組) 2 看1 看護学科教員12名
母性・小児

実習室
3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員

看･演習室
①～⑧

看274 卒業研究 2 看4 看護学科教員 看･講義室④(30) 看241 高齢者看護学概論 2 看2 永田美和子 演習室1～8 3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員 基礎実習室 看205 看護実践方法論 1 看2 大城、伊波、新城

看･講義室⑤(96) 看241 高齢者看護学概論 2 看2 永田美和子 母性・小児実習室 共ア102 教養演習Ⅱ(看１～４組) 2 看1 看護学科教員12名
北部

研修室①
ス専340 介護概論 2 ｽ2 高瀬・前川

北部
演習室①

3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員
基礎看護
実習室

看203 セルフケア援助技術A 2 看1 火2
伊波、大城、
新城、藤居

北部研修
室②③④

教養演習Ⅱ(看護学科) 2 看1 看護学科教員
北部

研修室②
外日105 初級日本語文法Ⅱ2019年以降入学生科目 2 共1 木2 (非)小番あゆみ

北部
演習室①

3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員

北部
研修室②

3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員
北部

PCﾙｰﾑ
専自104 ウェブグラフィックス 2 群1 島康貴

北部
演習室①

3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員
北部

演習室①
3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員

北部教材
制作室

3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員

北部
演習室①

3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員
北部教材
制作室

3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員
北部教材
制作室

3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員

北部教材
制作室

3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員

月　　　　　曜　　　　　日

教室 授業科目名 担当教員

看護学Ⅱス専226

3年次臨地実習学内演習

ｽ2

教室 授業科目名

学外 ゴルフ Ｉ・Ⅱ 火2

神崎園子2

301(48) 専自110 群12

207(30) 共ア102 2 共1

看3 看護学科教員

208(30) 共ア104

担当教員担当教員 教室 授業科目名 担当教員 教室 授業科目名 教室 授業科目名担当教員

(非)高江洲由美子207(30) 金1共12外日105

大講義室
B（248）

小番達

初級日本語文法Ⅰ当銘盛之

1
 

時
 

限

1
 

時
 

限

小賦肇
(非)渡嘉敷幸

太

上門要

2 共1 当銘盛之



令和４年度後学期授業時間割表 令和４年9月26日現在
　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　　　　　　　

火　　　　　曜　　　　　日 水　　　　　曜　　　　　日 木　　　　　曜　　　　　日 金　　　　　曜　　　　　日

科目 単位 履修 同時履修 科目 単位 履修 同時履修 科目 単位 履修 同時履修 科目 単位 履修 同時履修 科目 単位 履修 同時履修

番号 数 年次 時　　　限 番号 数 年次 時　　　限 番号 数 年次 時　　　限 番号 数 年次 時　　　限 番号 数 年次 時　　　限

101(30) 101(30) 共自104 化学 2 共1 田代豊 101(30) 101(30) 類際207 観光産業系基礎演習 1 群2 宮城・伊良皆 他 101(30) 専自352 自然観察指導法 4 群3 金3 新垣裕治

102(35) 102(35) 102(35) 類際203 語学教育系基礎演習 1 群2 語学教育専攻教員 102(35) 専自111 保健医療情報学 2 群1 田邊勝義　 102(35)

104(35) 専社220 観光調査法 4 群2 木3 上原明 104(35) 104(35) 104(35) 専自101 プログラミング入門(Ａ) 2 群1 中里収 104(35)

105(30) 105(30) 105(30) 105(30) 類際404 国際文化専門演習Ⅳ 2 群4 渡慶次正則 105(30)

106(45) 類社205 経営情報論 2 群2 田邊勝義 106(45) 106(45) 類際205 情報ｼｽﾃﾑｽﾞ系基礎演習 1 群2
島，中里，
ﾋﾟｰﾀｰ，天願，
田邊，佐久本

106(45) 類際207 観光産業系基礎演習 1 群2 宮城・伊良皆 他 106(45) 類自101 コンピュータ概論 2 群1 天願健

107(96) 共外102 ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ(SB)　　 2 ス１ 木2 (非)ｸﾘｽ ｳｨﾙｿﾝ 107(96) 生徒指導の理論及び方法 2 共3 板山勝樹 107(96) 専人250 日本史史料講読 　※2015年度以降入学生科目 2 群2 屋良健一郎 107(96) 共外102 ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ(SB) 2 ス1 月2 (非)ｸﾘｽ ｳｨﾙｿﾝ 107(96) 専人254 日本古典文学史 2 群2 小番達

108(132) 専社236 観光地理学 2 群2 卯田卓矢 108(132) 共国104 人権と平和 2 共1 大城渡 108(132) 類社102 観光学概論（観光学概論（Ｂ）） 2 群1 伊良皆啓 108(132) 類際207 観光産業系基礎演習 1 群2 宮城・伊良皆 他 108(132) 類自101 コンピュータ概論 2 群1 天願健

専人350 問題解決の心理学（2014年度以前入学生） 2 群3 109(132) 専人233 沖縄の文学 2 群2 小嶋洋輔 109(132) 類人206 日本語表現論2019以降 2 群2 (非)当銘類 109(132) 専社375 観光心理学 2 群3 上原明

専社366 問題解決の心理学（2015年度以降入学生） 2 群2 110(132) 類人204 人間関係論 2 群2 金城亮 110(132) 共社103 政治学 2 共1 志田淳二郎 110(132) 専社238 経営管理論　※2014年度以降入学生科目 2 群2 大城美樹雄

110(132) 共自107 情報科学と社会（A) 2 共1 大講義室A希望 (非)仲程基経 111(96) 専社346 ホテル計画論 4 群3 火1 東恩納盛雄 110(132) 類際203 語学教育系基礎演習 1 群2 語学教育専攻教員 111(96) 専人352 中南米の社会 2 群3 上原なつき 111(96) 共社101 法学 2 共1 大城渡

111(96) 類社205 経営情報論 2 群2 田邊勝義 201(48) 111(96) 類際203 語学教育系基礎演習 1 群2 語学教育専攻教員 201(48) 共外101 ﾍﾞｰｼｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ(F) 2 群１ 月2 (非)ｼﾝﾃﾞｨ･ｳｨｯｶｰ 201(48) 共外218 アカデミック英語基礎（国D） 2 群2 玉城本生

201(48) 共外101 ﾍﾞｰｼｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ(F) 2 群1 木2 (非)ｼﾝﾃﾞｨ･ｳｨｯｶｰ 204(35) 専自102 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ･ｸﾞﾗﾌｨｸｽ 2 群1 ｱﾗｽｰﾝ ﾋﾟｰﾀｰ M 201(48) 専人104 中級英語リスニング（A) 2 群1 笠村淳子 204(35) 類際207 観光産業系基礎演習 1 群2 宮城・伊良皆 他 204(35) 外日113 中・上級日本語作文Ⅰ 2 共1 金3 (非)当銘類

204(35) 205(48) 共ア104 ｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅠ（R） 2 共1 (非)謝花佐和子 204(35) 類際205 情報ｼｽﾃﾑｽﾞ系基礎演習 1 群2
島，中里，
ﾋﾟｰﾀｰ，天願，
田邊，佐久本

205(48) 専人105 中級ｵｰﾗﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ（A) 2 群1 ﾉｰﾏﾝ ﾌｨｰｳｪﾙ 205(48) 共外109 スペイン語Ⅱ（B） 2 共1 水2 (非)佐久本義生

205(48) 206(20) 205(48) 共外109 スペイン語Ⅱ（B） 2 共1 金2 (非)佐久本義生 206(20) 類際207 観光産業系基礎演習 1 群2 宮城・伊良皆 他 206(20)

206(20) 外日115 中・上級日本語文法Ⅰ 2 共1 火3 (非)当銘類 207(30) 類人206 日本語表現論2018以前 2 群2 (非)当銘類 206(20) 類際203 語学教育系基礎演習 1 群2 語学教育専攻教員 207(30) 類際207 観光産業系基礎演習 1 群2 宮城・伊良皆 他 207(30)

207(30) 外日104 初級日本語作文Ⅰ 2 共1 月3 (非)小番あゆみ 208(30) 207(30) 208(30) 類際207 観光産業系基礎演習 1 群2 宮城・伊良皆 他 208(30)

208(30) 専人364 通訳技法 2 群3 (非)与那覇恵子 209(96) 共外115 韓国語Ⅱ（A） 2 共1 金2 許点淑 208(30) 外日109 日本事情Ⅳ 2 群1 李鎮榮 209(96) 専社336 人的資源管理論 2 群3 大城美樹雄 209(96) 共外115 韓国語Ⅱ（A） 2 共1 火2 許点淑

209(96) 類社101 経営統計学 2 群1 宮平栄治 210(96) 専人214 英米文化概論Ⅱ(A) 2 群2 ﾉｰﾏﾝ ﾌｨｰｳｪﾙ 209(96) 類際204 経営系基礎演習 1 群2 経営専攻教員 210(96) 類際207 観光産業系基礎演習 1 群2 宮城・伊良皆 他 210(96) ス専346 衛生学･公衆衛生学演習 2 ｽ3 金3 小川寿美子

210(96) 211(96) 専社227 イベント事業論 2 群2 伊良皆啓 210(96) 類際204 経営系基礎演習 1 群2 経営専攻教員 211(96) 特別活動の指導法 2 共2 板山勝樹 211(96) 共自101 数学 2 共1 高安美智子

211(96) 教育方法 2 共3 嘉納英明 212(96) 211(96) 類際204 経営系基礎演習 1 群2 経営専攻教員 212(96) 共外113 中国語Ⅱ（D） 2 共1 月2 山城智史 212(96)

