
【地域経営学部地域経営学科・ビジネス学部ビジネス学科】 ＜授業時間＞

月日 時限 科目名 担当教員 教室 時　　 限 時　　 間
7月17日 １限 心の科学 金地　美知彦　准教授 330 第1時限  8：40～10：10

芸術論 佐貫　巧　講師 320 第2時限 10：20～11：50

プログラミング 村本　卓　教授 731 第3時限 12：50～14：20
ミクロ経済学 奈良　卓　教授 231 第4時限 14：30～16：00
経営史 大沢　泉　教授 221

２限 法学概論 高須　則行　准教授 330
工業簿記 幸田　威久矢　講師 235
情報化教育法A 根城　隆幸　教授 221

３限 コンピュタサイエンス 坂本　貴博　教授 330
情報社会論 村本　卓　教授 231
産業論Ⅰ（水産） 鶴見　浩一郎　特任教授 221
公共経営論 齊藤　綾美　准教授 811
情報システム設計 玉樹　真一郎　特任教授 731

４限 数学 田村　正文　准教授 330
国際関係論 齊藤　綾美　准教授 320
商法 高須　則行　准教授 231
システム開発実習Ⅰ 玉樹　真一郎　特任教授 731

7月18日 １限 情報処理基礎（Aクラス） 田村　正文　准教授 731
マーケティング論 藤代　典子　特任准教授 233
職業指導 根城　隆幸　教授 223
マクロ経済学 奈良　卓　教授 231

２限 経営学 丹羽　浩正　教授 320
中小企業・ベンチャー企業論 玉樹　真一郎　特任教授 231
商業簿記 長谷川　美千留　教授 223
行政法 高須　則行　准教授 330

３限 地域経営論 大沢　泉　教授 223
キャリアデザインⅢ 柴垣　博孝　教授　他 320
キャリアデザインⅦ（隔週） 柴垣　博孝　教授 231
教育相談（隔週2コマ連続） 鈴木　俊裕　教授 221

４限 経済学入門 奈良　卓　教授 320
情報デザイン 玉樹　真一郎　特任教授 231
教育相談（隔週2コマ連続） 鈴木　俊裕　教授 221
キャリアデザインⅦ（隔週） 柴垣　博孝　教授 811

7月19日 １限 健康医療総論（再履修）
蛭田由美教授・遠藤守人教授・赤羽卓郎教授・
金地美知彦准教授・渡邉陵由准教授

520

２限 日本語リテラシー 小林喜輝教授・柴垣博孝教授 221・223
経営管理論 丹羽　浩正　教授 231

３限 宗教学 木鎌　耕一郎　教授 330
教育行政 小林　喜輝　教授 223

４限 教育課程論 根城　隆幸　教授 320
7月20日 １限 簿記原理Ⅰ（旧：簿記概論） 長谷川　美千留　教授 231

情報処理実践実習Ⅰ 村本　卓　教授 731
２限 情報処理基礎（Bクラス） 馬場　祥次　教授 731

財務諸表論 田中　晢　教授 231
経営科学 田村　正文　准教授 235
公共政策 松井　克明　講師 223

３限 政治学 松井　克明　講師 330
英語(TOEIC)Ⅰ グレゴリー・アンソニー准教授 811
ビジネス特論Ⅰ（地域活性化システム論） 田村　正文　准教授 235

４限 自然科学概論 熊谷　晶子　教授 520
英語コミュニケーション バリー・グロスマン教授 223
国際会計論 長谷川　美千留　教授 231

平成30年度　八戸学院大学 春学期 学外公開授業一覧表



【健康医療学部人間健康学科】 ＜授業時間＞

月日 時限 科目名 担当教員 教室 時　　 限 時　　 間
7月17日 １限 心の科学 金地　美知彦　准教授 330 第1時限  8：40～10：10

芸術論 佐貫　巧　講師 320 第2時限 10：20～11：50

器械体操 久保田　圭恒　非常勤講師 体育館 第3時限 12：50～14：20

トレーニング総論 高嶋　渉　准教授 812 第4時限 14：30～16：00

２限 情報処理基礎（Aクラス） 坂本　貴博　教授 731

公衆衛生学 吉田　稔　教授 320

３限 ラケット・バットスポーツB 工藤　祐太郎　講師 235・体育館
公的扶助論 赤羽　卓郎　教授 812
看護技術演習 浜中のり子准教授・宮澤君子助教 基礎・成人実習室

４限 数学 田村　正文　准教授 330
国際関係論 齊藤　綾美　准教授 320
老人・障害者の心理 畑山　俊輝　非常勤講師 223

7月18日 １限 現代社会と福祉 吉田　守実　准教授 812
解剖学・生理学（運動生理学を含む）Ⅱ 吉田稔教授・渡邉陵由准教授 320
保健体育科教育法Ａ 工藤　亮　非常勤講師 221

