
健康運動処方論 栗林　徹 E31 社会調査法 竹村・小野澤 G19 協働組合論 横山英信 G31 ジェンダー論D 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 ※ジェンダー論特講B 海妻径子 G43 英米文化論講義H 齋藤博次 G23 英米文学講義D 髙橋　愛 G21

人間文化研究 齋藤博次 Aぽらんホール 農業経済論Ⅱ 横山英信 G41 刑法総論Ⅱ 内田　浩 G28 フランス語科教育法Ⅲ GRASAlexandre H①３０６

社会文化思想論Ⅱ 池田成一 G42 ※ジェンダー論特講B 海妻径子 G43

英語コミュニケーション発展Ⅱ SMILEYJim G28 フランス語基礎 山本昭彦 G33 フランス語コミュニケーション基礎 横井雅明 G18 社会文化思想論特講A 池田成一 G35 人間学特講A 音喜多信博 G46

造形実習（中国書法）D 玉澤友基　 E書道実習室 認知心理学特講 松岡和生 G42 人格心理学特講 織田信男 G1大 中国語学講義D 鋤田智彦 G44 日本語学講義D 小島聡子 G23

経済学基礎Ⅱ 杭田俊之 G19 スポーツプロデュース論 浅沼道成 E21 社会地理学 高橋宏一 H⑥４１５ 英米文化論講義D SMILEYJim G38 中国語学講読D 鋤田智彦 G4-C

刑事訴訟法Ⅱ 藤本幸二 G18 英語コミュニケーション基礎Ⅱ SMILEYJim G46 健康スポーツ指導法Ⅱ 浅沼、長谷川、栗林 E28 経済外書講読 齊藤彰一 G43 言語習得論B 松林城弘 G28

経営学総論Ⅱ 渡部あさみ GB２１ 造形実習（視覚文化）D 本村健太 芸２１３ メディア文化論特講A 後藤尚人 G41 環境社会学Ⅱ 塚本善弘 G18

民法（債権各論）Ⅱ 松岡勝実 GB３２ 日本思想史講義D 中村安宏 G３３ 行動科学方法論 高橋宏一　ほか H⑥４１５

社会情報システム論特講 遠藤教昭 H⑥多目的室 人的資源管理論 渡部あさみ G48 中国語学講義F 鋤田智彦 G2-B 日本史特講B 樋口知志 G２９ 社会心理学特講 鈴木　護 G2大

西洋史特講A 水野延之 G41 ドイツ語コミュニケーション実践B SCHWAMBORN FRANK G4-E 英語学講義D 橋本　学 G32 表象文化論特講A 山本昭彦 G23

日本文学講義Ⅳ 家井美千子 G23 ソーシャルデザイン論 五味壮平 G36 民法（総則）Ⅱ 西牧正義 GC1大 民法(物権)Ⅱ 西牧正義 G19 造形実習D（金工） 阿部裕之 芸１０５

英語コミュニケーション応用Ⅰ SMILEYJim G28 地域社会学 小野澤章子 G28 憲法(統治機構)Ⅱ 江原勝行 G36 自然環境学B 寺崎正紀 H②３０３ 英語科教育法Ⅱ 松林城弘 G28

会社法Ⅱ 深澤泰弘 G1大 スポーツ心理学 長谷川弓子 E21 労働法Ⅱ 河合　塁 E26 書道科教育法Ⅰ 久保田陽子 E書道実習室

環境経済論Ⅱ 笹尾俊明 G2大 複合エスニシティ論D 梁　仁實 G42 韓国語基礎 梁　仁實 G33

西洋史講読A 水野延之 G46 統計学(検定・推定） 白倉孝行 H⑥多目的室 文化事象探究C 後藤尚人 G21 工芸基礎 阿部裕之 芸１０５

書法基礎 久保田・玉澤 E26 アジア史講読D 麻田雅文 G4－C 人間学 音喜多信博 G22 アジア史講義D 麻田雅文 G28 文化記号論Ⅳ 後藤尚人 G21

実験心理学特講 山口　浩　 G1大 英語学講義B 齋藤伸治 GB21 健康運動論 栗林　徹 G35 英語学講義F 橋本　学 G32 史学史 中村安宏　ほか G23

地理情報システム論B 遠藤教昭 H⑥多目的室 ロシア語コミュニケーション実践B 堀口大樹 G4-H 表彰文化論D 山本昭彦 G19 フランス語コミュニケーション実践B GRASAlexandre G2－A

