
令和２年度　【前期】　授業時間割表（基盤教育科目）　6月22日～

【基盤教育科目】

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

2 英語実践演習Ⅲ 1 情報リテラシー ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演1 ⑦富澤 1 情報リテラシー ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演1 ⑨西岡 2 中国語Ⅰ 共)206 劉

Advanced② 共)303 江村 （⑦、⑧） ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演2 ⑧大堀 再編 （⑨） 韓国語Ⅰ 共)302 姜

Intermediate① 共)207 ホール 1 英語実践演習Ⅰ 1 英語基礎演習Ⅰ ドイツ語Ⅰ 共)207 リヒタ

　 　 　 　 Intermediate④ 共)208 ダガン Advanced④ 共)303 佐々 Advanced② 共)306 高橋 フランス語Ⅰ 共)303 熊本

Intermediate⑦ 共)204 新沼 Intermediate④ 共)208 ダガン Intermediate② 共)208 ダガン ロシア語Ⅰ 語学室3 黒岩
　 Intermediate⑩ 共)304 齋藤(博) Intermediate⑧ 語学室3 伊東 Intermediate④ 共)207 ルプシャ スペイン語Ⅰ 語学室4 三宅

Intermediate⑬
共)202 小林 Intermediate⑫

共B)ｼｽ
ﾃﾑ実１

スマイリ
Intermediate⑥ 共)307 江村

8:50 Intermediate⑰ 語学室4 高橋 Intermediate⑯ 共)203 ブラネン Intermediate⑧ ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演2 伊東
Basic① 語学室2 ルプシャ Basic④ 共)304 江村 Basic② 共)108 佐々

～ 再 英語表現Ⅲ 再 英語表現Ⅰ

（①、④、⑦、⑩ （②、④、⑥、⑧）

10:20 、⑬、⑰）

1 情報リテラシー ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演1 ①大堀 1 情報リテラシー ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演1 ③蔡 1・2 健康科学 講堂 高橋 1～4 文学の世界 語学室3 伊東 1・2 健康科学 講堂 高橋

（①、②） ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演2 ②松田 （③、④） ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演2 ④片町 千田 化学の世界 共)201 佐野 千田

1・2 体育実技 体育施設 岩本 1・2 体育実技 体育施設 井上 三浦 生物学の世界 共)101 井上(都) 三浦

政治学の世界 共)205 齋藤(俊)

1 英語実践演習Ⅰ 1 英語実践演習Ⅰ 体育実技 体育施設 岩本 数学の世界 共)107 村木 体育実技 体育施設 岩本
Advanced① 語学室3 伊東 Advanced② 語学室3伊東 共）106 自己と他者 講堂 田村(達) 共）109 井上

Intermediate① 共)302 アンガホッファ Intermediate② 共)304 佐々 2 中国語Ⅰ 共)206 劉 個と集団 共)206 高橋(聡) 1～4 地域と情報 共)301 佐々木(淳)

10:30 Intermediate⑤ 共)303 齋藤(博) Intermediate⑥ 共)206 ステイリン 韓国語Ⅰ 共)208 姜 共)306 小澤

Intermediate⑨ 共)204 石川 Intermediate⑩ 共)204 新沼 ドイツ語Ⅰ 共)207 リヒタ 1 体育学・スポーツの世界 共)307 岩本､井上

～ Intermediate⑬ 共)304 アサノ Intermediate⑭ 共)202 小林 フランス語Ⅰ 共)303 熊本

Intermediate⑰ 共)203 松林 Intermediate⑱ 共)203 松林 ロシア語Ⅰ 語学室3 黒岩 2～4 言語学の世界 共)301 高橋(英) 加齢と生活 吉田(清)

12:00 Basic① 語学室2ルプシャ Basic② 共)303 江村 スペイン語Ⅰ 語学室4 三宅 2 教育課程論 共)204 畠山

看ソ ことばの力と限界 共)101 遠山

ジェンダーと文化 共)201 吉野

1

1 講堂 渡部 1～4 渡邊
(圭)

1 基礎教養入門Ⅰ 3 教育方法論 共)106 畠山

共)101 看ソ政

共)201 2 英語実践演習Ⅲ
3 特別活動論 共)106 和山 Advanced③ 共)208 ダガン

看政 Intermediate② 共)303 佐々
歴史学の世界 共)207 黒岩 Intermediate⑤ 語学室2 ルプシャ
社会学の世界 共)301 劉 Intermediate⑧ 共)207 アサノ
地理学の世界 共)306 佐野 Intermediate⑪ 共)306 タウンゼント

