
科目名 担当教員名 講義室等 備考 科目名 担当教員名 講義室等 備考 科目名 担当教員名 講義室等 備考 科目名 担当教員名 講義室等 備考 科目名 担当教員名 講義室等 備考

政治学（政治理論） 丸山　仁 G18 社会調査法 小野澤　章子 GC2大 ※ジェンダー論特講Ｂ 海妻　径子 G43 ジェンダー論C 海妻　径子 G18 スポーツ科学 浅沼、長谷川、栗林 G2大

民法（相続法） 宮本　ともみ GB21 協同組合論 横山　英信 G28 刑法総論Ⅱ 内田　浩 G２８

家族社会学特講Ａ 樋口　くみ子 G48 途中入室不可 農業経済論Ⅱ 横山　英信 G41 人間学特講Ａ 音喜多　信博 G２３

異文化コミュニケーション論特講Ｄ 小林　葉子 G44 ※ジェンダー論特講Ｂ 海妻　径子 G43 フランス語基礎 山本　昭彦 G4-E 日本語学講義Ｄ 小島　聡子 G４４ 途中入室不可

英語コミュニケーション発展Ⅱ SMILEY Jim G４-C 認知心理学特講 松岡　和生 GB11 人格心理学特講 織田　信男 Ｅ２１ ソーシャルデザイン論 五味　壮平 Ｇ３１ 言語習得論B 松林　城弘 G１8

造形実習（中国書法）B 玉澤　友基　 ①書道実習室 スポーツプロデュース論 浅沼　道成 Ｇ48 メディア文化論特講A 後藤　尚人 GB11 異文化コミュニケーション論Ｄ 小林　葉子 Ｇ４４ 民法（債権各論）Ⅱ 松岡　勝実 H②111

経済学基礎Ⅱ 杭田　俊之 G19 日本文学特講B 家井　美千子 Ｇ28 途中入室不可 日本思想史講義D 中村　安宏 G36 英米文化論講義Ｄ SMILEY Jim H①423 財政学Ⅱ 佐藤　一光 G43

人的資源管理論 中川　宗人 G23 英語コミュニケーション基礎Ⅱ SMILEY Jim G46 日本語学特講Ａ 小島　聡子 G33 途中入室不可 応用マクロ経済学 杭田　俊之 Ｇ２３ 環境社会学Ⅱ 塚本　善弘 GＢ３１

英語学講義Ｂ 齋藤　伸治 G31 中国語学講読B 鋤田　智彦 G2-B

社会情報システム論 遠藤　教昭 H⑥多目的室 音楽文化論特講Ｂ 木村　直弘 芸２13 ドイツ語コミュニケーション実践Ａ SCHWAMBORN FRANK G4-E 行動科学方法論 白倉　孝行 H⑥４１５ 社会心理学特講 鈴木　護 G21

西洋史特講Ｃ 梶　さやか G22 刑事訴訟法Ⅱ 藤本　幸二 G４５ 造形演習（応用書法）Ⅳ 久保田　陽子 ①書道実習室 日本史特講Ａ 樋口　知志 G２９ 途中入室不可 中国語学講義D 鋤田　智彦 G２３

日本文学講義Ｄ 家井　美千子 G21 途中入室不可 経営学総論Ⅱ 中川　宗人 G４２ 労働法Ⅱ 河合　塁 G22 英語学講義D 橋本　学 G32 英米文学講義Ｃ 高橋　愛 Ｇ４５

英語コミュニケーション応用Ⅰ SMILEY Jim G４-C 憲法（人権）Ⅱ 本庄　美佳 Ｇ４１

基礎法B 藤本　幸二 G23 日本語表現基礎 小林　葉子 H⑥計算機室 統計学(検定・推定） 白倉　孝行 H⑥多目的室 自然環境学B 寺崎　正紀 G3７ 史学史 中村　安宏 Ｇ２９