異文化コミュニケーション特講D 小林葉子 G38 環境経済論Ⅰ 笹尾俊明 GC1大 アジア史特講Ｂ 麻田雅文 G41 造形実習（金工）B 阿部裕之 芸１０５

複合エスニシティ特講B 梁　仁實 GB32 憲法（人権）Ⅱ 江原勝行 G33 造形実習（日本書法）D 久保田陽子 E書道実習室 基礎法B 藤本幸二 G29

日本史講読D 樋口知志 H①６１５ 商法（商取引法） 深澤泰弘 G1大 刑法各論Ⅱ 内田　浩 G29 社会保障法 河合　塁 G18

日本思想史講義Ⅱ 中村安宏 G4ーD 民法（家族法）Ⅱ 宮本ともみ G1大 財政学Ⅱ 佐藤一光 G19

環境政策論Ⅰ 中島清隆 GC1大 総合科学論Ⅱ(合理性と非合理性） 後藤尚人　ほか GC1大 環境経済論特講 笹尾俊明 H①３１２ 持続可能な社会論 笹尾俊明　ほか G41

政治経済学Ⅱ 齊藤彰一 GC2大 総合科学論Ⅱ(部分と全体） SCHWAMBORN FRANK　ほか G1大

ロシア語コミュニケーション基礎 堀口大樹 G23

総合英語B 齋藤博次 G23 異文化コミュニケーション論D 小林葉子 G3８

英語学講義E 齋藤伸治 G19 日本語学特講A 小島聡子 GB11

ドイツ語作文B 川村和宏 G38 理論経済学Ⅱ 杭田俊之 G39

環境文化論Ⅱ 開　龍美 G41

人文地理学概論A 遠　藤　匡　俊 E26 数学科教育法（小） 山　崎　浩　二 E②279 知的障害教育指導法 佐々木　全 E26 美術科教育法Ⅳ 平　野　英　史 芸220 自然地理学概論B 土　井　宣　夫 E35

幾何学Ⅳ 吉　井　洋　二 E24 代数学Ⅳ 川　田　浩　一 E35 教育心理学 岩　木　信　喜  GC2大 造形教育法（小） 平　野　英　史 E②279 教育相談 藤　井　義　久 GC2大

色彩論特別演習 本　村　健　太 芸213 被服学Ⅳ 天　木　桂　子 E324 工芸科教育法Ⅱ 藁　谷　　　収 芸101

彫刻基礎 藁　谷　　　収 芸101 病弱教育課程・指導法 東　　　信　之 E21 理科教育法（小） 久　坂　哲　也 E33

染織実習 佐々木　貴　子 E121 教育方法（小） 田　代　高　章 GC2大 幾何学Ⅱ 押　切　源　一 E23

代数学Ⅱ 吉　井　洋　二 E35 窯芸実習 金　沢　英　徳 芸106 数学科教育法Ⅱ 中　村　好　則 E36 造形実習（絵画）D 溝　口　昭　彦 Ｅ芸321・322・323

版画実習 田　村　晴　樹 芸324 解析学Ⅱ 本　田　　卓 E28 被服学Ⅰ 天　木　桂　子 E324 造形実習（彫刻）D 藁　谷　　　収 芸101

地誌学 山　崎　憲　治 E21 彫刻特別演習B 藁　谷　　　収 芸101 造形実習（工芸）D 阿　部　裕　之 芸105

染織特別演習 佐々木　貴　子 E121 軽度発達障害総論 池　田　泰　子 E24

窯芸特別演習 金　沢　英　徳 芸106 英語音声学講義 犬　塚　博　彦 E27

版画特別演習 田　村　晴　樹 芸324

７・８校時　　１４：４５ ～ １６：１５

９・１０校時　　１６：３０ ～ １８：００

５・６校時　　１３：００ ～ １４：３０

５・６校時　　１３：００ ～ １４：３０

７・８校時　　１４：４５ ～ １６：１５

５・６校時　　１３：００ ～ １４：３０

７・８校時　　１４：４５ ～ １６：１５

５・６校時　　１３：００ ～ １４：３０ ７・８校時　　１４：４５ ～ １６：１５

９・１０校時　　１６：３０ ～ １８：００

３・４校時　　１０：３０ ～ １２：００

平成30年度後期　人文社会科学部専門教育科目　授業公開講義室ご案内      ～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５日　（月） １１月６日　（火） １１月７日　（水） １１月８日　（木） １１月９日　（金）
1・２校時　　８：４０ ～ １０：１０ 1・２校時　　８：４０ ～ １０：１０ 1・２校時　　８：４０ ～ １０：１０ 1・２校時　　８：４０ ～ １０：１０ 1・２校時　　８：４０ ～ １０：１０

