
2018.09.05

平成３０年度　【後期】　授業時間割表（看護学部）

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 教育心理学 共)106 田村 2 英語実践演習Ⅳ 1 英語実践演習Ⅱ 1 英語基礎演習Ⅱ 2 中国語Ⅱ 共)208 劉

2 看護情報学 看)システム 遠藤 再 英語表現Ⅳ 再 コンピュータ入門 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演1 塚田 再 英語表現Ⅱ 韓国語Ⅱ 共)302 姜

編3 実習室２ 1 看護基礎理論Ⅰ 看)102講 平野 2 成人臨床看護論Ⅱ 看)201講 内海 2 成人臨床看護論Ⅲ 看)201講 内海, ドイツ語Ⅱ 共)207 リヒタ

看)103講 高橋(有) (10/10,11/21,28, 細川 小澤(非) フランス語Ⅱ 語学室2 熊本

4 卒業研究 2 国際看護論演習 AVホール アンガホッファ 12/5,12,19,1/9,16) 4 看護技術統合演習 実習室1,2 平野,高橋(有) ロシア語Ⅱ 語学室3 黒岩

8:50 3 (遠隔授業)(11/6) 松川 4 看護技術統合演習 実習室1,2 平野,高橋(有) (12/20) 井上,三浦 スペイン語Ⅱ 語学室4 三宅

～ 4 助産管理学 共C)201 福島 (12/19) 看)102講 井上,三浦 鈴木 1 医療倫理 共)201 野口

10:20 (12/11,1/8,15,22) 野口 看)103講 鈴木 4 地域看護活動論Ⅱ 共C)201 岩渕 (10/19,11/2,16,30,

4 助産管理学 共C)201 福島 (10/4) 田口 12/14,21,1/11,25)

(1/23) 野口

4 教育実習Ⅰ 共C)201 畠山

(9/26) 大久保

1 英語実践演習Ⅱ 1 英語実践演習Ⅱ 1・2 健康科学 共)305 高橋 1～4 物理学の世界 共)105 新井 2 教育行政学 共)106 高橋(聡)

1・2 体育実技 体育施設 井上 1・2 体育実技 体育施設 岩本 千田 看護学の世界 共)307 伊藤(收) 看ソ

岩渕 社会福祉学の世界 共)106 吉田(仁) 3
1 精神保健論

(10/1,15,22,29,
看)101講 樋口

佐藤 2 教育相談論 共）306 藤井
経済学の世界 共)206 伊藤(健) 福政

10/31,11/5,12,19)
看ソ政

地域社会と健康 共)208
樋口
高橋(有)

3 看護研究方法論 看)102講 千田

医療福祉･行政論Ⅰ 看)201 上林 1 栄養代謝学 看)101講 川﨑(短) 環境と疾病 共)306 高橋(和) 編3 (1/11,25) 看)103講

(11/26,12/3,10,17, 齋藤(福) 開発と環境 共)107 辻 1 学の世界入門

1/7,21,28,2/4) 3 保健科教育法Ⅰ 共)308 大久保 2 中国語Ⅱ 共)208 劉 人とケア 共)305 平野 編3 （11/22）

(2/4のみ教室未定) (1/8,15,22) 韓国語Ⅱ 共)302 姜 2 小児臨床看護論Ⅰ 看)102講 白畑 4 助産管理学 共C)201 福島

10:30 3 エンドオブライフケア論 看)102講 細川 4 助産管理学 共C)201 福島 ドイツ語Ⅱ 共)207 リヒタ 看)103講 原 (1/18) 野口

～ (11/5,1/7) 看)103講 (12/11,1/8,15,22) 野口 フランス語Ⅱ 語学室2 熊本 4 看護技術統合演習 実習室1,2 平野,高橋(有) 3 エンドオブライフケア論 看)102講 細川