地球科学の世界 共)201 吉木 Intermediate⑭ 語学室4 高橋

心理学の世界 共)101 桐田 Intermediate⑱ 共)302 赤坂

～ 経営学の世界 共)105 岡田 Basic② 共)304 江村
科学技術と倫理 共)206 小方 Basic④ 語学室3 伊東

木場 再 英語表現Ⅲ
工藤(真) （②、⑤、⑧、⑪

、⑭、⑱）
留学生 日本語Ⅳ 共)107 大高

2 英語実践演習Ⅲ 1 情報リテラシー ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演1 ⑤斉藤

Advanced① 語学室2 ルプシャ （⑤、⑥） ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演2 ⑥田村(篤)

Advanced④ 共)303 佐々 1・2 体育実技 体育施設 岩本

Intermediate③ 共)208 ダガン

Intermediate⑥ 共)209 アサノ 3・4 中国語Ⅲ 共)208 劉

Intermediate⑨ 共)302 石川 韓国語Ⅲ 共)302 姜

Intermediate⑫ 共)204 ラッツ ドイツ語Ⅲ 共)207 リヒタ

14:40 Intermediate⑮ 共)304 山本 フランス語Ⅲ 研究室 熊本

Intermediate⑯ 共)203 赤坂 ロシア語Ⅲ 研究室 黒岩

～ Basic③ 語学室4 高橋 スペイン語Ⅲ 語学室4 三宅

再 英語表現Ⅲ 2 教職概論 共)106 和山

16:10 （③、⑥、⑨、⑫ ソ （教師論)

、⑮、⑯ 3

看

1 英語実践演習Ⅰ

Advanved③ 共)303 江村

Intermediate③ 共)204 B.ブレア

Intermediate⑦ 共)203 山本
Intermediate⑪ 共)304 ワン

Intermediate⑮ 共)206 ステイリン

Basic③ 語学室3高橋

2 中国語Ⅰ 共)206 劉 1 英語基礎演習Ⅰ

韓国語Ⅰ 共)302 姜 Advanced① 共)309 高橋
ドイツ語Ⅰ 共)207 リヒタ Intermediate① 共)208 ダガン
フランス語Ⅰ 共)303 熊本 Intermediate③ 共)207 ルプシャ

ロシア語Ⅰ 語学室3 黒岩 Intermediate⑤ 共)209 江村

スペイン語Ⅰ 語学室4 三宅 Intermediate⑦ 共)109 川上

Intermediate⑨ ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演2 伊東

16:20 Basic① 共)108 佐々
再 英語表現Ⅰ

～ （①、③、⑤、⑦、⑨）

17:50

1～4 吉木 1・2

渡部
工藤(真)
泉(啓)
西岡
平井

2・3

渡部
工藤(真)
泉(啓)
西岡
平井

2
ソ

畠山
2
ソ

和山

2
江村
高橋

2
江村
高橋

2
江村
高橋

1 高瀬

菅野

共生社会について
考える(旧ｶﾘ:人間行
動の起源）

14:30

大学で学ぶ・大学
を学ぶ(旧ｶﾘ：いわ
て創造入門）

共Ｂ)協働
学修室

共B)協働
学修室

コミュニティ形成
の理論と実践

共)105

4

3

地域社会とボラン
ティア

共)208
地域コミュニティ
とまちづくり

吉野、倉
原、泉、山
田、宇佐
美、平井

13:00

1

2

R2.6.15

金曜日水曜日 木曜日

英語基礎演習Ⅲ
Intermediate

英語基礎演習Ⅲ
Advanced

英語基礎演習Ⅲ
Basic

月曜日 火曜日

集中講義
・実習

キャリア地域学習（通年）
【講義日程は別途指示】

総合的な学習の時間の指導法 特別活動論
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】

いわて学Ａ(旧ｶﾘ:ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄA)
【講義日程は別途指示】

5

凡例：共通講義棟＝共）、 共通棟Ｂ棟＝共Ｂ）、 語学学習室＝語学室、 コンピュータ演習室＝コンピュータ演、 システム実習室＝システム実、 ○○学部棟○講義室＝福）○講、 ○○学部棟○演習室＝福）○