212(96) 共外113 中国語Ⅱ（D） 2 共1 木2 山城智史 301(48) 212(96) 301(48) 専人241 高等英作文（Ｂ） 2 群2 (非)ｹﾋﾞﾝ 板 山 勝 樹 301(48)

301(48) 類際404 国際文化専門演習Ⅱ 2 群3 坪井祐司 302(50) 共外222 ビジネス英語Ⅰ 2 共2 玉城本生 301(48) 類際206 診療情報管理系基礎演習 1 群2 田邊,木村,上門,大城 302(50) 共外102 ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ(SA) 2 ス1 月2 玉城本生 302(50)

302(50) 共外102 ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ(SA) 2 ス1 木2 玉城本生 303(10) 302(50) 専人354 移民と異文化 2 群3 長尾直洋 303(10) 303(10)

303(10) 303(10) 303(10) 国際文化専門演習（ミニ ﾉｰﾏﾝ ﾌｨｰｳｪﾙ 304(50) 共外102 ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ(SD) 2 ス1 月2 (非)名城義久 304(50) 専人241 高等英作文（Ａ) 2 群2 ﾒｰｶﾞﾝ ｸｯｸﾙﾏﾝ

304(50) 共外102 ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ(SD) 2 ｽ1 木2 (非)名城義久 304(50) 304(50) 専人105 中級ｵｰﾗﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ（B) 2 群1 (非)ﾊｲｽ・ﾌｧﾝ=ﾃﾞﾙ=ﾙﾍﾞ 305(48) 共外102 ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ(SC) 2 ス１ 月2 （非）ケム ロイ 305(48)

305(48) 共外102 ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ(SC) 2 ｽ1 木2 （非）ケム ロイ 305(48) 専人240 高等英語講読（A) 2 群2 半嶺まどか 305(48) 類社206 地域社会論 2 群2 許点淑 306(48) 306(48) 専人106 中級英語講読(B) 2 群1 (非)ｼﾝﾃﾞｨ ｳｨｯｶｰ

306(48) 専人257
日本近代文学概論　※2016年度
以降入学生科目 2 群2 小嶋洋輔 306(48) 類自207 情報と職業 2 群2 田邊勝義 306(48) 類際203 語学教育系基礎演習 1 群2 板山勝樹 大ホール 大ホール

大ホール 大ホール 大ホール 看122 栄養学Ⅱ（10/26～） 1 看2 (非)城間かおり MM教室 類際207 観光産業系基礎演習 1 群2 宮城・伊良皆 他 MM教室

MM教室 MM教室 MM教室 類際306 観光産業専門演習Ⅱ 2 群3 田代豊 プール プール

多目的グ
ラウンド

ス専391 ソフトボール（B) 1 ス3 東恩納玲代 専自240 群2 プール 名・体育館 共健101 体育実技 Ⅰ（卓球） 1 共１ 玉城将 名・体育館 ス専391 ソフトボール（A) 雨天時 1 ス3 東恩納玲代

( 名・体育館 ス専391 ソフトボール（B)雨天時 1 ス3 東恩納玲代 ス専266 ｽ2 名・体育館 ス専367 舞踊 1 ｽ3
(非)幸地キー
シャンドゥ真希

生・実演ホ ｽ専355 コーチング演習 2 ｽ3 仲田、石橋、小賦 生・実演ホ 共健101 体育実技 Ⅰ（ﾌｨｯﾄﾈｽ運動） 1 共１ (非)与那城亜希子 (

10:30 生・実演ホ 名・体育館 共健101 体育実技 Ⅱ（サッカー）雨天時 1 共１ (非)笹澤吉明 生・実演ホ 共健101 体育実技 Ⅱ（フットサル） 1 共１ 神谷義人 大学ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
多目的グ
ラウンド

ス専391 ソフトボール（A) 1 ス3 東恩納玲代 10:30

～大講義室
A(248)

専自113 群1 武道場1F ス専367 舞踊 1 ｽ3
(非)幸地キー
シャンドゥ真希

大講義室
A(248)

専人361 アジアの文学 2 群3 清水美里
大講義室
A(248)

共思106 現代思想 2 共1 大峰光博 ～

12:00
大講義室
B(248)

共国105 国際コミュニケーション論 2 共1 (非)吉川秀樹 ス専172 ｽ1
大講義室
A(248)

専社342 観光政策論 2 群3 大谷健太郎
大講義室
Ｂ(248)

専人109 比較宗教論 2 群1 坪井祐司
大講義室
B（248）

ス専207 トレーニング論 2 ス2 小賦肇 12:00

) 大学グラウンド 共健101 体育実技 Ⅱ（サッカー） 1 共１ (非)笹澤吉明
大講義室
B（248）

共沖101 沖縄学 2 共1 照屋理 ｽｶｲﾎｰﾙA ス専211 生理学・運動生理学 2 ス2 高瀬幸一 ｽｶｲﾎｰﾙA )

武道場１Ｆ
大講義室
A(248)

類人
201

日本文化概論 2 群2 屋良健一郎 ｽｶｲﾎｰﾙA ス基210 解剖学 2 ス2 奥本正
学生会館
4F研修室

類際404 国際文化専門演習Ⅳ 2 群4 半嶺まどか

研508 類際304 国際文化専門演習Ⅱ 2 群3 照屋理
大講義室
B（248）

大学ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 学系室 類際304 国際文化専門演習Ⅱ 2 群3 嘉納英明 人201（48） ス専391 ソフトボール（A) 雨天時 1 ス3 東恩納玲代

研215 類際404 国際文化専門演習Ⅳ 2 群4 板山勝樹 ｽｶｲﾎｰﾙA 専人263 アジアの文化 2 群2 清水美里 研究507 類際404 国際文化専門演習Ⅳ 2 群4 麻生玲子 人301（120）

人201(48) ス専391 ソフトボール（B) 雨天時 1 ス3 東恩納玲代 人201(48) 人201（48） 人201(48) ｽ専355 コーチング演習 2 ｽ3 仲田、小賦、石橋 人305（8）

人301(120) ス専203 体育心理学 2 ｽ2 石橋千征 人202実験 ス専345 生理学・運動生理学演習 2 ス3 火1 高瀬幸一 人301(120) ス基107 人体機能学 2 ｽ１ 吉武裕 人301(120) 人306（8）

人401(54) 人301(120) 人307（48） 人401(54) 人307（48）

人403(54) 人401(54) 人401(54) ス基108 社会福祉概論 2 ｽ2 砂川恵子 人403(54) 人309実習

人404(120) 人403(54) 人403(54) ｽ専220 球技論 2 ｽ3 仲田好邦，石橋千征 人404(120) 人401(54)

人101TR 人404(120) ス専229 医学一般Ⅱ 2 ｽ2 岡部麻里 人404(120) ス専277 テーピング・マッサージ(B) 1 ｽ2 (非)宜野座康秀 人101TR 人403（54）

人202実験 人101TR 人101TR 人202実験 人404（120）

人307(48) 人202実験 人307(48) 人101TR

人309実習 人307(48) 看･講義室①(96) 人309実習

人307(48) 人309実習 基礎実習室 看･講義室①(96) 共人108 ヒューマンケアリング 2 共１ 清水かおり

人309実習 人402学科 看･講義室② 看･講義室①(96) 看278 看護管理（11/17～） 1 看4 木1 横川裕美子 看･講義室②

人402学科 看･講義室①(96) 看277 看護実践と理論（11/15～） 1 看4 火1 横川裕美子 看･講義室③(30) 3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員 看･講義室② 看･講義室③(30)

看･演習室①～⑧ 看274 卒業研究 2 看4 看護学科教員 看･講義室② 看203 セルフケア援助技術A 2 看1 火1
伊波、大城
新城、藤居

看･講義室④(30) 看･講義室③(30) 3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員 看･講義室④(30) 看221 母性看護学概論 2 看2 阿部正子、小西清美

看･講義室①(96) 看･講義室③(30) 3年次臨地実習学内演習 看3 看･講義室⑤(96) 看139 医療英語(A) 2 看1 水3 玉城本生 看･講義室④(30) 看212 成人看護学方法論Ⅰ 2 看2 木1 清水かおり、下地紀靖 看･講義室⑤(96) 看221 母性看護学概論 2 看2 阿部正子、小西清美

看･講義室② 看･講義室④(30) 看251 精神看護学概論 2 看2 鈴木、村上、鬼頭 成人・高齢者看護実習室 3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員 看･講義室⑤(96) 看212 成人看護学方法論Ⅰ 2 看2 木1 清水かおり、下地紀靖 成人・高齢実習室 3年次臨地実習成果報告会 看3 看護学科教員

看･講義室③(30) 3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員 看･講義室⑤(96) 看251 精神看護学概論 2 看2 鈴木、村上、鬼頭 地域・精神（在宅）実習室 3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員 成人高齢実習室 看212 成人看護学方法論Ⅰ 2 看2 木1 清水かおり、下地紀靖 地域・精神（在宅）実習室 3年次臨地実習成果報告会 看3 看護学科教員

看･講義室④(30) 看291 公衆衛生看護学概論（84） 2 看2 田場、比嘉、本村 基礎看護実習室 看203 セルフケア援助技術A 2 看1 火1
伊波、大城
新城、藤居

