
平成２９年度　【前期】　授業時間割表(看護学部) H29.3.31 【確定】

年次 授業科目名 教室等 教員 年次 授業科目名 教室等 教員 年次 授業科目名 教室等 教員 年次 授業科目名 教室等 教員 年次 授業科目名 教室等 教員

1 看護学序論 看)101講 平野 2 英語実践演習Ⅲ 1 英語実践演習Ⅰ 1 英語基礎演習Ⅰ 2 中国語Ⅰ 共)208 劉

編3 伊藤 再 英語表現Ⅲ 1 情報リテラシー ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演1 ⑦富澤 再 英語表現Ⅰ 韓国語Ⅰ 共)302 姜

7/31のみ 1 保健統計学 看)201講 井上 (⑦、⑧) ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演2 ⑧塚田 1 情報リテラシー ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演1 ⑨西岡 ドイツ語Ⅰ 共)209 リヒタ

看)102講 編3 (6/27,7/4,11,18) 岩渕 2 臨床病態治療学Ⅰ 看)201講 高橋(和) 再編 （⑨） フランス語Ⅰ 語学室2 熊本

看)103講 3 感染看護論 看)101講 井上 (4/19,26,5/10,17,24, 再 情報メディア入門⑨ ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演1 ⑨西岡 ロシア語Ⅰ 語学室3 黒岩

2 臨床病態治療学Ⅰ 看)201講 高橋(和) (4/18,25,5/2,9,16, 　5/31,6/7) 2 国際看護論演習 看)201講 アンガホッファ スペイン語Ⅰ 語学室4 三宅

5/23,30,6/6) 成人臨床看護論Ⅰ 看)201講 内海 3 (4/13,20,27,5/11,18, 松川 1 保健統計学 看)201講 井上

8:50 4 卒業研究 4 リエゾン精神看護論 看)101講 樋口 (6/14,21,28, 藤澤 5/25,6/1,15,29,7/6,20) 編3 (6/30,7/7,14,21除く) 岩渕

(7/18,25) 　7/5,12,19,26,8/2) 3 成人臨床看護論Ⅳ 看)101講 小澤

～ 4 助産学概論 共C)201 福島 3 在宅ケア論Ⅰ 看)102講 工藤(朋) 4 リエゾン精神看護論 看)101講 樋口 及川

(4/18,25,5/2, アンガホッファ (4/19,5/24,6/14, 看)103講 松川,岩渕 (7/13,20,27) 4 助産診断技術学Ⅴ 共C)201 野口

10:20 7/18,25,8/1) 野口 6/21,7/12) 地域ケア実習室 田口 4 助産診断技術学Ⅴ 共C)201 野口 (4/14,21,28) 実習室 アンガホッファ

A・B,看)※ (4/13,20,27,7/13,20) 実習室 アンガホッファ 福島

4 助産診断技術学Ⅱ 共C)201 野口 福島

(4/19,7/12,19,8/2) アンガホッファ

福島

4 助産診断技術学Ⅳ 共C)201 野口

(4/26,7/26) 実習室 アンガホッファ

福島

4 教育実習Ⅰ 共)107 畠山他

(4/19,26,7/12)

4 地域看護システム論Ⅱ 共)109 松川

(4/19,26,7/12,26)

1 英語実践演習Ⅰ 1 英語実践演習Ⅰ 1 健康科学 共)305 高橋 1 芸術学の世界 共)101 吉村(晶) 1 健康科学 共)305 高橋
1 情報リテラシー ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演1 ①西岡 1 情報リテラシー ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演1 ③伊藤(久) 2 千田 2 言語学の世界 共)301 高橋(英) 2 千田

(①、②) ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演2 ②佐藤(永) (③、④) ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演2 ④片町 岩渕 3 化学の世界 共)106 佐野 岩渕

1 体育実技 体育施設 岩本 1 体育実技 体育施設 井上 4 生物学の世界 共)305 井上(都)

2 2 体育実技 体育施設 岩本 地理学の世界 共)107 吉木

1 生化学 看)101講 山村(非) 2 健康管理論 看)102講 松川 共)106 個と集団 共)206 高橋(聡) 体育施設 井上

2 地域看護学概論 看)201講 上林 編3 (4/18,5/9,16,23, 看)103講 2 中国語Ⅰ 共)208 劉 自己と他者 共)201 田村 共)109

