
⚓ 校

関 西 学 院 大 学
理学部／工学部／生命環境学部／理工学部

†サブゼミ(1) 阪上 潔
†サブゼミ(2) 楠瀬 正昭
†サブゼミ(3) 岡村 隆
†サブゼミ(4) 瀬田 益道
†サブゼミ(5) 中井 直正
†サブゼミ(6) 高橋 功
†サブゼミ(7) 松浦 周二
†サブゼミ(8) 栗田 厚
†サブゼミ(9) 谷口 亨
†サブゼミ(10) 堤 康雅
†サブゼミ(11) 平賀 純子

秋学期火曜Ⅰ限の
「サブゼミ」担当者

†基礎生物科学(1)／サブゼミ(22) 福田 青郎 Ⅳ301
†基礎生物科学(2)／サブゼミ(23) 赤松 明 Ⅳ201
†基礎生物科学(3)／サブゼミ(24) 川上 慶 Ⅳ202
†基礎生物科学(4)／サブゼミ(25) 下地 博之 Ⅳ203
†基礎生物科学(5)／サブゼミ(26) 西村 健司 Ⅳ303
†基礎生物科学(6)／サブゼミ(27) 未定 Ⅳ304

春学期木曜Ⅰ限の
「基礎生物科学／サブゼミ」担当者

†物質工学概論(1)／先進エネルギーナノ工学入門(10) 鈴木 基寛
†物質工学概論(2)／先進エネルギーナノ工学入門(11) 田中 裕久
†物質工学概論(3)／先進エネルギーナノ工学入門(12) 日比野浩樹
†物質工学概論(4)／先進エネルギーナノ工学入門(13) 藤原明比古
†物質工学概論(5)／先進エネルギーナノ工学入門(14) 若林 克法
†物質工学概論(6)／先進エネルギーナノ工学入門(15) 吉川 浩史
†物質工学概論(7)／先進エネルギーナノ工学入門(16) 小倉 鉄平
†物質工学概論(8)／先進エネルギーナノ工学入門(17) 松尾 元彰
†電気電子応用入門(1)／先進エネルギーナノ工学入門(1) 大谷 昇
†電気電子応用入門(2)／先進エネルギーナノ工学入門(2) 金子 忠昭
†電気電子応用入門(3)／先進エネルギーナノ工学入門(3) 鹿田 真一
†電気電子応用入門(4)／先進エネルギーナノ工学入門(4) 尾崎 壽紀
†電気電子応用入門(5)／先進エネルギーナノ工学入門(5) 葛原 正明
†電気電子応用入門(6)／先進エネルギーナノ工学入門(6) 杉原 英治
†電気電子応用入門(7)／先進エネルギーナノ工学入門(7) 細井 卓治
†電気電子応用入門(8)／先進エネルギーナノ工学入門(8) 大屋 正義
†電気電子応用入門(9)／先進エネルギーナノ工学入門(9) 野村 勝也

春学期水曜Ⅰ限の「物質工学概論／先進エネルギーナノ工学入門」、
春学期水曜Ⅲ限の「電気電子応用入門／先進エネルギーナノ工学入門」担当者

†情報システム領域実習Ａ・Ｂ(1) 徳山 豪
†情報システム領域実習Ａ・Ｂ(2) 石浦菜岐佐
†情報システム領域実習Ａ・Ｂ(3) 高橋 和子
†情報システム領域実習Ａ・Ｂ(4) 猪口 明博
†情報システム領域実習Ａ・Ｂ(5) 西谷 滋人
†ネットワークシステム領域実習Ａ・Ｂ(1) 巳波 弘佳
†ネットワークシステム領域実習Ａ・Ｂ(2) 井坂 元彦
†ネットワークシステム領域実習Ａ・Ｂ(4) 北村 泰彦
†ネットワークシステム領域実習Ａ・Ｂ(5) 大崎 博之
†ネットワークシステム領域実習Ａ・Ｂ(6) 作元 雄輔

春学期水曜Ⅳ限・秋学期水曜Ⅴ限の
「情報システム領域実習Ａ・Ｂ」、
「ネットワークシステム領域実習Ａ・Ｂ」担当者

†映像音響システム領域実習Ａ・Ｂ(1) 川端 豪
†映像音響システム領域実習Ａ・Ｂ(2) 片寄 晴弘
†映像音響システム領域実習Ａ・Ｂ(3) 長田 典子
†映像音響システム領域実習Ａ・Ｂ(4) 角所 考
†映像音響システム領域実習Ａ・Ｂ(5) 山本 倫也
†サイバーロボティクス領域実習Ａ・Ｂ(1) 井村 誠孝
†サイバーロボティクス領域実習Ａ・Ｂ(2) 河野 恭之
†サイバーロボティクス領域実習Ａ・Ｂ(3) 工藤 卓
†サイバーロボティクス領域実習Ａ・Ｂ(4) 中後 大輔
†サイバーロボティクス領域実習Ａ・Ｂ(5) 嵯峨 宣彦
†サイバーロボティクス領域実習Ａ・Ｂ(6) 岡留 剛
†サイバーロボティクス領域実習Ａ・Ｂ(7) 宮原 啓造

春学期水曜Ⅲ限・秋学期水曜Ⅱ限の
「映像音響システム領域実習Ａ・Ｂ」、
「サイバーロボティクス領域実習Ａ・Ｂ」担当者

科目 担当者名 履修基準
年度 教室 授業期間

†臨海実習(1)／臨海実験(1) ㈹平岡 雅規 1 教室未定 春学期集中
†臨海実習(2)／臨海実験(2) ㈹宗景 ゆり 1 教室未定 春学期集中
海外工学プログラムＡ(1)／海外理工学プログラムＡ(7) ㈹北村 泰彦 1 教室未定 春学期集中
海外生命環境学プログラムＡ(1)／海外理工学プログラムＡ(15) ㈹壷井 基裕 1 教室未定 春学期集中
海外生命環境学プログラムＢ(1)／海外理工学プログラムＢ(15) ㈹壷井 基裕 1 教室未定 秋学期集中
海外生命環境学プログラムＢ(2)／海外理工学プログラムＢ(16) 藤原 伸介 1 教室未定 秋学期集中
海外生命環境学プログラムＢ(3)／海外理工学プログラムＢ(17) ㈹佐藤 英俊 1 教室未定 春学期集中
海外生命環境学プログラムＢ(4)／海外理工学プログラムＢ(18) 松田 祐介 1 教室未定 秋学期集中
理学特別プログラム002(1)／理工学特別プログラム002(1) 高橋 功 1 教室未定 通年集中
地球環境科学実験 ㈹壷井 基裕 2 教室未定 通年集中
数理生物学 巌佐 庸 2 教室未定 春学期集中
生態システム学 巌佐 庸 3 教室未定 秋学期集中
特別英語セミナー／千刈集中英語実習 ㈹氏木 道人 3 教室未定 春学期集中
地学実験Ａ ㈹壷井 基裕 3 教室未定 春学期集中