母性・小児実習室 3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員
北部

研修室①
外日110 中・上級日本語会話Ⅰ 2 共1 木3 (非)上地史恵 母性・小児実習室 3年次臨地実習成果報告会 看3 看護学科教員

看･講義室⑤(96) 看291 公衆衛生看護学概論（84） 2 看2 田場、比嘉、本村 成人高齢実習室 成人看護実習Ⅱ 3 看3 木村安貴、玉井なおみ
北部

研修室②
外日105 初級日本語文法Ⅱ2019年以降入学生科目 2 共1 木1 (非)小番あゆみ

北部
演習室① 3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員

北部
研修室①

共外115 韓国語Ⅱ（Ｂ） 2 共1 金2 (非)盧稀珍
北部

演習室① 3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員
北部

演習室① 3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員
北部

研修室①
共外115 韓国語Ⅱ（Ｂ） 2 共1 火2 (非)盧稀珍

北部
研修室② 3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員

北部
演習室① 3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員

北部教材
制作室 3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員

北部教材
制作室 3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員

北部
演習室① 3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員

北部教材
制作室 3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員

北部教材
制作室 3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員

3年次臨地実習学内演習

神崎園子

看203

授業科目名

基礎看護技術Ⅰ

ゴルフ Ｉ・Ⅱ学外

生・実演ホ

金城亮

教室

伊波、大城、新城

教室教室 授業科目名 担当教員 教室 授業科目名 担当教員

2

2
 

時
 

限

2
 

時
 

限

授業科目名 担当教員

月　　　　　曜　　　　　日

授業科目名 担当教員 教室

(非)清水由佳

109(132)

1空手

担当教員

109(132)

ス専226

小賦肇
(非)渡嘉敷幸
太

看1

火11

看3 看護学科教員

看護学Ⅱ 2 ｽ2



令和４年度後学期授業時間割表 令和４年9月26日現在

火　　　　　曜　　　　　日 水　　　　　曜　　　　　日 木　　　　　曜　　　　　日 金　　　　　曜　　　　　日

科目 単位 履修 同時履修 科目 単位 履修 同時履修 科目 単位 履修 同時履修 科目 単位 履修 同時履修 科目 単位 履修 同時履修

番号 数 年次 時　　　限 番号 数 年次 時　　　限 番号 数 年次 時　　　限 番号 数 年次 時　　　限 番号 数 年次 時　　　限

101(30) 専自245 環境調査法 4 群2 月4 田代豊 101(30) 101(30) 101(30) 101(30) 専自352 自然観察指導法 4 群3 金2 新垣裕治

102(35) ス専382 卒業研究演習Ⅱ 2 ｽ3 砂川恵子 102(35) 専自231 データベース実践 2 群2 天願健 102(35) 102(35) 類際405 経営情報専門演習Ⅳ 2 群4 田邊勝義 102(35) 専自227 プログラミング言語論 2 群2 天願健

104(35) ス専382 卒業研究演習Ⅱ 2 ｽ3 小賦肇 104(35) 104(35) 104(35) 専自101 プログラミング入門(B) 2 群1 中里収 104(35)

105(30) ス専382 卒業研究演習Ⅱ 2 ｽ3 神田奈津子 105(30) 105(30) 105(30) 105(30) 類際405 経営情報専門演習Ⅱ 2 群4 田邊勝義

106(45) 専自237 臨床医学各論Ⅳ 2 群2 大城真理子 106(45) 106(45) 106(45) 専社220 観光調査法 4 群2 月2 上原明 106(45) 専自103 ウェブデザイン 2 群1 佐久本功達

107(96) 共外102 ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ(G) 2 群1 木3 (非)ｸﾘｽ ｳｨﾙｿﾝ 107(96) 共外115 韓国語Ⅰ(Ａ) 2 共1 金3 (非)盧稀珍 107(96) 専人239 高等ｵｰﾗﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ（Ｃ) 2 群2 (非)ｸﾘｽ ｳｨﾙｿﾝ 107(96) 共外102 ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ(G) 2 群1 月3 (非)ｸﾘｽ ｳｨﾙｿﾝ 107(96) 共外115 韓国語Ⅰ（Ａ） 2 共1 火3 (非)盧稀珍

108(132) 専社102 簿記原理 4 群1 木3 仲尾次洋子 108(132) 共外114 中国語Ⅰ(Ａ) 2 共1 金3 山城智史 108(132) 108(132) 専社102 簿記原理 4 群1 月3 仲尾次洋子 108(132) 共外114 中国語Ⅰ（A) 2 共1 火3 山城智史

109(132) 専人358 アジアの言語 2 群3 坪井祐司 109(132) 専社344 観光経済学 2 群3 宮城敏郎 109(132) 109(132) 専社228 エコツーリズムⅠ 2 群2 新垣裕治 109(132) 共自108 生物学 1 共1 (非)坂下光洋

110(132) 専自120 地球の環境とその保全 2 群1 新垣裕治 110(132) 共人104 心理学(B) 2 共1 山本健司 110(132) 特別支援教育 2 共2 (非)與那覇広次 110(132) 共思101 人間と環境 2 共1 田代豊 110(132) 専社362 観光資源論（74）　※2014年度以降入学生科目 2 群3 卯田卓矢

111(96) 共外113 中国語Ⅱ（B） 2 共1 木3 李梦迪 111(96) 専社248 日米関係論 2 群2 志田淳二郎 111(96) 111(96) 共外113 中国語Ⅱ（B） 2 共1 月3 李梦迪 111(96) 共人107 教育学 2 共1 (非)大城進

201(48) 専社348 産業情報論 2 群3 田邊勝義 201(48) 類際304 国際文化専門演習Ⅱ 2 群3 長尾直洋 201(48) 201(48) 201(48) 類際404 国際文化専門演習Ⅳ 2 群4 志田淳二郎

204(35) 専自233 ネットワーク技術Ⅱ 2 群2 島康貴 204(35) 類際305 経営情報専門演習Ⅱ 2 群3 ｱﾗｽｰﾝ ﾋﾟｰﾀｰ M 204(35) 204(35) 専自226 ネットワークの構築と運用 2 群2 ｱﾗｽｰﾝ ﾋﾟｰﾀｰ M 204(35) 外日113 中・上級日本語作文Ⅰ 2 共1 金2 (非)当銘類

205(48) 共外109 スペイン語Ⅱ（C） 2 共1 木3 (非)ﾊﾋﾞｴﾙ ﾃﾞｴｽﾃﾊﾞﾝ 205(48) 205(48) 共外109 スペイン語Ⅱ（C） 2 共1 火3 (非)ﾊﾋﾞｴﾙ ﾃﾞｴｽﾃﾊﾞﾝ 日本語Ⅲ（Ｂ）2018年度以前入学生科目

206(20) 206(20) 外日102 初級日本語会話Ⅱ2019年以降入学生科目 2 共1 水4 (非)小坂明 206(20) 初級日本語読解Ⅱ2019年度以降入学生科目

日本語Ⅰ 2018年以前入学生科目 207(30) 外日102 初級日本語会話Ⅰ 2 共1 金3 (非)高江洲由美子 207(30) 専人248 国際文化特別講義Ⅱ 2 群2 (非)小金丸美恵 206(20) 専人365 外書講読（C) 2 群3 許点淑

総合日本語 2019年以降入学生科目 208(30) 日本語Ⅳ（C）2018年以前入学生科目 207(30) 専人260 語学教育特別講義Ⅱ 2 群2 金4
(非)ｳｪｽﾘｰ･ｲﾜ

ｵ･ｳｴｳﾝﾃﾝ

207(30) 外日104 初級日本語作文Ⅰ 2 共1 月2 (非)小番あゆみ 208(30) 外日115 中・上級日本語文法Ⅰ 2 共1 月2 (非)当銘類 209(96) 中・上級日本語作文Ⅱ2019年以降入学生科目 208(30) 外日102 初級日本語会話Ⅰ 2 共1 水3 (非)高江洲由美子

208(30) 専人365 外書講読(A) 2 群3 宮城敏郎 209(96) 共社105 経営学 2 共1 大城美樹雄 210(96) 共沖104
国際理解特別講（Introduction to
Asian American History） 2 共1 水4

(非)ｳｪｽﾘｰ･ｲﾜ
ｵ･ｳｴｳﾝﾃﾝ

209(96) 専社366 チームマネジメントの心理学　※
2015年度以降入学生科目

2 群3 金城亮 209(96) 教職実践演習 2 共4 板山，神田

209(96) 専人243 観光実用英語Ⅱ 2 群2 伊良皆啓 210(96) 専社106 マクロ経済学 2 群1 宮平栄治 211(96) 210(96) 専社101 民法と市民生活 2 群１ 大城渡 210(96) ス専346 衛生学･公衆衛生学演習 2 ｽ3 金2 小川寿美子

210(96) 専社233 金融論 2 群2 宮平栄治 専人230 イギリス文学（A)　※2015年度以降入学生 2 群2 212(96) 211(96) 進路指導論 2 共3 板山勝樹 211(96) 専社230 ホスピタリティ概論 2 群2 東恩納盛雄

211(96) 専人230 英米文学史(A)　※2014年以前入学生 2 群2 301(48) 212(96) 専人228 英語音声学(A) 2 群2 (非)ジェフ・ムーア 212(96) 専社245 市場調査論 2 群2 草野泰宏

212(96) 教育制度論 2 共2 嘉納英明 専人230 イギリス文学（B)　※2015年度以降入学生 2 群2 302(50) 専人107 中級英作文（B) 2 群1 (非)ｼﾝﾃﾞｨ･ｳｨｯｶｰ 301(48) 専人227 中南米の言語と文化 4 群2 月3 長尾直洋・(非)我那覇宗孝 301(48) 共外113 中国語Ⅱ（Ｃ） 2 共1 火3 李梦迪

301(48) 専人227 中南米の言語と文化 4 群2 木3
長尾直洋　　(非)我
那覇宗孝

専人230 英米文学史（B)　※2014年以前入学生 2 群2 303(10) 302(50) 302(50) 専社103 上級簿記 4 群1 火3 (非)名城佳枝

