
授業科目名 時間割コード 開設科目名 教員名 カナ氏名 開設期 曜日・時限 対象学生 ｷｬﾝﾊﾟｽ

基礎セミナー１ 1001111001 基礎セミナー１ 中山　雅晴 ﾅｶﾔﾏ ﾏｻﾊﾙ 前期 月３・４ 応化 吉田

基礎セミナー１ 1001111002 基礎セミナー１ 吉村　浩 ﾖｼﾑﾗ ﾋﾛｼ 前期 月５・６ 数理 吉田

基礎セミナー１ 1001111003 基礎セミナー１ 藤澤　健太 ﾌｼﾞｻﾜ ｹﾝﾀ 前期 火１・２ 物情 吉田

基礎セミナー１ 1001111004 基礎セミナー１ 山崎　鈴子 ﾔﾏｻﾞｷ ｽｽﾞｺ 前期 火１・２ 生化 吉田

基礎セミナー１ 1001111005 基礎セミナー１ 今岡　照喜 ｲﾏｵｶ ﾃﾙﾖｼ 前期 火１・２ 地球 吉田

基礎セミナー１ 1001111006 基礎セミナー１ 野垣　宏 ﾉｶﾞｷ ﾋﾛｼ 前期 火７・８ 看護 吉田

基礎セミナー１ 1001111007 基礎セミナー１ 高橋　睦夫 ﾀｶﾊｼ ﾑﾂｵ 前期 火７・８ 検査 吉田

基礎セミナー１ 1001111008 基礎セミナー１ 内海　俊彦 ｳﾂﾐ ﾄｼﾋｺ 前期 火７・８ 農(生機(1-25)) 吉田

基礎セミナー１ 1001111009 基礎セミナー１ 藤井　克彦 ﾌｼﾞｲ ｶﾂﾋｺ 前期 火７・８ 農(生機(26-)) 吉田

基礎セミナー１ 1001111010 基礎セミナー１ 望月　信介 ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾝｽｹ 前期 水３・４ 機械 吉田

基礎セミナー１ 1001111011 基礎セミナー１ 山本　浩一 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｲﾁ 前期 水３・４ 社建 吉田

基礎セミナー１ 1001111012 基礎セミナー１ 今井　剛 ｲﾏｲ ﾂﾖｼ 前期 水３・４ 循環 吉田

基礎セミナー１ 1001111013 基礎セミナー１ 只友　一行 ﾀﾀﾞﾄﾓ ｶｽﾞﾕｷ 前期 木３・４ 電気 吉田

基礎セミナー１ 1001111014 基礎セミナー１ 瀧本　浩一 ﾀｷﾓﾄ ｺｳｲﾁ 前期 木３・４ 知能 吉田

基礎セミナー１ 1001111015 基礎セミナー１ 進藤　晴夫 ｼﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｵ 前期 木３・４ 農(生資） 吉田

基礎セミナー１ 1001111016 基礎セミナー１ 湯川　洋司 ﾕｶﾜ ﾖｳｼﾞ 前期 金１・２ 人 吉田

基礎セミナー１ 1001111017 基礎セミナー１ 乾　秀行 ｲﾇｲ ﾋﾃﾞﾕｷ 前期 金１・２ 人 吉田

基礎セミナー１ 1001111018 基礎セミナー１ 滝野　正二郎 ﾀｷﾉ ｼﾖｳｼﾞﾛｳ 前期 金１・２ 人 吉田

基礎セミナー１ 1001111019 基礎セミナー１ 馬　彪 ﾊﾞ ﾋﾖｳ 前期 金１・２ 人 吉田

基礎セミナー１ 1001111020 基礎セミナー１ 中村　友博 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 前期 金１・２ 人 吉田

基礎セミナー１ 1001111021 基礎セミナー１ 脇條　靖弘 ﾜｷｼﾞﾖｳ ﾔｽﾋﾛ 前期 金１・２ 人 吉田

基礎セミナー１ 1001111022 基礎セミナー１ 中野　伸彦 ﾅｶﾉ ﾉﾌﾞﾋｺ 前期 金１・２ 学教(教科(国)) 吉田

基礎セミナー１ 1001111023 基礎セミナー１ 岩崎　好成 ｲﾜｻｷ ﾀｶｼｹﾞ 前期 金１・２ 学教(教科(社)) 吉田

基礎セミナー１ 1001111024 基礎セミナー１ 関口　靖広 ｾｷｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ 前期 金１・２ 学教(教科(数)) 吉田

基礎セミナー１ 1001111025 基礎セミナー１ 池田　幸夫 ｲｹﾀﾞ ﾕｷｵ 前期 金１・２ 学教(教科(理)) 吉田

基礎セミナー１ 1001111026 基礎セミナー１ 西村　順子 ﾆｼﾑﾗ ｼﾞﾕﾝｺ 前期 金１・２ 学教(教科(音)) 吉田

基礎セミナー１ 1001111027 基礎セミナー１ 上原　一明 ｳｴﾊﾗ ｶｽﾞｱｷ 前期 金１・２ 学教(教科(美)) 吉田

基礎セミナー１ 1001111028 基礎セミナー１ 海野　勇三 ｳﾝﾉ ﾕｳｿﾞｳ 前期 金１・２ 学教(教科(保)) 吉田

基礎セミナー１ 1001111029 基礎セミナー１ 澤本　章 ｻﾜﾓﾄ ｱｷﾗ 前期 金１・２ 学教(教科(技)) 吉田

基礎セミナー１ 1001111030 基礎セミナー１ 友定　啓子 ﾄﾓｻﾀﾞ ｹｲｺ 前期 金１・２ 学教(教科(家)) 吉田

基礎セミナー１ 1001111031 基礎セミナー１ 高橋　俊章 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 前期 金１・２ 学教(教科(英)) 吉田

基礎セミナー１ 1001111032 基礎セミナー１ 岡村　吉永 ｵｶﾑﾗ ﾖｼﾋｻ 前期 金１・２ 学教(小学校) 吉田

基礎セミナー１ 1001111033 基礎セミナー１ 小粥　良 ｺｶﾞｲ ﾘﾖｳ 前期 金１・２ 学教(国理) 吉田

基礎セミナー１ 1001111034 基礎セミナー１ 白石　敏行 ｼﾗｲｼ ﾄｼﾕｷ 前期 金１・２ 学教(幼児) 吉田

基礎セミナー１ 1001111035 基礎セミナー１ 松田　信夫 ﾏﾂﾀﾞ ﾉﾌﾞｵ 前期 金１・２ 学教(障害) 吉田

基礎セミナー１ 1001111036 基礎セミナー１ 福田　修 ﾌｸﾀﾞ ｵｻﾑ 前期 金１・２ 実践(人間) 吉田

基礎セミナー１ 1001111037 基礎セミナー１ 沖林　洋平 ｵｷﾊﾞﾔｼ ﾖｳﾍｲ 前期 金１・２ 実践(心理) 吉田

基礎セミナー１ 1001111038 基礎セミナー１ 中田　充 ﾅｶﾀ ﾐﾂﾙ 前期 金１・２ 情報(表現) 吉田

基礎セミナー１ 1001111039 基礎セミナー１ 渡邉　正 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾀﾞｼ 前期 金１・２ 情報(数情) 吉田

基礎セミナー１ 1001111040 基礎セミナー１ 丹　信介 ﾀﾝ ﾉﾌﾞｽｹ 前期 金１・２ 健康(スポ健) 吉田

基礎セミナー１ 1001111041 基礎セミナー１ 山田　次郎 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞﾛｳ 前期 金１・２ 健康(生活) 吉田

基礎セミナー１ 1001111042 基礎セミナー１ 北西　功一 ｷﾀﾆｼ ｺｳｲﾁ 前期 金１・２ 総文(国文) 吉田

基礎セミナー１ 1001111043 基礎セミナー１ 有元　光彦 ｱﾘﾓﾄ ﾐﾂﾋｺ 前期 金１・２ 総文(文芸) 吉田

基礎セミナー１ 1001111044 基礎セミナー１ 村上　ひとみ ﾑﾗｶﾐ ﾋﾄﾐ 前期 金５・６ 感性 吉田

基礎セミナー１ 1001111045 基礎セミナー１ 岩田　祐之 ｲﾜﾀ ﾋﾛﾕｷ 前期 金５・６ 農(獣医) 吉田

基礎セミナー１ 1001111046 医学入門Ⅰ 川崎　勝 ｶﾜｻｷ ﾏｻﾙ 前期 火５・６ 医学 小串

基礎セミナー１ 1003113002 基礎セミナー(経) 植村　高久 ｳｴﾑﾗ ﾀｶﾋｻ 通年 月３・４ 経済 吉田

基礎セミナー１ 1003113008 基礎セミナー(経) 古川　澄明 ﾌﾙｶﾜ ｽﾐｱｷ 通年 月３・４ 経済 吉田

基礎セミナー１ 1003113013 基礎セミナー(経) 柳田　卓爾 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾀｸｼﾞ 通年 月３・４ 経済 吉田

基礎セミナー１ 1003113015 基礎セミナー(経) 陳　建平 ﾁﾝ ｹﾝﾍﾟｲ 通年 月３・４ 経済 吉田

基礎セミナー１ 1003113020 基礎セミナー(経) 三間地　光宏 ﾐﾏｼﾞ ﾐﾂﾋﾛ 通年 月３・４ 経済 吉田

基礎セミナー１ 1003113004 基礎セミナー(経) 仲間　瑞樹 ﾅｶﾏ ﾐｽﾞｷ 通年 月５・６ 経済 吉田

基礎セミナー１ 1003113007 基礎セミナー(経) 中田　範夫 ﾅｶﾀﾞ ﾉﾘｵ 通年 月５・６ 経済 吉田

基礎セミナー１ 1003113009 基礎セミナー(経) 城下　賢吾 ｼﾛｼﾀ ｹﾝｺﾞ 通年 月５・６ 経済 吉田

基礎セミナー１ 1003113012 基礎セミナー(経) 武居　奈緒子 ﾀｹｽｴ ﾅｵｺ 通年 月５・６ 経済 吉田

基礎セミナー１ 1003113014 基礎セミナー(経) 河野　眞治 ｶﾜﾉ ｼﾝｼﾞ 通年 月５・６ 経済 吉田

基礎セミナー１ 1003113017 基礎セミナー(経) 石川　耕三 ｲｼｶﾜ ｺｳｿﾞｳ 通年 月５・６ 経済 吉田

基礎セミナー１ 1003113001 基礎セミナー(経) 塚田　広人 ﾂｶﾀﾞ ﾋﾛﾄ 通年 金１・２ 経済 吉田

基礎セミナー１ 1003113021 基礎セミナー(経) 陳　禮俊 ﾁﾝ ﾚｲｼﾕﾝ 通年 金１・２ 経済 吉田

基礎セミナー１ 1003113003 基礎セミナー(経) 寺地　伸二 ﾃﾗｼﾞ ｼﾝｼﾞ 通年 金３・４ 経済 吉田

基礎セミナー１ 1003113005 基礎セミナー(経) 齋藤　英智 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾄﾓ 通年 金３・４ 経済 吉田

基礎セミナー１ 1003113006 基礎セミナー(経) 角田　由佳 ﾂﾉﾀﾞ ﾕｶ 通年 金３・４ 経済 吉田

基礎セミナー１ 1003113010 基礎セミナー(経) 石田　成則 ｲｼﾀﾞ ｼｹﾞﾉﾘ 通年 金３・４ 経済 吉田

基礎セミナー１ 1003113011 基礎セミナー(経) 有村　貞則 ｱﾘﾑﾗ ｻﾀﾞﾉﾘ 通年 金３・４ 経済 吉田

基礎セミナー１ 1003113016 基礎セミナー(経) 豊　嘉哲 ﾕﾀｶ ﾖｼｱｷ 通年 金３・４ 経済 吉田

基礎セミナー１ 1003113018 基礎セミナー(経) 平中　貫一 ﾋﾗﾅｶ ｶﾝｲﾁ 通年 金３・４ 経済 吉田

基礎セミナー１ 1003113019 基礎セミナー(経) 中村　美紀子 ﾅｶﾑﾗ ﾐｷｺ 通年 金３・４ 経済 吉田

基礎セミナー２ 1002112001 基礎セミナー２ 柏木　寧子 ｶｼﾜｷﾞ ﾔｽｺ 後期 金１・２ 人社 吉田

（１年生対象科目・吉田地区開講科目）



授業科目名 時間割コード 開設科目名 教員名 カナ氏名 開設期 曜日・時限 対象学生 ｷｬﾝﾊﾟｽ

基礎セミナー２ 1002112002 基礎セミナー２ 中村　友博 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 後期 金１・２ 人社 吉田

基礎セミナー２ 1002112003 基礎セミナー２ 横田　尚俊 ﾖｺﾀ ﾅｵﾄｼ 後期 金１・２ 人社 吉田

基礎セミナー２ 1002112004 基礎セミナー２ 磯部　佳宏 ｲｿﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ 後期 金１・２ 言語 吉田

基礎セミナー２ 1002112005 基礎セミナー２ 下嵜　正利 ｼﾓｻﾞｷ ﾏｻﾄｼ 後期 金１・２ 言語 吉田

基礎セミナー２ 1002112006 基礎セミナー２ 太田　聡 ｵｵﾀ ｻﾄｼ 後期 金１・２ 言語 吉田

基礎セミナー２ 1002112007 基礎セミナー２ 渡邉　正 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾀﾞｼ 後期 金１・２ 情報(数情) 吉田

情報リテラシー演習 1001121047 情報リテラシー演習 森田　実 ﾓﾘﾀ ﾐﾉﾙ 前期前半期 月５・６ 機械 吉田

情報リテラシー演習 1001121048 情報リテラシー演習 甲斐　綾子 ｶｲ ｱﾔｺ 前期前半期 月７・８ 電気 吉田

情報リテラシー演習 1001121528 情報リテラシー演習 小松　隆一 ｺﾏﾂ ﾘﾕｳｲﾁ 前期前半期 月７・８ 応化 吉田

情報リテラシー演習 1001121049 情報リテラシー演習 古賀　和利 ｺｶﾞ ｶｽﾞﾄｼ 前期前半期 月９・10 学教(教科(数・理))・情報(数理) 吉田

情報リテラシー演習 1001121050 情報リテラシー演習 糸長　雅弘 ｲﾄﾅｶﾞ ﾏｻﾋﾛ 前期前半期 月９・10 学教(教科(保・英)・国理)・実践 吉田

情報リテラシー演習 1001121051 情報リテラシー演習 荊木　康臣 ｲﾊﾞﾗｷ ﾔｽｵﾐ 前期前半期 月９・10 生資 吉田

情報リテラシー演習 1001121052 情報リテラシー演習 吉村　誠 ﾖｼﾑﾗ ﾏｺﾄ 前期前半期 火１・２ 学教(教科(国・社・音・美))・総文(文芸) 吉田

情報リテラシー演習 1001121053 情報リテラシー演習 杉井　学 ｽｷﾞｲ ﾏﾅﾌﾞ 前期前半期 火３・４ 経(1-70) 吉田

情報リテラシー演習 1001121054 情報リテラシー演習 奥田　昌之 ｵｸﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 前期前半期 火３・４ 医学 小串

情報リテラシー演習 1001121055 情報リテラシー演習 唐澤　肇 ｶﾗｻﾜ ﾊｼﾞﾒ 前期前半期 火３・４ 医学 小串

情報リテラシー演習 1001121056 情報リテラシー演習 河村　圭 ｶﾜﾑﾗ ｹｲ 前期前半期 火５・６ 知能 吉田

情報リテラシー演習 1001121057 情報リテラシー演習 岡田　耕一 ｵｶﾀﾞ ｺｳｲﾁ 前期前半期 火５・６ 獣医 吉田

情報リテラシー演習 1001121058 情報リテラシー演習 岡田　耕一 ｵｶﾀﾞ ｺｳｲﾁ 前期前半期 火７・８ 経(71-140) 吉田

情報リテラシー演習 1001121059 情報リテラシー演習 野村　厚志 ﾉﾑﾗ ｱﾂｼ 前期前半期 火９・10 学教(教科(技))・健康(スポ健)・総文(国文) 吉田

情報リテラシー演習 1001121060 情報リテラシー演習 木下　真 ｷﾉｼﾀ ﾏｺﾄ 前期前半期 火９・10 経(141-210) 吉田

情報リテラシー演習 1001121061 情報リテラシー演習 葛　崎偉 ｶﾂ ｷｲ 前期前半期 水１・２ 情報(表現) 吉田

情報リテラシー演習 1001121062 情報リテラシー演習 鷹岡　亮 ﾀｶｵｶ ﾘﾖｳ 前期前半期 水３・４ 小学校 吉田

情報リテラシー演習 1001121063 情報リテラシー演習 山本　正幸 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 前期前半期 水３・４ 感性 吉田

情報リテラシー演習 1001121064 情報リテラシー演習 廣澤　史彦 ﾋﾛｻﾜ ﾌﾐﾋｺ 前期前半期 水９・10 数理 吉田

情報リテラシー演習 1001121065 情報リテラシー演習 浦上　直人 ｳﾗｶﾐ ﾅｦﾋﾄ 前期前半期 水９・10 物情 吉田

情報リテラシー演習 1001121066 情報リテラシー演習 福地　龍郎 ﾌｸﾁ ﾀﾂﾛｳ 前期前半期 水９・10 地球 吉田

情報リテラシー演習 1001121067 情報リテラシー演習 川俣　純 ｶﾜﾏﾀ ｼﾞﾕﾝ 前期前半期 水９・10 生化 吉田

情報リテラシー演習 1001121068 情報リテラシー演習 成富　敬 ﾅﾘﾄﾐ ﾀｶｼ 前期前半期 木１・２ 経(211-280) 吉田

情報リテラシー演習 1001121069 情報リテラシー演習 篠原　紀幸 ｼﾉﾊﾗ ﾉﾘﾕｷ 前期前半期 木５・６ 看護(61-)･検査 吉田

情報リテラシー演習 1001121070 情報リテラシー演習 鈴木　素之 ｽｽﾞｷ ﾓﾄﾕｷ 前期前半期 木５・６ 社建 吉田

情報リテラシー演習 1001121071 情報リテラシー演習 田中　一宏 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾋﾛ 前期前半期 木５・６ 循環 吉田

情報リテラシー演習 1001121072 情報リテラシー演習 小川　勤 ｵｶﾞﾜ ﾂﾄﾑ 前期前半期 木７・８ 言語(1-50) 吉田

情報リテラシー演習 1001121073 情報リテラシー演習 木下　真 ｷﾉｼﾀ ﾏｺﾄ 前期前半期 木７・８ 言語(51-,高年次) 吉田

情報リテラシー演習 1001121074 情報リテラシー演習 篠原　紀幸 ｼﾉﾊﾗ ﾉﾘﾕｷ 前期前半期 木７・８ 看護(1-60) 吉田

情報リテラシー演習 1001121075 情報リテラシー演習 木下　真 ｷﾉｼﾀ ﾏｺﾄ 前期前半期 木９・10 人社(1-50) 吉田

情報リテラシー演習 1001121076 情報リテラシー演習 岡田　耕一 ｵｶﾀﾞ ｺｳｲﾁ 前期前半期 木９・10 人社(51-,高年次） 吉田

情報リテラシー演習 1001121077 情報リテラシー演習 藤田　智丈 ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓﾀｹ 前期前半期 金５・６ 経(281-350) 吉田

情報リテラシー演習 1001121078 情報リテラシー演習 木下　真 ｷﾉｼﾀ ﾏｺﾄ 前期前半期 金７・８ 経(351-,高年次) 吉田

情報リテラシー演習 1001121079 情報リテラシー演習 荊木　康臣 ｲﾊﾞﾗｷ ﾔｽｵﾐ 前期前半期 金７・８ 生機 吉田

情報リテラシー演習 1001121080 情報リテラシー演習 中田　充 ﾅｶﾀ ﾐﾂﾙ 前期前半期 金９・10 学教(教科(家)・幼児・障害)・健康(生活) 吉田

情報リテラシー演習 1002122009 情報リテラシー演習 木下　真 ｷﾉｼﾀ ﾏｺﾄ 後期前半期 水９・10 全 吉田

情報セキュリティ・モラル 1001121081 情報セキュリティ・モラル 爲末　隆弘 ﾀﾒｽｴ ﾀｶﾋﾛ 前期後半期 月５・６ 医学(1-52) 吉田

情報セキュリティ・モラル 1001121082 情報セキュリティ・モラル 佐伯　徹郎 ｻｴｷ ﾃﾂﾛｳ 前期後半期 月５・６ 医学(53-) 吉田

情報セキュリティ・モラル 1001121083 情報セキュリティ・モラル 森田　実 ﾓﾘﾀ ﾐﾉﾙ 前期後半期 月５・６ 機械 吉田

情報セキュリティ・モラル 1001121084 情報セキュリティ・モラル 平木　英治 ﾋﾗｷ ｴｲｼﾞ 前期後半期 月７・８ 電気 吉田

情報セキュリティ・モラル 1001121529 情報セキュリティ・モラル 山本　修一 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾕｳｲﾁ 前期後半期 月７・８ 応化 吉田

