
令和3年度　【後期】　授業時間割表

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 看護情報学 遠藤 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)206 劉
編3 再 英語表現Ⅳ 2 成人臨床看護論Ⅱ 看）102 内海 再 英語表現Ⅱ 再編 韓国語Ⅱ 共)302 姜

2・3 国際看護論演習 AVホール アンガホッファ （10/20，11/24，12/1，8， 看）103 細川 2 成人臨床看護論Ⅲ 看)102 内海，及川 ドイツ語Ⅱ 共)105 大谷
4 卒業研究 編3 〔遠隔授業〕 12/15，22，1/12，19） 高屋敷 (9/30，10/7，14，21，28， 看)103 高屋敷 フランス語Ⅱ 共)303 熊本

（11/9） 11/11，12/2，9，16，23， ロシア語Ⅱ 研究室 黒岩
4 看護技術統合演習 実習室1，2 高橋(有) 2 成人臨床看護論Ⅲ 看）102 内海，及川 1/13，20) スペイン語Ⅱ 語学室4 三宅

（1/11） 看)102 井上，三浦 (10/27，11/10，17) 看）103 高屋敷 共)205 王

看)103 鈴木 3 助産診断技術学Ⅰ 共）C講 福島 4 看護技術統合演習 実習室1 高橋(有)

8:50 4 地域看護システム論Ⅱ 看）101 佐藤（公） （1/12，19） アンガホッファ （1/13） 実習室2 井上，三浦 ｼｽﾃﾑ実2 馬淵

～ （10/12，19） 蘇武 谷地 鈴木

10:20 松川（非） 4 看護技術統合演習 実習室1 高橋(有) 4 地域看護活動論Ⅱ 看）101 蘇武 1 医療倫理 看)102 遠藤

4 事前事後指導 看)※ 大久保 （12/15） 実習室2 井上 (10/7) （10/1，10/8， 15，22， 看)103 音喜多（非）

(9/28) 三浦，鈴木 11/5，12）

4 教育実習Ⅰ 大久保 4 事前事後指導 看)※ 大久保 1 看護基礎理論Ⅰ 看)102 高橋(有)

(9/29) (9/30) （9/24，12/24，1/7） 看)103 鈴木

1 病因病態学 看）101 三浦

（11/19，26，12/3，10）

1 英語実践演習Ⅱ 1 英語実践演習Ⅱ 1・2 健康科学 共)301 高橋 1～4 地域社会と健康 共)306 佐藤(公) 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 化学の世界 共)201 辻 看ソ 渡部

三浦 宗教学の世界 共)301 原

1 精神保健論 看)102・103 樋口 体育実技 体育施設 岩本 経済学の世界 共)206 伊藤(健) 1 医療倫理 看)102 遠藤

（9/27,10/4,11,18,25 佐藤(史) 2 中国語Ⅱ 共)206 劉、虞 環境と疾病 講堂 高橋(和) （10/1） 看)103 音喜多（非）

11/1，8，15） 再編 韓国語Ⅱ 共)302 姜 協働学修室 窪，徐 1 看護基礎理論Ⅰ 看)102 高橋(有)

1 医療福祉･行政論Ⅰ 看)102・103 佐藤（公） フランス語Ⅱ 共)303 熊本 （9/24，10/8，15，22， 看)103 鈴木

（11/22，29，12/6，13，20 12/6のみ看)201 齋藤(昭)（非） 1 栄養代謝学 看)102 加藤(短) スペイン語Ⅱ 語学室4 三宅 　11/5，12，19，26，

1/17，24，31） 看)103 2 共)205 劉 1・2 共)307 福島 　12/3，10，17，24）

3 エンドオブライフケア論 看)201 細川，及川 白畑

4 看護技術統合演習 実習室1，2 高橋(有) 編3 （11/9，1/18） 藤澤，高屋敷 2 老年看護学概論 看)102 千田 3 看護研究方法論 看)201 原，佐藤(史)