３・４校時　　１０：３０ ～ １２：００

３・４校時　　１０：３０ ～ １２：００ ３・４校時　　１０：３０ ～ １２：００ ３・４校時　　１０：３０ ～ １２：００

７・８校時　　１４：４５ ～ １６：１５

５・６校時　　１３：００ ～ １４：３０

1・２校時　　８：４０ ～ １０：１０ 1・２校時　　８：４０ ～ １０：１０ 1・２校時　　８：４０ ～ １０：１０

平成３０年度後期　教育学部専門科目　授業公開講義室ご案内      ～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 ５日　（月） １１月 ６日　（火） １１月 ７日　（水） １１月 ８日　（木） １１月 ９日　（金）

５・６校時　　１３：００ ～ １４：３０

９・１０校時　　１６：３０ ～ １８：００

９・１０校時　　１６：３０ ～ １８：００

５・６校時　　１３：００ ～ １４：３０ ５・６校時　　１３：００ ～ １４：３０

５・６校時　　１３：００ ～ １４：３０７・８校時　　１４：４５ ～ １６：１５

７・８校時　　１４：４５ ～ １６：１５

７・８校時　　１４：４５ ～ １６：１５

３・４校時　　１０：３０ ～ １２：００ ３・４校時　　１０：３０ ～ １２：００

３・４校時　　１０：３０ ～ １２：００ ３・４校時　　１０：３０ ～ １２：００ ３・４校時　　１０：３０ ～ １２：００

【 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

芸 ：教育学部芸術棟

◆ 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

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

【 事前にご確認いただきたい事項 】
通常授業をご見学いただく為、以下のようにご不便をお掛けする場合がございます。申し訳ございませんが、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もございます。なお、テストの場合、見学はご遠慮ください。

・ 講義受講人数や講義室の広さの関係で、見学のスペースが狭い講義室がございます。

・ 授業中は、教室のドアが閉まっている場合がございますが、 ノックの上、お気軽にお入りください。

・ 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る場合がございますが、ご了承ください。

※ 講義内容の詳細は、

【http://ia.iwate-u.ac.jp/i_index.htm 】

で検索いただけます



ソフトパス理工学概論 三浦　健司・今野　晃市 テクノ 無機物質化学Ⅱ 會　澤　純　雄 Ｔ⑤２００ ベクトル解析 小栗栖　太　郎 テクノ 基礎物理化学 八　代　　　仁 テクノ 分子遺伝学 若　林　篤　光 テクノ

ソフトパス理工学概論 柳岡　英樹・海田　輝之 Ｔ１７ 再生医療工学 冨　田　浩　史
ものづくり協
創工房

有機工業化学 大　石　好　行 Ｔ⑤２００ 物理学Ⅱ 花　見　仁　史 Ｇ２２ 医療機器工学 一ノ瀬　充行 Ｔ１２

有機化学Ⅲ 小　川　　　智 Ｔ⑤２００ 複合材料学 水　本　将　之 Ｔ２２ ブレインサイエンス 菅　野　江里子 Ｔ１６ 物理学 石　垣　　　剛 ＧＢ３２ 情報通信理論 大　坊　真　洋 Ｔ１３

半導体デバイス工学 藤　代　博　之 Ｔ１３ 基礎計算力学 柳　岡　英　樹 Ｔ１７ 構造力学Ⅱ 大　西　弘　志 Ｔ２３ 物理学Ⅱ 西　崎　　　滋 Ｇ２大 フーリエ解析 山　田　和　豊 Ｔ１７

線形代数学 川　崎　秀　二 Ｇ２大 耐震工学 山　本　英　和 Ｔ１３ 社会環境ソフトパス工学通論 小笠原　敏　記 Ｔ１２ 複素解析 尾　臺　喜　孝 Ｇ１９ 確率統計学 南　　　正　昭 Ｔ２２

金属構造材料学 水　本　将　之 Ｔ１６ 統計物理学 中　西　良　樹 Ｔ２２ 電子デバイス工学Ⅱ 三　浦　健　司 Ｔ１２

水理学Ⅱ 小笠原　敏　記 Ｔ２２ 有機化学Ⅰ 小川　智・是永　敏伸 テクノ 数値計算 藤　本　忠　博 Ｔ④１０６ 機械設計学 吉　原　信　人 Ｔ１６ 物理化学Ⅱ 竹　口　竜　弥 Ｔ⑤２００