災害看護論 看)102講 平野 ロシア語Ⅱ 語学室3 黒岩 (12/20) 井上,三浦 (11/9) 看)103講

12:00 (1/21,28) 看)103講 山崎(非) スペイン語Ⅱ 語学室4 三宅 鈴木

4 卒業研究 4 看護技術統合演習 実習室1,2 平野,高橋(有) 4 地域看護活動論Ⅱ 共C)201 岩渕

4 看護技術統合演習 実習室1,2 平野,高橋(有) (12/19) 看)102講 井上,三浦 (10/4) 田口

(12/10) 井上,三浦 看)103講 鈴木

鈴木 4 教育実習Ⅰ 共C)201 畠山

(9/26) 大久保

4 教職実践演習Ⅰ 共)206 畠山

(11/7,28) 大久保

1～4 教育学の世界 共)101
渡部
畠山

1～4 哲学の世界 共)105 小方
学の世界入門

2 英語実践演習Ⅳ 1 看護援助技術論Ⅰ 看)102講 高橋(有)

生態学の世界 共)205
島田
鈴木(正)

歴史学の世界 共)208 黒岩
(12/12,1/16除く）

再 英語表現Ⅳ 看)103講 平野,井上

法学の世界 共)107
斎藤(千)
千國

宗教学の世界 共)306 原 1 形態機能学Ⅱ 看)101講 高橋(和) 実習室1,2 三浦,鈴木

ジェンダーと文化 共)305 吉野 情報科学の世界 共)202 竹野
三浦
似鳥(非)

人間と職業 共)301 高瀬 音と聴覚 共)107 米本 3 看護研究方法論 看)102講 千田 2 家族ケア論 看)201講 工藤(朋)

映像文化と人間 共)201 熊本 人間行動の起源 共)301 桐田 2 国際看護論 看)102講 松川 編3 (1/10,17,24) 看)103講 編3 (9/28,10/12,11/2,9 田口

障害者の就労と支援 共)307 山岡 情報技術とグローバリゼーション 共)108 藤田(ハ)
（12/12） 看)103講 アンガホッファ

山崎(非) 4 看護技術統合演習 実習室1,2 平野,高橋(有)
11/16,30,12/7,21)

2 生徒指導論 共)202 和山 3 保健科教育法Ⅰ 共)308 大久保 3 災害看護論 看)102講 平野 (12/20) 井上,三浦
鈴木

2 疫学(1/11,25) 看)101講 三上(非)

13:00 看ソ政 (1/8,15,22) (1/16) 看)103講 山崎(非) 4 助産管理学 共C)201 福島 2 学校・産業看護論 共C)201 大久保

～ 4 医療福祉･行政論Ⅱ 看)201 上林 4 看護技術統合演習
(12/18)

実習室1,2
平野,高橋(有) 4 教育実習Ⅰ 共C)201 畠山 (12/13,1/10) 野口 (11/22,12/14) 福原(非)

14:30 (12/10,17,1/7, 齋藤(福) 看)101演～106演も使用 看)102講 井上,三浦 (9/26) 大久保 4 事前事後指導 共C)201 大久保 3 看護研究方法論 看)101講 千田

1/21,28) 看)103講 鈴木 4 教職実践演習Ⅰ 共)206 畠山 (9/27,11/15) 編3 (1/29) 看)201講

4 地域看護システム論Ⅱ 共C)201 松川 (11/7,14,28,12/5,12) 大久保 4 卒業研究

4 地域看護システム論Ⅱ 松川 (10/9,16) 4 助産管理学 共C)201 福島

(10/22) 4 事前事後指導 共C)201 大久保 (1/18) 野口

(9/25,11/13) 4 事前事後指導 共C)201 大久保

(11/9,16)

2 英語実践演習Ⅳ 1 英語実践演習Ⅱ 1 感染免疫学 看)101講 井上 1 病因病態学 看)101講 武田,三浦 1 看護援助技術論Ⅰ 看)102講 高橋(有)