集中講義科目一覧

◎英語科目の「☆」について
「☆」はアドバンスクラスを示す。

◎チャペルアワー
（毎週火・水・金曜日 10：40～11：10）
Ⅳ号館チャペル（⚔⚐⚑号教室、火曜日はⅥ⚑⚐⚑号教室）にて実施。

Ⅳ301 ：Ⅳ号館 ⚓階
Ⅳ302 ： 〃 ⚓階
Ⅳ303 ： 〃 ⚓階
Ⅳ304 ： 〃 ⚓階
Ⅳ305 ： 〃 ⚓階
Ⅳ311 ： 〃 ⚓階
Ⅳ物理実験 ： 〃 ⚓階（物理学学生実験室⚑）
Ⅳ401 ： 〃 ⚔階
Ⅳ402 ： 〃 ⚔階
Ⅳマルラボ⚑ ： 〃 ⚔階 マルチメディア・ラボ⚑
Ⅳマルラボ⚒ ： 〃 ⚔階 マルチメディア・ラボ⚒
Ⅳグララボ ： 〃 ⚔階 グラフィックス・ラボ
個研 ：担当教授室
Ⅴ情･機系実験：Ⅴ号館 ⚑階（情報・機械系学生実験室）

Ⅳ化学実験 ：Ⅳ号館 ⚑階（化学学生実験室）
Ⅳ数理演習 ： 〃 ⚑階（数理演習室）
Ⅳ201 ： 〃 ⚒階
Ⅳ202 ： 〃 ⚒階
Ⅳ203 ： 〃 ⚒階
Ⅳ204 ： 〃 ⚒階
Ⅳ205 ： 〃 ⚒階
Ⅳ206 ： 〃 ⚒階
Ⅳ211 ： 〃 ⚒階
Ⅳ生命実験⚑： 〃 ⚒階（生命科学系学生実験室⚑）

◎教室略号（全て、神戸三田キャンパス）
Ⅱ102 ：Ⅱ号館 ⚑階
Ⅱ201 ： 〃 ⚒階
Ⅱ204 ： 〃 ⚒階
Ⅲ101 ：Ⅲ号館 ⚑階
Ⅲ105 ： 〃 ⚑階
Ⅲ106 ： 〃 ⚑階
ⅣLLL1：Ⅳ号館 ⚑階
ⅣLLL2： 〃 ⚑階
ⅣLLL3： 〃 ⚑階
ⅣVC ： 〃 ⚑階

Ⅵ101 ：Ⅵ号館 ⚑階
Ⅵ201 ： 〃 ⚒階
Ⅵ202 ： 〃 ⚒階
Ⅵ203 ： 〃 ⚒階
ⅦLLL4 ：Ⅶ号館 ⚑階
ⅦLLL5 ： 〃 ⚑階
Ⅶ101 ： 〃 ⚑階
Ⅶ102 ： 〃 ⚑階
Ⅶ103 ： 〃 ⚑階
Ⅶ104 ： 〃 ⚑階
Ⅶ111 ： 〃 ⚑階
Ⅶ物･電系実験： 〃 ⚒階（物質・電気系学生実験室）
Ⅶ環境実験 ： 〃 ⚓階（環境応用化学学生実験室）
Ⅶ生命実験⚒ ： 〃 ⚔階（生命科学系学生実験室⚒）
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物・宇
物質
電電
化学 ➡†基礎化学実験Ⅰ(2) ㈹田中大輔 Ⅳ化学実験
環境

生物

医科
➡†基礎化学実験Ⅰ(5) ㈹羽村季之 Ⅶ環境実験

情報

情報工学概論／情報科学概論(1) ㈹徳山 豪 Ⅳ401

知・機

情報工学概論／情報科学概論(1) ㈹徳山 豪 Ⅳ401

地誌学 吉田 雄介 Ⅵ201
数

物
➡†基礎物理学実験Ⅰ(1) ㈹栗田 厚 Ⅳ物理実験

先

化
環

生
†英語ライティングⅡＡ(18) ジェルミナリオ R. ⅣLLL1
†英語コミュニケーションⅡＡ(17) ランフォード C. ⅣLLL2
†英語コミュニケーションⅡＡ(16) ドゥアルテ A. ⅣLLL3

医
†英語コミュニケーションⅡＡ(20) ヘンウッド J. ⅦLLL4
†英語ライティングⅡＡ(19) ルーベッシュトロイ ⅦLLL5
†英語リーディングⅡＡ(21) モラガ M.D. Ⅳ206

情

人

数
物
先 ➡†ものづくり理工学実験Ⅰ ㈹金子忠昭 Ⅶ物･電系実験
化
環
生

医 ➡†先端医化学実験Ⅰ ㈹藤 博幸 Ⅶ生命実験⚒

情 †音声情報処理実習(2) 川端 豪 Ⅳグララボ
計算幾何学 徳山 豪 Ⅳ201

人 †音声情報処理実習(2) 川端 豪 Ⅳグララボ
計算幾何学 徳山 豪 Ⅳ201

数理

物・宇

物質

電電

微積分学Ⅰ(4) 高橋 甫宗 Ⅵ201

化学

環境 基礎化学Ａ(2) 増尾 貞弘 Ⅳ401

生物 基礎化学Ａ(2) 増尾 貞弘 Ⅳ401

医科
基礎化学Ａ(2) 増尾 貞弘 Ⅳ401

情報

知・機

数

物

先

ナノケミストリーⅡ 田中 裕久 Ⅳ203

化
†英語リーディングⅡＡ(12) コリンズ M.D. Ⅳ302
†英語リーディングⅡＡ(11) ハイカリス ジョージ ⅣLLL3
†英語ライティングⅡＡ(10) グローガン マイルズ ⅣVC