10:30 編3 （5/8,15,22,29,6/5, 　5/30,6/6) 6/6のみ 韓国語Ⅰ 共)302 姜 社会と情報 情)204講 渡邊(慶) 1 政治学の世界 共)207 高橋(秀)

6/12,20 のみ, 共)101 ドイツ語Ⅰ 共)207 リヒタ 2 教育課程論 共)204 畠山 2 加齢と生活 共)205 吉田

～ 看)102-103講を使用） 3 学校看護学 看)※ 大久保 フランス語Ⅰ 語学室2 熊本 看ソ政 3 ことばの力と限界 共)101 遠山

3 母性臨床看護論Ⅰ 共)201 福島 (5/2,9,16,23,30, 8/1のみ ロシア語Ⅰ 語学室3 黒岩 3 小児臨床看護論Ⅱ 看)102講 白畑 4 地域と情報 共)307 佐々木(淳)

12:00 (4/17,24,5/1,8,15, 金谷,野口 6/20,7/4,8/1) 共)308 スペイン語Ⅰ 語学室4 三宅 看)103講 原

7/24) アンガホッファ 3 在宅ケア論Ⅰ 看)102講 工藤(朋) 4 看護教育論 看)201講 工藤(真) 3 褥瘡ケア論 看)101講 武田

3 母性臨床看護論Ⅱ 共)201 福島 3 学校健康相談活動 看)※ 大久保 (4/26,5/10,17,31, 看)103講 松川,岩渕 (7/27) (4/14,21,28,5/12,19,

(5/22,29,6/5,12, 金谷,野口 (7/25) 6/7,21,28,7/5,19,26) 地域ケア実習室 田口 4 リエゾン精神看護論 看)101講 樋口 5/26,6/2)

6/20,26,7/3,10,31) アンガホッファ 3 保健科教育法Ⅰ 共)308 大久保 A・B,看)※ (7/13,20) 4 助産診断技術学Ⅳ 共C)201 野口

4 看護教育論 看)102講 工藤(真) (7/11,18) 4 助産診断技術学Ⅲ 共C)201 野口 4 助産診断技術学Ⅴ 共C)201 野口 (4/14,21,28) アンガホッファ

(4/17,24,5/1, 看)103講 4 看護政策論 看)101講 伊藤 (4/19,7/12,19,26,8/2) アンガホッファ (4/13,20,27,7/13,20) 実習室 アンガホッファ 福島

7/10,24,31) (4/18,25,5/2, 松川 福島 福島 4 地域看護活動論Ⅱ 看)102講 岩渕

　7/11,18,25,8/1) 遠藤 4 助産診断技術学Ⅴ 共C)201 野口 4 保健科教育法Ⅱ 共)308 大久保 (7/14) 看)103講 田口

4 助産学概論 共C)201 福島 (4/26) 実習室 アンガホッファ (4/13) 共D)地域実

(5/2,8/1) アンガホッファ 福島 4 事前事後指導 看)※ 大久保 4 保健科教育法Ⅱ 共)308 大久保

野口 4 教育実習Ⅰ 共)107 畠山 (4/20) (4/14,28)

4 助産診断技術学Ⅱ 共C)201 野口 (4/19,26,7/12) 4 事前事後指導 看)※ 大久保

(4/18,7/11,18,25) アンガホッファ 4 地域看護システム論Ⅱ 共)109 松川 (4/21,7/14,21)

福島 (4/19,26,7/12,19,26)

1 いわて創造入門 講堂 渡部 1 歴史学の世界 共)303 黒岩 基礎教養入門 4/19 2 英語実践演習Ⅲ 1 形態機能学Ⅰ 看)201講 高橋(和)

2ソ 特別活動論 共)106 和山 2 社会学の世界 共)305 劉 体育館 再 英語表現Ⅲ (5/12,19,26, 似鳥,三浦

3 3 地球科学の世界 共)207 伊藤(英) 4/26 3 教育方法論 共)106 藤井 6/2,9,16,23,30)

看政 4 心理学の世界 共)101 福島(朋) 看)102講 看ソ政 2 公衆衛生学 看)102講 上林

2 成人看護学概論 看)201講 内海 経営学の世界 共)105 岡田 看)103講 1 人間関係論 看)102講 伊藤 編3 (4/28,5/12,19,26,6/2,9, 看)103講 三上(非)

(4/17,24,5/1,8, (5/11,18,25,6/1, 看)103講 6/16,23,30,7/7,14,21,28)