微分方程式 菊　池　弘　昭 Ｔ２４ 機械力学 湯　川　俊　浩 Ｔ１７ システム生理学 一ノ瀬　充行 Ｔ２５ 生化学 小栗栖　太　郎 E３１

構造有機化学 是　永　敏　伸 Ｔ⑤２００ 微分積分学Ⅱ 花　原　和　之 Ｔ１２ 航空流体工学 船　﨑　健　一 Ｔ２５ ナノ理工学 瓜　生　誠　司 Ｔ１３ 反応工学 土　岐　規　仁 Ｔ１２

プログラミング学 瓜　生　誠　司 Ｔ２１ 線形代数学 川　崎　秀　二 Ｇ２２ オペレーティングシステム 萩　原　義　裕 Ｔ④１０６ 生命情報学 尾　﨑　　　拓 テクノ

光エレクトロニクス 叶　　　榮　彬 Ｔ２４ 有機材料学 吉　本　則　之 Ｔ１７ 発生生物学 荒　木　功　人 テクノ 鉄筋コンクリート工学 小山田　哲　也 Ｔ２３ 電気回路学 内　籐　智　之 Ｔ２２

計測工学 三　好　　　扶 Ｔ１７ 維持管理工学 大西　弘志・小山田　哲也 Ｔ１３ 無機工業化学 八　代　　　仁 Ｔ⑤２００ 線形代数学 尾　臺　喜　孝 E24

水工学 小笠原　敏　記 テクノ 量子物理学Ⅰ 松　川　倫　明 Ｔ２２ 医薬品科学 金　子　武　人 Ｔ２３ 微分積分学Ⅱ 花　原　和　之 ＧC１大

無機物質化学Ⅰ 七　尾　英　孝 テクノ 通信システム 本　間　尚　樹 Ｔ１２ 現代物理学Ⅱ 花　見　仁　史 Ｔ１３ エネルギー変換工学 髙　木　浩　一 Ｔ１３

分子構造解析学 木　村　　　毅 Ｔ１７ ソフトパス理工学概論 冨　田　浩　史 Ｇ２３ 画像処理とパターン認識 木　村　彰　男 Ｔ④１０６ 水・土砂防災工学 大河原正文・小笠原敏記 Ｔ２２ 材料力学Ⅱ 脇　　　裕　之　　 Ｔ１７

有機反応化学 小　川　　　智 Ｔ⑤２００ 電磁気学Ⅰ 向　川　政　治 Ｔ２４ 確率統計学 吉　原　信　人 Ｔ１６ 物理学Ⅱ 石　垣　　　剛 ＧＢ１１

ソフトパス理工学概論 平原　英俊・冨田　浩史 Ｇ４５ 線形代数学 奈　良　光　紀 Ｇ２２ 交通計画学 南　　　正　昭 Ｔ２３ 化学Ⅱ 横　田　政　晶 Aぽらん 誘電体材料学 小　林　　　悟 Ｔ２４

熱力学 中　山　敦　子 ＧＣ１大 応用解析学 宮　島　信　也 Ｇ２５ 生態環境保全学 齊藤　貢・伊藤　歩 Ｔ１３ 高分子合成化学 大　石　好　行 Ｔ⑤２００ データ構造とアルゴリズム 藤　本　忠　博 Ｔ④１０６

材料力学 平　塚　貞　人 Ｔ２３ 光学 石　垣　　　剛 Ｇ１９ 分子細胞生物学Ⅱ 荒　木　功　人 Ｔ１２ 送配電工学 秋　山　雅　裕 Ｔ２５

微分積分学Ⅱ 奈　良　光　紀 ＧＢ３２ エコ材料学 平　塚　貞　人 Ｔ２２ 分析化学 平　原　英　俊 Ｔ⑤２００ 線形代数学 尾　臺　喜　孝 A7 システム制御工学 佐　藤　　　淳 Ｔ１６

線形代数学Ⅰ 川　崎　秀　二 ＧＣ２大 ディジタル信号処理 恒　川　佳　隆 Ｔ２３ 応用確率統計学 川　崎　秀　二 Ｇ３６ 電気回路論Ⅰ 高　木　浩　一 Ｔ１２ 上下水道工学 伊　藤　　　歩 E21

ディジタル電子回路 長　田　　　洋 Ｔ２４ コンパイラ 安　倍　正　人 Ｔ④１０６ 電磁波工学 本　間　尚　樹 Ｔ１２ ディジタル通信 萩　原　義　裕 Ｔ２３

超伝導理工学 松　川　倫　明 Ｔ１６ 粘性流体工学 柳　岡　英　樹 Ｔ１７ ロボティクス 金　　　天　海 Ｔ④１０６ 電気電子工学特別講義 向　川　政　治 Ｔ１３ 化学工学Ⅰ 横　田　政　晶 Ｔ⑤２００