環
†英語コミュニケーションⅡＡ(14) ドゥアルテ A. ⅣLLL1
†英語ライティングⅡＡ(15) モラガ M.D. ⅦLLL4
†英語コミュニケーションⅡＡ(13) シュワルツ B. ⅦLLL5

生
医

情
人間システム工学概論(1) ㈹中後大輔 Ⅶ101

人
人間システム工学概論(1) ㈹中後大輔 Ⅶ101

数
物 ➡†物理学実験Ⅰ ㈹栗田 厚 Ⅳ物理実験
先
化
環 合成有機化学 羽村 季之 Ⅶ103
生
医 ➡†先端医化学実験Ⅰ ㈹藤 博幸 Ⅶ生命実験⚒

情 認知情報処理 工藤 卓 Ⅶ104

人 認知情報処理 工藤 卓 Ⅶ104

†科学技術英語Ａ(4) 尾鼻 靖子 ⅣLLL2

数理

物・宇

物質
電電

化学 †コンピュータ演習Ａ(14) 池田 瑞穂 Ⅵ202

環境

生物

医科

情報

†メディア社会論 前田 至剛 Ⅵ101

知・機

†メディア社会論 前田 至剛 Ⅵ101

経済学 河野 正道 Ⅵ201
入門英語ⅠＢ(10) 南 佐依 Ⅳ304

数
物
先
化
環

生

医

情
人

†英語リーディングⅠＢ(28) 和泉 緻香 Ⅳ204
入門英語ⅡＢ(10) 未定 Ⅳ302

数
物 構造物性学 松尾 元彰 Ⅶ101
先 構造物性学 松尾 元彰 Ⅶ101
化
環 ➡†環境・応用化学実験Ⅰ ㈹増尾貞弘 Ⅶ環境実験
生
医

情

人

数理

物・宇

物質

電電

化学

環境

生物

医科

情報
知・機

入門英語ⅠＡ(10) デルヴ マイケル Ⅳ304

数

物
†英語ライティングⅡＡ(5) ウィルソン J. ⅣLLL2
†英語コミュニケーションⅡＡ(4) トマス ジュリアン ⅣLLL3
†英語ライティングⅡＡ(6) コリンズ M.D. ⅦLLL5

先

化
†化学演習Ⅰ 矢ヶ崎 篤 Ⅳ303

環

生
医

情
†英語コミュニケーションⅡＡ(23) ランフォード C. ⅣLLL1
†英語リーディングⅡＡ(24) ヘンウッド J. Ⅳ302
†英語リーディングⅡＡ(22) 工藤 多恵 Ⅳ206

人
†英語ライティングⅡＡ(26) エドルマン C. ⅦLLL4
†英語ライティングⅡＡ(25) リントン ケイン ⅣVC
†英語コミュニケーションⅡＡ(27) ジェルミナリオ R. Ⅳ204

数
物 量子力学Ⅱ 高橋 功 Ⅳ301
先
化
環 ➡†環境・応用化学実験Ⅰ ㈹増尾貞弘 Ⅶ環境実験
生 ➡†先端生命科学実験Ⅰ ㈹西脇清二 Ⅳ生命実験⚑
医

情 オペレーティングシステム 大崎 博之 Ⅶ101

人 オペレーティングシステム 大崎 博之 Ⅶ101

数理

物・宇 宇宙物理学入門 ㈹瀬田益道 Ⅳ401

物質

電電

化学

環境
†英語ライティングⅠＡ(27) モラガ M.D. ⅣLLL1
†英語コミュニケーションⅠＡ(26) ジェルミナリオ R. ⅦLLL5
†英語リーディングⅠＡ(25) エドルマン C. Ⅳ302

生物

医科

情報

知・機

数

物
先 †電磁気学演習Ⅰ 尾崎 壽紀 Ⅶ101

化
†英語コミュニケーションⅡＡ(12) ラーダー S.D. ⅣLLL2
†英語コミュニケーションⅡＡ(11) ウィルソン J. ⅣLLL3
†英語リーディングⅡＡ(10) グローガン マイルズ ⅣVC

環
†英語ライティングⅡＡ(13) ヘンウッド J. ⅦLLL4
†英語コミュニケーションⅡＡ(15) ワーチャルスキー D. Ⅳ204
†英語リーディングⅡＡ(14) リントン ケイン Ⅳ206

生
†データ科学演習 ㈹藤 博幸 Ⅵ202

医
†データ科学演習 ㈹藤 博幸 Ⅵ202

情 数理論理学 高橋 和子 Ⅵ201

人 数理論理学 高橋 和子 Ⅵ201

数
物
先
化
環 ➡†環境・応用化学実験Ⅰ ㈹増尾貞弘 Ⅶ環境実験

生 ➡†先端生命科学実験Ⅰ ㈹西脇清二 Ⅳ生命実験⚑

医

情

人

線形代数Ⅰ 大崎 浩一 Ⅳ305
物・宇 ➡†生命科学入門実験(1) ㈹藤原伸介 Ⅳ生命実験⚑
物質 線形代数学Ⅰ(3) 仲 久則 Ⅳ402
電電 線形代数学Ⅰ(3) 仲 久則 Ⅳ402
化学 †基礎化学実験Ⅰ(2)➡ ㈹田中大輔 Ⅳ化学実験
環境

生物

医科
†基礎化学実験Ⅰ(5)➡ ㈹羽村季之 Ⅶ環境実験

情報

線形代数学Ⅰ(4) 反田 美香 Ⅳ401

知・機

†フランス語文法Ⅰ(2) 阪口 勝弘 Ⅳ304
数

物
†基礎物理学実験Ⅰ(1)➡ ㈹栗田 厚 Ⅳ物理実験

先

化 ➡†生命科学入門実験(1) 藤原 伸介 Ⅳ生命実験⚑
環

生
生化学 大谷 清 Ⅶ101

医
生化学 大谷 清 Ⅶ101

情
†英語コミュニケーションⅡＡ(22) ヘンウッド J. ⅦLLL4
†英語ライティングⅡＡ(23) ドゥアルテ A. ⅣLLL3
†英語ライティングⅡＡ(24) ジェルミナリオ R. ⅣLLL1