302(50) 共外117 外国語特別講義Ⅰ（中国語A） 2 共1 山城智史 301(48) 共外113 中国語Ⅱ（Ｃ） 2 共1 金3 李梦迪 304(50) 専人221 言語学概論Ⅱ 2 群2 (非)ﾊｲｽ・ﾌｧﾝ=ﾃﾞﾙ=ﾙﾍﾞ 303(10) 303(10)

303(10) ス専382 卒業研究演習Ⅱ 2 ｽ3 小川寿美子 302(50) 専社103 上級簿記 4 群1 金3 (非)名城佳枝 305(48) 共外107 スペイン語Ⅰ 2 共1 金3 (非)佐久本義生 304(50) 共人109 文学 2 共１ 小番，小嶋 304(50) 共外101 ﾍﾞｰｼｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ(J) 2 群1 火3 笠村淳子

日本語Ⅱ（C）2018年以前入学生科目 303(10) 306(48) 305(48) 共外101 ﾍﾞｰｼｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ（C) 2 群1 月3 (非)武村明子 305(48) 共外107 スペイン語Ⅰ 2 共1 水3 (非)佐久本義生

中・上級日本語会話Ⅱ2019年以降入学生科目 304(50) 共外101 ﾍﾞｰｼｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ(J) 2 群1 金3 笠村淳子 306(48) 306(48) 専人107 中級英作文（A) 2 群1 ﾒｰｶﾞﾝ ｸｯｸﾙﾏﾝ

305(48) 共外101 ﾍﾞｰｼｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ（C) 2 群1 木3 (非)武村明子 305(48) 類社203 地域研究方法論(B) 2 群2 上原なつき・清水美里 大ホール 大ホール 共人101 音楽の歴史と鑑賞 2 共1 （非）三島わかな 大ホール 共社102 憲法（Ａ） 2 共1 (非)田中洋

306(48) 類社203 地域研究方法論(A) 2 群2 上原なつき・清水美里 専人225 古典講読　※2013年度以前入学生 2 群2 MM教室 MM教室 MM教室

大ホール ｽ基102 スポーツ健康演習 2 ｽ1 スポーツ健康学科教員 専人373 日本古典文学論　※2014年度以降入学生 2 群3 プール ス専159 水泳 1 ｽ1 プール

MM教室 ス専382 卒業研究演習Ⅱ 2 ｽ3 岡部麻里 大ホール 名・体育館 ス専157 器械運動 1 ｽ1 (非)末吉孝博 専自116 水泳　※2014年度以前入学生のみ 1 群2 名・体育館 共健101 体育実技 Ⅰ（テニス） 1 共１ 大峰光博

プール MM教室 生・実演ホ 名・体育館 ス専158・専自117 陸上競技（雨天時） 1 ｽ1・群2 小賦肇 生・実演ホ 教職実践演習（保体:11月～） 共4 濱本想子

名・体育館 ｽ基102 スポーツ健康演習 2 ｽ1 スポーツ健康学科教員 プール 大学ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 生・実演ホ 共健102 体育実技Ⅱ(バスケットボール)　 1 共1 石橋千征 大学ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 教職実践演習（保体:11月～） 共4 濱本想子

生・実演ホ 名・体育館 学外 ス専158 陸上競技 1 ｽ1
大講義室
A(248)

共健103 健康･スポーツ科学 2 共1 神谷義人

大学ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ ｽ基102 スポーツ健康演習 2 ｽ1 スポーツ健康学科教員 生・実演ホ
大講義室
A(248)

共社106 社会学 2 共1 (非)吉川秀樹 専自117 陸上競技　※2014年度以前入学生科目 1 群2
大講義室
B（248）

教職実践演習（英語:11月～） 2 共4 渡慶次、半嶺

( 大講義室
A(248)

共自107 情報科学と社会（B) 2 共1 (非)仲程基経
大講義室
A（248）

専社231 観光事業論 2 群2 大谷健太郎
大講義室
B（248）

ｽ専338 労働法規Ⅱ 2 ｽ3 (非)長濱直次
大講義室
Ａ（248）

専社243 国際関係論 2 群2 高嶺司 ｽｶｲﾎｰﾙA ケアリング文化実習Ⅱ 1 看1 金4 大城凌子 (

13:00
大講義室
B(248)

共社107 人文地理学 2 共1 卯田卓矢
大講義室
B（248）

ス専206 コーチ学 2 ｽ2 平野貴也 ｽｶｲﾎｰﾙA
大講義室
B(248)

共国101 国際学入門 2 共1 小川寿美子 テニス場 共健101 体育実技 Ⅰ（テニス） 1 共１ 大峰光博 13:00

～ｽｶｲﾎｰﾙA 大学グラウンド 武道場1F ス専368 琉球舞踊 1 ｽ3 (非)小橋川ひとみ ｽｶｲﾎｰﾙA 専人224 南島歌謡 2 群2 照屋理 ～

14:30 研215 類際304 国際文化専門演習Ⅱ 2 群3 板山勝樹 研516 類際304 国際文化専門演習Ⅱ 2 群3 ﾉｰﾏﾝ ﾌｨｰｳｪﾙ 人201(48) 人201(48) 人201(48) 14:30

) 人201（48） ス専382 卒業研究演習Ⅱ 2 ｽ3 石橋千征 研415 人301(120) 人301(120) ス専226 病理学 2 ｽ2 (非)和泉伸一 人301(120) 教職実践演習（保体:11月～） 共4 濱本想子 )

人202実験 ス専382 卒業研究演習Ⅱ 2 ｽ3 奥本正 人401(54) 人401(54) 人401(54) 教職実践演習（養護:11月～） 共4 神田奈津子

人211会議室 ス専382 卒業研究演習Ⅱ 2 ｽ3 東恩納玲代 人201(48) 人403(54) 人403(54) 人403(54)

人301（120） ス専382 卒業研究演習Ⅱ 2 ｽ3 大峰光博 人301(120) 人404(120) 人404(120) ス専218 体育・スポーツ史 2 ス3 大峰光博 人404(120) ス専234 心の健康 2 ｽ2 山本健司

人306（8） 人401(54) 人101TR 人101TR 人101TR

人307（48） ス専382 卒業研究演習Ⅱ 2 ｽ3 玉城将 人403(54) 人202実験 人202実験 人306(5)

人401(54) ス専382 卒業研究演習Ⅱ 2 ｽ3 平野貴也 人404(120) 人307(48) 人211(15) 人307(48) 健康・スポーツ指導特論（大学院） 高瀬幸一

人403（54） ス専382 卒業研究演習Ⅱ 2 ｽ3 仲田好邦 人101TR 人309実習 人305(5) 人309実習 教職実践演習（養護:11月～） 共4 神田奈津子

人404（120） ｽ基102 スポーツ健康演習 2 ｽ1 スポーツ健康学科教員 人202実験 人402学科 人307（48） ス専323 学校救急看護学 2 ス3 神田奈津子，神崎園子

人101TR ｽ基102 スポーツ健康演習 2 ｽ1 スポーツ健康学科教員 人307(48) 人309実習 ス専323 学校救急看護学 2 ス3 神田奈津子，神崎園子 看･講義室①(96)

人309実習 3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員 人309実習 看･講義室①(96) 看･講義室②

人307(48) 看･講義室② 看･講義室①(96) 看･講義室③(30) 3年次臨地実習成果報告会 看護学科教員

人309実習 看･講義室③(30) 3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員 看･講義室② 看･講義室④(30) 3年次臨地実習成果報告会 看護学科教員

看・演習室１～８ 看274 卒業研究 2 看4 看護学科教員 人402学科 看･講義室④(30) 看･講義室③(30) 3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員 看･講義室⑤(96) 看285 島嶼･過疎地看護論 1 看2 比嘉憲枝

看･講義室①(96) 看133 疫学 2 看2 本村　純 看･講義室⑤(96) 看139 医療英語(B) 2 看1 水2 玉城本生 看･講義室④(30) 看280 家族看護学 1 看2
鈴木、永田、田場、
下地、島田

成人・高齢実習室 3年次臨地実習成果報告会 看護学科教員

看･講義室② 看･講義室①(96) 看295 公衆衛生看護管理論 2 看4 火4
田場、比嘉、本
村、島袋

基礎実習室 看･講義室⑤(96) 看280 家族看護学 1 看2
鈴木、永田、田場、
下地、島田

地域・精神（在宅）実習室 3年次臨地実習成果報告会 看護学科教員

看･講義室③(30) 3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員 看･講義室② 看203 セルフケア援助技術(B) 2 看1 火4
大城、伊波、
新城、藤居

成人高齢実習室 成人看護実習Ⅱ 3 看3 木村安貴、玉井なおみ 母性・小児実習室 3年次臨地実習成果報告会 看護学科教員

看･講義室④(30) 看･講義室③(30) 3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員 地域・精神（在宅）実習室 3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員

看･講義室⑤(96) 看･講義室④(30) 看136 産業看護学 1 看2 火4 本村純 母性・小児実習室 3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員