情報セキュリティ・モラル 1001121085 情報セキュリティ・モラル 古賀　和利 ｺｶﾞ ｶｽﾞﾄｼ 前期後半期 月９・10 学教(教科(数・理))・情報(数理) 吉田

情報セキュリティ・モラル 1001121086 情報セキュリティ・モラル 糸長　雅弘 ｲﾄﾅｶﾞ ﾏｻﾋﾛ 前期後半期 月９・10 学教(教科(保・英)・国理)・実践 吉田

情報セキュリティ・モラル 1001121087 情報セキュリティ・モラル 荊木　康臣 ｲﾊﾞﾗｷ ﾔｽｵﾐ 前期後半期 月９・10 生資 吉田

情報セキュリティ・モラル 1001121088 情報セキュリティ・モラル 吉村　誠 ﾖｼﾑﾗ ﾏｺﾄ 前期後半期 火１・２ 学教(教科(国・社・音・美))・総文(文芸) 吉田

情報セキュリティ・モラル 1001121089 情報セキュリティ・モラル 永井　好和 ﾅｶﾞｲ ﾖｼｶｽﾞ 前期後半期 火３・４ 経(1-70) 吉田

情報セキュリティ・モラル 1001121090 情報セキュリティ・モラル 河村　圭 ｶﾜﾑﾗ ｹｲ 前期後半期 火５・６ 知能 吉田

情報セキュリティ・モラル 1001121091 情報セキュリティ・モラル 王　躍 ｵｳ ﾔｸ 前期後半期 火５・６ 獣医 吉田

情報セキュリティ・モラル 1001121092 情報セキュリティ・モラル 王　躍 ｵｳ ﾔｸ 前期後半期 火７・８ 経(71-140) 吉田

情報セキュリティ・モラル 1001121093 情報セキュリティ・モラル 野村　厚志 ﾉﾑﾗ ｱﾂｼ 前期後半期 火９・10 学教(教科(技))・健康(スポ健)・総文(国文) 吉田

情報セキュリティ・モラル 1001121094 情報セキュリティ・モラル 小柏　香穂理 ｵｶﾞｼﾜ ｶﾎﾘ 前期後半期 火９・10 経(141-210) 吉田

情報セキュリティ・モラル 1001121095 情報セキュリティ・モラル 葛　崎偉 ｶﾂ ｷｲ 前期後半期 水１・２ 情報(表現) 吉田

情報セキュリティ・モラル 1001121096 情報セキュリティ・モラル 鷹岡　亮 ﾀｶｵｶ ﾘﾖｳ 前期後半期 水３・４ 小学校 吉田

情報セキュリティ・モラル 1001121097 情報セキュリティ・モラル 山本　正幸 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 前期後半期 水３・４ 感性 吉田

情報セキュリティ・モラル 1001121098 情報セキュリティ・モラル 内野　英治 ｳﾁﾉ ｴｲｼﾞ 前期後半期 水９・10 理（数理・地球・生化・物情） 吉田

情報セキュリティ・モラル 1001121099 情報セキュリティ・モラル 成富　敬 ﾅﾘﾄﾐ ﾀｶｼ 前期後半期 木１・２ 経(211-280) 吉田

情報セキュリティ・モラル 1001121100 情報セキュリティ・モラル 篠原　紀幸 ｼﾉﾊﾗ ﾉﾘﾕｷ 前期後半期 木５・６ 看護(61-)･検査 吉田

情報セキュリティ・モラル 1001121101 情報セキュリティ・モラル 鈴木　素之 ｽｽﾞｷ ﾓﾄﾕｷ 前期後半期 木５・６ 社建 吉田

情報セキュリティ・モラル 1001121102 情報セキュリティ・モラル 田中　一宏 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾋﾛ 前期後半期 木５・６ 循環 吉田

情報セキュリティ・モラル 1001121103 情報セキュリティ・モラル 市川　哲彦 ｲﾁｶﾜ ﾖｼﾋｺ 前期後半期 木７・８ 言語 吉田

情報セキュリティ・モラル 1001121104 情報セキュリティ・モラル 篠原　紀幸 ｼﾉﾊﾗ ﾉﾘﾕｷ 前期後半期 木７・８ 看護(1-60) 吉田

情報セキュリティ・モラル 1001121105 情報セキュリティ・モラル 市川　哲彦 ｲﾁｶﾜ ﾖｼﾋｺ 前期後半期 木９・10 人社 吉田

情報セキュリティ・モラル 1001121106 情報セキュリティ・モラル 藤田　智丈 ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓﾀｹ 前期後半期 金５・６ 経(281-350) 吉田



授業科目名 時間割コード 開設科目名 教員名 カナ氏名 開設期 曜日・時限 対象学生 ｷｬﾝﾊﾟｽ

情報セキュリティ・モラル 1001121107 情報セキュリティ・モラル 赤井　光治 ｱｶｲ ｺｳｼﾞ 前期後半期 金７・８ 経(351-,高年次) 吉田

情報セキュリティ・モラル 1001121108 情報セキュリティ・モラル 荊木　康臣 ｲﾊﾞﾗｷ ﾔｽｵﾐ 前期後半期 金７・８ 生機 吉田

情報セキュリティ・モラル 1001121109 情報セキュリティ・モラル 中田　充 ﾅｶﾀ ﾐﾂﾙ 前期後半期 金９・10 学教(教科(家)・幼児・障害)・健康(生活) 吉田

情報セキュリティ・モラル 1002122011 情報セキュリティ・モラル 岡田　耕一 ｵｶﾀﾞ ｺｳｲﾁ 後期後半期 水９・10 全 吉田

TOEIC準備 1001211110 TOEIC準備 大野　厚子 ｵｵﾉ ｱﾂｺ 前期前半期 月５・６ 学教(教科(国･社･数･理･音･美･保)) 吉田

TOEIC準備 1001211111 TOEIC準備 堤　千佳子 ﾂﾂﾐ ﾁｶｺ 前期前半期 月５・６ 学教(教科(技･家･英)･国際･幼児･障害) 吉田

TOEIC準備 1001211112 TOEIC準備 宮原　一成 ﾐﾔﾊﾗ ｶｽﾞﾅﾘ 前期前半期 月５・６ 学教(小学校)･実践 吉田

TOEIC準備 1001211113 TOEIC準備 倉増　泰弘 ｸﾗﾏｼ ﾔｽﾋﾛ 前期前半期 月５・６ 情報･健康(スポ健) 吉田

TOEIC準備 1001211114 TOEIC準備 福屋　利信 ﾌｸﾔ ﾄｼﾉﾌﾞ 前期前半期 月５・６ 健康(生活)･総文 吉田

TOEIC準備 1001211115 TOEIC準備 正宗　聡 ﾏｻﾑﾈ ｻﾄｼ 前期前半期 月５・６ 医学(1-52) 吉田

TOEIC準備 1001211116 TOEIC準備 高橋　俊章 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 前期前半期 月５・６ 看護(1-40) 吉田

TOEIC準備 1001211117 TOEIC準備 赤羽　仁志 ｱｶﾊﾈ ﾋﾄｼ 前期前半期 月５・６ 医学(53-) 吉田

TOEIC準備 1001211118 TOEIC準備 岩部　浩三 ｲﾜﾍﾞ ｺｳｿﾞｳ 前期前半期 月５・６ 看護(41-) 吉田

TOEIC準備 1001211119 TOEIC準備 正宗　聡 ﾏｻﾑﾈ ｻﾄｼ 前期前半期 月７・８ 経(1-50) 吉田

TOEIC準備 1001211120 TOEIC準備 赤羽　仁志 ｱｶﾊﾈ ﾋﾄｼ 前期前半期 月７・８ 経(51-100) 吉田

TOEIC準備 1001211121 TOEIC準備 高橋　俊章 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 前期前半期 月７・８ 経(101-150) 吉田

TOEIC準備 1001211122 TOEIC準備 岩部　浩三 ｲﾜﾍﾞ ｺｳｿﾞｳ 前期前半期 月７・８ 経(151-200) 吉田

TOEIC準備 1001211123 TOEIC準備 猫田　和明 ﾈｺﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ 前期前半期 月７・８ 経(201-250) 吉田

TOEIC準備 1001211124 TOEIC準備 松谷　緑 ﾏﾂﾀﾆ ﾐﾄﾞﾘ 前期前半期 月７・８ 経(251-300) 吉田

TOEIC準備 1001211125 TOEIC準備 宮原　一成 ﾐﾔﾊﾗ ｶｽﾞﾅﾘ 前期前半期 月７・８ 経(301-355) 吉田

TOEIC準備 1001211126 TOEIC準備 倉増　泰弘 ｸﾗﾏｼ ﾔｽﾋﾛ 前期前半期 月７・８ 経(356-) 吉田

TOEIC準備 1001211127 TOEIC準備 福屋　利信 ﾌｸﾔ ﾄｼﾉﾌﾞ 前期前半期 月７・８ 生資(1-45) 吉田

TOEIC準備 1001211128 TOEIC準備 前出　泰司 ﾏｴﾃﾞ ﾔｽｼﾞ 前期前半期 月７・８ 生資(46-)･生機(1-40) 吉田

TOEIC準備 1001211129 TOEIC準備 岡　紘一郎 ｵｶ ｺｳｲﾁﾛｳ 前期前半期 月７・８ 生機(41-)･獣医 吉田

TOEIC準備 1001211130 TOEIC準備 倉増　泰弘 ｸﾗﾏｼ ﾔｽﾋﾛ 前期前半期 火５・６ 人社(1-50) 吉田

TOEIC準備 1001211131 TOEIC準備 鴨川　啓信 ｶﾓｶﾞﾜ ﾋﾛﾉﾌﾞ 前期前半期 火５・６ 人社(51-) 吉田

TOEIC準備 1001211132 TOEIC準備 池園　宏 ｲｹｿﾞﾉ ﾋﾛｼ 前期前半期 火５・６ 言語(1-45) 吉田

TOEIC準備 1001211133 TOEIC準備 太田　聡 ｵｵﾀ ｻﾄｼ 前期前半期 火５・６ 言語(46-) 吉田

TOEIC準備 1001211134 TOEIC準備 藤本　幸伸 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｷﾉﾌﾞ 前期前半期 火５・６ 数理･物情(1-5) 吉田

TOEIC準備 1001211135 TOEIC準備 大野　厚子 ｵｵﾉ ｱﾂｺ 前期前半期 火５・６ 物情(6-) 吉田

TOEIC準備 1001211136 TOEIC準備 矢野　紀子 ﾔﾉ ﾉﾘｺ 前期前半期 火５・６ 生化(1-55) 吉田

TOEIC準備 1001211137 TOEIC準備 福屋　利信 ﾌｸﾔ ﾄｼﾉﾌﾞ 前期前半期 火５・６ 生化(56-)･地球 吉田

TOEIC準備 1001211138 TOEIC準備 那須　朱実 ﾅｽ ｱｹﾐ 前期前半期 火５・６ 検査 吉田

TOEIC準備 1001211139 TOEIC準備 池園　宏 ｲｹｿﾞﾉ ﾋﾛｼ 前期前半期 火７・８ 機械(1-50) 吉田

TOEIC準備 1001211140 TOEIC準備 藤本　幸伸 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｷﾉﾌﾞ 前期前半期 火７・８ 機械(51-) 吉田

TOEIC準備 1001211141 TOEIC準備 鴨川　啓信 ｶﾓｶﾞﾜ ﾋﾛﾉﾌﾞ 前期前半期 火７・８ 社建(1-50) 吉田

TOEIC準備 1001211142 TOEIC準備 猫田　和明 ﾈｺﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ 前期前半期 火７・８ 社建(51-)･応化(1-20) 吉田

TOEIC準備 1001211143 TOEIC準備 大野　厚子 ｵｵﾉ ｱﾂｺ 前期前半期 火７・８ 応化(21-70) 吉田

TOEIC準備 1001211144 TOEIC準備 高橋　博美 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾐ 前期前半期 火７・８ 応化(71-)･電気(1-30) 吉田

TOEIC準備 1001211145 TOEIC準備 矢野　紀子 ﾔﾉ ﾉﾘｺ 前期前半期 火７・８ 電気(31-) 吉田

TOEIC準備 1001211146 TOEIC準備 倉増　泰弘 ｸﾗﾏｼ ﾔｽﾋﾛ 前期前半期 火７・８ 知能(1-50) 吉田

TOEIC準備 1001211147 TOEIC準備 尊田　望 ｿﾝﾀﾞ ﾉｿﾞﾑ 前期前半期 火７・８ 知能(51-)･感性(1-20) 吉田

TOEIC準備 1001211148 TOEIC準備 太田　聡 ｵｵﾀ ｻﾄｼ 前期前半期 火７・８ 感性(21-)･循環(1-15) 吉田

TOEIC準備 1001211149 TOEIC準備 那須　朱実 ﾅｽ ｱｹﾐ 前期前半期 火７・８ 循環(16-) 吉田

Basic English 1001211151 Basic English 堤　千佳子 ﾂﾂﾐ ﾁｶｺ 前期後半期 月５・６ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1001211152 Basic English 倉増　泰弘 ｸﾗﾏｼ ﾔｽﾋﾛ 前期後半期 月５・６ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1001211153 Basic English 正宗　聡 ﾏｻﾑﾈ ｻﾄｼ 前期後半期 月５・６ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1001211154 Basic English 大野　厚子 ｵｵﾉ ｱﾂｺ 前期後半期 月５・６ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1001211155 Basic English 赤羽　仁志 ｱｶﾊﾈ ﾋﾄｼ 前期後半期 月７・８ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1001211156 Basic English 倉増　泰弘 ｸﾗﾏｼ ﾔｽﾋﾛ 前期後半期 月７・８ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1001211157 Basic English 前出　泰司 ﾏｴﾃﾞ ﾔｽｼﾞ 前期後半期 月７・８ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1001211158 Basic English 岡　紘一郎 ｵｶ ｺｳｲﾁﾛｳ 前期後半期 月７・８ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1001211159 Basic English 福屋　利信 ﾌｸﾔ ﾄｼﾉﾌﾞ 前期後半期 月７・８ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1001211160 Basic English 大野　厚子 ｵｵﾉ ｱﾂｺ 前期後半期 火５・６ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1001211161 Basic English 矢野　紀子 ﾔﾉ ﾉﾘｺ 前期後半期 火５・６ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1001211162 Basic English 宮原　一成 ﾐﾔﾊﾗ ｶｽﾞﾅﾘ 前期後半期 火５・６ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1001211163 Basic English 那須　朱実 ﾅｽ ｱｹﾐ 前期後半期 火５・６ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1001211164 Basic English 福屋　利信 ﾌｸﾔ ﾄｼﾉﾌﾞ 前期後半期 火５・６ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1001211165 Basic English 高橋　博美 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾐ 前期後半期 火７・８ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1001211166 Basic English 矢野　紀子 ﾔﾉ ﾉﾘｺ 前期後半期 火７・８ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1001211167 Basic English 倉増　泰弘 ｸﾗﾏｼ ﾔｽﾋﾛ 前期後半期 火７・８ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1001211168 Basic English 尊田　望 ｿﾝﾀﾞ ﾉｿﾞﾑ 前期後半期 火７・８ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1001211169 Basic English 那須　朱実 ﾅｽ ｱｹﾐ 前期後半期 火７・８ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1001211170 Basic English 太田　聡 ｵｵﾀ ｻﾄｼ 前期後半期 火７・８ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1001211171 Basic English 池園　宏 ｲｹｿﾞﾉ ﾋﾛｼ 前期後半期 火７・８ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1001211172 Basic English 大野　厚子 ｵｵﾉ ｱﾂｺ 前期後半期 火７・８ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1001211173 Basic English 福屋　利信 ﾌｸﾔ ﾄｼﾉﾌﾞ 前期後半期 木５・６ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1002212012 Basic English 石井　由理 ｲｼｲ ﾕﾘ 後期前半期 月５・６ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1002212013 Basic English 正宗　聡 ﾏｻﾑﾈ ｻﾄｼ 後期前半期 月５・６ TOEICスコア400点未満 吉田



授業科目名 時間割コード 開設科目名 教員名 カナ氏名 開設期 曜日・時限 対象学生 ｷｬﾝﾊﾟｽ

Basic English 1002212014 Basic English 堤　千佳子 ﾂﾂﾐ ﾁｶｺ 後期前半期 月５・６ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1002212015 Basic English 高橋　俊章 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 後期前半期 月５・６ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1002212019 Basic English 岡　紘一郎 ｵｶ ｺｳｲﾁﾛｳ 後期前半期 月７・８ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1002212020 Basic English 倉増　泰弘 ｸﾗﾏｼ ﾔｽﾋﾛ 後期前半期 月７・８ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1002212021 Basic English 那須　朱実 ﾅｽ ｱｹﾐ 後期前半期 月７・８ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1002212022 Basic English 前出　泰司 ﾏｴﾃﾞ ﾔｽｼﾞ 後期前半期 月７・８ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1002212027 Basic English 正宗　聡 ﾏｻﾑﾈ ｻﾄｼ 後期前半期 火５・６ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1002212028 Basic English 宮崎　充保 ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾂﾔｽ 後期前半期 火５・６ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1002212029 Basic English 尊田　望 ｿﾝﾀﾞ ﾉｿﾞﾑ 後期前半期 火５・６ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1002212030 Basic English 大野　厚子 ｵｵﾉ ｱﾂｺ 後期前半期 火５・６ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1002212031 Basic English 倉増　泰弘 ｸﾗﾏｼ ﾔｽﾋﾛ 後期前半期 火５・６ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1002212032 Basic English 猫田　和明 ﾈｺﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ 後期前半期 火５・６ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1002212038 Basic English 藤本　幸伸 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｷﾉﾌﾞ 後期前半期 火７・８ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1002212039 Basic English 高橋　博美 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾐ 後期前半期 火７・８ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1002212040 Basic English 尊田　望 ｿﾝﾀﾞ ﾉｿﾞﾑ 後期前半期 火７・８ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1002212041 Basic English 倉増　泰弘 ｸﾗﾏｼ ﾔｽﾋﾛ 後期前半期 火７・８ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1002212042 Basic English 那須　朱実 ﾅｽ ｱｹﾐ 後期前半期 火７・８ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1002212043 Basic English 矢野　紀子 ﾔﾉ ﾉﾘｺ 後期前半期 火７・８ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1002212050 Basic English 福屋　利信 ﾌｸﾔ ﾄｼﾉﾌﾞ 後期前半期 木５・６ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1002212051 Basic English 高橋　俊章 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 後期前半期 木５・６ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1002212054 Basic English 福屋　利信 ﾌｸﾔ ﾄｼﾉﾌﾞ 後期前半期 木７・８ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1002212016 Basic English 石井　由理 ｲｼｲ ﾕﾘ 後期後半期 月５・６ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1002212017 Basic English 正宗　聡 ﾏｻﾑﾈ ｻﾄｼ 後期後半期 月５・６ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1002212018 Basic English 堤　千佳子 ﾂﾂﾐ ﾁｶｺ 後期後半期 月５・６ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1002212023 Basic English 岡　紘一郎 ｵｶ ｺｳｲﾁﾛｳ 後期後半期 月７・８ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1002212024 Basic English 倉増　泰弘 ｸﾗﾏｼ ﾔｽﾋﾛ 後期後半期 月７・８ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1002212025 Basic English 那須　朱実 ﾅｽ ｱｹﾐ 後期後半期 月７・８ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1002212026 Basic English 前出　泰司 ﾏｴﾃﾞ ﾔｽｼﾞ 後期後半期 月７・８ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1002212033 Basic English 正宗　聡 ﾏｻﾑﾈ ｻﾄｼ 後期後半期 火５・６ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1002212034 Basic English 宮崎　充保 ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾂﾔｽ 後期後半期 火５・６ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1002212035 Basic English 尊田　望 ｿﾝﾀﾞ ﾉｿﾞﾑ 後期後半期 火５・６ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1002212036 Basic English 大野　厚子 ｵｵﾉ ｱﾂｺ 後期後半期 火５・６ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1002212037 Basic English 倉増　泰弘 ｸﾗﾏｼ ﾔｽﾋﾛ 後期後半期 火５・６ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1002212044 Basic English 宮原　一成 ﾐﾔﾊﾗ ｶｽﾞﾅﾘ 後期後半期 火７・８ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1002212045 Basic English 高橋　博美 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾐ 後期後半期 火７・８ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1002212046 Basic English 尊田　望 ｿﾝﾀﾞ ﾉｿﾞﾑ 後期後半期 火７・８ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1002212047 Basic English 那須　朱実 ﾅｽ ｱｹﾐ 後期後半期 火７・８ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1002212048 Basic English 倉増　泰弘 ｸﾗﾏｼ ﾔｽﾋﾛ 後期後半期 火７・８ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1002212049 Basic English 矢野　紀子 ﾔﾉ ﾉﾘｺ 後期後半期 火７・８ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1002212052 Basic English 福屋　利信 ﾌｸﾔ ﾄｼﾉﾌﾞ 後期後半期 木５・６ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1002212053 Basic English 高橋　俊章 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 後期後半期 木５・６ TOEICスコア400点未満 吉田

Basic English 1002212055 Basic English 福屋　利信 ﾌｸﾔ ﾄｼﾉﾌﾞ 後期後半期 木７・８ TOEICスコア400点未満 吉田