（12/6） 看)102・103 井上，三浦 鈴木 共)207 黒岩 （全7コマ) 看)103 及川（非） 編3 (1/7，21)

10:30 鈴木 3 保健科教育法Ⅰ 共)308 大久保 2 老年臨床看護論Ⅰ 看)102 千田，小嶋 4 助産管理学 共）C講 福島

～ 4 卒業研究 （1/11，18，25） （全8コマ） 看)103 渡辺 （1/7，21） アンガホッファ

12:00 4 地域看護システム論Ⅱ 看）101 佐藤（公） 4 地域看護システム論Ⅱ 看)101 佐藤（公） 3 看護研究方法論 看)201 原，佐藤(史) 3 助産診断技術学Ⅰ 共）C講 福島 4 事前事後指導 看)※ 大久保

(10/25) 蘇武 （10/12，19） 蘇武 編3 (1/12，19，26) （1/13，20） アンガホッファ (11/5)

松川（非） 松川（非） 4 教職実践演習Ⅰ 共)206 畠山 谷地

3 助産診断技術学Ⅰ 共）C講 福島 4 助産管理学 共）C講 福島 大久保 4 看護技術統合演習 実習室1 高橋(有)

（1/17，24） アンガホッファ （12/7，14，21 アンガホッファ 4 教育実習Ⅰ 大久保 （1/13） 実習室2 井上，三浦

谷地 　1/11，18，25） (9/29) 鈴木

4 事前事後指導 看)※ 大久保 4 地域看護活動論Ⅱ 看）101 蘇武

(9/28，11/16，30) (10/7)

4 事前事後指導 看)※ 大久保

(9/30)

1～4 人間と職業 共)301 高瀬 1～4 哲学の世界 共)301 小方 基礎教養入門Ⅱ 三浦　他 2 英語実践演習Ⅳ 1 看護援助技術論Ⅰ 看)102 鈴木，

共)307 細越 物理学の世界 共)201 佐藤(裕) 再 英語表現Ⅳ 看)103 髙橋(有)，

1・2 確率の世界 共)305 竹野 1 形態機能学Ⅱ 共）301 高橋(和) 実習室1，2 井上，三浦

教育学の世界 協働学修室 渡部 現代社会と依存症 共)207 泉(啓) 三浦 2 疫学 看)201 三上(非)

生態学の世界 共)205 ｼｽﾃﾑ実1 高田 似鳥(非) 編3 　(1/7，21）※

3 看護研究方法論 看)102 原，佐藤(史) 2 学校・産業看護論 共C)講 大久保
松島（非）

法学の世界 共)106 1 グローバル理解入門 講堂 劉，他 4 教職実践演習Ⅰ 共)206 畠山 編3 (1/13，20) 看)103 編3 （10/1，8，12/17，24）

大久保 3 エンドオブライフケア論 看)201 細川，及川 2 家族ケア論 看)201 工藤(朋)

看護学の世界 共)306 高橋(有) 3 保健科教育法Ⅰ 共)308 大久保 4 教育実習Ⅰ 大久保 編3 （11/11） 藤澤，高屋敷 編3 （9/24，10/15，22，11/5 蘇武

内海 （1/11，18，25） (9/29) 鈴木 11/12，19，26，12/3，10）

工藤(朋) 4 助産管理学 共）C講 福島 4 看護技術統合演習 実習室1，2 高橋(有)

心理学の世界 共)101 桐田 （12/7，14，21，1/11，18） アンガホッファ （12/23，1/13） 看)101 井上，三浦 4 卒業研究

開発と環境 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ演2 上原 4 事前事後指導 看)※ 大久保 看)102 鈴木 4 助産管理学 共）C講 福島

障害者の就労と支援 共)107 山岡 (9/28，11/16，30) 看)103 （1/7，21） アンガホッファ

13:00 2 生徒指導論 共)202 福島(朋) 看）101〜106演 4 事前事後指導 看)※ 大久保

～ 看ソ 4 事前事後指導 看)※ 大久保 (11/5)