看･講義室⑤(96) 看133 保健福祉行政論(10/4～) 2 看2 火4 (非)富樫八郎

北部調査
研究室①

基礎看護実習室 看203 セルフケア援助技術(B) 2 看1 火4
大城、伊波、
新城、藤居

北部
研修室①

外日110 中・上級日本語会話Ⅰ 2 共1 木2 (非)上地史恵

北部教材
制作室

ス専382 卒業研究演習Ⅱ 2 ス3 高瀬幸一

北部
研修室①

ス専382 卒業研究演習Ⅱ 2 ス3 神谷義人

北部
研修室④

ス専382 卒業研究演習Ⅱ 2 ス3 伊礼優
北部

ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰ
ス基103 ウェルネス概論 2 ｽ1 遠矢英憲

北部
演習室①

3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員
北部

演習室①
3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員

北部
研修室⑤

ス専382 卒業研究演習Ⅱ 2 ｽ3 濱本想子
北部

演習室①
3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員

北部教材
制作室

3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員
北部教材
制作室

3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員
北部教材
制作室

3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員

北部
ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰ

ス専382 卒業研究演習Ⅱ 2 ス3 遠矢英憲
北部教材
制作室

3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員

北部
演習室① 3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員

北部
研修室②

3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員

教室

月　　　　　曜　　　　　日

205(48)

304(50) 外日111 2 共1 月4

担当教員

206(20) 外日101

教室

(非)当銘類

授業科目名 担当教員教室 授業科目名

共1 金4 (非)小坂明

(非)当銘類

ス専352

(非)ケビン212(96)

306(48)

ﾒｰｶﾞﾝ ｸｯｸﾙﾏﾝ211(96)

小番達

共1 火4

神崎園子火4ｽ33

教室 授業科目名 担当教員 教室 授業科目名

3
 

時
 

限

担当教員

205(48)

小賦肇大学ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

外日103 2

3
 

時
 

限

看護臨床実習Ⅱ

プール 平野貴也

共1 月4 (非)上地史恵2

外日108208(30) 2

担当教員

207(30)

授業科目名



令和４年度後学期授業時間割表 令和４年9月26日現在

火　　　　　曜　　　　　日 水　　　　　曜　　　　　日 木　　　　　曜　　　　　日 金　　　　　曜　　　　　日

科目 単位 履修 同時履修 科目 単位 履修 同時履修 科目 単位 履修 同時履修 科目 単位 履修 同時履修 科目 単位 履修 同時履修

番号 数 年次 時　　　限 番号 数 年次 時　　　限 番号 数 年次 時　　　限 番号 数 年次 時　　　限 番号 数 年次 時　　　限

101(30) 専自245 環境調査法 4 群2 月3 田代豊 101(30) 101(30) 101(30) 101(30)

102(35) ス専484 卒業研究演習Ⅳ 2 ｽ4 砂川恵子 102(35) 類際405 経営情報専門演習Ⅳ 2 群4 天願健 102(35) 102(35) 類際405 経営情報専門演習Ⅱ 2 群4 田邊勝義 102(35)

104(35) ス専484 卒業研究演習Ⅳ 2 ｽ4 小賦肇 104(35) 類際405 経営情報専門演習Ⅳ 2 群4 田邊勝義 104(35) 103(10) 類際405 経営情報専門演習Ⅳ 2 群4 中里収 104(35) 専社247 情報系インターンシップⅠ 2 群2 金5 天願・中里

105(30) ス専484 卒業研究演習Ⅳ 2 ｽ4 神田奈津子 105(30) 105(30) 104(35) 類際406 観光産業専門演習Ⅳ 2 群4 柳銀珠 105(30)

106(45) 106(45) 類際405 経営情報専門演習Ⅳ 2 群4 佐久本功達 106(45) 105(30) 類際202 国際文化基礎演習 1 群2 国際文化教員 106(45) 専社353 インターンシップ実践 4 群3 金5 金城・天願・中里

107(96) 専人258 日本の社会 2 群2 李鎮榮 107(96) 共外115 韓国語Ⅰ（Ｂ） 2 共1 金4 (非)盧稀珍 107(96) 専人214 英米文化概論Ⅱ(B) 2 群2 (非)ｸﾘｽ ｳｨﾙｿﾝ 106(45) 類際202 国際文化基礎演習 1 群2 国際文化教員 107(96) 共外115 韓国語Ⅰ（Ｂ） 2 共1 火4 (非)盧稀珍

108(132) 108(132) 専人229 英文法（A) 2 群2 (非)中村浩一郎 108(132) 就職ガイダンス 107(96) 類際202 国際文化基礎演習 1 群2 国際文化教員 108(132) 専社353 インターンシップ実践 4 群3 金5 金城・天願・中里

109(132) 専社209 レジャー・レクリエーション論 2 群2 柳銀珠 109(132) 共社104 経済学 2 共1 宮城敏郎 109(132) 108(132) 類際202 国際文化基礎演習 1 群2 国際文化教員 109(132)

110(132) 110(132) 専社367 余暇社会学　※2015年度以降入学生科目 2 群3 柳銀珠 110(132) 109(132) 共外117 外国語特別講義Ⅰ（中国語B） 2 共1 李梦迪 110(132)

111(96) 111(96) 類際304 国際文化専門演習Ⅱ 2 群3 高嶺司 111(96) 110(132) 専人219 比較映像文化論 2 群2 (非)三島わかな 111(96) 就職ガイダンス

201(48) 類際404 国際文化専門演習Ⅳ 2 群4 嘉納英明　 201(48) 専人240 高等英語講読（Ｂ) 2 群2 半嶺まどか 201(48) 111(96) 類際406 観光産業専門演習Ⅳ 2 群4 大谷健太郎 201(48) 類際304 国際文化専門演習Ⅱ 2 群3 志田淳二郎

204(35) 専自228 上級プログラミング 4 群2 月5 島康貴 204(35) 類際405 経営情報専門演習Ⅳ 2 群4 ｱﾗｽｰﾝ ﾋﾟｰﾀｰ M 205(48) 201(48) 204(35) 専社370 情報系インターンシップⅡ 2 群3 金5 天願・中里

205(48) 類際404 国際文化専門演習Ⅳ 2 群4 坪井祐司 205(48) 類際405 経営情報専門演習Ⅳ 2 群4 林優子 206(20) 外日102 初級日本語会話Ⅱ2019年以降入学生科目 2 共1 水3 (非)小坂明 204(35) 類際202 国際文化基礎演習 1 群2 国際文化教員 日本語Ⅲ（Ｂ）2018年度以前入学生科目

日本語Ⅰ 2018年以前入学生科目 206(20) 207(30) 外日103 初級日本語読解Ⅰ 2 共1 金4 (非)高江洲由美子 205(48) 類際406 観光産業専門演習Ⅳ 2 群4 上原明 初級日本語読解Ⅱ2019年度以降入学生科目

総合日本語 2019年以降入学生科目 207(30) 類際405 経営情報専門演習Ⅳ 2 群4 上門要 208(30) 206(20) 類際406 観光産業専門演習Ⅳ 2 群4 許点淑 206(20) 外日115 中・上級日本語読解Ⅰ 2 共1 火5 当銘盛之

207(30) 日本語Ⅳ（C）2018年以前入学生科目 209(96) 共自108 自然科学特別講義（統計学基礎） 2 共1 高安美智子 207(30) 類際406 観光産業専門演習Ⅳ 2 群4 宮城敏郎 207(30) 専人260 語学教育特別講義Ⅱ 2 群2 金3
(非)ｳｪｽﾘｰ･ｲﾜ

ｵ･ｳｴｳﾝﾃﾝ

208(30) 中・上級日本語作文Ⅱ2019年以降入学生科目 210(96) 208(30) 類際406 観光産業専門演習Ⅳ 2 群4 伊良皆啓 208(30) 外日103 初級日本語読解Ⅰ 2 共1 水4 (非)高江洲由美子

209(96) 209(96) 類際405 経営情報専門演習Ⅳ 2 群4 仲尾次洋子 211(96) 共ラ202 キャリアデザイン 2 共2 (非)大田よしみ 209(96) 専人104 中級英語ﾘｽﾆﾝｸﾞ（B) 2 群1 笠村淳子 209(96) 専自349 環境アセスメント論Ⅱ 2 群3 田代豊

210(96) 専人238 高等英語リスニング（A) 2 群2 渡慶次正則 210(96) 専社223 原価計算 2 群2 (非)名城佳枝 212(96) 210(96) 専人238 高等英語リスニング（B) 2 群2 渡慶次正則 210(96) 公務員試験対策講座（正課外講座） 高安美智子

211(96) 専社365 対人コミュニケーション論 2 群3 木村堅一 211(96) 301(48) 211(96) 類際406 観光産業専門演習Ⅳ 2 群4 上原明 211(96) 共自102 統計学 2 共1 (非)仲程基経

212(96) 212(96) 共外114 中国語Ⅰ（B） 2 共1 金4 李梦迪 302(50) 専人106 中級英語講読(A) 2 群1 (非)ｼﾝﾃﾞｨ ｳｨｯｶｰ 212(96) 専人228 英語音声学(B) 2 群2 (非)ジェフ・ムーア 212(96) 共外114 中国語Ⅰ（B） 2 共1 火4 李梦迪

301(48) 301(48) 共外113 中国語Ⅱ（A） 2 共1 金4 山城智史 303(10) 301(48) 類社204 社会調査法 2 群2 木村堅一 301(48) 共外113 中国語Ⅱ（A） 2 共1 火4 山城智史

302(50) 302(50) 共外106 ドイツ語Ⅱ 2 共1 金4 (非)漆谷球美子 304(50) 専人105 中級ｵｰﾗﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ（C) 2 群1 (非)ﾊｲｽ・ﾌｧﾝ=ﾃﾞﾙ=ﾙﾍﾞ 302(50) 専人107 中級英作文（Ｃ） 2 群1 (非)ｼﾝﾃﾞｨ･ｳｨｯｶｰ 302(50) 共外106 ドイツ語Ⅱ 2 共1 火4 (非)漆谷球美子

303(10) ス専484 卒業研究演習Ⅳ 2 ｽ4 小川寿美子 303(10) 305(48) 303(10) 303(10)