English Speaking 1001211178 English Speaking 那須　朱実 ﾅｽ ｱｹﾐ 前期 水５・６ ２年 吉田

English Speaking 1001211179 English Speaking CHRIST Alan Robert ｸﾘｽﾄ ｱﾗﾝ ﾛﾊﾞｰﾄ 前期 水７・８ ２年 吉田

English Speaking 1001211180 English Speaking HICKS CRAIG ROBERT ﾋｯｸｽ ｸﾚｸﾞ ﾛﾊﾞｰﾄ 前期 水７・８ ２年 吉田

English Speaking 1001211181 English Speaking 武本　Timothy ﾀｹﾓﾄ ﾃｲﾓｼｲ 前期 金５・６ ２年 吉田

English Speaking 1001211182 English Speaking 福屋　利信 ﾌｸﾔ ﾄｼﾉﾌﾞ 前期 金７・８ ２年 吉田

English Speaking 1002212058 English Speaking Rebstock Jim ﾚﾌﾞｽﾄｯｸ ｼﾞﾑ 後期 水５・６ TOEICスコア400点未満 吉田

English Speaking 1002212059 English Speaking 倉増　泰弘 ｸﾗﾏｼ ﾔｽﾋﾛ 後期 水５・６ TOEICスコア400点未満 吉田

English Speaking 1002212060 English Speaking 尊田　望 ｿﾝﾀﾞ ﾉｿﾞﾑ 後期 水５・６ TOEICスコア400点未満 吉田

English Speaking 1002212061 English Speaking HICKS CRAIG ROBERT ﾋｯｸｽ ｸﾚｸﾞ ﾛﾊﾞｰﾄ 後期 水５・６ TOEICスコア400点未満 吉田

English Speaking 1002212062 English Speaking CHRIST Alan Robert ｸﾘｽﾄ ｱﾗﾝ ﾛﾊﾞｰﾄ 後期 水７・８ TOEICスコア400点未満 吉田

English Speaking 1002212063 English Speaking HICKS CRAIG ROBERT ﾋｯｸｽ ｸﾚｸﾞ ﾛﾊﾞｰﾄ 後期 水７・８ TOEICスコア400点未満 吉田

English Speaking 1002212064 English Speaking 倉増　泰弘 ｸﾗﾏｼ ﾔｽﾋﾛ 後期 水７・８ TOEICスコア400点未満 吉田

English Speaking 1002212065 English Speaking 尊田　望 ｿﾝﾀﾞ ﾉｿﾞﾑ 後期 水７・８ TOEICスコア400点未満 吉田

English Speaking 1002212066 English Speaking 那須　朱実 ﾅｽ ｱｹﾐ 後期 水７・８ TOEICスコア400点未満 吉田

English Speaking 1002212067 English Speaking CHRIST Alan Robert ｸﾘｽﾄ ｱﾗﾝ ﾛﾊﾞｰﾄ 後期 水９・10 TOEICスコア400点未満 吉田

English Speaking 1002212068 English Speaking GARDNER STEVEN T ｶﾞｰﾄﾞﾅｰ ｽﾁｰﾌﾞﾝ 後期 水９・10 TOEICスコア400点未満 吉田

English Speaking 1002212069 English Speaking HICKS CRAIG ROBERT ﾋｯｸｽ ｸﾚｸﾞ ﾛﾊﾞｰﾄ 後期 水９・10 TOEICスコア400点未満 吉田

English Speaking 1002212070 English Speaking CHRIST Alan Robert ｸﾘｽﾄ ｱﾗﾝ ﾛﾊﾞｰﾄ 後期 木５・６ TOEICスコア400点未満 吉田

English Speaking 1002212071 English Speaking Rebstock Jim ﾚﾌﾞｽﾄｯｸ ｼﾞﾑ 後期 木５・６ TOEICスコア400点未満 吉田

English Speaking 1002212072 English Speaking 那須　朱実 ﾅｽ ｱｹﾐ 後期 木５・６ TOEICスコア400点未満 吉田

English Speaking 1002212073 English Speaking 大野　厚子 ｵｵﾉ ｱﾂｺ 後期 木５・６ TOEICスコア400点未満 吉田

English Speaking 1002212074 English Speaking CHRIST Alan Robert ｸﾘｽﾄ ｱﾗﾝ ﾛﾊﾞｰﾄ 後期 木７・８ TOEICスコア400点未満 吉田

English Speaking 1002212075 English Speaking Rebstock Jim ﾚﾌﾞｽﾄｯｸ ｼﾞﾑ 後期 木７・８ TOEICスコア400点未満 吉田

English Speaking 1002212076 English Speaking 那須　朱実 ﾅｽ ｱｹﾐ 後期 木７・８ TOEICスコア400点未満 吉田

English Speaking 1002212077 English Speaking 武本　Timothy ﾀｹﾓﾄ ﾃｲﾓｼｲ 後期 木７・８ TOEICスコア400点未満 吉田

English Speaking 1002212078 English Speaking 大野　厚子 ｵｵﾉ ｱﾂｺ 後期 木７・８ TOEICスコア400点未満 吉田

English Speaking 1002212079 English Speaking CHRIST Alan Robert ｸﾘｽﾄ ｱﾗﾝ ﾛﾊﾞｰﾄ 後期 金５・６ TOEICスコア400点未満 吉田



授業科目名 時間割コード 開設科目名 教員名 カナ氏名 開設期 曜日・時限 対象学生 ｷｬﾝﾊﾟｽ

English Speaking 1002212080 English Speaking 大野　厚子 ｵｵﾉ ｱﾂｺ 後期 金５・６ TOEICスコア400点未満 吉田

English Speaking 1002212081 English Speaking 倉増　泰弘 ｸﾗﾏｼ ﾔｽﾋﾛ 後期 金５・６ TOEICスコア400点未満 吉田

English Speaking 1002212082 English Speaking 尊田　望 ｿﾝﾀﾞ ﾉｿﾞﾑ 後期 金５・６ TOEICスコア400点未満 吉田

English Speaking 1002212083 English Speaking 大野　厚子 ｵｵﾉ ｱﾂｺ 後期 金７・８ TOEICスコア400点未満 吉田

English Speaking 1002212084 English Speaking 倉増　泰弘 ｸﾗﾏｼ ﾔｽﾋﾛ 後期 金７・８ TOEICスコア400点未満 吉田

English Speaking 1002212085 English Speaking 尊田　望 ｿﾝﾀﾞ ﾉｿﾞﾑ 後期 金７・８ TOEICスコア400点未満 吉田

English Speaking 1002212086 English Speaking 福屋　利信 ﾌｸﾔ ﾄｼﾉﾌﾞ 後期 金７・８ TOEICスコア400点未満 吉田

English Speaking 1002212087 English Speaking HICKS CRAIG ROBERT ﾋｯｸｽ ｸﾚｸﾞ ﾛﾊﾞｰﾄ 後期 金９・10 TOEICスコア400点未満 吉田

英語リーディング 1001211189 英語リーディング 堤　千佳子 ﾂﾂﾐ ﾁｶｺ 前期 月３・４ ２年 吉田

英語リーディング 1001211190 英語リーディング 前出　泰司 ﾏｴﾃﾞ ﾔｽｼﾞ 前期 月５・６ ２年 吉田

英語リーディング 1001211191 英語リーディング 谷國　晶洋 ﾀﾆｸﾆ ｱｷﾋﾛ 前期 水３・４ ２年 吉田

英語リーディング 1001211192 英語リーディング 那須　朱実 ﾅｽ ｱｹﾐ 前期 水７・８ ２年 吉田

英語リーディング 1001211193 英語リーディング 細木　孝雄 ﾎｿｷ ﾀｶｵ 前期 金１・２ ２年 吉田

英語リーディング 1002212090 英語リーディング 堤　千佳子 ﾂﾂﾐ ﾁｶｺ 後期 月３・４ TOEIC認定400単位取得者 吉田

英語リーディング 1002212091 英語リーディング 前出　泰司 ﾏｴﾃﾞ ﾔｽｼﾞ 後期 月５・６ TOEIC認定400単位取得者 吉田

英語リーディング 1002212092 英語リーディング 岩部　浩三 ｲﾜﾍﾞ ｺｳｿﾞｳ 後期 月５・６ TOEIC認定400単位取得者 吉田

英語リーディング 1002212093 英語リーディング 池園　宏 ｲｹｿﾞﾉ ﾋﾛｼ 後期 月７・８ TOEIC認定400単位取得者 吉田

英語リーディング 1002212094 英語リーディング 宮原　一成 ﾐﾔﾊﾗ ｶｽﾞﾅﾘ 後期 月７・８ TOEIC認定400単位取得者 吉田

英語リーディング 1002212095 英語リーディング 高橋　俊章 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 後期 月７・８ TOEIC認定400単位取得者 吉田

英語リーディング 1002212096 英語リーディング 岡　紘一郎 ｵｶ ｺｳｲﾁﾛｳ 後期 月９・10 TOEIC認定400単位取得者 吉田

英語リーディング 1002212097 英語リーディング 赤羽　仁志 ｱｶﾊﾈ ﾋﾄｼ 後期 火５・６ TOEIC認定400単位取得者 吉田

英語リーディング 1002212098 英語リーディング 太田　聡 ｵｵﾀ ｻﾄｼ 後期 火５・６ TOEIC認定400単位取得者 吉田

英語リーディング 1002212099 英語リーディング 福屋　利信 ﾌｸﾔ ﾄｼﾉﾌﾞ 後期 火５・６ TOEIC認定400単位取得者 吉田

英語リーディング 1002212100 英語リーディング 矢野　紀子 ﾔﾉ ﾉﾘｺ 後期 火５・６ TOEIC認定400単位取得者 吉田

英語リーディング 1002212101 英語リーディング 大野　厚子 ｵｵﾉ ｱﾂｺ 後期 火７・８ TOEIC認定400単位取得者 吉田

英語リーディング 1002212102 英語リーディング HIGGINS MICHAEL LEO ﾋｷﾞﾝｽﾞ ﾏｲｹﾙ ﾚｵ 後期 火７・８ TOEIC認定400単位取得者 吉田

英語リーディング 1002212103 英語リーディング 松谷　緑 ﾏﾂﾀﾆ ﾐﾄﾞﾘ 後期 火７・８ TOEIC認定400単位取得者 吉田

英語リーディング 1002212104 英語リーディング 谷國　晶洋 ﾀﾆｸﾆ ｱｷﾋﾛ 後期 水３・４ TOEIC認定400単位取得者 吉田

英語リーディング 1002212105 英語リーディング 那須　朱実 ﾅｽ ｱｹﾐ 後期 水５・６ TOEIC認定400単位取得者 吉田

英語リーディング 1002212106 英語リーディング 岡　紘一郎 ｵｶ ｺｳｲﾁﾛｳ 後期 木７・８ TOEIC認定400単位取得者 吉田

英語リーディング 1002212107 英語リーディング 細木　孝雄 ﾎｿｷ ﾀｶｵ 後期 金１・２ TOEIC認定400単位取得者 吉田

英語ライティング 1001211195 英語ライティング EDWARDS NATHANIEL TYLER ｴﾄﾞﾜｰｽﾞ ﾅｻﾆｴﾙ ﾃｲﾗ 前期 月７・８ ２年 吉田

英語ライティング 1001211196 英語ライティング EDWARDS NATHANIEL TYLER ｴﾄﾞﾜｰｽﾞ ﾅｻﾆｴﾙ ﾃｲﾗ 前期 火３・４ ２年 吉田

英語ライティング 1001211197 英語ライティング 尊田　望 ｿﾝﾀﾞ ﾉｿﾞﾑ 前期 火５・６ ２年 吉田

英語ライティング 1001211198 英語ライティング 谷國　晶洋 ﾀﾆｸﾆ ｱｷﾋﾛ 前期 水５・６ ２年 吉田

英語ライティング 1001211199 英語ライティング 福屋　利信 ﾌｸﾔ ﾄｼﾉﾌﾞ 前期 木３・４ ２年 吉田

英語ライティング 1001211200 英語ライティング 細木　孝雄 ﾎｿｷ ﾀｶｵ 前期 金３・４ ２年 吉田

英語ライティング 1002212109 英語ライティング 倉増　泰弘 ｸﾗﾏｼ ﾔｽﾋﾛ 後期 月５・６ TOEIC認定400単位取得者 吉田

英語ライティング 1002212110 英語ライティング EDWARDS NATHANIEL TYLER ｴﾄﾞﾜｰｽﾞ ﾅｻﾆｴﾙ ﾃｲﾗ 後期 火３・４ TOEIC認定400単位取得者 吉田

英語ライティング 1002212111 英語ライティング 倉増　泰弘 ｸﾗﾏｼ ﾔｽﾋﾛ 後期 火９・10 TOEIC認定400単位取得者 吉田

英語ライティング 1002212112 英語ライティング 谷國　晶洋 ﾀﾆｸﾆ ｱｷﾋﾛ 後期 水５・６ TOEIC認定400単位取得者 吉田

英語ライティング 1002212113 英語ライティング 福屋　利信 ﾌｸﾔ ﾄｼﾉﾌﾞ 後期 木３・４ TOEIC認定400単位取得者 吉田

英語ライティング 1002212114 英語ライティング 細木　孝雄 ﾎｿｷ ﾀｶｵ 後期 金３・４ TOEIC認定400単位取得者 吉田

英語特別演習 1001211202 英語特別演習 高橋　博美 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾐ 前期 月７・８ ２年 吉田

英語特別演習 1001211203 英語特別演習 正宗　聡 ﾏｻﾑﾈ ｻﾄｼ 前期 水３・４ ２年 吉田

英語特別演習 1002212115 英語特別演習 尊田　望 ｿﾝﾀﾞ ﾉｿﾞﾑ 後期 月５・６ TOEIC認定400単位取得者 吉田

英語特別演習 1002212116 英語特別演習 福屋　利信 ﾌｸﾔ ﾄｼﾉﾌﾞ 後期 月７・８ TOEIC認定400単位取得者 吉田

英語特別演習 1002212117 英語特別演習 石井　由理 ｲｼｲ ﾕﾘ 後期 火３・４ TOEIC認定400単位取得者 吉田

英語特別演習 1002212118 英語特別演習 池園　宏 ｲｹｿﾞﾉ ﾋﾛｼ 後期 火５・６ TOEIC認定400単位取得者 吉田

英語特別演習 1002212119 英語特別演習 猫田　和明 ﾈｺﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ 後期 火７・８ TOEIC認定400単位取得者 吉田

英語特別演習 1002212120 英語特別演習 正宗　聡 ﾏｻﾑﾈ ｻﾄｼ 後期 水３・４ TOEIC認定400単位取得者 吉田

Comprehensive English 1001211205 Comprehensive English Fundamental HIGGINS MICHAEL LEO ﾋｷﾞﾝｽﾞ ﾏｲｹﾙ ﾚｵ 前期 火５・６ ２年 吉田

Comprehensive English 1001211206 Comprehensive English Fundamental GARDNER STEVEN T ｶﾞｰﾄﾞﾅｰ ｽﾁｰﾌﾞﾝ 前期 水５・６ ２年 吉田

Comprehensive English 1001211208 Comprehensive English Pre-Intermediate HIGGINS MICHAEL LEO ﾋｷﾞﾝｽﾞ ﾏｲｹﾙ ﾚｵ 前期 水３・４ ２年 吉田

Comprehensive English 1002212123 Comprehensive English Fundamental GARDNER STEVEN T ｶﾞｰﾄﾞﾅｰ ｽﾁｰﾌﾞﾝ 後期 月５・６ TOEIC認定400単位取得者 吉田

Comprehensive English 1002212124 Comprehensive English Fundamental GARDNER STEVEN T ｶﾞｰﾄﾞﾅｰ ｽﾁｰﾌﾞﾝ 後期 月７・８ TOEIC認定400単位取得者 吉田

Comprehensive English 1002212125 Comprehensive English Fundamental HIGGINS MICHAEL LEO ﾋｷﾞﾝｽﾞ ﾏｲｹﾙ ﾚｵ 後期 火５・６ TOEIC認定400単位取得者 吉田

Comprehensive English 1002212126 Comprehensive English Fundamental GARDNER STEVEN T ｶﾞｰﾄﾞﾅｰ ｽﾁｰﾌﾞﾝ 後期 水５・６ TOEIC認定400単位取得者 吉田

Comprehensive English 1002212127 Comprehensive English Fundamental 尊田　望 ｿﾝﾀﾞ ﾉｿﾞﾑ 後期 木１・２ TOEIC認定400単位取得者 吉田

Comprehensive English 1002212128 Comprehensive English Fundamental 尊田　望 ｿﾝﾀﾞ ﾉｿﾞﾑ 後期 木３・４ TOEIC認定400単位取得者 吉田

Comprehensive English 1002212130 Comprehensive English Pre-Intermediate HIGGINS MICHAEL LEO ﾋｷﾞﾝｽﾞ ﾏｲｹﾙ ﾚｵ 後期 水３・４ TOEIC認定400単位取得者 吉田

Comprehensive English 1002212131 Comprehensive English Pre-Intermediate GARDNER STEVEN T ｶﾞｰﾄﾞﾅｰ ｽﾁｰﾌﾞﾝ 後期 水７・８ TOEIC認定400単位取得者 吉田

海外英語研修 1001211209 海外英語研修事前指導 福屋　利信 ﾌｸﾔ ﾄｼﾉﾌﾞ 前期後半期 月９・10 全 吉田

海外英語研修 1002212133 海外英語研修事前指導 福屋　利信 ﾌｸﾔ ﾄｼﾉﾌﾞ 後期後半期 月９・10 全 吉田

旧カリキュラム 1001211220 実践総合英語 福屋　利信 ﾌｸﾔ ﾄｼﾉﾌﾞ 前期 木５・６ 平成15年度入学者 吉田

旧カリキュラム 1001211211 TOEIC指導 福屋　利信 ﾌｸﾔ ﾄｼﾉﾌﾞ 前期前半期 月３・４ 平成15～19年度入学者 吉田

旧カリキュラム 1001211212 TOEIC指導 福屋　利信 ﾌｸﾔ ﾄｼﾉﾌﾞ 前期後半期 月３・４ 平成15～19年度入学者 吉田

旧カリキュラム 1002212147 英語基礎文法 鴨川　啓信 ｶﾓｶﾞﾜ ﾋﾛﾉﾌﾞ 後期 火９・10 平成17～19年度入学者 吉田

旧カリキュラム 1002212149 実践総合英語 福屋　利信 ﾌｸﾔ ﾄｼﾉﾌﾞ 後期 木５・６ 平成15年度入学者 吉田



授業科目名 時間割コード 開設科目名 教員名 カナ氏名 開設期 曜日・時限 対象学生 ｷｬﾝﾊﾟｽ

旧カリキュラム 1002212151 Comprehensive English(By Native Speakers[1]) HIGGINS MICHAEL LEO ﾋｷﾞﾝｽﾞ ﾏｲｹﾙ ﾚｵ 後期 火３・４ 平成15年度入学者 吉田

旧カリキュラム 1002212135 TOEIC指導 福屋　利信 ﾌｸﾔ ﾄｼﾉﾌﾞ 後期前半期 月３・４ 平成15～19年度入学者 吉田

旧カリキュラム 1002212139 英語基礎〔１〕 鴨川　啓信 ｶﾓｶﾞﾜ ﾋﾛﾉﾌﾞ 後期前半期 火９・10 平成15年度入学者 吉田

旧カリキュラム 1002212143 英語基礎文法〔１〕 鴨川　啓信 ｶﾓｶﾞﾜ ﾋﾛﾉﾌﾞ 後期前半期 火９・10 平成16年度入学者 吉田

旧カリキュラム 1002212136 TOEIC指導 福屋　利信 ﾌｸﾔ ﾄｼﾉﾌﾞ 後期後半期 月３・４ 平成15～19年度入学者 吉田

旧カリキュラム 1002212141 英語基礎〔２〕 鴨川　啓信 ｶﾓｶﾞﾜ ﾋﾛﾉﾌﾞ 後期後半期 火９・10 平成15年度入学者 吉田

旧カリキュラム 1002212145 英語基礎文法〔２〕 鴨川　啓信 ｶﾓｶﾞﾜ ﾋﾛﾉﾌﾞ 後期後半期 火９・10 平成16年度入学者 吉田

初習外国語初歩 1001231226 ドイツ語初歩 坂本　貴志 ｻｶﾓﾄ ﾀｶｼ 前期 木７・８ 教(一部除く)･理･医･工 吉田

初習外国語初歩 1001231227 ドイツ語初歩 DOBRA FELICITAS VIKTORIA URSULA ﾄﾞｰﾌﾞﾗ ﾌｴﾘﾂｲﾀｽ ｳﾞｲｸﾄﾘｱ ｳﾙｽﾗ 前期 金１・２ 教(一部除く)･理･医･工 吉田

初習外国語初歩 1001231228 ドイツ語初歩 下嵜　正利 ｼﾓｻﾞｷ ﾏｻﾄｼ 前期 金１・２ 教(一部除く)･理･医･工 吉田

初習外国語初歩 1001231229 ドイツ語初歩 HINTEREDER EMDE FRANZ ﾋﾝﾀｰｴｰﾀﾞｰ ｴﾑﾃﾞ ﾌﾗﾝﾂ 前期 金３・４ 教(一部除く)･理･医･工 吉田