人
†英語コミュニケーションⅡＡ(25) ランフォード C. ⅣLLL2
†英語リーディングⅡＡ(26) 山田 一美 Ⅳ204
†英語ライティングⅡＡ(27) ルーベッシュトロイ ⅦLLL5

数
物
先 ††ものづくり理工学実験Ⅰ➡ ㈹金子忠昭 Ⅶ物･電系実験
化 物理化学Ⅴ 重藤 真介 Ⅳ301
環
生

医 ➡†先端医化学実験Ⅰ➡ ㈹藤 博幸 Ⅶ生命実験⚒

情 †音声情報処理実習(1) 川端 豪 Ⅳグララボ
†数理計画法実習 巳波 弘佳 Ⅵ202

人 †音声情報処理実習(1) 川端 豪 Ⅳグララボ
†数理計画法実習 巳波 弘佳 Ⅵ202
解析学Ⅲ 山根 英司 Ⅳ211

数理

物・宇

物質

電電

化学

環境

生物

医科

情報

知・機

日本国憲法 長岡 徹 Ⅵ101

数

物
†英語リーディングⅡＡ(4) グローガン マイルズ ⅣVC
†英語コミュニケーションⅡＡ(5) ウィルソン J. ⅣLLL2
†英語コミュニケーションⅡＡ(6) ハイカリス ジョージ ⅣLLL3

先

†英語コミュニケーションⅡＡ(9b) リントン ケイン ⅣLLL1
†英語コミュニケーションⅡＡ(9a) モラガ M.D. ⅦLLL4
†英語コミュニケーションⅡＡ(8a) シュワルツ B. ⅦLLL5
†英語リーディングⅡＡ(8b) 海老原由貴 Ⅳ204
†英語リーディングⅡＡ(7) 工藤 多恵 Ⅳ206

化
分析化学Ⅰ 重藤 真介 Ⅳ205

環
有機構造論 羽村 季之 Ⅶ103

生 ➡†生命分子・生化学実験 ㈹藤原伸介 Ⅳ生命実験⚑
医

情
メディア信号処理 岡留 剛 Ⅳ402

人
メディア信号処理 岡留 剛 Ⅳ402

数
物 ➡†物理学実験Ⅰ➡ ㈹栗田 厚 Ⅳ物理実験
先 ナノスケール分析科学 日比野浩樹 Ⅶ102
化
環
生
医 ➡†先端医化学実験Ⅰ➡ ㈹藤 博幸 Ⅶ生命実験⚒

情 バーチャルリアリティ 井村 誠孝 Ⅳ301

人 バーチャルリアリティ 井村 誠孝 Ⅳ301

†科学技術英語Ａ(7) ドゥアルテ A. Ⅳ311

数理 線形代数Ⅰ 大崎 浩一 Ⅳ305

物・宇 生命科学Ⅰ(3) 宗景 ゆり Ⅳ402
化学概論【⚒年生以上】 佐藤 英俊 Ⅳ201

物質 生命科学Ⅰ(3) 宗景 ゆり Ⅳ402
電電 生命科学Ⅰ(3) 宗景 ゆり Ⅳ402

化学 †コンピュータ演習Ａ(4) 池田 瑞穂 Ⅵ203
†コンピュータ演習Ａ(15) 風井 浩志 Ⅵ202

環境
†コンピュータ演習Ａ(15) 風井 浩志 Ⅵ202

生物
化学概論【⚒年生以上】 佐藤 英俊 Ⅳ201

医科
化学概論【⚒年生以上】 佐藤 英俊 Ⅳ201

情報

生命科学Ⅰ(3) 宗景 ゆり Ⅳ402

知・機

生命科学Ⅰ(3) 宗景 ゆり Ⅳ402

ラテン語文法 前川 裕 Ⅳ204

数
物
先 物理数学Ⅰ(2) 若林 克法 Ⅶ103
化 有機化学Ⅰ(1)／有機化学Ⅱ(2) 村上 慧 Ⅳ205
環

生
†英語リーディングⅡＡ(18) ヘンウッド J. ⅣLLL1
†英語ライティングⅡＡ(17) シュワルツ B. ⅣLLL2
†英語ライティングⅡＡ(16) エドルマン C. ⅦLLL5

医
†英語コミュニケーションⅡＡ(21) リントン ケイン ⅣLLL3
†英語リーディングⅡＡ(20) ルーベッシュトロイ ⅦLLL4
†英語リーディングⅡＡ(19) ランフォード C. ⅣVC

情
人

数 複素解析 山根 英司 Ⅳ301
物
先 ナノケミストリーⅢ 田中 裕久 Ⅶ104
化
環 ➡†環境・応用化学実験Ⅰ➡ ㈹増尾貞弘 Ⅶ環境実験
生 器官形成学 西脇 清二 Ⅶ101
医 器官形成学 西脇 清二 Ⅶ101

情
†情報システム領域実習Ａ 下記参照 個研
†ネットワークシステム領域実習Ａ 下記参照 個研

人

光物性物理学 栗田 厚 Ⅳ303

数理 情報工学概論(2)／情報科学概論(2) ㈹徳山 豪 Ⅳ402

物・宇 情報工学概論(2)／情報科学概論(2) ㈹徳山 豪 Ⅳ402

物質

電電

化学
情報工学概論(2)／情報科学概論(2) ㈹徳山 豪 Ⅳ402

環境

生物
生命科学Ⅰ(1) 田中 克典 Ⅶ103
情報工学概論(2)／情報科学概論(2) ㈹徳山 豪 Ⅳ402

医科 生命科学Ⅰ(1) 田中 克典 Ⅶ103
情報工学概論(2)／情報科学概論(2) ㈹徳山 豪 Ⅳ402

情報
知・機

数

物
電磁気学Ⅰ(1) 澤田 信一 Ⅳ305

先

化
†英語ライティングⅡＡ(12) グローガン マイルズ ⅣLLL2
†英語コミュニケーションⅡＡ(10) トマス ジュリアン ⅣLLL3
†英語ライティングⅡＡ(11) コリンズ M.D. ⅦLLL5