5/15,22,29,6/5) 科学技術と倫理 共)208 小方
木場
武田

　6/8,15,22,29)

3 母性臨床看護論Ⅰ 共)101 福島

13:00 成人臨床看護論Ⅰ 看)201講 内海 地域社会とボランティア 共）206 渡邊(圭) 2 道徳・特別活動論 看)201講 武田(非) 4 看護教育カリキュラム論 看)201講 工藤(真) (4/14,21,28,5/12,19) 金谷,野口
アンガホッファ

(6/12,20,26,
    7/3,10,24,31)

藤澤
地域コミュニティとまちづくり 共)209

吉野、泉、
山田、宇
佐美、平
井

(6/14,21,28,7/5) (4/13)

3 母性臨床看護論Ⅱ 共)101 福島

～ 4 在宅ケア論Ⅱ 看)101講 工藤(朋)
プロジェクトF（ｱﾒ
ﾘｶﾝ・ｽﾀﾃﾞｨｰｽﾞ）

語学室4
佐藤(智)
三宅

3
学校健康相談活動
(8/2)

看)※ 大久保 4 看護情報管理論
(4/27,7/13,20,27)

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ
演2

遠藤 (5/26,6/2,9,16,23,
6/30,7/7,14,21,28)

金谷,野口
アンガホッファ

(4/17,24,5/1,7/10) 藤田(非) 2 精神看護学概論 看)102講 樋口 4 遺伝看護論 共C)201 須坂(非) 4 助産診断技術学Ⅴ 共C)201 野口 4 看護情報管理論 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 遠藤

14:30 4 事前事後指導(7/31) 看)※ 大久保 (4/18,25,5/2,9,16, 看)103講 (7/19) 川村(非) (4/20,27,7/13,20,27) 実習室 アンガホッファ (7/14,21,28) 演2

　5/23,30) 4 助産診断技術学Ⅲ 共C)201 野口 福島 4 助産診断技術学Ⅳ 共C)201 野口

小児看護学概論 看)102講 白畑 (4/19,26,7/26,8/2) アンガホッファ (4/14,21,28) アンガホッファ

(6/6,13,27,7/4, 看)103講 福島 福島

7/11,18,25,8/1) 4 教育実習Ⅰ 共)107 畠山 4 保健科教育法Ⅱ 共)308

3 老年臨床看護論Ⅱ 看)201講 千田,小嶋 (4/19,26,7/12) (4/21,28)

渡辺,及川(非) 4 事前事後指導 看)※ 大久保

4 在宅ケア論Ⅱ 看)101講 工藤(朋) (4/14)

(7/11,18) 藤田(非)

4 助産診断技術学Ⅱ 共C)201 野口

(4/18,25) アンガホッファ

福島

4 地域看護活動論Ⅱ 看)101講 岩渕

(4/18,25,5/2, 田口

7/25,8/1)

2 英語実践演習Ⅲ 1 英語実践演習Ⅰ 1 看護援助技術論Ⅰ 看)102講 高橋(有) 1 形態機能学Ⅰ 看)201講 高橋(和) 2 看護援助技術論Ⅱ 看)102講 平野

再 英語表現Ⅲ 1 情報リテラシー ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演1 ⑤鈴木 (7/26) 看)103講 平野,井上 似鳥,三浦 (7/21,28除く) 看)103講 高橋(有),井上

1 形態機能学Ⅰ 看)201講 高橋(和) (⑤、⑥) ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演2 ⑥佐藤(永) 実習室1,2 三浦,鈴木 2 小児発達看護論 看)101講 白畑 実習室1,2 三浦,鈴木

似鳥、三浦 1 体育実技 体育施設 岩本 2 看護基礎理論Ⅱ 看)102/103講 平野，内海 原 2 公衆衛生学 看)102講 上林

3 成人生活ケア論 看)102講 内海,小澤 2 (8/2) 看)101演 井上,高橋(有) 3 地域看護活動論Ⅰ 看)102講 岩渕 編3 (7/21,28) 看)103講 三上(非)

(4/17,5/1,15,22, 看)103講 及川,藤澤 3 中国語Ⅲ 共)208 劉 ～106演 三浦,鈴木 編3 (4/13,20,27,5/11, 看)103講 田口 3 母性臨床看護論Ⅰ 共)101 福島

6/5,20,26) 実習室1,2 4 韓国語Ⅲ 共)302 姜 2 健康管理論(4/26) 看)102講 松川  5/18,25,6/1,8) (4/14,21,28,5/12) 金谷,野口