14:30 3 エンドオブライフケア論 看)102 細川，及川 (9/30)

編3 （11/8，1/17） 看)103 藤澤，高屋敷

鈴木

4 医療福祉･行政論Ⅱ 看)201 佐藤（公）

（12/13，20，1/17，24，31） 齋藤(昭)（非）

2 英語実践演習Ⅳ 1 英語実践演習Ⅱ 2 臨床病態治療学Ⅱ 看)201 宮田(非)他 1 病因病態学 看)101 三浦 1 看護援助技術論Ⅰ 看)102 鈴木，

再 英語表現Ⅳ 1・2 体育実技 体育施設 岩本 （12/23，1/13なし） 武田（非） 看)103 髙橋(有)，

1 家族論 看)102 工藤(朋) 実習室1，2 井上，三浦

（9/27，10/4，11，18，25 看)103 3・4 中国語Ⅳ 共)108 劉 3 看護管理論 看)101 2 小児臨床看護論Ⅰ 看)102 白畑 2 疫学 看)101 三上(非)

11/1，8，15）　　 韓国語Ⅳ 共)302 姜 (11/10) 遠藤 看)103 原 編3

3 看護管理論 看)102 遠藤 ドイツ語Ⅳ 共)207 大谷 4 教職実践演習Ⅰ 共)206 畠山 12/23のみ看）201

14:40 （1/17，24，31） 看)103 フランス語Ⅳ 研究室 熊本 大久保 3 エンドオブライフケア論 看)201 細川，及川 2 学校・産業看護論 共C)講 大久保

～ ロシア語Ⅳ 研究室 黒岩 3 エンドオブライフケア論 看)101 細川，及川 編3 （11/11，1/20） 藤澤，高屋敷 編3 （10/8，11/12，19，26） 松島（非）

16:10 4 医療福祉･行政論Ⅱ 看)201 佐藤（公） スペイン語Ⅳ 語学室4 三宅 編3 （1/12） 藤澤，高屋敷 鈴木 2 家族ケア論 看)201 工藤(朋)

（12/13，20，1/17） 齋藤(昭)(非） 2 精神臨床看護論Ⅰ 看)102 樋口，佐藤(史) 鈴木 3 災害看護論 看)102 白畑 編3 （9/24，10/15，11/5 蘇武

看)103 編3 （1/27) 看)103 福島 12/3，10，17）

3 助産診断技術学Ⅰ 共）C講 福島 非常勤分は集中講義期間 山崎(非) 4 卒業研究

（1/18，　25） アンガホッファ 4 看護技術統合演習 実習室1，2 高橋(有) 4 事前事後指導 看)※ 大久保

谷地 (12/23，1/13) 看)102・103 井上，三浦 (11/5)

3 保健科教育法Ⅰ 共)308 大久保 看）101～106演 鈴木

（1/11，18，25） 4 事前事後指導 看)※ 大久保

4 事前事後指導 看)※ 大久保 (9/30)

(9/28，11/16，30)

1 教育心理学 共)106 福島(朋) 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 三浦 2 日本国憲法 共)106 千國

看ソ 看ソ 再 英語表現Ⅱ （12/23，1/13なし） 武田（非） 看ソ

2 成人臨床看護論Ⅱ 看)102 内海 2 中国語Ⅱ 共)206 劉、虞 1 感染免疫学 看)102 井上 1 看護援助技術論Ⅰ 看)102 鈴木，

（10/4，11，18，25 看)103 細川 再編 韓国語Ⅱ 共)302 姜 看)103 吉野(非) 2 国際看護論 看)201 アンガホッファ 看)103 髙橋(有)，

11/1，8，15） 高屋敷 ドイツ語Ⅱ 共)105 大谷 2 臨床病態治療学Ⅱ 看)201 宮田(非)他 編3 （ 10/7，21，11/4，18 山崎(非) 実習室1，2 井上，三浦