環
†英語ライティングⅡＡ(14) ランフォード C. ⅣLLL1
†英語リーディングⅡＡ(15) エドルマン C. ⅦLLL4
†英語リーディングⅡＡ(13) 工藤 多恵 Ⅳ206

生
医 ➡†基礎医化学実験Ⅰ ㈹大谷 清 Ⅳ生命実験⚑

情

人

数
物 †コンピュータ演習Ｂ 多賀登喜雄 Ⅵ202
先 †コンピュータ演習Ｂ 多賀登喜雄 Ⅵ202
化 化学数学 玉井 尚登 Ⅳ202
環 ➡†環境・応用化学実験Ⅰ➡ ㈹増尾貞弘 Ⅶ環境実験
生 ➡†先端生命科学実験Ⅰ➡ ㈹西脇清二 Ⅳ生命実験⚑
医

情 ロボティクス／メカトロニクス 中後 大輔 Ⅴ情･機系実験

人 ロボティクス／メカトロニクス 中後 大輔 Ⅴ情･機系実験

代数学Ⅳ 増田 佳代 Ⅳ303

数理

物・宇

物質

➡†生命科学入門実験(2) ㈹大谷 清 Ⅳ生命実験⚑

電電

➡†生命科学入門実験(2) ㈹大谷 清 Ⅳ生命実験⚑

化学
微積分学Ⅰ(2) 陰山 真矢 Ⅳ201

環境
➡†生命科学入門実験(2) ㈹大谷 清 Ⅳ生命実験⚑

生物

医科

情報

知・機

†コンピュータ演習Ａ(10) 岡留 剛 Ⅳマルラボ⚑
†コンピュータ演習Ａ(11) 川端 豪 Ⅳマルラボ⚒

心理学 北口 勝也 Ⅵ101
†フランス語読解Ⅰ(2) 谷 恭子 Ⅳ304

数
†英語コミュニケーションⅡＡ(2) ラーダー S.D. ⅣLLL2
†英語コミュニケーションⅡＡ(1) ウィルソン J. ⅣLLL3
†英語コミュニケーションⅡＡ(3) ハイカリス ジョージ ⅣVC

物 物理のための幾何入門 岡村 隆 Ⅳ203
先 電磁気学Ⅰ(2) 尾崎 壽紀 Ⅶ101

化
無機化学Ⅰ 小笠原一禎 Ⅵ202

環

生
†英語リーディングⅡＡ(17) エドルマン C. Ⅳ302
†英語コミュニケーションⅡＡ(18) ワーチャルスキー D. Ⅳ204
†英語リーディングⅡＡ(16) ランフォード C. Ⅳ206

医
†英語ライティングⅡＡ(20) モラガ M.D. ⅣLLL1
†英語ライティングⅡＡ(21) ヘンウッド J. ⅦLLL4
†英語コミュニケーションⅡＡ(19) ジェルミナリオ R. ⅦLLL5

情 ヒューマンデータ分析／
エルゴノミクスコンピューティング

山本 倫也 Ⅳ402

人 ヒューマンデータ分析／
エルゴノミクスコンピューティング

山本 倫也 Ⅳ402

数 †統計コンピュータ演習 森本 孝之 Ⅳ数理演習
物 宇宙物理学 松浦 周二 Ⅶ104
先
化 ➡†有機化学実験 ㈹畠山琢次 Ⅳ化学実験
環 ➡†環境・応用化学実験Ⅰ➡ ㈹増尾貞弘 Ⅶ環境実験

生 ➡†先端生命科学実験Ⅰ➡ ㈹西脇清二 Ⅳ生命実験⚑

医

情
†音楽情報処理実習 ㈹片寄晴弘 Ⅳグララボ
†ロボット工学実験 中後 大輔 Ⅴ情･機系実験
†知的財産戦略論 梶 俊和 Ⅱ202

人
†音楽情報処理実習 ㈹片寄晴弘 Ⅳグララボ
†ロボット工学実験 中後 大輔 Ⅴ情･機系実験
†知的財産戦略論 梶 俊和 Ⅱ202

†数学入門演習 増田 佳代 Ⅳ305
物・宇 †生命科学入門実験(1)➡ ㈹藤原伸介 Ⅳ生命実験⚑
物質 基礎化学Ａ(1) 玉井 尚登 Ⅳ402
電電 基礎化学Ａ(1) 玉井 尚登 Ⅳ402
化学 基礎化学Ａ(1) 玉井 尚登 Ⅳ402
環境 環境化学 谷水 雅治 Ⅶ103

生物

医科
環境化学 谷水 雅治 Ⅶ103

情報

†コンピュータ演習Ａ(7) 西谷 滋人 Ⅳマルラボ⚒
†コンピュータ演習Ａ(8) 巳波 弘佳 Ⅳグララボ
†コンピュータ演習Ａ(9) 長田 典子 Ⅳマルラボ⚑

知・機

線形代数学Ⅰ(5) 反田 美香 Ⅳ401

†フランス語文法Ⅰ(1) 阪口 勝弘 Ⅳ304
数

物
†英語ライティングⅡＡ(4) コリンズ M.D. ⅣLLL1
†英語リーディングⅡＡ(5) グローガン マイルズ ⅣLLL3
†英語リーディングⅡＡ(6) ハイカリス ジョージ ⅣVC

先

†英語ライティングⅡＡ(9b) ランフォード C. ⅣLLL2
†英語ライティングⅡＡ(8b) ヘンウッド J. ⅦLLL4
†英語ライティングⅡＡ(7) リントン ケイン ⅦLLL5
†英語リーディングⅡＡ(8a) 山田 一美 Ⅳ204
†英語リーディングⅡＡ(9a) ルーベッシュトロイ Ⅳ206