体育館 ドイツ語Ⅲ 共)209 リヒタ 編3 看)103講 3 学校健康相談活動 看)※ 大久保 アンガホッファ

老年生活ケア論 看)102講 千田 フランス語Ⅲ 共)308 熊本 2 道徳・特別活動論 看)201講 武田(非) (7/20) 3 母性臨床看護論Ⅱ 共)101 福島

14:40 (4/24,5/8,29, 看)103講 小嶋,渡辺 ロシア語Ⅲ 研究室 黒岩 (6/14,21,28,7/12) 4 看護教育カリキュラム論 工藤(真) (5/19,26,6/2,9,16,23, 金谷,野口

6/12,7/3,10,24,31) 実習室1 スペイン語Ⅲ 語学室4 三宅 3 学校健康相談活動 看)※ 大久保 (4/13,20,27, 6/30,7/7,14,21,28) アンガホッファ

～ 体育館 2 教職概論 共)106 和山 (8/2) 　7/13,20,27) 4 保健科教育法Ⅱ 共)308 大久保

4 在宅ケア論Ⅱ 看)101講 工藤(朋) ソ政 (教師論) 畠山 4 遺伝看護論 共C)201 須坂(非) 4 助産診断技術学Ⅴ 共C)201 野口 (4/14,21)

(7/10) 藤田(非) 3看 (7/19) 川村(非) (4/13,20,27, 実習室 アンガホッファ

16:10 4 遺伝看護論 共C)201 須坂(非) 4 在宅ケア論Ⅱ 看)101講 工藤(朋) 4 助産診断技術学Ⅲ 共C)201 野口 7/13,20,27) 福島

(5/1,7/31) 川村(非) (7/11) 藤田(非) (4/19,26) アンガホッファ 4 保健科教育法Ⅱ 共)308 大久保

4 助産学概論 共C)201 福島 4 助産診断技術学Ⅱ 共C)201 野口 福島 (4/20,27)

(4/17,24,7/24) アンガホッファ (4/18,25, アンガホッファ 4 教育実習Ⅰ 共)107 畠山 4 事前事後指導 看)※ 大久保

野口 7/18,25,8/1) 福島 (4/19,26) (7/13)

4 事前事後指導 看)※ 大久保 4 地域看護活動論Ⅱ 看)101講 岩渕

(7/31) (4/18,25,5/2, 田口

4 保健科教育法Ⅱ 共)308 大久保 7/18,25,8/1)

(4/17,5/1) 4 保健科教育法Ⅱ 共)108 大久保

(4/18,25)

4 事前事後指導 看)※ 大久保

(5/2,8/1)

1 食品栄養学 看)201講 千葉(俊) 2 中国語Ⅰ 共)208 劉 1 英語基礎演習Ⅰ 1 形態機能学Ⅰ 看)201講 高橋(和) 2 看護援助技術論Ⅱ 看)102講 平野

(短) 韓国語Ⅰ 共)302 姜 再 英語表現Ⅰ 似鳥,三浦 (7/28除く) 看)103講 高橋(有),井上

2 薬理代謝学 看)101講 武田 ドイツ語Ⅰ 共)209 リヒタ 1 看護援助技術論Ⅰ 看)102講 高橋(有) 2 看護相談技術論 看)102講 高橋(有)，伊藤 12回分 基礎実習室1,2 三浦,鈴木

3 成人生活ケア論 看)102講 内海,小澤 フランス語Ⅰ 語学室2 熊本 (7/26) 看)103講 平野,井上 看)103講 平野,井上

(4/17,5/1,15,22, 看)103講 及川,藤澤 ロシア語Ⅰ 語学室3 黒岩 実習室1,2 三浦,鈴木 実習室1,2 高橋(有),遠藤 3 地域看護システム論Ⅰ 共)301 松川

6/5,20,26,7/31) 実習室1,2 スペイン語Ⅰ 語学室4 三宅 2 看護基礎理論Ⅱ 看)102/103講 平野，内海 共)208 三浦,鈴木 編3 (4/14,21,28,5/12,19,

体育館 4 卒業研究 (5/10,31,6/7,14, 看)101演 井上,高橋(有) 3 精神臨床看護論Ⅱ 看)101講 樋口 　5/26,6/2,9)