日本語Ⅱ（C）2018年以前入学生科目 304(50) 類際405 経営情報専門演習Ⅳ 2 群4 木村堅一 306(48) 304(50) 類際406 観光産業専門演習Ⅳ 2 群4 卯田卓矢 304(50)

中・上級日本語会話Ⅱ2019年以降入学生科目 305(48) 類際405 経営情報専門演習Ⅳ 2 群4 草野泰宏 305(48) 類際406 観光産業専門演習Ⅳ 2 群4 東恩納盛雄 305(48)

305(48) 306(48) 類際405 経営情報専門演習Ⅳ 2 群4 大城美樹雄 大ホール 診療情報管理論Ⅰ※2018年度以降入学生 306(48)

306(48) 大ホール 共人102 美術の歴史と鑑賞 2 共1 （非）平良優季 MM教室 診療情報管理論　※2017年度以前入学生 大ホール

大ホール 共ﾗ101 大学と人生 2 共1 砂川昌範 MM教室 プール 大ホール MM教室

MM教室 ス専484 卒業研究演習Ⅳ 2 ｽ4 岡部麻里 プール 保健体育科教育法Ⅳ 2 ｽ3 濱本想子 名・体育館 ｽ専256 体操（体つくり運動） 1 ｽ2 (非)末吉孝博 MM教室 類際406 観光産業専門演習Ⅳ 2 群4 大谷健太郎 プール 共健101 保健体育科教育法Ⅲ 2 ｽ3 濱本想子

( 名・体育館 名・体育館 保健体育科教育法Ⅳ 2 ｽ3 濱本想子 生・実演ホ プール 名・体育館 共健101 保健体育科教育法Ⅲ 1 ｽ3 濱本想子 (

14:45 生・実演ホ 生・実演ホ 保健体育科教育法Ⅳ 2 ｽ3 濱本想子 大学ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 名・体育館 生・実演ホ 共健101 保健体育科教育法Ⅲ 1 ｽ3 濱本想子 14:45

～大講義室A(248) 共人104 心理学(A) 2 共1 金城亮 大学ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 保健体育科教育法Ⅳ 2 ｽ3 濱本想子
大講義室
A（248）

共思102 生命と倫理 2 共1 (非)和泉伸一 生・実演ホ 共健101 体育実技Ⅰ（バドミントン） 1 共１ (非)高江洲武 大学ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 共健101 保健体育科教育法Ⅲ 2 ｽ3 濱本想子 ～

16:15 大講義室B(248) 専社234 ベンチャービジネス 2 群2 林優子 スカイホールA 専人223 日本語学概論 2 群2 麻生玲子
大講義室
B（248）

共沖102 沖縄の自然 2 共1 (非)坂下光洋 大学ｸﾞﾗﾝﾄﾞ
大講義室
A（248）

16:15

) ｽｶｲﾎｰﾙA
大講義室
A（248）

専社218 観光開発論Ⅰ 2 群2 大谷健太郎
大講義室
A（248）

看101 解剖生理学Ⅱ 2 看1 花城和彦
大講義室
B（248）

)

研508 類際404 国際文化専門演習Ⅳ 2 群4 照屋理
大講義室
B（248）

共国120 異文化接触論 2 共1 李鎮榮 人201(48)
大講義室
B（248）

類際202 国際文化系基礎演習 1 群2 坪井祐司・屋良健一郎 ｽｶｲﾎｰﾙA ケアリング文化実習Ⅱ 1 1 金3 大城凌子

人201（48） ス専484 卒業研究演習Ⅳ 2 ｽ4 石橋千征
研究棟

４F会議室
類際404 国際文化専門演習Ⅳ 2 群4 ﾉｰﾏﾝ ﾌｨｰｳｪﾙ 人301(120) 研517 類際304 国際文化専門演習Ⅱ 2 群3 半嶺まどか

人202実験 ス専484 卒業研究演習Ⅳ 2 ｽ4 奥本正 研505 類際404 国際文化専門演習Ⅳ 2 群4 長尾直洋 人401(54) 研202 類際406 観光産業専門演習Ⅱ 2 群3 新垣裕治 武道場

人211会議室 ス専484 卒業研究演習Ⅳ 2 ｽ4 東恩納玲代 研415 類際404 国際文化専門演習Ⅳ 2 群4 小嶋洋輔 人403(54) 研究507 類際304 国際文化専門演習Ⅱ 2 群3 麻生玲子 人201(48)

人301（120） ス専484 卒業研究演習Ⅳ 2 ｽ4 大峰光博 人201(48) 人404(120) 人201(48) 人301(120) 共健101 保健体育科教育法Ⅲ 2 ｽ3 濱本想子

人306（8） ス専484 卒業研究演習Ⅳ 2 ｽ4 山本健司 人301(120) ス専210 スポーツ栄養学 2 ｽ2 奥本正 人101TR 人301(120) ス専309 スポーツ指導論 2 ｽ3 仲田好邦 人401(54)

人307（48） ス専484 卒業研究演習Ⅳ 2 ｽ4 玉城将 人401(54) 人202実験 人401(54) 人403(54) ス専242 児童福祉 2 ｽ2 砂川恵子

人401(54) ス専484 卒業研究演習Ⅳ 2 ｽ4 平野貴也 人403(54) 保健体育科教育法Ⅳ 2 ｽ3 濱本想子 人307(48) 人403(54) ス専223 精神保健 2 ス3 伊礼優 人404(120) ｽ基209 医学一般 2 ｽ2 岡部麻里

人403（54） ス専484 卒業研究演習Ⅳ 2 ｽ4 仲田好邦 人404(120) 人309実習 人404(120) ス専332 微生物学 2 ｽ2 (非)和泉伸一 人101TR

人404(120) 人101TR 人402学科 人101TR 人307(48)

人309実習 3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員 人202実験 人202実験 人309実習

看・演習室１～８ 看274 卒業研究 2 看4 看護学科教員 人307(48) 人307(48) 人211(15)

看･講義室①(96) 看275 看護教育論（4） 1 看4 清水かおり 人309実習 看･講義室①(96) 人309実習

看･講義室② 人307(48) 看･講義室② 看･講義室①(96)

看･講義室③(30) 3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員 人309実習 看･講義室③(30) 3年次臨地実習学内演習 看3 看･講義室①(96) 看284 災害看護論 1 看4 清水かおり，松下聖子 看･講義室②

看･講義室④(30) 看231 小児看護学概論 2 看2 松下聖子 看･講義室④(30) 看･講義室② 看206 フィジカルアセスメント 2 看2 木5 新城、大城凌 看･講義室③(30) 3年次臨地実習成果報告会

看･講義室⑤(96) 看231 小児看護学概論 2 看2 松下聖子 看･講義室①(96) 看295 公衆衛生看護管理論 2 看4 火3 田場、比嘉、本村、島袋 看･講義室⑤(96) 看･講義室② 看･講義室④(30) 看115 病態治療学Ⅳ（母性疾患） 1 看2 金5
(非)仲本剛、
(非)深津真弓

看･講義室② 看203 セルフケア援助技術B 2 看1 火3 伊波、大城、新城、藤居 成人・高齢者看護実習室 3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員 看･講義室③(30) 3年次臨地実習学内演習 看3 看･講義室⑤(96) 看115 病態治療学Ⅳ（母性疾患） 1 看2 金5
(非)仲本剛、
(非)深津真弓

看･講義室③(30) 3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員 地域・精神（在宅）実習室 3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員 看･講義室④(30) 看114 病態治療学Ⅲ（小児疾患） 1 看2 木5 (非)勝連啓介 成人・高齢実習室 3年次臨地実習成果報告会 看3 看護学科教員

北部調査
研究室①

ス専382 卒業研究演習Ⅳ 2 ｽ4 神崎園子 看･講義室④(30) 看136 産業看護学 1 看2 火3 本村純 母性・小児実習室 3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員 看114 病態治療学Ⅲ（小児疾患） 1 看2 木5 (非)勝連啓介 地域・精神（在宅）実習室 3年次臨地実習成果報告会 看3 看護学科教員

北部教材
制作室

ス専382 卒業研究演習Ⅳ 2 ｽ4 高瀬幸一 看･講義室⑤(96) 看133 保健福祉行政論(10/4～) 2 看2 火3 (非)富樫八郎 看206 フィジカルアセスメント 2 看2 木5 新城、大城凌、伊波 母性・小児実習室 3年次臨地実習成果報告会 看3 看護学科教員

北部
研修室①

ス専382 卒業研究演習Ⅳ 2 ｽ4 神谷義人 基礎看護実習室 看203 セルフケア援助技術B 2 看1 火3 伊波、大城、新城、藤居 基礎実習室 看206 フィジカルアセスメント 2 看2 木5 新城、大城凌、伊波

北部
研修室④

ス専382 卒業研究演習Ⅳ 2 ｽ4 伊礼優

北部
研修室⑤

ス専382 卒業研究演習Ⅳ 2 ｽ4 濱本想子
北部

演習室①
3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員

北部
演習室①

3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員
北部

研修室①
外日108 初級日本語作文Ⅱ 2 共1 月5 (非)上地史恵

北部
演習室①

3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員
北部

ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰ
ﾆﾝｸﾞ

ス専382 卒業研究演習Ⅳ 2 ｽ4 遠矢英憲
北部教材
制作室

3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員
北部教材
制作室

3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員
北部教材
制作室

3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員

北部
演習室①

3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員
北部

演習室①
3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員

北部
研修室②

3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員
北部教材
制作室

3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員

外日108

教室 授業科目名 担当教員

上門要群12専自105306(48)