集積回路 永　田　仁　史 Ｔ１２ 地学 越　谷　　　信 Ｔ２３ 熱力学 廣　瀬　宏　一 Ｔ１７ 物理学Ⅱ 西　崎　　　滋 Ｇ１大

ベクトル解析 山　本　英　和 Ｔ２２ 個体力学 西　村　文　仁 Ｔ２４ 人体解剖学 福　田　智　一 Ｔ１２

微分積分学Ⅱ 奈　良　光　紀 ＧＣ１大 数値計算法 小笠原　敏　記 Ｔ２５ 複雑系科学 川　崎　秀　二 Ｇ３６

社会環境工学設計製図 大西　弘志･小山田　哲也 テクノ ソフトパス理工学概論 藤　代　博　之 テクノ 微分積分学Ⅱ 花　原　和　之 ＧＢ３２

電子材料物性学 西　館　数　芽 Ｔ２４ 設計製図 清　水　友　治 Ｔ２２ 鋳造材料学 晴　山　　　巧 Ｔ２２

電磁気学Ⅱ 藤　代　博　之 Ｔ１７ フーリエ解析 恒　川　佳　隆 Ｔ１２ 電気電子計測学 小　林　宏一郎 Ｔ１３

電気回路論Ⅲ 本　間　尚　樹 Ｔ２４ 航空宇宙工学概論 上　野　和　之 Ｔ１７ 地盤工学 大河原　正　文 Ｔ２５ 分析化学 平　原　英　俊 Ｔ⑤２００

土質力学Ⅱ 大河原　正　文 Ｔ２２ 技術者倫理 羽　原　俊　祐 Ｔ１３ 高電圧プラズマ工学 秋　山　雅　裕 Ｔ２５

機械加工学 水　野　雅　裕 Ｔ１７

環境とエネルギー 小野寺　英　輝 Ｔ２４

生物統計学 小栗栖　太　郎 Ｔ１２

数理計画法 山　田　和　豊 Ｔ１７

  

７・８校時　１４：４５ ～ １６：１５

５・６校時　１３：００ ～ １４：３０

７・８校時　１４：４５ ～ １６：１５

５・６・７校時　１３：００ ～ １５：１５

５・６・７校時　１３：００ ～ １５：１５

７・８校時　１４：４５ ～ １６：１５

７・８校時　１４：４５ ～ １６：１５

３・４校時　１０：３０ ～ １２：００

３・４校時　１０：３０ ～ １２：００

３・４校時　１０：３０ ～ １２：００

５・６校時　１３：００ ～ １４：３０

５・６校時　１３：００ ～ １４：３０

５・６校時　１３：００ ～ １４：３０

５・６校時　１３：００ ～ １４：３０

３・４校時　１０：３０ ～ １２：００ ３・４校時　１０：３０ ～ １２：００

平成３０年度後期　理工学部・工学部専門教育科目　授業公開講義室ご案内　　～ご参観の際は、最初に理工学部１階事務室にお立ち寄りください～

11月5日（月） 11月6日（火） 11月7日（水） 11月8日（木） 11月9日（金）

１・２校時　８：４０ ～ １０：１０ １・２校時　８：４０～１０：１０ １・２校時　８：４０～１０：１０ １・２校時　８：４０～１０：１０ １・２校時　８：４０～１０：１０

【 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 E ：教育学部

ＧＢ：学生センターＢ棟 A ：農学部

ＧＣ：学生センターＣ棟

Ｈ ：人文社会科学部

Ｔ ：理工学部

◆ H・Tの後の丸数字： 何号館かを意味。

◆ 丸数字を除く一つ目の数字： 階数を意味。

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

例）Ｔ ⑤ ２ ００ Ｇ ３８

↓ ↓ ↘ ↓ ↓

↓ ５号館 ２階 ↓ ３階

理工学部 学生センターＡ棟

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

～別紙の案内図を、合わせてご参照ください～
※ 講義内容の詳細は以下で検索いただけます

【http://ia.iwate-u.ac.jp/i_index.htm 】

【 事前にご確認いただきたい事項 】
通常授業をご見学いただく為、以下のようにご不便をお掛けする場合がございます。

申し訳ございませんが、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もございます。

なお、テストの場合、見学はご遠慮ください。

・ 講義受講人数や講義室の広さの関係で、見学のスペースが狭い講義室がございます。

・ 授業中は、教室のドアが閉まっている場合がございますが、

ノックの上、お気軽にお入りください。