初習外国語初歩 1001231231 フランス語初歩 井上　三朗 ｲﾉｳｴ ｻﾌﾞﾛｳ 前期 月９・10 教(一部除く)･理･医･工 吉田

初習外国語初歩 1001231232 中国語初歩 齊藤　匡史 ｻｲﾄｳ ﾀﾀﾞｼ 前期 火５・６ 教(一部除く)･理･医･工 吉田

初習外国語初歩 1001231233 中国語初歩 苞山　武義 ﾎｳﾔﾏ ﾀｹﾖｼ 前期 金９・10 教(一部除く)･理･医･工 吉田

初習外国語初歩 1001231234 ハングル初歩 和田　学 ﾜﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 前期 水１・２ 教(一部除く)･理･医･工 吉田

初習外国語初歩 1002232155 ドイツ語初歩 DOBRA FELICITAS VIKTORIA URSULA ﾄﾞｰﾌﾞﾗ ﾌｴﾘﾂｲﾀｽ ｳﾞｲｸﾄﾘｱ ｳﾙｽﾗ 後期 金１・２ 教(一部除く)･理･医･工 吉田

初習外国語初歩 1002232156 ドイツ語初歩 坂本　貴志 ｻｶﾓﾄ ﾀｶｼ 後期 金３・４ 教(一部除く)･理･医･工 吉田

初習外国語初歩 1002232157 中国語初歩 苞山　武義 ﾎｳﾔﾏ ﾀｹﾖｼ 後期 金９・10 教(一部除く)･理･医･工 吉田

初習外国語入門１ 1001231235 ドイツ語入門１ 時田　郁子 ﾄｷﾀ ﾕｳｺ 前期 月１・２ 人･教(総文(国際)除く)･理･医･工･農 吉田

初習外国語入門１ 1001231236 ドイツ語入門１ 時田　郁子 ﾄｷﾀ ﾕｳｺ 前期 月３・４ 人･教(総文(国際)除く)･理･医･工･農 吉田

初習外国語入門１ 1001231237 ドイツ語入門１ 重竹　芳江 ｼｹﾞﾀｹ ﾖｼｴ 前期 月５・６ 人･教(総文(国際)除く)･理･医･工･農 吉田

初習外国語入門１ 1001231238 ドイツ語入門１ 重竹　芳江 ｼｹﾞﾀｹ ﾖｼｴ 前期 月７・８ 人･教(総文(国際)除く)･理･医･工･農 吉田

初習外国語入門１ 1001231239 ドイツ語入門１ 小粥　良 ｺｶﾞｲ ﾘﾖｳ 前期 火５・６ 人･教(総文(国際)除く)･理･医･工･農 吉田

初習外国語入門１ 1001231240 ドイツ語入門１ DOBRA FELICITAS VIKTORIA URSULA ﾄﾞｰﾌﾞﾗ ﾌｴﾘﾂｲﾀｽ ｳﾞｲｸﾄﾘｱ ｳﾙｽﾗ 前期 火７・８ 人･教(総文(国際)除く)･理･医･工･農 吉田

初習外国語入門１ 1001231241 ドイツ語入門１ 野口　達人 ﾉｸﾞﾁ ﾀﾂﾋﾄ 前期 水５・６ 人･教(総文(国際)除く)･理･医･工･農 吉田

初習外国語入門１ 1001231242 ドイツ語入門１ 野口　達人 ﾉｸﾞﾁ ﾀﾂﾋﾄ 前期 水７・８ 人･教(総文(国際)除く)･理･医･工･農 吉田

初習外国語入門１ 1001231243 ドイツ語入門１ DOBRA FELICITAS VIKTORIA URSULA ﾄﾞｰﾌﾞﾗ ﾌｴﾘﾂｲﾀｽ ｳﾞｲｸﾄﾘｱ ｳﾙｽﾗ 前期 金３・４ 人･教(総文(国際)除く)･理･医･工･農 吉田

初習外国語入門１ 1001231245 フランス語入門１ EMDE ANGELIKA ｴﾑﾃﾞ ｱﾝｹﾞﾘｶ 前期 火１・２ 人･教(総文(国際)除く)･理･医･工･農 吉田

初習外国語入門１ 1001231246 フランス語入門１ 武本　雅嗣 ﾀｹﾓﾄ ﾏｻｼ 前期 木５・６ 人･教(総文(国際)除く)･理･医･工･農 吉田

初習外国語入門１ 1001231247 中国語入門１ 李　海英 ﾘ ｶｲｴｲ 前期 月７・８ 人･教(総文(国際)除く)･理･医･工･農 吉田

初習外国語入門１ 1001231248 中国語入門１ 梁　蕾 ﾘｮｳ ﾗｲ 前期 火３・４ 人･教(総文(国際)除く)･理･医･工･農 吉田

初習外国語入門１ 1001231249 中国語入門１ 梁　蕾 ﾘｮｳ ﾗｲ 前期 火５・６ 人･教(総文(国際)除く)･理･医･工･農 吉田

初習外国語入門１ 1001231250 中国語入門１ 宇　芳 ｳ ﾌｧﾝ 前期 水５・６ 人･教(総文(国際)除く)･理･医･工･農 吉田

初習外国語入門１ 1001231251 中国語入門１ 張　玲 ﾁｮｳ ﾚｲ 前期 水５・６ 人･教(総文(国際)除く)･理･医･工･農 吉田

初習外国語入門１ 1001231252 中国語入門１ 宇　芳 ｳ ﾌｧﾝ 前期 水７・８ 人･教(総文(国際)除く)･理･医･工･農 吉田

初習外国語入門１ 1001231253 中国語入門１ 永富　健史 ﾅｶﾞﾄﾐ ｹﾝｼ 前期 水９・10 人･教(総文(国際)除く)･理･医･工･農 吉田

初習外国語入門１ 1001231254 中国語入門１ 杉本　知栄子 ｽｷﾞﾓﾄ ﾁｴｺ 前期 木７・８ 人･教(総文(国際)除く)･理･医･工･農 吉田

初習外国語入門１ 1001231256 中国語入門１ 呉　菲 ｳｰ ﾌｪｲ 前期 金５・６ 人･教(総文(国際)除く)･理･医･工･農 吉田

初習外国語入門１ 1001231257 中国語入門１ 苞山　武義 ﾎｳﾔﾏ ﾀｹﾖｼ 前期 金５・６ 人･教(総文(国際)除く)･理･医･工･農 吉田

初習外国語入門１ 1001231255 中国語入門１ 申荷麗 ｼﾝ ｶﾚｲ 前期 金７・８ 人･教(総文(国際)除く)･理･医･工･農 吉田

初習外国語入門１ 1001231258 中国語入門１ 張　玲 ﾁｮｳ ﾚｲ 前期 金９・10 人･教(総文(国際)除く)･理･医･工･農 吉田

初習外国語入門１ 1001231259 中国語入門１ 李　海英 ﾘ ｶｲｴｲ 前期 金９・10 人･教(総文(国際)除く)･理･医･工･農 吉田

初習外国語入門１ 1001231262 ハングル入門１ 和田　学 ﾜﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 前期 火１・２ 人･教(総文(国際)除く)･理･医･工･農 吉田

初習外国語入門１ 1001231263 ハングル入門１ 桂　文姫 ｹ ﾑﾝﾋ 前期 水７・８ 人･教(総文(国際)除く)･理･医･工･農 吉田

初習外国語入門２ 1002232158 ドイツ語入門２ 時田　郁子 ﾄｷﾀ ﾕｳｺ 後期 月１・２ 人･教(総文(国際)除く)･理･医･工･農 吉田

初習外国語入門２ 1002232159 ドイツ語入門２ 時田　郁子 ﾄｷﾀ ﾕｳｺ 後期 月３・４ 人･教(総文(国際)除く)･理･医･工･農 吉田

初習外国語入門２ 1002232160 ドイツ語入門２ 重竹　芳江 ｼｹﾞﾀｹ ﾖｼｴ 後期 月５・６ 人･教(総文(国際)除く)･理･医･工･農 吉田

初習外国語入門２ 1002232161 ドイツ語入門２ 重竹　芳江 ｼｹﾞﾀｹ ﾖｼｴ 後期 月７・８ 人･教(総文(国際)除く)･理･医･工･農 吉田

初習外国語入門２ 1002232162 ドイツ語入門２ 小粥　良 ｺｶﾞｲ ﾘﾖｳ 後期 火５・６ 人･教(総文(国際)除く)･理･医･工･農 吉田

初習外国語入門２ 1002232163 ドイツ語入門２ DOBRA FELICITAS VIKTORIA URSULA ﾄﾞｰﾌﾞﾗ ﾌｴﾘﾂｲﾀｽ ｳﾞｲｸﾄﾘｱ ｳﾙｽﾗ 後期 火７・８ 人･教(総文(国際)除く)･理･医･工･農 吉田

初習外国語入門２ 1002232164 ドイツ語入門２ 野口　達人 ﾉｸﾞﾁ ﾀﾂﾋﾄ 後期 水５・６ 人･教(総文(国際)除く)･理･医･工･農 吉田

初習外国語入門２ 1002232165 ドイツ語入門２ 野口　達人 ﾉｸﾞﾁ ﾀﾂﾋﾄ 後期 水７・８ 人･教(総文(国際)除く)･理･医･工･農 吉田

初習外国語入門２ 1002232166 ドイツ語入門２ DOBRA FELICITAS VIKTORIA URSULA ﾄﾞｰﾌﾞﾗ ﾌｴﾘﾂｲﾀｽ ｳﾞｲｸﾄﾘｱ ｳﾙｽﾗ 後期 金３・４ 人･教(総文(国際)除く)･理･医･工･農 吉田

初習外国語入門２ 1002232168 フランス語入門２ EMDE ANGELIKA ｴﾑﾃﾞ ｱﾝｹﾞﾘｶ 後期 火１・２ 人･教(総文(国際)除く)･理･医･工･農 吉田

初習外国語入門２ 1002232169 フランス語入門２ 武本　雅嗣 ﾀｹﾓﾄ ﾏｻｼ 後期 木５・６ 人･教(総文(国際)除く)･理･医･工･農 吉田

初習外国語入門２ 1002232170 中国語入門２ 李　海英 ﾘ ｶｲｴｲ 後期 月７・８ 人･教(総文(国際)除く)･理･医･工･農 吉田

初習外国語入門２ 1002232171 中国語入門２ 梁　蕾 ﾘｮｳ ﾗｲ 後期 火３・４ 人･教(総文(国際)除く)･理･医･工･農 吉田

初習外国語入門２ 1002232172 中国語入門２ 梁　蕾 ﾘｮｳ ﾗｲ 後期 火５・６ 人･教(総文(国際)除く)･理･医･工･農 吉田

初習外国語入門２ 1002232173 中国語入門２ 宇　芳 ｳ ﾌｧﾝ 後期 水５・６ 人･教(総文(国際)除く)･理･医･工･農 吉田

初習外国語入門２ 1002232174 中国語入門２ 張　玲 ﾁｮｳ ﾚｲ 後期 水５・６ 人･教(総文(国際)除く)･理･医･工･農 吉田

初習外国語入門２ 1002232175 中国語入門２ 宇　芳 ｳ ﾌｧﾝ 後期 水７・８ 人･教(総文(国際)除く)･理･医･工･農 吉田

初習外国語入門２ 1002232176 中国語入門２ 永富　健史 ﾅｶﾞﾄﾐ ｹﾝｼ 後期 水９・10 人･教(総文(国際)除く)･理･医･工･農 吉田

初習外国語入門２ 1002232177 中国語入門２ 杉本　知栄子 ｽｷﾞﾓﾄ ﾁｴｺ 後期 木７・８ 人･教(総文(国際)除く)･理･医･工･農 吉田

初習外国語入門２ 1002232179 中国語入門２ 呉　菲 ｳｰ ﾌｪｲ 後期 金５・６ 人･教(総文(国際)除く)･理･医･工･農 吉田

初習外国語入門２ 1002232180 中国語入門２ 苞山　武義 ﾎｳﾔﾏ ﾀｹﾖｼ 後期 金５・６ 人･教(総文(国際)除く)･理･医･工･農 吉田

初習外国語入門２ 1002232178 中国語入門２ 申荷麗 ｼﾝ ｶﾚｲ 後期 金７・８ 人･教(総文(国際)除く)･理･医･工･農 吉田

初習外国語入門２ 1002232181 中国語入門２ 張　玲 ﾁｮｳ ﾚｲ 後期 金９・10 人･教(総文(国際)除く)･理･医･工･農 吉田

初習外国語入門２ 1002232182 中国語入門２ 李　海英 ﾘ ｶｲｴｲ 後期 金９・10 人･教(総文(国際)除く)･理･医･工･農 吉田

初習外国語入門2 1002232185 ハングル入門２ 和田　学 ﾜﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 後期 火１・２ 人･教(総文(国際)除く)･理･医･工･農 吉田
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初習外国語入門2 1002232186 ハングル入門２ 桂　文姫 ｹ ﾑﾝﾋ 後期 水７・８ 人･教(総文(国際)除く)･理･医･工･農 吉田