化 †生命科学入門実験(1)➡ 藤原 伸介 Ⅳ生命実験⚑
環

生

医

情

人

数
物
先 †ものづくり理工学実験Ⅰ➡ ㈹金子忠昭 Ⅶ物･電系実験
化
環 地球物質科学 壷井 基裕 Ⅶ104
生 植物分子生理学 松田 祐介 Ⅳ303

医 ➡†先端医化学実験Ⅰ➡ ㈹藤 博幸 Ⅶ生命実験⚒
植物分子生理学 松田 祐介 Ⅳ303

情 音声情報処理 川端 豪 Ⅳ205
応用数学 嵯峨 宣彦 Ⅳ302

人 音声情報処理 川端 豪 Ⅳ205
応用数学 嵯峨 宣彦 Ⅳ302

幾何学Ⅲ 示野 信一 Ⅳ203

数理

物・宇

物質

微積分学Ⅰ(3) 高橋 甫宗 Ⅳ301

電電

化学
†基礎化学実験法 ㈹小笠原一禎 Ⅵ202

環境

生物

医科

情報 知能・機械工学概論 ㈹岡留 剛 Ⅳ402

知・機
知能・機械工学概論 ㈹岡留 剛 Ⅳ402

†ドイツ語文法Ⅰ(2) 宮田 玲 Ⅳ304
論理学 副島 猛 Ⅵ201
自然科学史 井上 尚之 Ⅵ101

数
†英語ライティングⅡＡ(1) ウィルソン J. ⅣLLL2
†英語ライティングⅡＡ(2) グローガン マイルズ ⅣLLL3
†英語ライティングⅡＡ(3) コリンズ M.D. ⅣVC

物
物理と確率 千代延大造 Ⅳ303

先

物理と確率 千代延大造 Ⅳ303

化

環
†基礎量子化学／量子化学(2) 橋本 秀樹 Ⅶ104

生 ➡†生命分子・生化学実験➡ ㈹藤原伸介 Ⅳ生命実験⚑
医

情
†英語ライティングⅡＡ(22) ジェルミナリオ R. ⅦLLL4
†英語コミュニケーションⅡＡ(24) シュワルツ B. ⅦLLL5
†英語リーディングⅡＡ(23) モラガ M.D. Ⅳ302

人
†英語コミュニケーションⅡＡ(26) リントン ケイン ⅣLLL1
†英語リーディングⅡＡ(27) 海老原由貴 Ⅳ204
†英語リーディングⅡＡ(25) 工藤 多恵 Ⅳ206

数 応用数理Ⅰ 昌子 浩登 Ⅳ305
物 †物理学実験Ⅰ➡ ㈹栗田 厚 Ⅳ物理実験
先 先進エネルギーナノ工学詳論 ㈹日比野浩樹 Ⅶ103
化 有機化学Ⅵ 田辺 陽 Ⅳ201
環
生
医 ➡†先端医化学実験Ⅰ➡ ㈹藤 博幸 Ⅶ生命実験⚒

情 知識情報処理 高橋 和子 Ⅶ101

人 知識情報処理 高橋 和子 Ⅶ101

†科学技術英語Ａ(5) 住 政二郎 Ⅳ311

数理 †コンピュータ演習Ａ(1) 作元 雄輔 Ⅳ数理演習

物・宇 力学Ⅰ／力学Ⅰ(1) 加藤 知 Ⅳ205

物質
電電 †電気電子応用入門／先進エネルギーナノ工学入門 下記参照 個研

化学 基礎物理学Ａ(1) 阪上 潔 Ⅳ401

環境
基礎物理学Ａ(1) 阪上 潔 Ⅳ401

生物
†英語コミュニケーションⅠＡ(21) リントン ケイン ⅣLLL3
†英語ライティングⅠＡ(20) ヘンウッド J. ⅣLLL1
†英語リーディングⅠＡ(19) 和泉 緻香 Ⅳ204

医科
†英語コミュニケーションⅠＡ(22) シュワルツ B. ⅣLLL2
†英語リーディングⅠＡ(23) 氏木 道人 ⅦLLL4
†英語ライティングⅠＡ(24) エドルマン C. ⅦLLL5

情報

知・機

数 代数入門 大杉 英史 Ⅶ101
物
先
化
環

生

医

情
人

数
物
先
化 †化学演習Ⅲ ㈹重藤真介 Ⅶ102
環 †環境・応用化学実験Ⅰ➡ ㈹増尾貞弘 Ⅶ環境実験
生 脳神経科学 矢尾 育子 Ⅳ201
医 脳神経科学 矢尾 育子 Ⅳ201

情

人
†映像音響システム領域実習Ａ 下記参照 個研
†サイバーロボティクス領域実習Ａ 下記参照 個研

†科学技術英語Ａ(8) 住 政二郎 ⅣVC
確率統計Ⅲ 森本 孝之 Ⅳ303

数理

物・宇

物質

電電

化学
†英語ライティングⅠＡ(6) 尾鼻 靖子 ⅣLLL3
†英語リーディングⅠＡ(7) ウィルソン J. ⅣVC
†英語リーディングⅠＡ(5) ハイカリス ジョージ Ⅳ302

環境

生物
基礎物理学Ａ(2) 阪上 潔 Ⅳ402

医科 基礎物理学Ａ(2) 阪上 潔 Ⅳ402

情報 論理回路 石浦菜岐佐 Ⅳ401
知・機 論理回路 石浦菜岐佐 Ⅳ401

数

物

先

†英語コミュニケーションⅡＡ(8b) ランフォード C. ⅣLLL1
†英語コミュニケーションⅡＡ(7) ドゥアルテ A. ⅣLLL2
†英語ライティングⅡＡ(9a) シュワルツ B. ⅦLLL4
†英語ライティングⅡＡ(8a) リントン ケイン ⅦLLL5
†英語リーディングⅡＡ(9b) 工藤 多恵 Ⅳ206

化

環

生
医 ➡†基礎医化学実験Ⅰ➡ ㈹大谷 清 Ⅳ生命実験⚑

情

人

数 解析学Ⅰ 藤原 司 Ⅳ301
物
先 物理数学Ⅲ 若林 克法 Ⅶ103
化
環 †環境・応用化学実験Ⅰ➡ ㈹増尾貞弘 Ⅶ環境実験
生 ➡†先端生命科学実験Ⅰ➡ ㈹西脇清二 Ⅳ生命実験⚑
医