伊波、大城、新城

看護臨床実習Ⅱス専352 神崎園子火3ｽ33

2 看1

4
 

時
 

限

2フィジカルアセスメント看206

看･講義室⑤(96)

304(50) 外日111 2 共1 月3 (非)当銘類

新城、大城凌、伊波木5看2

看203 基礎看護技術Ⅰ

208(30)

授業科目名 担当教員 授業科目名 担当教員 教室教室教室

月　　　　　曜　　　　　日

206(20) 外日101 2 共1 月3 (非)上地史恵

木3 (非)当銘類2 共1

4
 

時
 

限

授業科目名

205(48) 外日103 2 共1 金3 (非)小坂明

授業科目名 担当教員 教室 担当教員



令和４年度後学期授業時間割表 令和４年9月26日現在

火　　　　　曜　　　　　日 水　　　　　曜　　　　　日 木　　　　　曜　　　　　日 金　　　　　曜　　　　　日

教室 科目 授業科目名 単位 履修 同時履修 担当教員 科目 単位 履修 同時履修 科目 単位 履修 同時履修 科目 単位 履修 同時履修 科目 単位 履修 同時履修

番号 数 年次 時　　　限 番号 数 年次 時　　　限 番号 数 年次 時　　　限 番号 数 年次 時　　　限 番号 数 年次 時　　　限

101(30) 101(30) 類際406 観光産業専門演習Ⅳ 2 群4 田代豊 101(30) 101(30) 101(30)

102(35) 102(35) 類際305 経営情報専門演習Ⅱ 2 群3 天願健 102(35) 102(35) 102(35)

104(35) 103 類際305 経営情報専門演習Ⅱ 2 群3 中里収 104(35) 104(35) 104(35) 専社247 情報系インターンシップⅠ 2 群2 金4 天願・中里

105(30) 104(35) 類際305 経営情報専門演習Ⅱ 2 群3 田邊勝義 105(30) 105(30) 類際306 観光産業専門演習Ⅱ 2 群3 柳銀珠 105(30)

106(45) 専自108 臨床医学各論Ⅰ 2 群1 大城真理子 105(30) 類際305 経営情報専門演習Ⅱ 2 群3 金城亮 106(45) 106(45) 類際306 観光産業専門演習Ⅱ 2 群3 大谷健太郎 106(45) 専自121 医療統計学 2 群2 木村堅一

107(96) 共外102 ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ(看護Ａ) 2 看1 木5 （非）名城義久 106(45) 類際305 経営情報専門演習Ⅱ 2 群3 佐久本功達 107(96) 就職ガイダンス 107(96) 共外102 ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ(看護Ａ) 2 看1 月5 （非）名城義久 107(96) 専自121 医療統計学 2 群2 木村堅一

108(132) 107(96) 108(132) 108(132) 専人212 日本の歴史 2 群2 屋良健一郎 108(132) 専社353 インターンシップ実践 4 群3 金4 金城・天願・中里

109(132) ぴゅあ　17:30-20:15 108(132) 109(132) 総合的な学習の時間の指導法 2 共2 (非)新城敦 109(132) ピュア　17:30-20:15 109(132) ピュア　17:30-20:15

110(132) 109(132) 110(132) 110(132) 110(132)

111(96) 110(132) 教育課程論 2 共2 板山勝樹 111(96) 111(96) 類際306 観光産業専門演習Ⅱ 2 群3 大谷健太郎 111(96) 就職ガイダンス

201(48) 111(96) 類際304 国際文化専門演習Ⅱ 2 群3 渡慶次正則 201(48) 201(48) 類際306 観光産業専門演習Ⅳ 2 群4 新垣裕治 201(48) 共ラ204 プロジェクト学習（空き家再生PJ） 2 共2 新垣裕治

204(35) 専自228 上級プログラミング 4 群2 月4 島康貴 201(48) 類際404 国際文化専門演習Ⅳ 2 群4 上原なつき 205(48) 国際統計分類Ⅰ　※2018年度以降入学生 専社370 情報系インターンシップⅡ 2 群3 金4 天願・中里

205(48) 類際304 国際文化専門演習Ⅱ 2 群3 李鎮榮 204(35) 類際305 経営情報専門演習Ⅱ 2 群3 ｱﾗｽｰﾝ ﾋﾟｰﾀｰ M 206(20) 国際疾病分類法演習Ⅰ　※2017年度以前入学生 専社353 インターンシップ実践 4 群3 金4 金城・天願・中里

206(20) 外日108 初級日本語作文Ⅱ 2 共1 木4 (非)上地史恵 205(48) 類際404 国際文化専門演習Ⅳ 2 群4 屋良健一郎 207(30) 205(48) 渡 慶 次 正 205(48)

207(30) 類際304 国際文化専門演習Ⅱ 2 群3 屋良健一郎 206(20) 外日115 中・上級日本語読解Ⅰ 2 共1 金4 当銘盛之 208(30) 206(20) 206(20)

208(30) 共外117 タイ語Ⅱ 2 共1 木5 (非)赤瀬健太郎 207(30) 類際305 経営情報専門演習Ⅱ 2 群3 上門要 209(96) 道徳教育の理論と方法 2 共3 (非)伊波和子 207(30) 類際306 観光産業専門演習Ⅱ 2 群3 宮城敏郎 207(30)

209(96) 208(30) 類際305 経営情報専門演習Ⅱ 2 群3 大城渡 210(96) 208(30) 共外117 タイ語Ⅱ 2 共1 月5 (非)赤瀬健太郎 208(30)

210(96) 英語科教育法Ⅱ 4 群3 木5 渡慶次正則 209(96) 類際305 経営情報専門演習Ⅱ 2 群3 仲尾次洋子 211(96) 209(96) 類際306 観光産業専門演習Ⅱ 2 群3 伊良皆啓 209(96) 教育実習事前指導 1 ｽ3 板山勝樹

211(96) 教育心理学 2 共2 木村堅一 210(96) 専人229 英文法（B) 2 群2 笠村淳子 212(96) 210(96) 英語科教育法Ⅱ 4 群3 月5 渡慶次正則 210(96)

212(96) 211(96) 類際305 経営情報専門演習Ⅱ 2 群3 草野泰宏 301(48) 専自222 診療情報管理特別講義Ⅰ 2 群2
大城真理子
田邊勝義

211(96) 類際306 観光産業専門演習Ⅱ 2 群3 上原明 211(96)

301(48) アメリカ詩特論（大学院） ﾒｰｶﾞﾝ ｸｯｸﾙﾏﾝ 212(96) 教育実習事前指導（養護） 1 ｽ3 神田奈津子 302(50) 212(96) 類際306 観光産業専門演習Ⅱ 2 群3 卯田卓矢 212(96)

302(50) 301(48) 類際305 経営情報専門演習Ⅱ 2 群3 宮平栄治 303(10) 　 301(48) 類際306 観光産業専門演習Ⅱ 2 群3 東恩納盛雄 301(48)

303(10) 302(50) 類際404 国際文化専門演習Ⅳ 2 群4 ﾒｰｶﾞﾝ ｸｯｸﾙﾏﾝ 304(50) 302(50) 類際405 経営情報専門演習Ⅳ 2 群4 大城渡 302(50)

304(50) 303(10) 305(48) 303(10) 303(10)

305(48) 類際304 国際文化専門演習Ⅱ 2 群3 小嶋洋輔 304(50) 類際305 経営情報専門演習Ⅱ 2 群3 木村堅一 306(48) 304(50) 類際306 観光産業専門演習Ⅱ 2 群3 許点淑 304(50)

306(48) 305(48) 類際305 経営情報専門演習Ⅱ 2 群3 林優子 大ホール 305(48) 類際405 経営情報専門演習Ⅳ 2 群4 宮平栄治 305(48)

大ホール 306(48) 類際305 経営情報専門演習Ⅱ 2 群3 大城美樹雄 MM教室 306(48) 専人375 英語リサーチ・ライティング 2 群3 ﾒｰｶﾞﾝ ｸｯｸﾙﾏﾝ 306(48)

MM教室 大ホール 大ホール

( プール MM教室 大ホール MM教室

16:30 名・体育館 名・体育館 名・体育館 MM教室 類際405 経営情報専門演習Ⅳ 2 群4 大城真理子 プール (

～生・実演ホ 生・実演ホ 生・実演ホ プール 名・体育館 16:30

18:00 大学ｸﾞﾗﾝﾄﾞ
大講義室
Ａ（248）

専社109 観光学総論　※2016年度以降入学生科目 2 群1 大谷健太郎
大講義室
A（248）

名・体育館 生・実演ホ ～

) 大講義室A（248）
大講義室
B（248）

共自106 地学 2 共１ (非)渡邊康志
大講義室
B（248）

類自205 沖縄の天然記念物 2 群2 (非)坂下光洋 生・実演ホ 大学ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 18:00

大講義室B（248） 経学科室
大講義室
A（248）

大講義室
A（248）

)

人201(48)
大講義室
B（248）

教育原理 2 共1 嘉納英明
大講義室
B（248）

研504 類際305 国際文化専門演習Ⅱ 2 群3 小番達 人301(120) 経学科室 類際405 経営情報専門演習Ⅳ 2 群4 宮平栄治

人201(48) 人401(54) 研314 類際405 経営情報専門演習Ⅳ 2 群4 金城亮

人301(120) 人403(54) 研504 類際404 国際文化専門演習Ⅳ 2 群4 小番達 人201(48)

人401(54) 人201(48) 人404(120) 研503 類際404 国際文化専門演習Ⅳ 2 群4 高嶺司 人301(120)