初習外国語初級１Ａ 1001231264 ドイツ語初級１Ａ 下嵜　正利 ｼﾓｻﾞｷ ﾏｻﾄｼ 前期 月５・６ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級１Ａ 1001231265 ドイツ語初級１Ａ 本田　義昭 ﾎﾝﾀﾞ ﾖｼｱｷ 前期 月７・８ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級１Ａ 1001231266 ドイツ語初級１Ａ 本田　義昭 ﾎﾝﾀﾞ ﾖｼｱｷ 前期 火１・２ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級１Ａ 1001231267 ドイツ語初級１Ａ 小粥　良 ｺｶﾞｲ ﾘﾖｳ 前期 火９・10 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級１Ａ 1001231268 ドイツ語初級１Ａ 坂本　貴志 ｻｶﾓﾄ ﾀｶｼ 前期 木５・６ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級１Ｂ 1001231269 ドイツ語初級１Ｂ DOBRA FELICITAS VIKTORIA URSULA ﾄﾞｰﾌﾞﾗ ﾌｴﾘﾂｲﾀｽ ｳﾞｲｸﾄﾘｱ ｳﾙｽﾗ 前期 火３・４ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級１Ｂ 1001231270 ドイツ語初級１Ｂ DOBRA FELICITAS VIKTORIA URSULA ﾄﾞｰﾌﾞﾗ ﾌｴﾘﾂｲﾀｽ ｳﾞｲｸﾄﾘｱ ｳﾙｽﾗ 前期 木１・２ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級１Ｂ 1001231271 ドイツ語初級１Ｂ HINTEREDER EMDE FRANZ ﾋﾝﾀｰｴｰﾀﾞｰ ｴﾑﾃﾞ ﾌﾗﾝﾂ 前期 木３・４ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級１Ｂ 1001231272 ドイツ語初級１Ｂ WATANABE BERGER ANGELIKA ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾍﾞｱｶﾞｰ ｱﾝｹﾞﾘｶ 前期 金１・２ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級１Ｂ 1001231273 ドイツ語初級１Ｂ WATANABE BERGER ANGELIKA ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾍﾞｱｶﾞｰ ｱﾝｹﾞﾘｶ 前期 金３・４ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級１Ａ 1001231274 フランス語初級１Ａ 武本　雅嗣 ﾀｹﾓﾄ ﾏｻｼ 前期 月５・６ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級１Ａ 1001231275 フランス語初級１Ａ 井上　三朗 ｲﾉｳｴ ｻﾌﾞﾛｳ 前期 火１・２ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級１Ｂ 1001231276 フランス語初級１Ｂ Beausir　Jean　Claude ﾎﾞｼｨｰﾙ ｼﾞｬﾝ ｸﾛｰﾄﾞ 前期 木５・６ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級１Ｂ 1001231277 フランス語初級１Ｂ Beausir　Jean　Claude ﾎﾞｼｨｰﾙ ｼﾞｬﾝ ｸﾛｰﾄﾞ 前期 木７・８ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級１Ａ 1001231278 中国語初級１Ａ 齊藤　匡史 ｻｲﾄｳ ﾀﾀﾞｼ 前期 月７・８ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級１Ａ 1001231279 中国語初級１Ａ 富平　美波 ﾄﾐﾋﾗ ﾐﾜ 前期 月９・10 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級１Ａ 1001231280 中国語初級１Ａ 更科　慎一 ｻﾗｼﾅ ｼﾝｲﾁ 前期 火９・10 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級１Ａ 1001231281 中国語初級１Ａ 一木　達彦 ｲﾁｷ ﾀﾂﾋｺ 前期 水３・４ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級１Ａ 1001231282 中国語初級１Ａ 一木　達彦 ｲﾁｷ ﾀﾂﾋｺ 前期 水５・６ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級１Ａ 1001231283 中国語初級１Ａ 一木　達彦 ｲﾁｷ ﾀﾂﾋｺ 前期 水７・８ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級１Ａ 1001231284 中国語初級１Ａ 永富　健史 ﾅｶﾞﾄﾐ ｹﾝｼ 前期 水７・８ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級１Ａ 1001231285 中国語初級１Ａ 一木　達彦 ｲﾁｷ ﾀﾂﾋｺ 前期 水９・10 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級１Ａ 1001231286 中国語初級１Ａ 杉本　知栄子 ｽｷﾞﾓﾄ ﾁｴｺ 前期 木３・４ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級１Ａ 1001231288 中国語初級１Ａ 杉本　知栄子 ｽｷﾞﾓﾄ ﾁｴｺ 前期 木５・６ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級１Ａ 1001231289 中国語初級１Ａ 更科　慎一 ｻﾗｼﾅ ｼﾝｲﾁ 前期 木７・８ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級１Ａ 1001231291 中国語初級１Ａ 苞山　武義 ﾎｳﾔﾏ ﾀｹﾖｼ 前期 金３・４ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級１Ａ 1001231287 中国語初級１Ａ 申荷麗 ｼﾝ ｶﾚｲ 前期 金５・６ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級１Ａ 1001231292 中国語初級１Ａ 苞山　武義 ﾎｳﾔﾏ ﾀｹﾖｼ 前期 金７・８ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級１Ａ 1001231290 中国語初級１Ａ 申荷麗 ｼﾝ ｶﾚｲ 前期 金９・10 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級１Ｂ 1001231294 中国語初級１Ｂ 田　梅 ﾃﾞﾝ ﾊﾞｲ 前期 月３・４ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級１Ｂ 1001231295 中国語初級１Ｂ 何　暁毅 ｶ ｷﾞﾖｳｷ 前期 月５・６ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級１Ｂ 1001231296 中国語初級１Ｂ 李　海英 ﾘ ｶｲｴｲ 前期 月５・６ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級１Ｂ 1001231297 中国語初級１Ｂ 田　梅 ﾃﾞﾝ ﾊﾞｲ 前期 火３・４ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級１Ｂ 1001231298 中国語初級１Ｂ 呉　靱 ｺﾞ ｼﾞﾝ 前期 水３・４ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級１Ｂ 1001231299 中国語初級１Ｂ 袁　麗暉 ｴﾝ ﾚｲｷ 前期 水３・４ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級１Ｂ 1001231300 中国語初級１Ｂ 呉　靱 ｺﾞ ｼﾞﾝ 前期 水５・６ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級１Ｂ 1001231301 中国語初級１Ｂ 田　梅 ﾃﾞﾝ ﾊﾞｲ 前期 水５・６ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級１Ｂ 1001231302 中国語初級１Ｂ 張　玲 ﾁｮｳ ﾚｲ 前期 水７・８ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級１Ｂ 1001231303 中国語初級１Ｂ 田　梅 ﾃﾞﾝ ﾊﾞｲ 前期 水７・８ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級１Ｂ 1001231304 中国語初級１Ｂ 張　玲 ﾁｮｳ ﾚｲ 前期 水９・10 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級１Ｂ 1001231305 中国語初級１Ｂ 梁　蕾 ﾘｮｳ ﾗｲ 前期 木３・４ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級１Ｂ 1001231306 中国語初級１Ｂ 梁　蕾 ﾘｮｳ ﾗｲ 前期 木５・６ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級１Ｂ 1001231307 中国語初級１Ｂ 呉　靱 ｺﾞ ｼﾞﾝ 前期 金３・４ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級１Ｂ 1001231308 中国語初級１Ｂ 呉　菲 ｳｰ ﾌｪｲ 前期 金７・８ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級１Ｂ 1001231309 中国語初級１Ｂ 張　玲 ﾁｮｳ ﾚｲ 前期 金７・８ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級１Ｂ 1001231310 中国語初級１Ｂ 李　海英 ﾘ ｶｲｴｲ 前期 金７・８ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級１Ａ 1001231311 ハングル初級１Ａ 山田　寛人 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾝﾄ 前期 月３・４ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級１Ａ 1001231312 ハングル初級１Ａ 山田　寛人 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾝﾄ 前期 月５・６ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級１Ａ 1001231313 ハングル初級１Ａ 桂　文姫 ｹ ﾑﾝﾋ 前期 水５・６ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級１Ｂ 1001231314 ハングル初級１Ｂ 桂　文姫 ｹ ﾑﾝﾋ 前期 木５・６ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級１Ｂ 1001231315 ハングル初級１Ｂ 山田　寛人 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾝﾄ 前期 金３・４ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級１Ｂ 1001231316 ハングル初級１Ｂ 山田　寛人 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾝﾄ 前期 金５・６ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級２Ａ 1002232188 ドイツ語初級２Ａ 下嵜　正利 ｼﾓｻﾞｷ ﾏｻﾄｼ 後期 月５・６ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級２Ａ 1002232189 ドイツ語初級２Ａ 本田　義昭 ﾎﾝﾀﾞ ﾖｼｱｷ 後期 月７・８ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級２Ａ 1002232190 ドイツ語初級２Ａ 本田　義昭 ﾎﾝﾀﾞ ﾖｼｱｷ 後期 火１・２ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級２Ａ 1002232191 ドイツ語初級２Ａ 小粥　良 ｺｶﾞｲ ﾘﾖｳ 後期 火９・10 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級２Ａ 1002232192 ドイツ語初級２Ａ 坂本　貴志 ｻｶﾓﾄ ﾀｶｼ 後期 木５・６ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級２Ｂ 1002232193 ドイツ語初級２Ｂ DOBRA FELICITAS VIKTORIA URSULA ﾄﾞｰﾌﾞﾗ ﾌｴﾘﾂｲﾀｽ ｳﾞｲｸﾄﾘｱ ｳﾙｽﾗ 後期 火３・４ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級２Ｂ 1002232194 ドイツ語初級２Ｂ DOBRA FELICITAS VIKTORIA URSULA ﾄﾞｰﾌﾞﾗ ﾌｴﾘﾂｲﾀｽ ｳﾞｲｸﾄﾘｱ ｳﾙｽﾗ 後期 木１・２ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級２Ｂ 1002232195 ドイツ語初級２Ｂ HINTEREDER EMDE FRANZ ﾋﾝﾀｰｴｰﾀﾞｰ ｴﾑﾃﾞ ﾌﾗﾝﾂ 後期 木３・４ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級２Ｂ 1002232196 ドイツ語初級２Ｂ WATANABE BERGER ANGELIKA ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾍﾞｱｶﾞｰ ｱﾝｹﾞﾘｶ 後期 金１・２ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級２Ｂ 1002232197 ドイツ語初級２Ｂ WATANABE BERGER ANGELIKA ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾍﾞｱｶﾞｰ ｱﾝｹﾞﾘｶ 後期 金３・４ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級２Ａ 1002232198 フランス語初級２Ａ 武本　雅嗣 ﾀｹﾓﾄ ﾏｻｼ 後期 月５・６ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級２Ａ 1002232199 フランス語初級２Ａ 井上　三朗 ｲﾉｳｴ ｻﾌﾞﾛｳ 後期 火１・２ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級２Ｂ 1002232200 フランス語初級２Ｂ Beausir　Jean　Claude ﾎﾞｼｨｰﾙ ｼﾞｬﾝ ｸﾛｰﾄﾞ 後期 木５・６ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級２Ｂ 1002232201 フランス語初級２Ｂ Beausir　Jean　Claude ﾎﾞｼｨｰﾙ ｼﾞｬﾝ ｸﾛｰﾄﾞ 後期 木７・８ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級２Ａ 1002232202 中国語初級２Ａ 齊藤　匡史 ｻｲﾄｳ ﾀﾀﾞｼ 後期 月７・８ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級２Ａ 1002232203 中国語初級２Ａ 富平　美波 ﾄﾐﾋﾗ ﾐﾜ 後期 月９・10 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田
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初習外国語初級２Ａ 1002232204 中国語初級２Ａ 更科　慎一 ｻﾗｼﾅ ｼﾝｲﾁ 後期 火９・10 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級２Ａ 1002232205 中国語初級２Ａ 一木　達彦 ｲﾁｷ ﾀﾂﾋｺ 後期 水３・４ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級２Ａ 1002232206 中国語初級２Ａ 一木　達彦 ｲﾁｷ ﾀﾂﾋｺ 後期 水５・６ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級２Ａ 1002232207 中国語初級２Ａ 一木　達彦 ｲﾁｷ ﾀﾂﾋｺ 後期 水７・８ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級２Ａ 1002232208 中国語初級２Ａ 永富　健史 ﾅｶﾞﾄﾐ ｹﾝｼ 後期 水７・８ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級２Ａ 1002232209 中国語初級２Ａ 一木　達彦 ｲﾁｷ ﾀﾂﾋｺ 後期 水９・10 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級２Ａ 1002232210 中国語初級２Ａ 杉本　知栄子 ｽｷﾞﾓﾄ ﾁｴｺ 後期 木３・４ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級２Ａ 1002232212 中国語初級２Ａ 杉本　知栄子 ｽｷﾞﾓﾄ ﾁｴｺ 後期 木５・６ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級２Ａ 1002232213 中国語初級２Ａ 更科　慎一 ｻﾗｼﾅ ｼﾝｲﾁ 後期 木７・８ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級２Ａ 1002232215 中国語初級２Ａ 苞山　武義 ﾎｳﾔﾏ ﾀｹﾖｼ 後期 金３・４ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級２Ａ 1002232211 中国語初級２Ａ 申荷麗 ｼﾝ ｶﾚｲ 後期 金５・６ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級２Ａ 1002232216 中国語初級２Ａ 苞山　武義 ﾎｳﾔﾏ ﾀｹﾖｼ 後期 金７・８ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級２Ａ 1002232214 中国語初級２Ａ 申荷麗 ｼﾝ ｶﾚｲ 後期 金９・10 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級２Ｂ 1002232217 中国語初級２Ｂ 田　梅 ﾃﾞﾝ ﾊﾞｲ 後期 月３・４ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級２Ｂ 1002232218 中国語初級２Ｂ 何　暁毅 ｶ ｷﾞﾖｳｷ 後期 月５・６ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級２Ｂ 1002232219 中国語初級２Ｂ 李　海英 ﾘ ｶｲｴｲ 後期 月５・６ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級２Ｂ 1002232220 中国語初級２Ｂ 田　梅 ﾃﾞﾝ ﾊﾞｲ 後期 火３・４ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級２Ｂ 1002232221 中国語初級２Ｂ 呉　靱 ｺﾞ ｼﾞﾝ 後期 水３・４ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級２Ｂ 1002232222 中国語初級２Ｂ 袁　麗暉 ｴﾝ ﾚｲｷ 後期 水３・４ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級２Ｂ 1002232223 中国語初級２Ｂ 呉　靱 ｺﾞ ｼﾞﾝ 後期 水５・６ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級２Ｂ 1002232224 中国語初級２Ｂ 田　梅 ﾃﾞﾝ ﾊﾞｲ 後期 水５・６ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級２Ｂ 1002232225 中国語初級２Ｂ 張　玲 ﾁｮｳ ﾚｲ 後期 水７・８ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級２Ｂ 1002232226 中国語初級２Ｂ 田　梅 ﾃﾞﾝ ﾊﾞｲ 後期 水７・８ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級２Ｂ 1002232227 中国語初級２Ｂ 張　玲 ﾁｮｳ ﾚｲ 後期 水９・10 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級２Ｂ 1002232228 中国語初級２Ｂ 梁　蕾 ﾘｮｳ ﾗｲ 後期 木３・４ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級２Ｂ 1002232229 中国語初級２Ｂ 梁　蕾 ﾘｮｳ ﾗｲ 後期 木５・６ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級２Ｂ 1002232230 中国語初級２Ｂ 呉　靱 ｺﾞ ｼﾞﾝ 後期 金３・４ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級２Ｂ 1002232231 中国語初級２Ｂ 呉　菲 ｳｰ ﾌｪｲ 後期 金７・８ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級２Ｂ 1002232232 中国語初級２Ｂ 張　玲 ﾁｮｳ ﾚｲ 後期 金７・８ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級２Ｂ 1002232233 中国語初級２Ｂ 李　海英 ﾘ ｶｲｴｲ 後期 金７・８ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級２Ａ 1002232234 ハングル初級２Ａ 山田　寛人 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾝﾄ 後期 月３・４ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級２Ａ 1002232235 ハングル初級２Ａ 山田　寛人 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾝﾄ 後期 月５・６ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級２Ａ 1002232236 ハングル初級２Ａ 桂　文姫 ｹ ﾑﾝﾋ 後期 水５・６ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級２Ｂ 1002232237 ハングル初級２Ｂ 桂　文姫 ｹ ﾑﾝﾋ 後期 木５・６ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級２Ｂ 1002232238 ハングル初級２Ｂ 山田　寛人 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾝﾄ 後期 金３・４ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語初級２Ｂ 1002232239 ハングル初級２Ｂ 山田　寛人 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾝﾄ 後期 金５・６ 人･教(一部除く)･経･理(数理)･工 吉田

初習外国語会話１ 1001231317 ドイツ語会話１ DOBRA FELICITAS VIKTORIA URSULA ﾄﾞｰﾌﾞﾗ ﾌｴﾘﾂｲﾀｽ ｳﾞｲｸﾄﾘｱ ｳﾙｽﾗ 前期 水５・６ 人･教(一部除く)･経･工 吉田

初習外国語会話１ 1001231318 フランス語会話１ EMDE ANGELIKA ｴﾑﾃﾞ ｱﾝｹﾞﾘｶ 前期 火３・４ 人･教(一部除く)･経･工 吉田

初習外国語会話１ 1001231319 中国語会話１ 宇　芳 ｳ ﾌｧﾝ 前期 水９・10 人･教(一部除く)･経･工 吉田

初習外国語会話１ 1001231320 ハングル会話１ 和田　学 ﾜﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 前期 火３・４ 人･教(一部除く)･経･工 吉田

初習外国語会話２ 1002232240 ドイツ語会話２ DOBRA FELICITAS VIKTORIA URSULA ﾄﾞｰﾌﾞﾗ ﾌｴﾘﾂｲﾀｽ ｳﾞｲｸﾄﾘｱ ｳﾙｽﾗ 後期 水５・６ 人･教(一部除く)･経･工 吉田

初習外国語会話２ 1002232241 フランス語会話２ EMDE ANGELIKA ｴﾑﾃﾞ ｱﾝｹﾞﾘｶ 後期 火３・４ 人･教(一部除く)･経･工 吉田

初習外国語会話２ 1002232242 中国語会話２ 宇　芳 ｳ ﾌｧﾝ 後期 水９・10 人･教(一部除く)･経･工 吉田

初習外国語会話２ 1002232243 ハングル会話２ 和田　学 ﾜﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 後期 火３・４ 人･教(一部除く)･経･工 吉田

海外初習外国語研修 1001231321 海外中国語研修 田　梅 ﾃﾞﾝ ﾊﾞｲ 前期 人･教･経･理(数理)･医(看護･検査)･工･農(生機) 吉田

海外初習外国語研修 1002232244 海外ハングル研修 和田　学 ﾜﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 後期後半期 水３・４ 人･教･経･理(数理)･医(看護･検査)･工･農(生機) 吉田

旧カリキュラム 1001231322 ハングル中級１ 和田　学 ﾜﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 前期 木７・８ ３年(人･教) 吉田

旧カリキュラム 1002232245 ハングル中級２ 和田　学 ﾜﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 後期 木７・８ ３年(人･教) 吉田

日本語 1001241601 日本語ⅠＡ 赤木　彌生 ｱｶｷﾞ ﾔﾖｲ 前期 月１・２ 外国人留学生 吉田

日本語 1001241606 日本語ⅠＡ 赤木　彌生 ｱｶｷﾞ ﾔﾖｲ 前期 月３・４ 外国人留学生 吉田

日本語 1001241602 日本語ⅠＡ 赤木　彌生 ｱｶｷﾞ ﾔﾖｲ 前期 火１・２ 外国人留学生 吉田

日本語 1001241607 日本語ⅠＡ 赤木　彌生 ｱｶｷﾞ ﾔﾖｲ 前期 火３・４ 外国人留学生 吉田

日本語 1001241603 日本語ⅠＡ 前期 水１・２ 外国人留学生 吉田

日本語 1001241608 日本語ⅠＡ 前期 水３・４ 外国人留学生 吉田

日本語 1001241604 日本語ⅠＡ 中溝　朋子 ﾅｶﾐｿﾞ ﾄﾓｺ 前期 木１・２ 外国人留学生 吉田

日本語 1001241609 日本語ⅠＡ 中溝　朋子 ﾅｶﾐｿﾞ ﾄﾓｺ 前期 木３・４ 外国人留学生 吉田

日本語 1001241605 日本語ⅠＡ 前期 金１・２ 外国人留学生 吉田

日本語 1001241610 日本語ⅠＡ 前期 金３・４ 外国人留学生 吉田

日本語 1001241611 日本語ⅡＡ 前期 月５・６ 外国人留学生 吉田

日本語 1001241612 日本語ⅡＡ 河野　笙子 ｶﾜﾉ ｼﾖｳｺ 前期 火３・４ 外国人留学生 吉田

日本語 1001241613 日本語ⅡＡ 河野　笙子 ｶﾜﾉ ｼﾖｳｺ 前期 木３・４ 外国人留学生 吉田

日本語 1001241614 日本語ⅢＡ 杉原　道子 ｽｷﾞﾊﾗ ﾐﾁｺ 前期 火５・６ 外国人留学生 吉田

日本語 1001241615 日本語ⅢＡ 赤木　彌生 ｱｶｷﾞ ﾔﾖｲ 前期 水５・６ 外国人留学生 吉田

日本語 1001241616 日本語ⅢＡ 中溝　朋子 ﾅｶﾐｿﾞ ﾄﾓｺ 前期 木７・８ 外国人留学生 吉田

日本語 1001241617 日本語ⅣＡ 杉原　道子 ｽｷﾞﾊﾗ ﾐﾁｺ 前期 火３・４ 外国人留学生 吉田

日本語 1001241618 日本語ⅣＡ 赤木　彌生 ｱｶｷﾞ ﾔﾖｲ 前期 水７・８ 外国人留学生 吉田

日本語 1001241619 日本語ⅤＡ 前期 月３・４ 外国人留学生 吉田

日本語 1001241620 日本語ⅤＡ 河野　笙子 ｶﾜﾉ ｼﾖｳｺ 前期 火９・10 外国人留学生 吉田

日本語 1001241621 日本語ⅤＡ 林　伸一 ﾊﾔｼ ｼﾝｲﾁ 前期 木１・２ 外国人留学生 吉田
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日本語 1002242601 日本語ⅠＢ 赤木　彌生 ｱｶｷﾞ ﾔﾖｲ 後期 月１・２ 外国人留学生 吉田

日本語 1002242606 日本語ⅠＢ 赤木　彌生 ｱｶｷﾞ ﾔﾖｲ 後期 月３・４ 外国人留学生 吉田

日本語 1002242602 日本語ⅠＢ 赤木　彌生 ｱｶｷﾞ ﾔﾖｲ 後期 火１・２ 外国人留学生 吉田

日本語 1002242607 日本語ⅠＢ 赤木　彌生 ｱｶｷﾞ ﾔﾖｲ 後期 火３・４ 外国人留学生 吉田

日本語 1002242603 日本語ⅠＢ 後期 水１・２ 外国人留学生 吉田

日本語 1002242608 日本語ⅠＢ 後期 水３・４ 外国人留学生 吉田

日本語 1002242604 日本語ⅠＢ 中溝　朋子 ﾅｶﾐｿﾞ ﾄﾓｺ 後期 木１・２ 外国人留学生 吉田

日本語 1002242609 日本語ⅠＢ 中溝　朋子 ﾅｶﾐｿﾞ ﾄﾓｺ 後期 木３・４ 外国人留学生 吉田

日本語 1002242605 日本語ⅠＢ 後期 金１・２ 外国人留学生 吉田

日本語 1002242610 日本語ⅠＢ 後期 金３・４ 外国人留学生 吉田

日本語 1002242611 日本語ⅡＢ 杉原　道子 ｽｷﾞﾊﾗ ﾐﾁｺ 後期 月５・６ 外国人留学生 吉田

日本語 1002242612 日本語ⅡＢ 河野　笙子 ｶﾜﾉ ｼﾖｳｺ 後期 火３・４ 外国人留学生 吉田

日本語 1002242613 日本語ⅡＢ 杉原　道子 ｽｷﾞﾊﾗ ﾐﾁｺ 後期 水５・６ 外国人留学生 吉田

日本語 1002242614 日本語ⅡＢ 河野　笙子 ｶﾜﾉ ｼﾖｳｺ 後期 木３・４ 外国人留学生 吉田

日本語 1002242615 日本語ⅡＢ 中溝　朋子 ﾅｶﾐｿﾞ ﾄﾓｺ 後期 木５・６ 外国人留学生 吉田

日本語 1002242616 日本語ⅢＢ 後期 月７・８ 外国人留学生 吉田

日本語 1002242617 日本語ⅢＢ 杉原　道子 ｽｷﾞﾊﾗ ﾐﾁｺ 後期 火５・６ 外国人留学生 吉田

日本語 1002242618 日本語ⅢＢ 杉原　道子 ｽｷﾞﾊﾗ ﾐﾁｺ 後期 水１・２ 外国人留学生 吉田

日本語 1002242619 日本語ⅢＢ 後期 木７・８ 外国人留学生 吉田

日本語 1002242620 日本語ⅢＢ 杉原　道子 ｽｷﾞﾊﾗ ﾐﾁｺ 後期 金３・４ 外国人留学生 吉田

日本語 1002242621 日本語ⅣＢ 後期 月９・10 外国人留学生 吉田

日本語 1002242622 日本語ⅣＢ 杉原　道子 ｽｷﾞﾊﾗ ﾐﾁｺ 後期 火３・４ 外国人留学生 吉田

日本語 1002242623 日本語ⅣＢ 赤木　彌生 ｱｶｷﾞ ﾔﾖｲ 後期 水７・８ 外国人留学生 吉田

日本語 1002242624 日本語ⅣＢ 後期 木３・４ 外国人留学生 吉田

日本語 1002242625 日本語ⅣＢ 杉原　道子 ｽｷﾞﾊﾗ ﾐﾁｺ 後期 金７・８ 外国人留学生 吉田

日本語 1002242626 日本語ⅤＢ 杉原　道子 ｽｷﾞﾊﾗ ﾐﾁｺ 後期 月３・４ 外国人留学生 吉田

日本語 1002242627 日本語ⅤＢ 河野　笙子 ｶﾜﾉ ｼﾖｳｺ 後期 火９・10 外国人留学生 吉田

日本語 1002242628 日本語ⅤＢ 赤木　彌生 ｱｶｷﾞ ﾔﾖｲ 後期 水３・４ 外国人留学生 吉田

日本語 1002242629 日本語ⅤＢ 林　伸一 ﾊﾔｼ ｼﾝｲﾁ 後期 木１・２ 外国人留学生 吉田

思想と倫理 1001311323 宗教学 岡村　康夫 ｵｶﾑﾗ ﾔｽｵ 前期 月７・８ 全 吉田

思想と倫理 1001311324 生命倫理学 谷田　憲俊 ﾀﾆﾀﾞ ﾉﾘﾄｼ 前期 木３・４ 全 吉田

思想と倫理 1001311325 生命倫理学 村瀬　ひろみ ﾑﾗｾ ﾋﾛﾐ 前期 木７・８ 全 吉田

思想と倫理 1001311327 哲学 佐野　之人 ｻﾉ ｺﾚﾋﾄ 前期 金３・４ 全 吉田

思想と倫理 1001311328 倫理学 波多江　忠彦 ﾊﾀｴ ﾀﾀﾞﾋｺ 前期 火５・６ 全 吉田

思想と倫理 1001311329 倫理学 波多江　忠彦 ﾊﾀｴ ﾀﾀﾞﾋｺ 前期 火７・８ 全 吉田

思想と倫理 1001311330 論理学 脇條　靖弘 ﾜｷｼﾞﾖｳ ﾔｽﾋﾛ 前期 木３・４ 全 吉田

思想と倫理 1002312246 宗教学 ALAM DJUMALI ｱﾗﾑ ｼﾞﾕﾏﾘ 後期 火３・４ 全 吉田

思想と倫理 1002312247 生命倫理学 谷田　憲俊 ﾀﾆﾀﾞ ﾉﾘﾄｼ 後期 木３・４ 全 吉田

思想と倫理 1002312248 生命倫理学 村瀬　ひろみ ﾑﾗｾ ﾋﾛﾐ 後期 金３・４ 全 吉田

思想と倫理 1002312249 哲学 村田　貴信 ﾑﾗﾀ ﾀｶﾉﾌﾞ 後期 火３・４ 全 吉田

思想と倫理 1002312250 哲学 青山　拓央 ｱｵﾔﾏ ﾀｸｵ 後期 木５・６ 全 吉田

思想と倫理 1002312251 美学 田中　均 ﾀﾅｶ ﾋﾄｼ 後期 火９・10 全 吉田

思想と倫理 1002312252 倫理学 古荘　真敬 ﾌﾙｼﾖｳ ﾏｻﾀｶ 後期 火３・４ 全 吉田

思想と倫理 1002312253 倫理学 来栖　哲明 ｸﾙｽ ﾃﾂｱｷ 後期 火９・10 全 吉田

歴史 1001311331 西洋史 藤永　康政 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾔｽﾏｻ 前期 木５・６ 全 吉田