情 †画像情報処理実習 角所 考 Ⅴ情･機系実験
†情報理論実習 井坂 元彦 Ⅳマルラボ⚒

人 †画像情報処理実習 角所 考 Ⅴ情･機系実験
†情報理論実習 井坂 元彦 Ⅳマルラボ⚒

幾何学Ⅳ 黒瀬 俊 Ⅳ201

数理

物・宇

物質

†生命科学入門実験(2)➡ ㈹大谷 清 Ⅳ生命実験⚑

電電

†生命科学入門実験(2)➡ ㈹大谷 清 Ⅳ生命実験⚑

化学
†英語コミュニケーションⅠＡ(6) コリンズ M.D. ⅣLLL1
†英語コミュニケーションⅠＡ(5) ハイカリス ジョージ ⅣLLL2
†英語ライティングⅠＡ(7) ウィルソン J. ⅣLLL3

環境
†生命科学入門実験(2)➡ ㈹大谷 清 Ⅳ生命実験⚑

生物
†英語ライティングⅠＡ(19) ジェルミナリオ R. ⅦLLL5
†英語リーディングⅠＡ(20) エドルマン C. Ⅳ302
†英語リーディングⅠＡ(21) ランフォード C. Ⅳ206

医科

情報

知・機

微積分学Ⅰ(6) 陰山 真矢 Ⅳ205

†ドイツ語読解Ⅰ(2) 武久 盾 Ⅳ304
†フランス語読解Ⅰ(1) 谷 恭子 Ⅳ303

数

物
先 力学Ⅱ(2) 水木純一郎 Ⅳ202

化
基礎物理学Ｃ 瀬川 新一 Ⅶ101

環
基礎物理学Ｃ 瀬川 新一 Ⅶ101

生

医

情

人

数 代数学Ⅰ 大杉 英史 Ⅳ305
物 物理数学Ⅱ(1) 岡村 隆 Ⅳ201
先
化 ➡†有機化学実験➡ ㈹畠山琢次 Ⅳ化学実験
環 †環境・応用化学実験Ⅰ➡ ㈹増尾貞弘 Ⅶ環境実験

生 ➡†先端生命科学実験Ⅰ➡ ㈹西脇清二 Ⅳ生命実験⚑

医

情
音楽情報処理 片寄 晴弘 Ⅳ203
モデリング物理学 西谷 滋人 Ⅳ301

人
音楽情報処理 片寄 晴弘 Ⅳ203
モデリング物理学 西谷 滋人 Ⅳ301

物・宇 線形代数学Ⅰ(1) 仲 久則 Ⅳ402
物質
電電
化学 線形代数学Ⅰ(2) 反田 美香 Ⅳ401
環境 微積分学Ⅰ(7) 三浦 佳二 Ⅶ103

生物 ➡†基礎化学実験Ⅰ(4) ㈹羽村季之 Ⅶ環境実験
微積分学Ⅰ(7) 三浦 佳二 Ⅶ103

医科
微積分学Ⅰ(7) 三浦 佳二 Ⅶ103

情報

†英語ライティングⅠＡ(16) リントン ケイン ⅣLLL2
†英語ライティングⅠＡ(13) ドゥアルテ A. ⅣLLL3
†英語リーディングⅠＡ(18) 氏木 道人 ⅦLLL4
†英語コミュニケーションⅠＡ(15) ジェルミナリオ R. ⅦLLL5
†英語リーディングⅠＡ(14) 山田 一美 Ⅳ204
†英語リーディングⅠＡ(17) 和泉 緻香 Ⅳ206

知・機

†英語ライティングⅠＡ(16) リントン ケイン ⅣLLL2
†英語ライティングⅠＡ(13) ドゥアルテ A. ⅣLLL3
†英語リーディングⅠＡ(18) 氏木 道人 ⅦLLL4
†英語コミュニケーションⅠＡ(15) ジェルミナリオ R. ⅦLLL5
†英語リーディングⅠＡ(14) 山田 一美 Ⅳ204
†英語リーディングⅠＡ(17) 和泉 緻香 Ⅳ206

数 †数式処理演習Ⅰ 陰山 真矢 Ⅵ202

物
➡†基礎化学実験Ⅰ(1) ㈹田中大輔 Ⅳ化学実験

先

化
環 ➡†基礎物理学実験Ⅰ(4) ㈹松浦周二 Ⅳ物理実験

生
分子遺伝学 武田 直也 Ⅶ101

医
分子遺伝学 武田 直也 Ⅶ101

情
情報理論 井坂 元彦 Ⅵ201
➡†基礎物理学実験Ⅰ(4) ㈹松浦周二 Ⅳ物理実験

人
情報理論 井坂 元彦 Ⅵ201
➡†基礎物理学実験Ⅰ(4) ㈹松浦周二 Ⅳ物理実験

数 解析学Ⅰ 藤原 司 Ⅳ301
物 熱統計力学Ⅰ 谷口 亨 Ⅳ305
先 統計熱力学 小倉 鉄平 Ⅳ202
化 物理化学Ⅳ 玉井 尚登 Ⅳ201
環
生 化学生態学 北條 賢 Ⅳ203

医 †先端医化学実験Ⅰ➡ ㈹藤 博幸 Ⅶ生命実験⚒

情 †コンピュータ・アート 八尾里絵子 Ⅲ106
†データマイニング実習(2) 猪口 明博 Ⅳグララボ

人 †コンピュータ・アート 八尾里絵子 Ⅲ106
†データマイニング実習(2) 猪口 明博 Ⅳグララボ

数理 †英語コミュニケーションⅠＡ(2) コリンズ M.D. ⅣLLL1
†英語リーディングⅠＡ(1) ハイカリス ジョージ Ⅳ302

物・宇 †英語コミュニケーションⅠＡ(3) グローガン マイルズ ⅣLLL2
†英語ライティングⅠＡ(4) ウィルソン J. ⅣLLL3

物質

†英語コミュニケーションⅠＡ(11) ルーベッシュトロイ ⅦLLL4
†英語ライティングⅠＡ(8) ジェルミナリオ R. ⅦLLL5
†英語コミュニケーションⅠＡ(10) エドルマン C. ⅣVC
†英語リーディングⅠＡ(12) 海老原由貴 Ⅳ204
†英語リーディングⅠＡ(9) 住 政二郎 Ⅳ206