2 母性看護学概論 共)301 福島 ロシア語Ⅱ 研究室 黒岩 12/2，16） 4 卒業研究

非常勤分は集中講義期間

（11/22，29，12/6，13，20 スペイン語Ⅱ 語学室4 三宅 3 看護管理論 看)101 遠藤 3 災害看護論 看)102 白畑 4 事前事後指導 看)※ 大久保

1/17，24，31） 2～4 共)207 熊本 (11/10) 編3 (1/13，1/20，1/27) 看)103 福島 (11/5)

16:20 4 教職実践演習Ⅰ 共)206 畠山 非常勤分は集中講義期間 山崎(非)

～ 3 看護研究方法論 看)102 原，佐藤(史) 大久保 4 看護技術統合演習 実習室1，2 高橋(有)

17:50 編3 (1/17) 看)103 2 国際看護論演習 看)102 アンガホッファ (12/23，1/13) 看)102･103 井上，三浦

3 看護管理論 看)102 3・編３ （1/11，18， 25） 看)103 看）101〜106演 鈴木

（1/24，31） 看)103 遠藤 3 保健科教育法Ⅰ 共)308 大久保 4 卒業研究

4 卒業研究 （1/11，18） 4 事前事後指導 看)※ 大久保

4 事前事後指導 看)※ 大久保 (9/30)

(9/28，11/16，30)

2
編3

英語基礎演習Ⅳ 1～4 渋谷
泉
鈴木(正)

1・2 渡部 2～4 渡部 1～4 高瀬

2 学校・産業看護論 共C)講 大久保

編3 （1/28 1限） 松島(非)
1 3 2・3

編3
3

3 4

3

3 3 4 教室等 : 看)※=精神・学校保健看護実習室

2

2
編3

2
編3

3
編3

4疫学
　2/7　1〜4限，  2/8，9 　1〜3限，　2/10　2限（試験）
三上(非)　　　看）201

災害看護論
（2/4　2～5限）　看）102・103講
白畑・福島・山崎（非）

地域看護学実習Ⅲ　(8月～9月)
（8/17～8/30　11名）
（9/1～9/13　6名）

地域看護学実習Ⅱ
①オリエンテーション（9/8　14:00～15:00）　看）201
②事前演習（9/9　3，4時限）　看)201
　（9/15　1～4限）　地域ケア実習室
　（9/21　1～4限）　看）201
③事後演習（1/6　1～3限）看）201
　（1/12，19　3，4時限）　看)201

4 助産学実習Ⅱ：10/4 ～12/3 赤字・下線：曜日振替
青字：時間数外コマ分

国際看護論
2/10　3～5限　看）201講
アンガホッファ・山崎（非）

保健科教育法Ⅰ
 （1/28，31，2/1，2　2～4限　計12回）　共）308

養護実習　（8月～11月)
　(特別支援学校見学を含む)

卒業研究オリエンテーション
（1/25　 1限） 看）102・103

地域看護学実習Ⅰ集中講義（全員）
（9/22，1 ～4 時限）看)102・103

地域看護学実習Ⅱ　(10月～12月) 教育実習Ⅰ（9/ 22）　共）107

国際文化B（映像文化と
現代社会）(旧ｶﾘ：映像文
化と人間)

キャリア地域学習（通年）
【講義日程は別途指示】

3・4 いわて創造実践演習
【講義日程は別途指示】

渡部
宇佐美

2 国際演習B
【講義日程は別途指示】

劉　他 1～4 語学研修Ⅰ（旧ｶﾘ:応用英語Ⅱ【平成27年
度以降入学生対象】）

別紙参照

いわて創造学習Ⅱ（通年）
【講義日程は別途指示】

2
看ソ

進路指導論 高瀬
渡部

集中講義
・実習

別紙参照 いわて学Ｂ(旧ｶﾘ:ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄB)
【講義日程は別途指示】