再 英語表現Ⅳ 1・2 体育実技 体育施設 岩本 (8回) 吉野(非) 2 老年看護学概論 看)201講 千田 看)103講 平野,井上

1 家族論 看)101講 工藤(朋) 2 臨床病態治療学Ⅱ 看)201講 菅原(非) (9/27,10/4,11,18, 実習室1,2 三浦,鈴木

(10/1,15,22,29, 3・4 中国語Ⅳ 研究室 劉 (13回)(12/12以外) 宮田(非) 　10/25,11/1,8) 2 家族ケア論 看)201講 工藤(朋)

11/5,12,19) 韓国語Ⅳ 共)302 姜 他 老年臨床看護論Ⅰ 看)201講 千田 編3 (10/5,12,26,11/2,9 田口

3 看護管理論 看)102講 伊藤 フランス語Ⅳ 研究室 熊本 2 国際看護論 看)102講 松川 (11/15,29,12/6,13, 小嶋 11/22,12/14)

14:40 (1/7,21,28) 看)103講 遠藤 スペイン語Ⅳ 語学室4 三宅 (12/12) 看)103講 アンガホッファ 12/20,1/10,17,24) 渡辺 2 疫学(1/11,25) 看)101講 三上(非)

～ 4 医療福祉･行政論Ⅱ 看)201 上林 2 精神臨床看護論Ⅰ 看)201講 樋口 山崎(非) 3 エンドオブライフケア論 看)102講 細川 2 学校・産業看護論 共C)201 大久保

16:10 (12/10,17,1/7) 齋藤(福) 佐藤 3 看護管理論 看)102講 伊藤 (11/8) 看)103講 (11/16,30,12/7) 福原(非)

3 エンドオブライフケア論 看)102講 細川 (11/7) 看)103講 遠藤 災害看護論 看)102講 平野

(11/6,1/8,15,22) 看)103講 3 災害看護論 看)102講 平野 (1/10,24) 看)103講 山崎(非) 3 助産診断技術学Ⅰ 共C)201 野口

(1/16) 看)103講 山崎(非) 3 看護研究方法論 看)102講 千田 (1/11,25) アンガホッファ

4 看護技術統合演習 実習室1,2 平野,高橋(有) 3 助産診断技術学Ⅰ 共C)201 野口 編3 (1/17) 看)103講 福島

(12/18) 看)102講 井上,三浦 (1/9,23) アンガホッファ 4 看護技術統合演習 実習室1,2 平野,高橋(有) 4 事前事後指導 共C)201 大久保

看)101演～106演も使用 看)103講 鈴木 福島 (12/20) 井上,三浦 (11/9)

4 地域看護システム論Ⅱ 共C)201 松川 4 教職実践演習Ⅰ 共)206 畠山 鈴木 4 卒業研究

(10/9,16) (11/7,14,28,12/5,12) 大久保 4 助産管理学 共C)201 福島

4 教育実習Ⅰ 共C)201 畠山 (12/13,1/10) 野口

(9/26) 大久保 4 事前事後指導 共C)201 大久保

(11/15)

1 教育心理学 共)106 岩木 1 教育原理 共)106 畠山 1 英語基礎演習Ⅱ 1 病因病態学 看)101講 武田,三浦 2 日本国憲法 共)106 千國

看ソ政 看ソ政 再 英語表現Ⅱ 2 国際看護論 看)201講 松川 【看護・ソフト】

2 成人臨床看護論Ⅱ 看)201講 内海 2 中国語Ⅱ 共)208 劉 1 感染免疫学 看)101講 井上 (10/4,18, アンガホッファ 1 看護援助技術論Ⅰ 看)102講 高橋(有)

(10/1,15,22,29,31, 細川 韓国語Ⅱ 共)302 姜 (7回) 吉野(非)  11/15,12/6,20) 山崎(非) 看)103講 平野,井上

11/5,12) ドイツ語Ⅱ 共)207 リヒタ 2 臨床病態治療学Ⅱ 看)201講 菅原(非) 2 国際看護論演習 看)201講 アンガホッファ 実習室1,2 三浦,鈴木