歴史 1001311333 東洋史 滝野　正二郎 ﾀｷﾉ ｼﾖｳｼﾞﾛｳ 前期 月７・８ 全 吉田

歴史 1001311334 東洋史 横田　伸子 ﾖｺﾀ ﾉﾌﾞｺ 前期 火３・４ 全 吉田

歴史 1001311335 日本史 木部　和昭 ｷﾍﾞ ｶｽﾞｱｷ 前期 月３・４ 全 吉田

歴史 1001311336 日本史 村田　裕一 ﾑﾗﾀ ﾋﾛｶｽﾞ 前期 月７・８ 全 吉田

歴史 1002312254 西洋史 岩崎　好成 ｲﾜｻｷ ﾀｶｼｹﾞ 後期 金５・６ 全 吉田

歴史 1002312255 西洋史 尼川　創二 ｱﾏｶﾜ ｿｳｼﾞ 後期 金７・８ 全 吉田

歴史 1002312256 東洋史 馬　彪 ﾊﾞ ﾋﾖｳ 後期 火５・６ 全 吉田

歴史 1002312257 東洋史 高木　尚子 ﾀｶｷﾞ ﾅｵｺ 後期 金７・８ 全 吉田

歴史 1002312258 日本史 森下　徹 ﾓﾘｼﾀ ﾄｵﾙ 後期 月５・６ 全 吉田

歴史 1002312259 日本史 橋本　義則 ﾊｼﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ 後期 月７・８ 全 吉田

主題（思想と歴史) 1001311337 漱石の思想Ⅰ 村上　林造 ﾑﾗｶﾐ ﾘﾝｿﾞｳ 前期 水３・４ 全 吉田

主題（思想と歴史) 1001311338 仏教入門 柏木　寧子 ｶｼﾜｷﾞ ﾔｽｺ 前期 金３・４ 全 吉田

主題（思想と歴史) 1002312260 漱石の思想Ⅱ 村上　林造 ﾑﾗｶﾐ ﾘﾝｿﾞｳ 後期 木９・10 全 吉田

文学と言語 1001321339 言語学 乾　秀行 ｲﾇｲ ﾋﾃﾞﾕｷ 前期 水５・６ 全 吉田

文学と言語 1001321340 日本文学 藤原　マリ子 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏﾘｺ 前期 水１・２ 全 吉田

文学と言語 1002322261 漢文 高木　智見 ﾀｶｷﾞ ｻﾄﾐ 後期 火９・10 全 吉田

文学と言語 1002322262 外国文学(中国文学) 阿部　泰記 ｱﾍﾞ ﾔｽｷ 後期 木３・４ 全 吉田

文学と言語 1002322263 言語学 磯部　佳宏 ｲｿﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ 後期 木７・８ 全 吉田

文学と言語 1002322264 日本文学 岸本　憲一良 ｷｼﾓﾄ ｹﾝｲﾁﾛｳ 後期 木７・８ 全 吉田

芸術 1001321341 芸術概論(イメージ論) 堀家　敬嗣 ﾎﾘｹ ﾖｼﾂｸﾞ 前期 木５・６ 全 吉田

芸術 1001321342 芸術史(美術史) 吉田　貴富 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾄﾐ 前期 水３・４ 全 吉田

芸術 1001321343 芸術実践(美術) 中野　良寿 ﾅｶﾉ ﾖｼﾋｻ 前期 金７・８ 全 吉田

芸術 1001321344 芸術実践(工芸) 河野　令二 ｺｳﾉ ﾚｲｼﾞ 前期 金７・８ 全 吉田

芸術 1002322265 芸術概論(音楽) 斎藤　完 ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾙ 後期 火３・４ 全 吉田



授業科目名 時間割コード 開設科目名 教員名 カナ氏名 開設期 曜日・時限 対象学生 ｷｬﾝﾊﾟｽ

芸術 1002322266 芸術概論(音楽の歴史) 池上　敏 ｲｹｶﾞﾐ ｻﾄｼ 後期 火１・２ 全 吉田

芸術 1002322267 芸術史(日本近代美術史) 菊屋　吉生 ｷｸﾔ ﾖｼｵ 後期 木５・６ 全 吉田

芸術 1002322268 芸術実践(音楽) 林　満理子 ﾊﾔｼ ﾏﾘｺ 後期 木７・８ 全(教除く) 吉田

芸術 1002322269 芸術実践(音楽) 高橋　雅子 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｺ 後期 木７・８ 全(教除く) 吉田

芸術 1002322270 芸術実践(音楽) 成川　ひとみ ﾅﾙｶﾜ ﾋﾄﾐ 後期 木７・８ 全(教除く) 吉田

芸術 1002322271 芸術実践(音楽) 西村　順子 ﾆｼﾑﾗ ｼﾞﾕﾝｺ 後期 木７・８ 全(教除く) 吉田

芸術 1002322272 芸術実践(美術) 上原　一明 ｳｴﾊﾗ ｶｽﾞｱｷ 後期 水３・４ 全 吉田

主題(ことばと芸術) 1001321345 美術鑑賞と作品記述 藤川　哲 ﾌｼﾞｶﾜ ｻﾄｼ 前期 月３・４ 全 吉田

人間と社会 1001331346 経済学 馬田　哲次 ｳﾏﾀﾞ ﾃﾂｼﾞ 前期 火１・２ 全(経除く) 吉田

人間と社会 1001331347 経済学 吉川　信將 ﾖｼｶﾜ ﾉﾌﾞﾏｻ 前期 水７・８ 経(1-200) 吉田

人間と社会 1001331348 経済学 山田　正雄 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｵ 前期 水７・８ 経(201-,高年次) 吉田

人間と社会 1001331349 産業倫理 永崎　研宣 ﾅｶﾞｻｷ ｷﾖﾉﾘ 前期 木9・10 全(工除く,地球優先) 吉田

人間と社会 1001331352 社会学 高橋　征仁 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾄ 前期 月１・２ 全 吉田

人間と社会 1001331353 社会学 林　寛子 ﾊﾔｼ ﾋﾛｺ 前期 火１・２ 全 吉田

人間と社会 1001331354 社会学 横田　尚俊 ﾖｺﾀ ﾅｵﾄｼ 前期 火９・10 全 吉田

人間と社会 1001331355 社会学 辻　正二 ﾂｼﾞ ｼﾖｳｼﾞ 前期 水１・２ 全 吉田

人間と社会 1001331356 社会学 辰己　佳寿子 ﾀﾂﾐ ｶｽﾞｺ 前期 木１・２ 全 吉田

人間と社会 1001331357 社会学(人権・ジェンダー・人間環境論) 鍋山　祥子 ﾅﾍﾞﾔﾏ ｼｮｳｺ 前期 火３・４ 全 吉田

人間と社会 1001331359 政治学 渡邉　幹雄 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｷｵ 前期 金５・６ 全(経除く) 吉田

人間と社会 1001331360 地理学 川村　博忠 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾛﾀﾀﾞ 前期 火７・８ 全 吉田

人間と社会 1001331361 地理学 MIKHOVA DIMITRINA JORDANOVA ﾐﾎﾊﾞ ﾃﾞｲﾐﾄﾘﾅ ﾖﾙﾀﾞﾉｳﾞｱ 前期 木７・８ 全 吉田

人間と社会 1001331362 文化人類学 北西　功一 ｷﾀﾆｼ ｺｳｲﾁ 前期 火３・４ 全 吉田

人間と社会 1001331364 法学 土生　英里 ﾊﾌﾞ ｴﾘ 前期 火９・10 全(経除く) 吉田

人間と社会 1001331365 法学 安里　全勝 ｱｻﾄ ｾﾞﾝｼﾖｳ 前期 水３・４ 全(経除く) 吉田

人間と社会 1001331366 民俗学 湯川　洋司 ﾕｶﾜ ﾖｳｼﾞ 前期 火９・10 全 吉田

人間と社会 1002332273 経済学 兵藤　隆 ﾋﾖｳﾄﾞｳ ﾀｶｼ 後期 火３・４ 全(経除く) 吉田

人間と社会 1002332274 産業倫理 永崎　研宣 ﾅｶﾞｻｷ ｷﾖﾉﾘ 後期 木9・10 全(工除く,地球優先) 吉田

人間と社会 1002332280 社会科学概論 山下　訓 ﾔﾏｼﾀ ｻﾄｼ 後期 水１・２ 全 吉田

人間と社会 1002332281 社会学 朝水　宗彦 ｱｻﾐｽﾞ ﾑﾈﾋｺ 後期 木５・６ 全 吉田

人間と社会 1002332282 社会学 坂本 俊彦 ｻｶﾓﾄ ﾄｼﾋｺ 後期 金１・２ 全 吉田

人間と社会 1002332283 政治学 後期 金３・４ 全(経除く) 吉田

人間と社会 1002332284 地理学 荒木　一視 ｱﾗｷ ﾋﾄｼ 後期 金３・４ 全 吉田

人間と社会 1002332285 文化人類学 星野　晋 ﾎｼﾉ ｼﾝ 後期 火５・６ 全 吉田

人間と社会 1002332286 法学 油納　健一 ﾕﾉｳ ｹﾝｲﾁ 後期 木７・８ 全(経除く) 吉田

人間と社会 1002332287 民俗学 坪郷　英彦 ﾂﾎﾞｺﾞｳ ﾋﾃﾞﾋｺ 後期 水３・４ 全 吉田

人間と教育 1001331367 教育学 吉田　香奈 ﾖｼﾀﾞ ｶﾅ 前期 火５･６ 全 吉田

人間と教育 1002332288 教育学 小川　勤 ｵｶﾞﾜ ﾂﾄﾑ 後期 火３・４ 全 吉田

人間と教育 1002332289 教育学 友定　啓子 ﾄﾓｻﾀﾞ ｹｲｺ 後期 水３・４ 全 吉田

人間と教育 1002332290 教育学 長畑　実 ﾅｶﾞﾊﾀ ﾐﾉﾙ 後期 金７・８ 全 吉田

心理学 1001331373 心理学(子どもの発達と心の世界) 川崎　徳子 ｶﾜｻｷ ﾄｸｺ 前期 月７・８ 全 吉田

心理学 1001331370 心理学(子どものこころを科学する) 白石　敏行 ｼﾗｲｼ ﾄｼﾕｷ 前期 火７・８ 全 吉田

心理学 1001331372 心理学(道徳性心理学) 越中　康治 ｴﾂﾁﾕｳ ｺｳｼﾞ 前期 火７・８ 全 吉田

心理学 1001331369 心理学(心と社会の心理学) 小杉　考司 ｺｽｷﾞ ｺｳｼﾞ 前期 水３・４ 全 吉田

心理学 1001331371 心理学(適応と不適応) 恒吉　徹三 ﾂﾈﾖｼ ﾃﾂｿﾞｳ 前期 水３・４ 全 吉田

心理学 1001331368 心理学 清　俊夫 ｾｲ ﾄｼｵ 前期 木９・10 看護・検査 吉田

心理学 1002332297 発達心理学 清　俊夫 ｾｲ ﾄｼｵ 後期 月９・10 全(農(生資)除く) 吉田

心理学 1002332294 心理学(自分自身を再発見する) 木谷　秀勝 ｷﾔ ﾋﾃﾞｶﾂ 後期 火１・２ 全 吉田

心理学 1002332295 心理学(臨床心理学) 名島　潤慈 ﾅｼﾞﾏ ｼﾞﾕﾝｼﾞ 後期 火１・２ 全 吉田

心理学 1002332296 心理学(思考・コミュニケーション) 沖林　洋平 ｵｷﾊﾞﾔｼ ﾖｳﾍｲ 後期 火５・６ 全 吉田

心理学 1002332292 心理学(行動分析の基礎と応用) 松岡　勝彦 ﾏﾂｵｶ ｶﾂﾋｺ 後期 火７・８ 全 吉田

心理学 1002332293 心理学(心のとらえ方) 田邊　敏明 ﾀﾅﾍﾞ ﾄｼｱｷ 後期 火９・10 全 吉田

日本国憲法 1001331375 日本国憲法 梶原　健佑 ｶｼﾞﾜﾗ ｹﾝｽｹ 前期 火３・４ 全(高年次優先) 吉田

日本国憲法 1001331376 日本国憲法 上杉　信敬 ｳｴｽｷﾞ ﾉﾌﾞﾀｶ 前期 火９・10 看護･検査･機械･社建･応化･循環 吉田

日本国憲法 1001331377 日本国憲法 立山　紘毅 ﾀﾁﾔﾏ ｺｳｷ 前期 木５・６ 人 吉田

日本国憲法 1001331378 日本国憲法 松原　幸恵 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｷｴ 前期 木７・８ 学教 吉田

日本国憲法 1002332298 日本国憲法 岡田　高嘉 ｵｶﾀﾞ ﾀｶﾖｼ 後期 木７・８ 全(高年次優先) 吉田

日本国憲法 1002332299 日本国憲法 上杉　信敬 ｳｴｽｷﾞ ﾉﾌﾞﾀｶ 後期 木９・10 全 吉田

日本国憲法 1002332300 日本国憲法 石　龍潭 ｾｷ ﾘﾕｳﾀﾝ 後期 金５・６ 実践･情報･健康･総文 吉田

日本国憲法 1002332301 日本国憲法 入江　祥子 ｲﾘｴ ｼｮｳｺ 後期 金７・８ 理 吉田

日本国憲法 1002332302 日本国憲法 入江　祥子 ｲﾘｴ ｼｮｳｺ 後期 金９・10 経･医･農･感性 吉田

主題（人間と社会） 1001331527
Japanese Economy
and Culture 武本　Timothy ﾀｹﾓﾄ ﾃｲﾓｼｲ 前期 水９・10 全 吉田

主題(人間と社会) 1001331380 観光と交通 澤　喜司郎 ｻﾜ ｷｼﾛｳ 前期 火５・６ 全 吉田

主題(人間と社会) 1001331381 国際関係･コミュニケーション論 西浦　みどり ﾆｼｳﾗ ﾐﾄﾞﾘ 前期 集中 全 吉田

主題(人間と社会) 1002332315 比較文化心理学 武本　Timothy ﾀｹﾓﾄ ﾃｲﾓｼｲ 後期 月３・４ 全 吉田

主題(人間と社会) 1002332314 比較教育概論 小川　勤 ｵｶﾞﾜ ﾂﾄﾑ 後期 月５・６ 全 吉田

主題(人間と社会) 1002332311 大学論 吉田　香奈 ﾖｼﾀﾞ ｶﾅ 後期 火５・６ 全 吉田

主題(人間と社会) 1002332316 マーケティング入門 藤田　健 ﾌｼﾞﾀ ﾀｹｼ 後期 火５・６ 全 吉田

主題(人間と社会) 1002332317 臨床人間学 大石　英史 ｵｵｲｼ ｴｲｼﾞ 後期 火７・８ 全 吉田

主題(人間と社会) 1002332306 企業経営と組織 内田　恭彦 ｳﾁﾀﾞ ﾔｽﾋｺ 後期 水３・４ 全 吉田



授業科目名 時間割コード 開設科目名 教員名 カナ氏名 開設期 曜日・時限 対象学生 ｷｬﾝﾊﾟｽ

主題(人間と社会) 1002332310 性をめぐる今日的状況 山本　真弓 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕﾐ 後期 水３・４ 全 吉田

主題(人間と社会) 1002332313 日常の価値を再考する 山本　真弓 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕﾐ 後期 水５・６ 全 吉田

主題(人間と社会) 1002332308 国際協力の現場 十郎　正義 ｼﾞﾕｳﾛｳ ﾏｻﾖｼ 後期 木３・４ 全 吉田

主題(人間と社会) 1002332305 アジアの交通と文化 澤　喜司郎 ｻﾜ ｷｼﾛｳ 後期 木５・６ 全 吉田

主題(人間と社会) 1002332307 経済学の面白さ 藤井　大司郎 ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 後期 木５・６ 全 吉田

主題(人間と社会) 1002332312 地域政策評価と統計分析 野村　淳一 ﾉﾑﾗ ｼﾞﾕﾝｲﾁ 後期 木５・６ 全 吉田

主題(人間と社会) 1002332309 若年雇用問題とキャリア形成 濱島　清史 ﾊﾏｼﾏ ｷﾖｼ 後期 金５・６ 全 吉田

主題(人間と社会) 1002332304

Close-up Japan-
Various Aspects of
Culture and Society MARC LOHR ﾏﾙｸ ﾚｰﾙ 後期 金７・８ 全 吉田

自然科学の考え方 1002342318 数学の考え方 北本　卓也 ｷﾀﾓﾄ ﾀｸﾔ 後期前半期 木３・４ 人･教(一部除く)･経 吉田

自然科学の考え方 1002342319 地球科学の考え方 永尾　隆志 ﾅｶﾞｵ ﾀｶｼ 後期前半期 月５・６ 人･教･経 吉田

自然科学の考え方 1002342320 物理学の考え方 田澤　輝武 ﾀｻﾞﾜ ﾃﾙﾀｹ 後期後半期 火７・８ 人･教･経 吉田

自然科学 1001341382 現代化学総説 西口　毅 ﾆｼｸﾞﾁ ﾀｹｼ 前期 水７・８ 人･教･経 吉田

自然科学 1001341383 現代生物学総説 加藤　美知代 ｶﾄｳ ﾐﾁﾖ 前期 火７・８ 人･教･経 吉田

自然科学 1001341384 現代生物学総説 祐村　稔子 ﾕｳﾑﾗ ﾄｼｺ 前期 金７・８ 人･教･経 吉田

自然科学 1001341385 現代地球科学総説 永尾　隆志 ﾅｶﾞｵ ﾀｶｼ 前期 月３・４ 人･教 吉田

自然科学 1001341386 現代地球科学総説 君波　和雄 ｷﾐﾅﾐ ｶｽﾞｵ 前期 金７・８ 経 吉田

自然科学 1001341387 数学概論 深田　三夫 ﾌｶﾀﾞ ﾐﾂｵ 前期 月３・４ 農 吉田

自然科学 1001341388 物理学通説 増山　博行 ﾏｼﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 前期 金３・４ 人･教･経 吉田

自然科学 1002342321 現代化学総説 西口　毅 ﾆｼｸﾞﾁ ﾀｹｼ 後期 水７・８ 人･教･経 吉田

自然科学 1002342322 現代生物学総説 宮川　勇 ﾐﾔｶﾜ ｲｻﾑ 後期 火７・８ 人･教･経 吉田

自然科学 1002342323 現代生物学総説 村瀬　ひろみ ﾑﾗｾ ﾋﾛﾐ 後期 木１・２ 人･教･経 吉田

自然科学 1002342324 現代生物学総説 祐村　稔子 ﾕｳﾑﾗ ﾄｼｺ 後期 木５・６ 人･教･経 吉田

自然科学 1002342325 現代地球科学総説 武田　賢治 ﾀｹﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 後期 金５・６ 人･教 吉田

自然科学 1002342326 数学概論 飯寄　信保 ｲｲﾖﾘ ﾉﾌﾞｵ 後期 木５・６ 人･教(情報(数情)除く) 吉田

自然科学 1002342327 数学概論 柏木　芳美 ｶｼﾜｷﾞ ﾖｼﾐ 後期 木７・８ 経(1-200) 吉田

自然科学 1002342328 数学概論 渋谷　綾子 ｼﾌﾞﾔ ｱﾔｺ 後期 木７・８ 経(201-) 吉田

主題(自然科学) 1001341392 生命現象のいろいろ 乾　誠 ｲﾇｲ ﾏｺﾄ 前期 月５・６ 全(検査除く) 吉田

主題(自然科学) 1001341393 地球と人間 金折　裕司 ｶﾅｵﾘ ﾕｳｼﾞ 前期 月９・10 全(検査･獣医除く) 吉田

主題(自然科学) 1001341389 科学の中の動物 林　俊春 ﾊﾔｼ ﾄｼﾊﾙ 前期 火３・４ 全(検査除く) 吉田

主題(自然科学) 1001341391 環境とバイオテクノロジー 藤井　克彦 ﾌｼﾞｲ ｶﾂﾋｺ 前期 水３・４ 全(検査除く) 吉田

主題(自然科学) 1001341394 歴史の中の動物 田浦　保穗 ﾀｳﾗ ﾔｽﾎ 前期 木１・２ 全(検査除く) 吉田

主題(自然科学) 1001341390 火山と地震 今岡　照喜 ｲﾏｵｶ ﾃﾙﾖｼ 前期 金１・２ 全(検査･獣医除く) 吉田

主題(自然科学) 1002342330 生命を科学する 佐々木　功典 ｻｻｷ ｺｳｽｹ 後期 月５・６ 全(検査除く) 吉田

主題(自然科学) 1002342329 宇宙と人間 藤澤　健太 ﾌｼﾞｻﾜ ｹﾝﾀ 後期 金５・６ 全(検査･獣医除く) 吉田

主題(自然科学) 1002342331 人間とバイオテクノロジー 松井　健二 ﾏﾂｲ ｹﾝｼﾞ 後期 金５・６ 全(検査除く) 吉田

統計学 1001351395 医学のための統計学 市原　清志 ｲﾁﾊﾗ ｷﾖｼ 前期 木５・６ 看護(1-60) 吉田

統計学 1001351396 医学のための統計学 市原　清志 ｲﾁﾊﾗ ｷﾖｼ 前期 木７・８ 看護(61-)･検査 吉田

統計学 1001351397 社会科学のためのやさしい統計学 橋本　寛 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｼ 前期 金３・４ 人・教(一部除く) 吉田