地域社会学 小野澤　章子 G42 健康運動論 栗林　徹 E26 英語科教育法Ⅱ 松林　城弘 G48 音楽文化史Ｂ 木村　直弘 芸4０１

地理情報システム論Ｂ 遠藤　教昭 H⑥多目的室 スポーツ心理学 長谷川　弓子 GB11 表象文化論Ｄ 山本　昭彦 G1大

複合エスニシティ論特講B 梁　仁實 Ｇ36 複合エスニシティ論D 梁　仁實 Ｇ33 アジア史特講Ａ 麻田　雅文 GＢ11 日本語読解基礎 長谷川　弓子 Ｇ３１

日本史購読Ｄ 樋口　知志 Ｇ４－Ｆ 途中入室不可 環境経済論Ⅰ 笹尾　俊明 Ｇ19 英米文化論講義F 高橋　愛 G41 韓国語基礎 梁　仁實 Ｇ４５

日本思想史講読Ⅱ 中村　安宏 ＧＢ－２Ａ 憲法Ⅱ 本庄　美佳 GＢ21 刑法各論Ⅱ 内田　浩 G18 途中入室不可 文化記号論Ⅳ 後藤　尚人 G21

英語学講義Ｅ 齋藤　伸治 GB32 理論経済学Ⅱ 杭田　俊之 GＢ31 民法（家族法）Ⅱ 宮本　ともみ G35 英語学講義F 橋本　学 G3７

環境政策論Ⅰ 中島　清隆 GC2大 5時限　　１６：５０ ～ １８：３０ 環境経済論特講 笹尾　俊明 Ｇ４－Ｆ ドイツ語作文Ａ 川村　和宏 G4-D

政治経済学Ⅱ 齊藤　彰一 G2大 総合科学論Ⅱ(合理性と非合理性） 杭田　俊之 GC1大 造形演習Ｂ（金工） 阿部　裕之 芸１０５

総合科学論Ⅱ(部分と全体） 木村　直弘 GC2大 ロシア語コミュニケーション基礎 松下　隆志 G2-B 会社法Ⅱ 深澤　泰弘 G28

文化事象探求Ｃ 後藤　尚人 G42

2020年度後期人文社会科学部　専門教育科目　授業公開科目等のご案内              ～ご参観の際は、最初に学生センターA棟１階の受付にお立ち寄りください～

１１月９日　（月） １１月１０日　（火） １１月１１日　（水） １１月１２日　（木） １１月１３日　（金）

2時限　　１０：３０ ～ １２：１０

3時限　　１３：００ ～ １４：４０

1時限　　８：35 ～ １０：１5

2時限　　１０：３０ ～ １２：１０ 2時限　　１０：３０ ～ １２：１０

1時限　　８：35 ～ １０：１5 1時限　　８：35 ～ １０：１5 1時限　　８：35 ～ １０：１5 1時限　　８：35 ～ １０：１5

2時限　　１０：３０ ～ １２：１０ 2時限　　１０：３０ ～ １２：１０

4時限　　１４：５５ ～ １６：３５

4時限　　１４：５５ ～ １６：３５

4時限　　１４：５５ ～ １６：３５

3時限　　１３：００ ～ １４：４０

※ジェンダー論特講Ｂは1時限～2時限連続の8：35～12：10で開講

3時限　　１３：００ ～ １４：４０ 3時限　　１３：００ ～ １４：４０ 4時限　　１４：５５ ～ １６：３５

3時限　　１３：００ ～ １４：４０

【 講義室番号の見方 】

◆ 最初のアルファベットは、以下を意味します。

Ｇ ：学生センターＡ棟

ＧＢ：学生センターＢ棟

ＧＣ：学生センターＣ棟

ＧV ：Global Village（学生センターB棟１F）

Ｈ ：人文社会科学部

Ｅ ：教育学部

Ｔ ：理工学部

Ａ ：農学部

◆ 一つ目の数字（丸数字を除く）： 階数を意味。

◆ H・E・T・Aの後の丸数字 ：何号館かを意味。

------------------------------------------

例）Ｇ ３８ Ｅ ② ３ ７８

↓ ↓          ↓ ↓ ↘

↓ ３階 ↓ 2号館 ３階

学生センターＡ棟 教育学部

------------------------------------------

【 注意事項 】
通常授業を参観いただくため、以下の点をあらかじめご了承ください。

・ 当日、急遽、休講・教室変更や、テストが行われる場合がございます。

なお、テストの場合、参観はご遠慮ください。

・ 受講人数や講義室の関係で、参観スペースが狭い講義室への参観はご遠慮ください。

・ 授業中は、教室のドアが閉まっている場合がございます。「途中入室不可」以外の

科目については講義の妨げにならないよう、教室後ろ側のドアからお入りください。

・ 授業で使用する資料は、学生優先で配布を行うため、参観者の皆様へ配布しかねます。

※ T-CAD室は理工学部 北共通講義棟にあります。

ECSは教育学部 総合教育研究棟（教育系）の１階

ｻｲﾊﾞｰｽﾀｼﾞｵ、T総情は理工学部総合教育研究棟(情

報系)、芸は教育学部芸術棟を指します。

※講義内容の詳細は以下で検索いただけます。

【https://ia2.iwate-

u.ac.jp/websyllabus/kensaku/slbsCtlSyllabusKensaku.php

?new=1】

※ 講義内容の詳細は以下で検索いただけ

ます

【https://ia2.iwate-

u.ac.jp/websyllabus/kensaku/slbsCtl

SyllabusKensaku.php?new=1】