いわて創造学習Ⅰ（通年）
【講義日程は別途指示】

1 基礎看護学実習Ⅰ
ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ （12/ 3　 5時限）　看)102・103講
事前演習（1/21　および　 1/28　3 〜 5限）
実習室１・2，看)102・103
実習期間
（1班：2/7 〜 2/10  ）
（2班：2/14 〜 2/17 ）

3 小児看護学実習オリエンテーション
（D・E・F・Aｸﾞﾙｰﾌﾟ：9/13  13：30～）　看)102・103講

看護学総合実習オリエンテーション
（1/18　1限）　看）102・103

1年生　在学生ガイダンス
（ 9/22，10:30〜11:15）　共）201

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)

国際看護論演習　遠隔授業　（2/1）
 <AVホール>，海外研修，国内研修

2年生　在学生ガイダンス
（ 9/22，11:25〜12:10）　共）301

3 老年看護学実習
（B・Cグループ）事前演習
 　9月21日（火）　9：00－12：00
　 9月24日（金）　9：00－12：00
（D・Eグループ）事前演習
　11月10日（水）　9：00－12：00
　11月11日（木）　9：00－12：00

3

　(1/7，21）※

5 別紙参照

3 1
編3

看）102・103
講，看)101
～106演，
看)※，看護
教育管理実
習室，他

別紙参照

異文化間接触と多文化共生

島田
鈴木(正)

データサイエンス入門

斎藤(千)
千國

4 別紙参照 別紙参照

国際社会B（ボーダーと
多文化共生）

国際文化C（世界の国々
の理解）

2 別紙参照 別紙参照

2
看ソ

教育相談論（8回） 共）306 福島(朋)

2
看ソ

特別支援教育論（8回） 共）306 佐藤(匡) 労働を取り巻く課題
(旧ｶﾘ:ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄE）

国際社会A（グローバル
化の国際社会学）

女性・子どもと環境

1 共B）システ
ム実習室２

別紙参照 別紙参照 別紙参照

国際社会D（サイバー社
会の課題と展望）

2021/9/9

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

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



月 日 曜日 時間 内容

4 5 月 8:50-12:00
WEB専門基礎模試

（4年次生）

4 6 火 8:50-12:00
WEB専門基礎模試
（2・3年次生）

4 6 火 13:00-15:30
WEB国試ガイダンス

(3年次生)

4 9 金 13:00-14:30
WEB国試ガイダンス

(4年次生)

7 17 土 9:30-17:00 看護師国試模試第1回

看護師夏期講座

8 26 木 9:00-12:00 助産師国試模試第1回

9 17 金 9:30-12:00 看護必修問題模試

11 5 金 9:00-12:00 保健師国試模試第1回

11 6 土 9:30-17:00 看護師国試模試第2回

保健師対策講座

12 9 木 9:00-12:00 助産師国試模試第2回

看護師冬期講座

12 23 木 9:00-12:00 助産師国試模試第3回

12 25 土 9:30-17:00 看護師国試模試第3回

看護師国試模試第3回解説講座

1 ７ 金 9：00-12：00 保健師国試模試第2回

1 12 水 9:00-16:00
学内：必勝対策講座
（過去問テスト）

1 19 水 9:00-16:00
学内：必勝対策講座
（過去問テスト）

1 25 火 9:00-16:00
学内：必勝対策講座
（過去問テスト）

2 １ 火 9:00-16:00
学内：必勝対策講座
（過去問テスト）

2 13 日

令和3年度　保健師・助産師・看護師　国家試験受験対策　スケジュール　　（20210909現在）

看護師国家試験自己採点（Web入力のため登校不要）

各自で申込み
閲覧期間中は自由に受講可能

各自で申込み
閲覧期間中は自由に受講可能

各自で申込み
閲覧期間中は自由に受講可能

各自で申込み
閲覧期間中は自由に受講可能