統計学 1001351398 理工学のための統計学 多田村　克己 ﾀﾀﾞﾑﾗ ｶﾂﾐ 前期 火３・４ 教(一部除く)･理･農(生機除く) 吉田

統計学 1001351399 理工学のための統計学 糸原　義人 ｲﾄﾊﾗ ﾖｼﾋﾄ 前期 木１・２ 教(一部除く)･理･農(生機除く) 吉田

統計学 1002352332 医学のための統計学 市原　清志 ｲﾁﾊﾗ ｷﾖｼ 後期 木３・４ 医学 吉田

統計学 1002352335 社会科学のためのやさしい統計学 橋本　寛 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｼ 後期 木３・４ 経(201-) 吉田

統計学 1002352333 社会科学のためのやさしい統計学 橋本　寛 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｼ 後期 金３・４ 人・教(一部除く) 吉田

統計学 1002352334 社会科学のためのやさしい統計学 朝日　幸代 ｱｻﾋ ｻﾁﾖ 後期 金９・10 経(1-200)・高年次 吉田

統計学 1002352336 理工学のための統計学 笹井　理恵 ｻｻｲ ﾘｴ 後期 水７・８ 教(一部除く)･理･農(生機除く) 吉田

環境科学 1002352337 環境学 藤間　充 ﾄｳﾏ ﾐﾂﾙ 後期 金１・２ 農 吉田

応用科学 1001351401 科学史 川崎　勝 ｶﾜｻｷ ﾏｻﾙ 前期 月７・８ 全 吉田

応用科学 1001351402 技術概論 森岡　弘 ﾓﾘｵｶ ﾋﾛｼ 前期 水３・４ 全(工･生資除く) 吉田

応用科学 1001351403 行動科学 上田　真寿美 ｳｴﾀﾞ ﾏｽﾐ 前期 木５・６ 医 吉田

応用科学 1001351404 生活科学 星野　裕之 ﾎｼﾉ ﾋﾛｼ 前期 月９・10 全(工除く) 吉田

応用科学 1001351405 生活科学 山本　善積 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾂﾞﾐ 前期 水１・２ 全 吉田

応用科学 1001351406 生命科学概論 和田　直己 ﾜﾀﾞ ﾅｵﾐ 前期 木３・４ 全 吉田

応用科学 1002352338 科学史 川崎　勝 ｶﾜｻｷ ﾏｻﾙ 後期 金３・４ 全 吉田

応用科学 1002352460 技術概論 合田　公一 ｺﾞｳﾀﾞ ｺｳｲﾁ 後期 月３・４ 工･生資 吉田

応用科学 1002352339 生命科学概論 山本　芳実 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾐ 後期 木１・２ 全 吉田

応用科学 1002352340 生命科学概論 村上　柳太郎 ﾑﾗｶﾐ ﾘﾕｳﾀﾛｳ 後期 金１・２ 人･教･経 吉田

応用科学 1002352341 デザイン工学入門 崎山　智司 ｻｷﾔﾏ ｻﾄｼ 後期 月９・10 全(医学科･農除く) 吉田

社会と医療 1002352342 いのちと発達 服部　幸夫 ﾊﾂﾄﾘ ﾕｷｵ 後期 金７・８ 全(農除く) 吉田

社会と医療 1002352343 心とその座 渡邉　義文 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾌﾐ 後期 金７・８ 全(農除く) 吉田

社会と医療 1002352344 日本の医療 藤宮　龍也 ﾌｼﾞﾐﾔ ﾀﾂﾔ 後期 金７・８ 全(農除く) 吉田

社会と医療 1002352345 性を考える 渡部　省二 ﾜﾀﾍﾞ ｼﾖｳｼﾞ 後期 金７・８ 全(農除く) 吉田

主題(応用科学) 1001351411 現代の科学技術 多田村　克己 ﾀﾀﾞﾑﾗ ｶﾂﾐ 前期 月３・４ 全(獣医除く) 吉田

主題(応用科学) 1001351408 命と場 中村　和行 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾕｷ 前期 月５・６ 全(獣医除く) 吉田

主題(応用科学) 1001351413 情報技術と社会 羽野　光夫 ﾊﾉ ﾐﾂｵ 前期 月７・８ 全(獣医除く) 吉田

主題(応用科学) 1001351414 知的財産の開発と権利 阿濱　茂樹 ｱﾊﾏ ｼｹﾞｷ 前期 火３・４ 全(教員免許状取得希望者優先,獣医除く) 吉田

主題(応用科学) 1001351409 環境と植物 田中　秀平 ﾀﾅｶ ｼﾕｳﾍｲ 前期 水３・４ 全(獣医除く) 吉田

主題(応用科学) 1001351410 環境と農業 藤間　充 ﾄｳﾏ ﾐﾂﾙ 前期 木１・２ 全(獣医除く) 吉田

主題(応用科学) 1001351412 交通と社会 榊原　弘之 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋﾛﾕｷ 前期 金３・４ 全(獣医除く) 吉田



授業科目名 時間割コード 開設科目名 教員名 カナ氏名 開設期 曜日・時限 対象学生 ｷｬﾝﾊﾟｽ

主題(応用科学) 1002352346 香りと人間 渡辺　雅夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｵ 後期 水３・４ 全(獣医除く) 吉田

主題(応用科学) 1002352347 環境と気象学 早川　誠而 ﾊﾔｶﾜ ｾｲｼﾞ 後期 水７・８ 全(獣医除く) 吉田

主題(応用科学) 1002352350 暮らしの中の動物 木曽　康郎 ｷｿ ﾔｽｵ 後期 木１・２ 全 吉田

主題(応用科学) 1002352351 人間と植物 高橋　肇 ﾀｶﾊｼ ﾀﾀﾞｼ 後期 木１・２ 全(獣医除く) 吉田

主題(応用科学) 1002352348 環境と人間 澤本　章 ｻﾜﾓﾄ ｱｷﾗ 後期 木３・４ 全(獣医除く) 吉田

主題(応用科学) 1002352349 環境と人間 村上　ひとみ ﾑﾗｶﾐ ﾋﾄﾐ 後期 木３・４ 全(獣医除く) 吉田

運動健康科学 1001361415 運動健康科学 曽根　涼子 ｿﾈ ﾘﾖｳｺ 前期前半期 火３・４ 機械 吉田

運動健康科学 1001361416 運動健康科学 河合　洋祐 ｶﾜｲ ﾖｳｽｹ 前期前半期 火３・４ 応化 吉田

運動健康科学 1001361419 運動健康科学 宮田　浩文 ﾐﾔﾀ ﾋﾛﾌﾐ 前期前半期 水１・２ 知能 吉田

運動健康科学 1001361417 運動健康科学 曽根　涼子 ｿﾈ ﾘﾖｳｺ 前期後半期 火３・４ 社建 吉田

運動健康科学 1001361418 運動健康科学 河合　洋祐 ｶﾜｲ ﾖｳｽｹ 前期後半期 火３・４ 感性･循環 吉田

運動健康科学 1001361420 運動健康科学 宮田　浩文 ﾐﾔﾀ ﾋﾛﾌﾐ 前期後半期 水１・２ 電気 吉田

運動健康科学 1002362352 運動健康科学 丹　信介 ﾀﾝ ﾉﾌﾞｽｹ 後期前半期 火５・６ 全(教除く） 吉田

運動健康科学 1002362354 運動健康科学 塩田　正俊 ｼｵﾀ ﾏｻﾄｼ 後期前半期 水３・４ 全(教除く） 吉田

運動健康科学 1002362355 運動健康科学 杉浦　崇夫 ｽｷﾞｳﾗ ﾀｶｵ 後期前半期 水３・４ 全(教除く） 吉田

運動健康科学 1002362358 運動健康科学 森田　俊介 ﾓﾘﾀ ｼﾕﾝｽｹ 後期前半期 木３・４ 学教(教科)･実践 吉田

運動健康科学 1002362359 運動健康科学 上田　真寿美 ｳｴﾀﾞ ﾏｽﾐ 後期前半期 木３・４ 教(健康･情報) 吉田

運動健康科学 1002362353 運動健康科学 丹　信介 ﾀﾝ ﾉﾌﾞｽｹ 後期後半期 火５・６ 全(教除く） 吉田

運動健康科学 1002362356 運動健康科学 塩田　正俊 ｼｵﾀ ﾏｻﾄｼ 後期後半期 水３・４ 全(教除く） 吉田

運動健康科学 1002362357 運動健康科学 杉浦　崇夫 ｽｷﾞｳﾗ ﾀｶｵ 後期後半期 水３・４ 全(教除く） 吉田

運動健康科学 1002362360 運動健康科学 森田　俊介 ﾓﾘﾀ ｼﾕﾝｽｹ 後期後半期 木３・４ 全(教除く） 吉田

運動健康科学 1002362361 運動健康科学 上田　真寿美 ｳｴﾀﾞ ﾏｽﾐ 後期後半期 木３・４ 教(学教(幼児･障害･小学･国理)･総文) 吉田

スポーツ運動実習 1001361427 スポーツ運動実習(硬式テニス) 丹　信介 ﾀﾝ ﾉﾌﾞｽｹ 前期 火１・２ 学教２年 吉田

スポーツ運動実習 1001361433 スポーツ運動実習(バドミントン) 小川　千枝 ｵｶﾞﾜ ﾁｴ 前期 火１・２ 学教２年 吉田

スポーツ運動実習 1001361437 スポーツ運動実習(バレーボール) 曽根　涼子 ｿﾈ ﾘﾖｳｺ 前期 火１・２ 学教２年 吉田

スポーツ運動実習 1001361422 スポーツ運動実習(エアロビクス) 広田　早苗 ﾋﾛﾀ ｻﾅｴ 前期 火３・４ 学教 吉田

スポーツ運動実習 1001361438 スポーツ運動実習(硬式テニス) 子安　崇夫 ｼｱﾝ ﾀｶｵ 前期 火３・４ 学教 吉田

スポーツ運動実習 1001361431 スポーツ運動実習(ターゲットバードゴルフ) 宮田　浩文 ﾐﾔﾀ ﾋﾛﾌﾐ 前期 火３・４ 学教 吉田

スポーツ運動実習 1001361434 スポーツ運動実習(バドミントン) 小川　千枝 ｵｶﾞﾜ ﾁｴ 前期 火３・４ 学教 吉田

スポーツ運動実習 1001361423 スポーツ運動実習(エアロビクス) 田中　富美子 ﾀﾅｶ ﾌﾐｺ 前期 水１・２ 全(教除く) 吉田

スポーツ運動実習 1001361429 スポーツ運動実習(バスケットボール) 村本　名史 ﾑﾗﾓﾄ ﾓﾘﾌﾐ 前期 水１・２ 全(教除く) 吉田

スポーツ運動実習 1001361435 スポーツ運動実習(バドミントン) 岡野　亮介 ｵｶﾉ ﾘｮｳｽｹ 前期 水１・２ 全(教除く) 吉田

スポーツ運動実習 1001361442 スポーツ運動実習(フライングディスク) 松本　耕二 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｼﾞ 前期 水１・２ 全(教除く) 吉田

スポーツ運動実習 1001361424 スポーツ運動実習(エアロビクス) 田中　富美子 ﾀﾅｶ ﾌﾐｺ 前期 水３・４ ２年(実践･情報･健康･総文) 吉田

スポーツ運動実習 1001361430 スポーツ運動実習(バスケットボール) 村本　名史 ﾑﾗﾓﾄ ﾓﾘﾌﾐ 前期 水３・４ ２年(実践･情報･健康･総文) 吉田

スポーツ運動実習 1001361439 スポーツ運動実習(バレーボール) 友定　保博 ﾄﾓｻﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 前期 水３・４ ２年(実践･情報･健康･総文) 吉田

スポーツ運動実習 1001361425 スポーツ運動実習(エアロビクス) 田中　惠美子 ﾀﾅｶ ｴﾐｺ 前期 木１・２ 全(教除く) 吉田

スポーツ運動実習 1001361428 スポーツ運動実習(硬式テニス) 塩田　正俊 ｼｵﾀ ﾏｻﾄｼ 前期 木１・２ 全(教除く) 吉田

スポーツ運動実習 1001361432 スポーツ運動実習(バスケットボール) 海野　勇三 ｳﾝﾉ ﾕｳｿﾞｳ 前期 木１・２ 全(教除く) 吉田

スポーツ運動実習 1001361440 スポーツ運動実習(ハンドボール) 森田　俊介 ﾓﾘﾀ ｼﾕﾝｽｹ 前期 木１・２ 全(教除く) 吉田

スポーツ運動実習 1001361426 スポーツ運動実習(エアロビクス) 田中　惠美子 ﾀﾅｶ ｴﾐｺ 前期 木３・４ 実践･情報･健康･総文 吉田

スポーツ運動実習 1001361436 スポーツ運動実習(バドミントン) 上田　真寿美 ｳｴﾀﾞ ﾏｽﾐ 前期 木３・４ 実践･情報･健康･総文 吉田

スポーツ運動実習 1001361441 スポーツ運動実習(ハンドボール) 森田　俊介 ﾓﾘﾀ ｼﾕﾝｽｹ 前期 木３・４ 実践･情報･健康･総文 吉田

スポーツ運動実習 1002362362 スポーツ運動実習(空手) 上地　広昭 ｳｴﾁ ﾋﾛｱｷ 後期 水１・２ 全(教除く) 吉田

スポーツ運動実習 1002362367 スポーツ運動実習(バドミントン) 岡野　亮介 ｵｶﾉ ﾘｮｳｽｹ 後期 水１・２ 全(教除く) 吉田

スポーツ運動実習 1002362365 スポーツ運動実習(バレーボール) 杉浦　崇夫 ｽｷﾞｳﾗ ﾀｶｵ 後期 水１・２ 全(教除く) 吉田

スポーツ運動実習 1002362369 スポーツ運動実習(フィットネストレーニング) 河合　洋祐 ｶﾜｲ ﾖｳｽｹ 後期 水１・２ 全(教除く) 吉田

スポーツ運動実習 1002362363 スポーツ運動実習(硬式テニス) 吉野　信朗 ﾖｼﾉ ﾉﾌﾞｵ 後期 木１・２ 全(教除く) 吉田

スポーツ運動実習 1002362364 スポーツ運動実習(サッカー) 海野　勇三 ｳﾝﾉ ﾕｳｿﾞｳ 後期 木１・２ 全(教除く) 吉田

スポーツ運動実習 1002362366 スポーツ運動実習(バスケットボール) 友定　保博 ﾄﾓｻﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 後期 木１・２ 全(教除く) 吉田

スポーツ運動実習 1002362368 スポーツ運動実習(ハンドボール) 森田　俊介 ﾓﾘﾀ ｼﾕﾝｽｹ 後期 木１・２ 全(教除く) 吉田

主題(健康とスポーツ) 1001361443 加齢と健康 藤宮　龍也 ﾌｼﾞﾐﾔ ﾀﾂﾔ 前期 月５・６ 全(学教(教科(数))除く) 吉田

主題(健康とスポーツ) 1001361444 食・環境と健康 山本　晴彦 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾋｺ 前期 水３・４ 全(学教(教科(数))除く) 吉田

主題(健康とスポーツ) 1002362370 スポーツの医学 小幡　雅則 ｵﾊﾞﾀ ﾏｻﾉﾘ 後期 月５・６ 全(学教(教科(数))･生資除く,医優先) 吉田

主題(健康とスポーツ) 1002362371 ライフスタイルと健康 細井　栄嗣 ﾎｿｲ ｴｲｼﾞ 後期 水３・４ 全(学教(教科(数))除く) 吉田

総合教養Ａ 1001371446 環境と地域共生 深田　三夫 ﾌｶﾀﾞ ﾐﾂｵ 前期 火３・４ 全(医学科除く) 吉田

総合教養Ａ 1001371448 資本主義と大衆観光 河村　誠治 ｶﾜﾑﾗ ｾｲｼﾞ 前期 火５・６ 全(医学科除く) 吉田

総合教養Ａ 1001371449 知の広場－人と学問－ 吉田　香奈 ﾖｼﾀﾞ ｶﾅ 前期 水７・８ 全(医学科除く) 吉田

総合教養Ａ 1001371445 アジアのことばと文学 根ヶ山　徹 ﾈｶﾞﾔﾏ ﾄｵﾙ 前期 木３・４ 全(医学科除く) 吉田

総合教養Ａ 1001371450 ベンチャービジネス論 稲葉　和也 ｲﾅﾊﾞ ｶｽﾞﾔ 前期 木７・８ 全(医学科除く) 吉田

総合教養Ａ 1001371447 国際交流論 何　暁毅 ｶ ｷﾞﾖｳｷ 前期 火９・10 全(医学科除く) 吉田

総合教養Ａ 1002372378 ボランティアと自主活動 辻　多聞 ﾂｼﾞ ﾀﾓﾝ 後期 月９・10 全(医学科除く) 吉田

総合教養Ａ 1002372373 キャリアデザイン 辻　多聞 ﾂｼﾞ ﾀﾓﾝ 後期 火７・８ 全(医学科除く) 吉田

総合教養Ａ 1002372459 留学生のための日本企業文化理解 福屋　利信 ﾌｸﾔ ﾄｼﾉﾌﾞ 後期 火７・８ 外国人留学生 吉田

総合教養Ａ 1002372380 山口県の地域政策 辻田　昌次 ﾂｼﾞﾀ ｼｮｳｼﾞ 後期 水３・４ 全(医学科除く) 吉田

総合教養Ａ 1002372377 知の広場－人と学問－ 吉田　香奈 ﾖｼﾀﾞ ｶﾅ 後期 水７・８ 全(医学科除く) 吉田

総合教養Ａ 1002372379 メディア情報処理 熊谷　武洋 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｹﾋﾛ 後期 木３・４ 全(医学科除く) 吉田

総合教養Ａ 1002372375 教職協働実践Ⅰ 岡村　吉永 ｵｶﾑﾗ ﾖｼﾋｻ 後期 木９・10 全(小学校教員を目指す学生) 吉田

総合教養Ａ 1002372376 自然科学と現代社会Ａ 増本　誠 ﾏｽﾓﾄ ﾏｺﾄ 後期 木９・10 全(医学科除く) 吉田



授業科目名 時間割コード 開設科目名 教員名 カナ氏名 開設期 曜日・時限 対象学生 ｷｬﾝﾊﾟｽ

総合教養Ａ 1002372372 アクティブ･ラーニング 藤井　文武 ﾌｼﾞｲ ﾌﾐﾀｹ 後期 金７・８ 全(医学科除く) 吉田

総合教養Ａ 1002372374 キャリアデザイン 辻　多聞 ﾂｼﾞ ﾀﾓﾝ 後期 金９・10 全(医学科除く) 吉田

総合教養Ｂ 1001371463 パソコンＳＯＳ１ 野村　厚志 ﾉﾑﾗ ｱﾂｼ 前期 月11・12 ２年(人･教),３年(経･理) 吉田

総合教養Ｂ 1001371454 キャリアと就職 平尾　元彦 ﾋﾗｵ ﾓﾄﾋｺ 前期 火３・４ ２年(人･教),３年(経･理･農) 吉田

総合教養Ｂ 1001371455 キャリアと就職 平尾　元彦 ﾋﾗｵ ﾓﾄﾋｺ 前期 水１・２ ２年(人･教),３年(経･理･農) 吉田

総合教養Ｂ 1001371456 キャリアと就職 平尾　元彦 ﾋﾗｵ ﾓﾄﾋｺ 前期 水５・６ ２年(人･教),３年(経･理･農) 吉田

総合教養Ｂ 1001371457 キャリアと就職 平尾　元彦 ﾋﾗｵ ﾓﾄﾋｺ 前期 水７・８ ２年(人･教),３年(経･理･農) 吉田

総合教養Ｂ 1001371458 教職協働実践Ⅱ 岡村　吉永 ｵｶﾑﾗ ﾖｼﾋｻ 前期 木３・４ ２年(人･教),３年(経･理･農)のうち小学校教員を目指す学生 吉田