人403(54) 人301(120) 共健101 体育実技 Ⅱ（ジョギング＆ウォーキング） 1 共１ 仲田好邦 人101TR 研502 類際404 国際文化専門演習Ⅳ 2 群4 当銘盛之 人401(54)

人404(120) 人401(54) 人202実験 人201(48) 人403(54)

人101TR 人403(54) 人307(48) 人301(120) 人404(120)

人202実験 人404(120) 人309実習 看106 家族社会学 2 看1 (非)吉川秀樹 人401(54) 人101TR

人307(48) 人101TR 人402学科 人403(54) 人307(48)

人309実習 人202実験 人404(120) 人309実習

人402学科 人307(48) 看･講義室①(96) 看106 家族社会学 2 看1 (非)吉川秀樹 人307(48) 人402学科

人309実習 看･講義室② 人309実習

看･講義室①(96) 看279 看護政策論 1 看4 水3 田場、大城 人402学科 看･講義室③(30) 3年次臨地実習学内演習 看3 看･講義室①(96) 看271 キャリアデザインⅠ 1 看1 看護1年次担任

看･講義室② 看･講義室④(30) 看116 病態治療学Ⅴ(精神疾患) 1 看2 (非)渡嘉敷史郎 看･講義室①(96) 看･講義室②

看･講義室③(30) 3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員 看･講義室①(96) 看･講義室⑤(96) 看116 病態治療学Ⅴ(精神疾患) 1 看2 (非)渡嘉敷史郎 看･講義室② 看206 フィジカルアセスメント 2 看2 木4 新城、大城凌、伊波 看･講義室③(30) 看271 ケアリング文化実習 2 看1 永田，佐和田、下地、安仁屋、九津見

看･講義室④(30) 看･講義室② 成人高齢実習室 成人看護実習Ⅱ 3 看3 木村安貴、玉井なおみ 看･講義室③(30) 3年次臨地実習学内演習 看3 看･講義室④(30) 看115 病態治療学Ⅳ（母性疾患） 1 看2 金4
(非)仲本剛、
(非)深津真弓

看141 保健行動論 1 看2 比嘉憲枝 看･講義室③(30) 3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員 地域・精神（在宅）実習室 3年次臨地実習学内演習 看護学科教員 看･講義室④(30) 看206 フィジカルアセスメント 2 看2 木4 新城、大城凌、伊波 看･講義室⑤(96) 看115 病態治療学Ⅳ（母性疾患） 1 看2 金4
(非)仲本剛、
(非)深津真弓

看285 島嶼･過疎地看護論 1 看2 比嘉憲枝 看･講義室④(30) 看281 感染看護学 2 看2
西田涼子、(非)島袋
あや子

母性・小児実習室 3年次臨地実習学内演習 看護学科教員 看114 病態治療学Ⅲ（小児疾患） 1 看2 木4 (非)勝連啓介 看･演習室①～⑧ 3年次臨地実習成果報告会 看護学科教員

看･講義室⑤(96) 看281 感染看護学 2 看2
西田涼子、(非)島袋
あや子 看206 フィジカルアセスメント 2 看2 木4 新城、大城凌、伊波 成人・高齢実習室 3年次臨地実習成果報告会 看護学科教員

地域・精神（在宅）実習室 3年次臨地実習成果報告会 看護学科教員

北部
演習室①

3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員
北部

演習室①
3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員

北部
演習室①

3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員
北部

パソコン
ｽ専380 地域ウェルネスプロジェクト 2 ス3 高瀬幸一 母性・小児実習室 3年次臨地実習成果報告会 看護学科教員

北部
研修室②

3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員
北部教材
制作室

3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員
北部教材
制作室

3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員
北部

演習室①
3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員

北部
演習室①

3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員

北部教材
制作室

3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員
北部教材
制作室

3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員

月　　　　　曜　　　　　日

3年次臨地実習学内演習 看3 看護学科教員

授業科目名教室 授業科目名 担当教員 教室 授業科目名 担当教員

5
 

時
 

限

204(35) 専自239 2 群2 上門要

担当教員

プール

5
 

時
 

限

204(35)

看･講義室⑤(96)

看2 木4 新城、大城凌、伊波看206 フィジカルアセスメント 2

担当教員 教室 授業科目名 教室

看･講義室⑤(96)



令和４年度後学期授業時間割表 令和４年9月26日現在

火　　　　　曜　　　　　日 水　　　　　曜　　　　　日 木　　　　　曜　　　　　日 金　　　　　曜　　　　　日

教室 科目 授業科目名 単位 履修 同時履修 担当教員 科目 単位 履修 同時履修 科目 単位 履修 同時履修 科目 単位 履修 同時履修 科目 単位 履修 同時履修

番号 数 年次 時　　　限 番号 数 年次 時　　　限 番号 数 年次 時　　　限 番号 数 年次 時　　　限 番号 数 年次 時　　　限

101(30) 101(30) 101(30) 101(30) 101(30)

102(35) 102(35) 102(35) 102(35) 102(35)

104(35) 104(35) 104(35) 104(35) 104(35)

105(30) 105(30) 105(30) 105(30) 105(30)

106(45) 106(45) 106(45) 106(45) 106(45)

107(96) 107(96) 107(96) 107(96) 107(96) 専社247 病院実務Ⅰ（11/4，18，12/9） 1 2 大城真理子

108(132) 108(132) 108(132) 108(132) 108(132)

109(132) ぴゅあ　17:30-20:15 109(132) 109(132) 109(132) ピュア　17:30-20:15 109(132) ピュア　17:30-20:15

110(132) 110(132) 110(132) 110(132) 110(132)

111(96) 111(96) 111(96) 111(96) 111(96)

201(48) 類際304 国際文化専門演習Ⅱ 2 群3 上原なつき 201(48) 201(48) 共ラ204 プロジェクト学習（道の駅連携PJ） 2 共2 大谷、卯田　 201(48) 201(48)

205(48) 205(48) 205(48) 204(35) 205(48)

206(20) 206(20) 206(20) 205(48) 206(20)

207(30) 207(30) 207(30) 206(20) 207(30)

208(30) 208(30) 共ア105 ｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡ 2 共1 (非)石川恵吉 208(30) 207(30) 208(30)

209(96) 209(96) 209(96) 208(30) 209(96)

210(96) 210(96) 210(96) 209(96) 210(96)

211(96) 211(96) 211(96) 210(96) 211(96)

212(96) 212(96) 212(96) 211(96) 212(96)

301(48) 301(48) 共ラ204 プロジェクト学習（沖縄北部方言） 2 共2 麻生玲子 301(48) 212(96) 301(48)

302(50) 302(50) 302(50) 301(48) 302(50)

303(10) 303(10) 303(10) 302(50) 303(10)

304(50) 304(50) 304(50) 303(10) 304(50)

305(48) 305(48) 305(48) 304(50) 305(48)

306(48) 306(48) 306(48) 305(48) 306(48)

大ホール 大ホール 大ホール 306(48) 大ホール

MM教室 MM教室 MM教室 大ホール MM教室

( プール プール プール MM教室 プール (

18:15 名・体育館 名・体育館 プール 名・体育館 18:15

～生・実演ホ 生・実演ホ 名・体育館 生・実演ホ ～

19:45 5F学科室 大講義室A（248） 大講義室A（248） 生・実演ホ 大講義室A（248） 19:45

) 大講義室
A（248）

大講義室B（248） 大講義室B（248） 大講義室A（248） 大講義室B（248） )

大講義室
B（248） 看105 生涯発達論（10/3～） 1 看1 (非)岸本琴恵 人301(120) 大講義室B（248） ｽｶｲﾎｰﾙA

人401(54) 人201(48)

人201(48) 人403(54) 人301(120) 人201(48) 人201(48)

人301(120) 人404(120) 人401(54) 人301(120) 人301(120)

人401(54) 人101TR 人403(54) 人401(54) 人401(54)

人403(54) 人202実験 人404(120) 人403(54) 人403(54)

人404(120) 人307(48) 人101TR 人404(120) 人404(120)

人101TR 人309実習 人202実験 人101TR 人101TR

人202実験 人402学科 人307(48) 人202実験 人307(48)

人307(48) 看･講義室①(96) 人309実習 人307(48) 人309実習

人309実習 看･講義室② 人402学科 人309実習 人402学科

人402学科 看･講義室③(30) 人402学科

看･講義室④(30) 看･講義室①(96) 看･講義室①(96)

看･講義室①(96) 看･講義室⑤(96) 看･講義室② 看･講義室①(96) 看･講義室②

看･講義室② 看･講義室③(30) 看･講義室② 看･講義室③(30)

看･講義室③(30) 看･講義室④(30) 看･講義室③(30) 看･講義室④(30)

看･講義室④(30) 看･講義室⑤(96) 看･講義室④(30) 看･講義室⑤(96)

看･講義室⑤(96) 看･講義室⑤(96)

北部研修
室①

共ラ204
プロジェクト学習（住民へのヘル
スリテラシー向上教育の実践） 2 共2 島袋尚美

教室 科目番号 科目名 単位数 受講年次 同時履修時限 担当教員 時 限 教室 科目番号 科目名 単位数 受講年次 同時履修時限 担当教員 時限

1 時 限 目 1時限目

ス専260 バスケットボール 1 ス1 石橋千征
2 時 限 目 2時限目

3 時 限 目 3時限目

4 時 限 目 4時限目

6
 

時
 

限

授業科目名

名・体育館

担当教員

6
 

時
 

限

月　　　　　曜　　　　　日

教室 授業科目名教室 授業科目名

土曜日集中講義

担当教員 教室担当教員 教室 授業科目名 担当教員


	R4後学期時間割