16:20 老年生活ケア論 看)102講 千田 (4/18,25,8/1除く) 7/5,12,8/2) ～106演 三浦,鈴木 佐藤

(4/24,5/8,29, 看)103講 小嶋,渡辺 4 助産診断技術学Ⅲ 共C)201 野口 2 健康管理論(4/26) 看)102講 松川 4 助産診断技術学Ⅴ 共C)201 野口

～ 6/12,7/3,10,24) 実習室1 (4/18,25) アンガホッファ 編3 看)103講 (4/13,20,27, 実習室 アンガホッファ

体育館 福島 3 学校看護学 看)※ 大久保 7/20,27) 福島

17:50 4 保健科教育法Ⅱ 共)108 大久保 (4/26,5/10,24,31, 共)308 4 保健科教育法Ⅱ 共)308 大久保

4 遺伝看護論 共C)201 須坂(非) (4/18,25) 6/7,14,28,7/5) 5/10･6/28 (4/20,27)
(5/1,7/31) 川村(非) 4 事前事後指導 看)※ 大久保 共C)201 4 事前事後指導 看)※ 大久保

4 助産学概論 共C)201 福島 (8/1) 3 学校健康相談活動 看)※ 大久保 (4/13,7/13)

(4/17,24,7/10,24) アンガホッファ (7/12,26,8/2)

野口 4 助産診断技術学Ⅲ 共C)201 野口

4 事前事後指導(7/31) 看)※ 大久保 (4/19,26) アンガホッファ

4 保健科教育法Ⅱ 共)308 大久保 福島

(4/17,5/1) 4 遺伝看護論 共C)201 須坂(非)

(7/19) 川村(非)

4 教育実習Ⅰ(4/19) 共)107 畠山

4 事前事後指導(4/26) 看)※ 大久保

2 英語基礎演習Ⅲ 1～4
渋谷
鈴木(正)

1～4 倉原 1～4 吉木 1～2

渡部
遠藤
菅野
富澤
宇佐美

2～4

渡部
遠藤
菅野
富澤
宇佐美

3 4 4 4

4 3 4 4
地域看護学実習Ⅲ
(8月中旬～10月)

3 4 3
学校健康相談活動
8/3(3,4,5限)　看)※ 4看護学総合実習(6/19～7/7)

集中講義
・実習

2

基礎看護学実習Ⅱ
①8/17～8/25
②8/31～9/8
③9/11～9/20
オリエンテーション
6/14　4限

実習前演習
8月未定
まとめ発表会 9/26

地域看護学実習Ⅰ集中講義(全員)
　9/22 (1～5限) 学外

母性・小児・成人・老年・精神看護学実習
地域看護学実習Ⅰ(5月～6月)

(E・Fグループ) 地域看護学実習Ⅱオリエ
ンテーション  共C)201講
4/6 11:00～12:00

いわて創造学習Ⅰ（通年）
【講義日程は別途指示】

教室等：
看)※精神・学校保健看護実習室
青字：時間数外コマ分

(B・Cグループ) 小児看護学実習オリエン
テーション  母子・助産実習室
4/11 2限

いわて創造学習Ⅱ（通年）
【講義日程は別途指示】

老年看護学実習オリエンテーション
(全員)
9/未定 (1,2限) 学外

別紙参照

教育実習Ⅱ(8月～9月)

保健科教育法Ⅰ
　8/7(3,4限)、8/8(3,4限)
　共)308

助産学実習Ⅰ(7月～9月)
(7/14,21,28,8/4～9/29)

工藤(真)
内海
工藤(朋)
遠藤
小嶋
松川
三浦
鈴木

3回目以降
は、2回目
で提示しま
す

別紙参照

助産学実習Ⅰオリエンテーション
7/12(3～5限),8月下旬(3～5限)

別紙参照

4/13の3限
にお知らせ
します

3

1
編3 各グループ毎の教室

演習室101～106,看)※
看）102・103講
看護教育・管理実習室

2

別紙参照 別紙参照

1

別紙参照
別紙参照

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

別紙参照

プロジェクトA（いわて学Ａ）
【講義日程は別途指示】

プロジェクトC（岩手のまちづく
り）【講義日程は別途指示】

プロジェクトD（いわての山の
自然学）【講義日程は別途指
示】

体育実技

集中講義
・実習

4

別紙参照

5

別紙参照

凡例：共通講義棟＝共）、 語学学習室＝語学室、 コンピュータ演習室＝コンピュータ演、 ○○学部棟○講義室＝福）○講、 ○○学部棟○演習