総合教養Ｂ 1001371459 国際関係と安全保障 澤　喜司郎 ｻﾜ ｷｼﾛｳ 前期 木３・４ ２年(人･教),３年(理･農) 吉田

総合教養Ｂ 1001371460 時間学Ⅰ 青山　拓央 ｱｵﾔﾏ ﾀｸｵ 前期 金３・４ ２年(人･教),３年(経･理･農) 吉田

総合教養Ｂ 1002372392 パソコンＳＯＳ２ 北本　卓也 ｷﾀﾓﾄ ﾀｸﾔ 後期 月11・12 ２年(人･教),３年(経･理) 吉田

総合教養Ｂ 1002372385 生命と倫理 森　大志 ﾓﾘ ﾌﾄｼ 後期 火３・４ ２年(人･教),３年(経･理･農) 吉田

総合教養Ｂ 1002372393 やまぐち学 五島　淑子 ｺﾞﾄｳ ﾖｼｺ 後期 火９・10 ２年(人･教),３年(経･理･農) 吉田

総合教養Ｂ 1002372381 キャリア形成とコミュニケーション 平尾　元彦 ﾋﾗｵ ﾓﾄﾋｺ 後期 木５・６ ２年(人･教),３年(経･理･農) 吉田

総合教養Ｂ 1002372383 時間学Ⅱ 青山　拓央 ｱｵﾔﾏ ﾀｸｵ 後期 金３・４ ２年(人･教),３年(経･理･農) 吉田

総合教養Ｂ 1002372394 歴史学への招待 田中　誠二 ﾀﾅｶ ｾｲｼﾞ 後期 金５・６ ２年(人･教),３年(経･理･農) 吉田

総合教養Ｂ 1002372384 自然科学と現代社会Ｂ 宮田　雄一郎 ﾐﾔﾀ ﾕｳｲﾁﾛｳ 後期 金９・10 ２年(人･教),３年(経･理･農) 吉田

数学Ⅰ 1001411464 数学Ⅰ 大城　紀代市 ｵｵｼﾛ ｷﾖｲﾁ 前期 月３・４ 数理･物情 吉田

数学Ⅰ 1001411465 数学Ⅰ 尼野　一夫 ｱﾏﾉ ｶｽﾞｵ 前期 月３・４ 生化･地球･獣医･生機 吉田

数学Ⅰ 1001411466 数学Ⅰ 志磨　裕彦 ｼﾏ ﾋﾛﾋｺ 前期 月３・４ 医学(1-52) 吉田

数学Ⅰ 1001411467 数学Ⅰ 柏木　孝夫 ｶｼﾜｷﾞ ﾀｶｵ 前期 月３・４ 医学(53-) 吉田

数学Ⅰ 1001411468 数学Ⅰ 河津　清 ｶﾜﾂﾞ ｷﾖｼ 前期 水５・６ 教 吉田

数学Ⅰ 1001411469 数学Ⅰ 柏木　孝夫 ｶｼﾜｷﾞ ﾀｶｵ 前期 水５・６・７・８ Ａの１クラス 吉田

数学Ⅰ 1001411470 数学Ⅰ 井上　透 ｲﾉｳｴ ﾄｵﾙ 前期 水５・６・７・８ Ａの２クラス 吉田

数学Ⅰ 1001411471 数学Ⅰ 笹井　理恵 ｻｻｲ ﾘｴ 前期 水５・６・７・８ Ａの３クラス 吉田

数学Ⅰ 1001411472 数学Ⅰ 大城　紀代市 ｵｵｼﾛ ｷﾖｲﾁ 前期 水５・６・７・８ Ａの４クラス 吉田

数学Ⅰ 1001411473 数学Ⅰ 加藤　崇雄 ｶﾄｳ ﾀｶｵ 前期 水５・６ Ｂの１クラス 吉田

数学Ⅰ 1001411474 数学Ⅰ 重永　和男 ｼｹﾞﾅｶﾞ ｶｽﾞｵ 前期 水５・６ Ｂの２クラス 吉田

数学Ⅰ 1001411475 数学Ⅰ 志磨　裕彦 ｼﾏ ﾋﾛﾋｺ 前期 水５・６ Ｂの３クラス 吉田

数学Ⅰ 1001411476 数学Ⅰ 安藤　良文 ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾌﾐ 前期 水５・６ Ｂの４クラス 吉田

数学Ⅰ 1001411477 数学Ⅰ 宮澤　康行 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾔｽﾕｷ 前期 水５・６ Ｂの５クラス 吉田

数学Ⅰ 1001411478 数学Ⅰ 片山　壽男 ｶﾀﾔﾏ ﾋｻｵ 前期 水５・６ Ｂの６クラス 吉田

数学Ⅱ 1002412395 数学Ⅱ 大城　紀代市 ｵｵｼﾛ ｷﾖｲﾁ 後期 月３・４ 数理･物情 吉田

数学Ⅱ 1002412396 数学Ⅱ 志磨　裕彦 ｼﾏ ﾋﾛﾋｺ 後期 月３・４ 医学(1-52) 吉田

数学Ⅱ 1002412397 数学Ⅱ 柏木　孝夫 ｶｼﾜｷﾞ ﾀｶｵ 後期 月３・４ 医学(53-) 吉田

数学Ⅱ 1002412398 数学Ⅱ 河津　清 ｶﾜﾂﾞ ｷﾖｼ 後期 火３・４ 教 吉田

数学Ⅱ 1002412399 数学Ⅱ 尼野　一夫 ｱﾏﾉ ｶｽﾞｵ 後期 火３・４ 生化･地球･獣医･生機 吉田

数学Ⅱ 1002412400 数学Ⅱ 柏木　孝夫 ｶｼﾜｷﾞ ﾀｶｵ 後期 水５・６ Ａの１クラス 吉田

数学Ⅱ 1002412401 数学Ⅱ 井上　透 ｲﾉｳｴ ﾄｵﾙ 後期 水５・６ Ａの２クラス 吉田

数学Ⅱ 1002412402 数学Ⅱ 笹井　理恵 ｻｻｲ ﾘｴ 後期 水５・６ Ａの３クラス 吉田

数学Ⅱ 1002412403 数学Ⅱ 大城　紀代市 ｵｵｼﾛ ｷﾖｲﾁ 後期 水５・６ Ａの４クラス 吉田

数学Ⅱ 1002412404 数学Ⅱ 加藤　崇雄 ｶﾄｳ ﾀｶｵ 後期 水５・６ Ｂの１クラス 吉田

数学Ⅱ 1002412405 数学Ⅱ 重永　和男 ｼｹﾞﾅｶﾞ ｶｽﾞｵ 後期 水５・６ Ｂの２クラス 吉田

数学Ⅱ 1002412406 数学Ⅱ 志磨　裕彦 ｼﾏ ﾋﾛﾋｺ 後期 水５・６ Ｂの３クラス 吉田

数学Ⅱ 1002412407 数学Ⅱ 安藤　良文 ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾌﾐ 後期 水５・６ Ｂの４クラス 吉田

数学Ⅱ 1002412408 数学Ⅱ 宮澤　康行 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾔｽﾕｷ 後期 水５・６ Ｂの５クラス 吉田

数学Ⅱ 1002412409 数学Ⅱ 片山　壽男 ｶﾀﾔﾏ ﾋｻｵ 後期 水５・６ Ｂの６クラス 吉田

物理学Ⅰ 1001411482 物理学Ⅰ 松野　好雅 ﾏﾂﾉ ﾖｼﾏｻ 前期 月３・４ 社建 吉田

物理学Ⅰ 1001411483 物理学Ⅰ 三上　真人 ﾐｶﾐ ﾏｻﾄ 前期 木３・４ 機械 吉田

物理学Ⅰ 1001411484 物理学Ⅰ 田澤　輝武 ﾀｻﾞﾜ ﾃﾙﾀｹ 前期 木３・４ 応化 吉田

物理学Ⅰ 1001411485 物理学Ⅰ 古川　浩 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛｼ 前期 木３・４ 循環 吉田

物理学Ⅰ 1001411486 物理学Ⅰ 三木　俊克 ﾐｷ ﾄｼｶﾂ 前期 木５・６ 感性 吉田

物理学Ⅰ 1001411487 物理学Ⅰ 西井　淳 ﾆｼｲ ｼﾞﾕﾝ 前期 金３・４ 学教(教科(数))･情報(表現)･理(物情除く)･農 吉田

物理学Ⅰ 1001411488 物理学Ⅰ 繁岡　透 ｼｹﾞｵｶ ﾄｵﾙ 前期 金３・４ 物情 吉田

物理学Ⅰ 1001411489 物理学Ⅰ 増山　和子 ﾏｼﾔﾏ ｶｽﾞｺ 前期 金３・４ 学教(教科(数))･情報(表現)･理(物情除く)･農 吉田

物理学Ⅰ 1001411490 物理学Ⅰ 山本　惺史 ﾔﾏﾓﾄ ｾｲｼ 前期 金３・４ 学教(教科(数))･情報(表現)･理(物情除く)･農 吉田

物理学Ⅰ 1001411491 物理学Ⅰ 山本　隆 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ 前期 金３・４ 医学 吉田

物理学Ⅰ 1001411492 物理学Ⅰ 篠原　紀幸 ｼﾉﾊﾗ ﾉﾘﾕｷ 前期 金３・４ 看護･検査 吉田

物理学Ⅰ 1001411493 物理学Ⅰ 古川　浩 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛｼ 前期 金３・４ 知能 吉田

物理学Ⅰ 1001411494 物理学Ⅰ 仙田　康浩 ｾﾝﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 前期 金５・６ 電気 吉田

物理学Ⅱ 1002412412 物理学Ⅱ 松野　好雅 ﾏﾂﾉ ﾖｼﾏｻ 後期 月３・４ 社建 吉田

物理学Ⅱ 1002412413 物理学Ⅱ 白石　清 ｼﾗｲｼ ｷﾖｼ 後期 水１・２ 医学･看護･検査 吉田

物理学Ⅱ 1002412414 物理学Ⅱ 増山　和子 ﾏｼﾔﾏ ｶｽﾞｺ 後期 水５・６ 学教(教科(数))･情報(表現)･理(物情除く)･農 吉田

物理学Ⅱ 1002412415 物理学Ⅱ 原　純一郎 ﾊﾗ ｼﾞﾕﾝｲﾁﾛｳ 後期 水５・６ 物情 吉田

物理学Ⅱ 1002412416 物理学Ⅱ 田澤　輝武 ﾀｻﾞﾜ ﾃﾙﾀｹ 後期 木１・２ 応化 吉田

物理学Ⅱ 1002412417 物理学Ⅱ 栗巣　普揮 ｸﾘｽ ﾋﾛｷ 後期 木３・４ 機械 吉田

物理学Ⅱ 1002412418 物理学Ⅱ 山本　節夫 ﾔﾏﾓﾄ ｾﾂｵ 後期 木３・４ 電気 吉田

物理学Ⅱ 1002412419 物理学Ⅱ 内藤　裕志 ﾅｲﾄｳ ﾋﾛｼ 後期 金３・４ 知能 吉田

物理学Ⅱ 1002412420 物理学Ⅱ 田澤　輝武 ﾀｻﾞﾜ ﾃﾙﾀｹ 後期 金３・４ 感性 吉田



授業科目名 時間割コード 開設科目名 教員名 カナ氏名 開設期 曜日・時限 対象学生 ｷｬﾝﾊﾟｽ

物理学Ⅱ 1002412421 物理学Ⅱ 古川　浩 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛｼ 後期 金３・４ 循環 吉田

化学Ⅰ 1001411496 化学Ⅰ 川俣　純 ｶﾜﾏﾀ ｼﾞﾕﾝ 前期 月３・４ 知能 吉田

化学Ⅰ 1001411497 化学Ⅰ 和泉　研二 ﾜｲｽﾞﾐ ｹﾝｼﾞ 前期 月３・４ 感性 吉田

化学Ⅰ 1001411498 化学Ⅰ 松崎　浩司 ﾏﾂｻｷ ｺｳｼﾞ 前期 月３・４ 循環 吉田

化学Ⅰ 1001411499 化学Ⅰ 右田　たい子 ﾐｷﾞﾀ ﾀｲｺ 前期 月５・６ 生機･獣医 吉田

化学Ⅰ 1001411500 化学Ⅰ 青島　均 ｱｵｼﾏ ﾋﾄｼ 前期 水３・４ 学教(教科(数))･情報(表現)･理(生化除く)･生資 吉田

化学Ⅰ 1001411501 化学Ⅰ 吉本　信子 ﾖｼﾓﾄ ﾉﾌﾞｺ 前期 水３・４ 応化 吉田

化学Ⅰ 1001411502 化学Ⅰ 中野　昭夫 ﾅｶﾉ ｱｷｵ 前期 木３・４ 社建 吉田

化学Ⅰ 1001411503 化学Ⅰ 村上　良子 ﾑﾗｶﾐ ﾖｼｺ 前期 金３・４ 機械 吉田

化学Ⅰ 1001411504 化学Ⅰ 伊原　靖二 ｲﾊﾗ ﾔｽｼﾞ 前期 金３・４ 電気 吉田

化学Ⅰ 1001411505 化学Ⅰ 小崎　紳一 ｵｻﾞｷ ｼﾝｲﾁ 前期 金５・６ 医学 吉田

化学Ⅰ 1002412423 化学Ⅰ 田中　経彦 ﾀﾅｶ ﾀﾃﾋｺ 後期 水９・10 看護･検査 吉田

化学Ⅱ 1001411508 化学Ⅱ 田中　経彦 ﾀﾅｶ ﾀﾃﾋｺ 前期 金１・２ 看護 吉田

化学Ⅱ 1001411509 化学Ⅱ 田中　経彦 ﾀﾅｶ ﾀﾃﾋｺ 前期前半期 金７・８・９・10 検査 吉田

化学Ⅱ 1002412424 化学Ⅱ 梶原　忠彦 ｶｼﾞﾜﾗ ﾀﾀﾞﾋｺ 後期 月３・４ 知能 吉田

化学Ⅱ 1002412425 化学Ⅱ 岩田　祐之 ｲﾜﾀ ﾋﾛﾕｷ 後期 月３・４ 感性 吉田

化学Ⅱ 1002412426 化学Ⅱ 岩田　祐之 ｲﾜﾀ ﾋﾛﾕｷ 後期 月５・６ 生機･獣医 吉田

化学Ⅱ 1002412427 化学Ⅱ 岡本　浩明 ｵｶﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 後期 火３・４ 応化 吉田

化学Ⅱ 1002412428 化学Ⅱ 山本　豪紀 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞﾄｼ 後期 火７・８ 循環 吉田

化学Ⅱ 1002412429 化学Ⅱ 中野　昭夫 ﾅｶﾉ ｱｷｵ 後期 木３・４ 社建 吉田

化学Ⅱ 1002412430 化学Ⅱ 石黒　勝也 ｲｼｸﾞﾛ ｶﾂﾔ 後期 金３・４ 学教(教科(数))･情報(表現)･理(生化除く)･生資 吉田

化学Ⅱ 1002412431 化学Ⅱ 右田　耕人 ﾐｷﾞﾀ ｺｳﾄ 後期 金３・４ 機械 吉田

化学Ⅱ 1002412432 化学Ⅱ 藤原　勇 ﾌｼﾞﾜﾗ ｲｻﾑ 後期 金３・４ 電気 吉田

化学Ⅱ 1002412433 化学Ⅱ 梶原　忠彦 ｶｼﾞﾜﾗ ﾀﾀﾞﾋｺ 後期 金５・６ 医学 吉田

生物学Ⅰ 1001411511 生物学Ⅰ 山本　芳実 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾐ 前期 月１・２ 獣医 吉田

生物学Ⅰ 1001411512 生物学Ⅰ 渡部　省二 ﾜﾀﾍﾞ ｼﾖｳｼﾞ 前期 木１・２ 検査･工 吉田

生物学Ⅰ 1001411513 生物学Ⅰ 祐村　稔子 ﾕｳﾑﾗ ﾄｼｺ 前期 木１・２ 工 吉田

生物学Ⅰ 1002412435 生物学Ⅰ 祐村　惠彦 ﾕｳﾑﾗ ｼｹﾞﾋｺ 後期 月３・４ 学教(教科(数))･情報(表現)･理 吉田

生物学Ⅰ 1002412436 生物学Ⅰ 高橋　肇 ﾀｶﾊｼ ﾀﾀﾞｼ 後期 水１・２ 生資 吉田

生物学Ⅰ 1002412437 生物学Ⅰ 松井　健二 ﾏﾂｲ ｹﾝｼﾞ 後期 水１・２ 生機 吉田

生物学Ⅰ 1002412438 生物学Ⅰ 梅田　昭子 ｳﾒﾀﾞ ｱｷｺ 後期 水３・４ 看護 吉田

生物学Ⅰ 1002412439 生物学Ⅰ 中井　彰 ﾅｶｲ ｱｷﾗ 後期 水７・８ 医学 吉田

生物学Ⅱ 1001411514 生物学Ⅱ 山田　守 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾓﾙ 前期 水５・６ 生資･生機２年 吉田

生物学Ⅱ 1002412442 生物学Ⅱ 安渓　貴子 ｱﾝｹｲ ﾀｶｺ 後期 火７・８ 医学 吉田

生物学Ⅱ 1002412443 生物学Ⅱ 松村　澄子 ﾏﾂﾑﾗ ｽﾐｺ 後期 金１・２ 学教(教科(数))･情報(表現)･理 吉田

生物学Ⅱ 1002412444 生物学Ⅱ 渡辺　雅夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｵ 後期 金１・２ 看護･検査･工 吉田

生物学Ⅱ 1002412445 生物学Ⅱ 山本　芳実 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾐ 後期 金３・４ 獣医 吉田

地球科学Ⅰ 1001411515 地球科学Ⅰ 鈴木　賢士 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ 前期 月１・２ 学教(教科(数)･情報(表現))･農 吉田

地球科学Ⅰ 1001411516 地球科学Ⅰ 加納　隆 ｶﾉｳ ﾀｶｼ 前期 金５・６ 理 吉田

地球科学Ⅱ 1002412446 地球科学Ⅱ 永尾　隆志 ﾅｶﾞｵ ﾀｶｼ 後期 月１・２ 理 吉田

地球科学Ⅱ 1002412447 地球科学Ⅱ 池田　幸夫 ｲｹﾀﾞ ﾕｷｵ 後期 木１・２ 学教(教科(数)･情報(表現))･農 吉田

地球科学Ⅱ 1002412448 地球科学Ⅱ 千々和　一豊 ﾁﾁﾞﾜ ｶｽﾞﾄﾖ 後期 金５・６ 工 吉田

物理学実験Ａ 1001421520 物理学実験Ａ 笠野　裕修 ｶｻﾉ ﾋﾛﾉﾌﾞ 前期 火７・８・９・10 生化･地球･獣医 吉田

物理学実験Ａ 1002422449 物理学実験Ａ 野崎　浩二 ﾉｻﾞｷ ｺｳｼﾞ 後期 木５・６・７・８ 物情･生化･生資･生機 吉田

物理学実験Ｂ 1001421521 物理学実験Ｂ 嶋村　修二 ｼﾏﾑﾗ ｼﾕｳｼﾞ 前期 金５・６・７・８ 機械･応化･循環 吉田

物理学実験Ｂ 1002422450 物理学実験Ｂ 笠野　裕修 ｶｻﾉ ﾋﾛﾉﾌﾞ 後期 木５・６・７・８ 医学 吉田

物理学実験Ｂ 1002422451 物理学実験Ｂ 嶋村　修二 ｼﾏﾑﾗ ｼﾕｳｼﾞ 後期 金５・６・７・８ 社建･電気･知能･看護･検査 吉田

化学実験Ａ 1001421522 化学実験Ａ 村上　良子 ﾑﾗｶﾐ ﾖｼｺ 前期 木５・６・７・８ 物情･地球･生機･獣医 吉田

化学実験Ａ 1002422452 化学実験Ａ 谷　誠治 ﾀﾆ ｾｲｼﾞ 後期 木５・６・７・８ 生化 吉田

化学実験Ａ 1002422453 化学実験Ａ 青島　均 ｱｵｼﾏ ﾋﾄｼ 後期 金５・６・７・８ 生資 吉田

化学実験Ｂ 1001421523 化学実験Ｂ 遠藤　宣隆 ｴﾝﾄﾞｳ ﾉﾌﾞﾀｶ 前期 金５・６・７・８ 機械･応化･循環 吉田

化学実験Ｂ 1002422454 化学実験Ｂ 谷　誠治 ﾀﾆ ｾｲｼﾞ 後期 木５・６・７・８ 医学 吉田

化学実験Ｂ 1002422455 化学実験Ｂ 青島　均 ｱｵｼﾏ ﾋﾄｼ 後期 金５・６・７・８ 電気･社建･看護･検査 吉田

生物学実験 1001421524 生物学実験 渡辺　雅夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｵ 前期 月７・８・９・10 生化･物情 吉田

生物学実験 1001421525 生物学実験 伊藤　真一 ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ 前期 火７・８・９・10 生資 吉田

生物学実験 1002422456 生物学実験 前田　健 ﾏｴﾀﾞ ｹﾝ 後期 火７・８・９・10 獣医 吉田

生物学実験 1002422457 生物学実験 宮田　浩文 ﾐﾔﾀ ﾋﾛﾌﾐ 後期 金５・６・７・８ 生機 吉田

地球科学実験 1001421526 地球科学実験 福地　龍郎 ﾌｸﾁ ﾀﾂﾛｳ 前期 木５・６・７・８ 物情･獣医 吉田

地球科学実験 1002422458 地球科学実験 今岡　照喜 ｲﾏｵｶ ﾃﾙﾖｼ 後期 月７・８・９・10 地球 吉田