２限 介護概論 三岳　貴彦　講師 812
３限 ラケット・バットスポーツA(後半2コマ連続） 工藤　祐太郎　講師 235・体育館

キャリアデザインⅢ 吉田　稔　教授　他 330
教育相談（隔週2コマ連続） 鈴木　俊裕　教授 221
相談援助演習Ⅳ（隔週2コマ連続） 小柳　達也　講師 812

４限 ラケット・バットスポーツA(後半2コマ連続） 工藤　祐太郎　講師 235・体育館
心理学研究法 畑山　俊輝　非常勤講師 233
地域福祉論 関川　幸子　教授 223
教育相談（隔週2コマ連続） 鈴木　俊裕　教授 221
相談援助演習Ⅳ（隔週2コマ連続） 小柳　達也　講師 812
キャリアデザインⅦ 柴垣　博孝　教授 811

7月19日 １限 健康医療総論（旧：健康科学総論）
蛭田由美教授・遠藤守人教授・赤羽卓郎教授・
金地美知彦准教授・渡邉陵由准教授

520

２限 スポーツバイオメカニクス 綿谷　貴志　講師 231
心理学 山本　雄大　講師 520
医学一般 遠藤　守人　教授 320

３限 宗教学 木鎌　耕一郎　教授 330
教育行政 小林　喜輝　教授 223

４限 日本語リテラシー 小林喜輝教授・柴垣博孝教授 221・223
教育課程論 根城　隆幸　教授 320

7月20日 １限 更生保護制度 関川　幸子　教授 811
２限 英語Ⅰ グレゴリー・アンソニー准教授 330

情報処理基礎（再履修） 馬場　祥次　教授 731
青年心理学 金地　美知彦　准教授 233
基本実技 高嶋　渉　准教授 体育館

３限 政治学 松井　克明　講師 330
栄養学（食品学を含む） 熊谷　晶子　教授 231
英語(TOEIC)Ⅰ グレゴリー・アンソニー准教授 811
高齢者福祉と介護保険制度 小柳　達也　講師 221
食生活論 佐藤　千恵子　准教授 812

４限 自然科学概論 熊谷　晶子　教授 520
英語コミュニケーション バリー・グロスマン教授 223
看護実践論 浜中のり子准教授・宮澤君子助教 811

平成30年度　八戸学院大学 春学期 学外公開授業一覧表



【健康医療学部看護学科】 ＜授業時間＞

月日 時限 科目名 担当教員 教室 時　　 限 時　　 間
7月17日 １限 心の科学 金地　美知彦　准教授 330 第1時限  8：40～10：10

芸術論 佐貫　巧　講師 320 第2時限 10：20～11：50

精神看護援助論 神郡博教授・木村緑講師・三浦広美助教・長南幸恵助教 832 第3時限 12：50～14：20

２限 情報処理基礎・A 村本　卓　教授 721 第4時限 14：30～16：00

精神看護援助論 神郡博教授・木村緑講師・三浦広美助教・長南幸恵助教 832

３限 日本語リテラシー 小林喜輝教授・柴垣博孝教授 831・320
看護倫理 矢野　章永　教授 833
公衆衛生看護支援論 西村　美八　准教授 832

４限 数学 田村　正文　准教授 330
国際関係論 齊藤　綾美　准教授 320
公衆衛生看護支援論 西村　美八　准教授 832

7月18日 １限 情報処理基礎・B 坂本　貴博　教授 721
病態学Ⅰ 高橋正知教授・遠藤守人教授 833
在宅看護援助論 矢野章永教授・壬生寿子教授 832

２限 看護教育のための化学基礎 熊谷　晶子　教授 831
在宅看護援助論 矢野章永教授・壬生寿子教授 832

３限 キリスト教概論 木鎌　耕一郎　教授 831
看護過程論 小沢　久美子　准教授 833
小児看護援助論 田中克江教授・山野内靖子講師・田中完非常勤講師 832

４限 病態学Ⅲ 高橋正知教授・遠藤守人教授 833
小児看護援助論 田中克江教授・山野内靖子講師・田中完非常勤講師 832

7月19日 １限 健康医療総論（旧：健康科学総論） 蛭田由美教授・遠藤守人教授・赤羽卓郎教授・金地美知彦准教授・渡邉陵由准教授 520
病態学Ⅱ 高橋正知教授・遠藤守人教授 833

２限 解剖生理学Ⅰ 吉田稔教授・渡邉陵由准教授 330
公衆衛生看護管理論 山本　春江　教授 832

３限 看護学概論 蛭田　由美　教授 831
薬理学 村井　繁夫　非常勤講師 833

４限 ドイツ語 小澤　昭夫　教授 812
成人看護学概論 木村　紀美　教授 833

7月20日 １限 母性看護援助論 高橋雪子教授・坂本保子講師 832
２限 英語Ⅰ バリー・グロスマン教授 831

高齢者看護学概論 辻村　史子　教授 833
母性看護援助論 高橋雪子教授・坂本保子講師 832

３限 生命と倫理 高橋　正知　教授 831
政治学 熊谷　晶子　教授 231
英語(TOEIC)Ⅰ グレゴリー・アンソニー准教授 811

４限 自然科学概論 松井　克明　講師 330
英語コミュニケーション バリー・グロスマン教授 223

平成30年度　八戸学院大学 春学期 学外公開授業一覧表