2 母性看護学概論 共)301 福島 フランス語Ⅱ 語学室2 熊本 (11回)(12/12以外) 宮田(非) 3 (11/8,1/10,17,24) 松川 3 助産診断技術学Ⅰ 共C)201 野口

(11/19,26,12/3,10, ロシア語Ⅱ 語学室3 黒岩 他 4 卒業研究 (1/11,25,29) アンガホッファ

16:20 12/17,1/7,21,28) スペイン語Ⅱ 語学室4 三宅 2 国際看護論 看)102講 松川 4 看護技術統合演習 実習室1,2 平野,高橋(有) 福島

～ 3 看護管理論 看)102講 伊藤 3 保健科教育法Ⅰ 共)308 大久保 (12/12) 看)103講 アンガホッファ (12/20) 井上,三浦 4 卒業研究

17:50 (1/21,28) 看)103講 遠藤 (1/8,15,22) 山崎(非) 鈴木

3 看護研究方法論 看)102講 千田 4 看護技術統合演習 実習室1,2 平野,高橋(有) 3 看護管理論 看)102講 伊藤

編3 (1/7) 看)103講 (12/18) 看)101講 井上,三浦 (11/7) 看)103講 遠藤

4 卒業研究 看)101演～106演も使用 看)102講 鈴木 3 災害看護論(1/9,16) 看)102講 平野

看)103講 　 看)103講 山崎(非)

3 助産診断技術学Ⅰ 共C)201 野口

(1/23) アンガホッファ

福島

4 教職実践演習Ⅰ 共)206 畠山

(11/14,28,12/5) 大久保

　 4 教育実習Ⅰ 共C)201 畠山

(9/26) 大久保

2 英語基礎演習Ⅳ 1～4
応用英語Ⅱ【平成27年度
以降入学生対象】

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

2
 看ソ政

3 4 3 地域看護学実習Ⅱ(10～12月) 3

4 2,3 4
地域看護学実習Ⅲ
(8月中旬～10月) 3

保健科教育法Ⅰ 共)308 2/1(2～4限)、 2 学校・産業看護論 共C)201 教室等 : 看)※=精神・学校保健看護実習室

9/26(3～5限) 赤字：曜日振替 青字：時間数外コマ分

　  　

別紙参照

集中講義
・実習

いわて創造学習Ⅰ（通年）
【講義日程は別途指示】

いわて創造学習Ⅱ（通年）
【講義日程は別途指示】

別紙参照
プロジェクトB（いわて学Ｂ）
【講義日程は別途指示】

別紙参照

進路指導論 高瀬 3・4 いわて創造実践演習

渡部
遠藤
菅野
富澤
宇佐美

5

3

1
編3

別紙参照

4

別紙参照
別紙参照

10/3（初
回）は体
育館で行
います。
その他授
業または
クラスプ
ロファイ
ル上に提
示しま
す。

工藤(真)
上林
三浦
遠藤
及川
大久保
小嶋
佐藤
鈴木

(1/28のみ
共)108・
共)109)

1

2
体育実技 体育施設 岩本

別紙参照 別紙参照

別紙参照
別紙参照別紙参照

(10/4→10/3(水)1限へ移動)

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

看護学総合実習オリエンテーション
1/未定　看102・103講

養護実習(8月～11月)
(特別支援学校見学を含む)

国際看護論演習(遠隔授業 : 2/5　1限
 <AVホール>,海外研修,国内研修)

卒業研究オリエンテーション
1/未定　看102・103講

集中講義
・実習

母性・小児・成人・老年・精神看護学実習
地域看護学実習Ⅰ(9月～12月)

助産学実習Ⅱ(10/9～12/7)

1

基礎看護学実習Ⅰ

2
疫学
2/12(1～4限)、2/13(1～3限)、2/14(1～4限)
看)201　三上(非)

3
2/4(2～4限)、2/5(2～4限)、2/6(2～4限)

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 11/30 5限

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○演習室＝福）○演