電電

†英語コミュニケーションⅠＡ(11) ルーベッシュトロイ ⅦLLL4
†英語ライティングⅠＡ(8) ジェルミナリオ R. ⅦLLL5
†英語コミュニケーションⅠＡ(10) エドルマン C. ⅣVC
†英語リーディングⅠＡ(12) 海老原由貴 Ⅳ204
†英語リーディングⅠＡ(9) 住 政二郎 Ⅳ206

化学

環境 ➡†基礎化学実験Ⅰ(6) ㈹羽村季之 Ⅶ環境実験

生物

医科
医科学入門Ａ ㈹木村健二 Ⅳ211

情報

知・機
†工学のための数学演習Ⅰ(1)／
人間システム工学のための数学演習Ⅰ(1)

工藤 卓 Ⅳ201

†工学のための数学演習Ⅰ(2)／
人間システム工学のための数学演習Ⅰ(2)

中後 大輔 Ⅳ202

†ドイツ語文法Ⅰ(1) 宮田 玲 Ⅳ304
哲学 副島 猛 Ⅵ101

数
基礎解析学Ⅰ 千代延大造 Ⅳ301

物
†基礎物理学演習(1) 加藤 知 Ⅳ402
†基礎物理学演習(2) ㈹岡村 隆 Ⅳ203

先

化
物理化学Ⅰ 山口 宏 Ⅳ205

環

生 †生命分子・生化学実験➡ ㈹藤原伸介 Ⅳ生命実験⚑
医

情
➡†プログラミング実習Ⅱ(2) 井村 誠孝 Ⅳグララボ
➡†プログラミング実習Ⅱ(3) 片寄 晴弘 Ⅳマルラボ⚑

人
➡†プログラミング実習Ⅱ(2) 井村 誠孝 Ⅳグララボ
➡†プログラミング実習Ⅱ(3) 片寄 晴弘 Ⅳマルラボ⚑

数 幾何学Ⅰ 示野 信一 Ⅳ305
物
先 †ナノ物性量子力学演習Ⅱ 藤原明比古 Ⅶ102
化
環
生
医 †先端医化学実験Ⅰ➡ ㈹藤 博幸 Ⅶ生命実験⚒

情 最適化理論 巳波 弘佳 Ⅶ101

人 最適化理論 巳波 弘佳 Ⅶ101

†科学技術英語Ａ(6) リントン ケイン Ⅳ311

数理

物・宇

物質 物理学序論(2) 瀬川 新一 Ⅳ301
電電

化学

環境
†英語ライティングⅠＡ(25) ルーベッシュトロイ ⅣLLL1
†英語ライティングⅠＡ(26) ランフォード C. ⅣLLL3
†英語リーディングⅠＡ(27) 和泉 緻香 Ⅳ206

生物

医科

情報

知・機

数
物 線形代数学Ⅲ 澤田 信一 Ⅳ402
先 線形代数学Ⅲ 澤田 信一 Ⅳ402
化 線形代数学Ⅲ 澤田 信一 Ⅳ402
環 線形代数学Ⅲ 澤田 信一 Ⅳ402

生

医

情
人

入門英語ⅡＡ(10) カニンハム S. Ⅳ204

数
物
先
化
環
生
医

情

人

†科学技術英語Ａ(2) ヘンウッド J. ⅦLLL4
高エネルギー物理学 斎藤 武 Ⅳ203

数理 キャリアデザイン論(1) 前川 隆昭 Ⅵ101
基礎物理学Ａ(3) 阪上 潔 Ⅳ402

物・宇 キャリアデザイン論(1) 前川 隆昭 Ⅵ101
基礎化学Ｃ(1) 畠山 琢次 Ⅳ401

物質

キャリアデザイン論(1) 前川 隆昭 Ⅵ101
基礎化学Ｃ(1) 畠山 琢次 Ⅳ401

電電

キャリアデザイン論(1) 前川 隆昭 Ⅵ101
基礎化学Ｃ(1) 畠山 琢次 Ⅳ401

化学
キャリアデザイン論(1) 前川 隆昭 Ⅵ101
基礎化学Ｃ(1) 畠山 琢次 Ⅳ401

環境
†英語コミュニケーションⅠＡ(27) ドゥアルテ A. ⅣLLL1
†英語コミュニケーションⅠＡ(25) リントン ケイン ⅦLLL4
†英語リーディングⅠＡ(26) 乗次 章子 Ⅳ206
キャリアデザイン論(1) 前川 隆昭 Ⅵ101

生物
†英語ライティングⅠＡ(21) シュワルツ B. ⅣLLL2
†英語コミュニケーションⅠＡ(20) ルーベッシュトロイ ⅣLLL3
†英語コミュニケーションⅠＡ(19) モラガ M.D. ⅦLLL5
キャリアデザイン論(1) 前川 隆昭 Ⅵ101

医科 キャリアデザイン論(1) 前川 隆昭 Ⅵ101

情報 基礎物理学Ａ(3) 阪上 潔 Ⅳ402
知・機 基礎物理学Ａ(3) 阪上 潔 Ⅳ402

数
†英語リーディングⅡＡ(1) グローガン マイルズ Ⅳ204
†英語リーディングⅡＡ(2) ハイカリス ジョージ Ⅳ302
†英語リーディングⅡＡ(3) コリンズ M.D. Ⅳ311

物

先

➡†基礎物理学実験Ⅰ(2) ㈹金子忠昭 Ⅳ物理実験

化

環
分析化学 千葉 光一 Ⅶ104

生
医 †基礎医化学実験Ⅰ➡ ㈹大谷 清 Ⅳ生命実験⚑

情
➡†プログラミング実習Ⅱ(1) 北村 泰彦 Ⅳグララボ
➡†プログラミング実習Ⅱ(4) 河野 恭之 Ⅳマルラボ⚑
➡†プログラミング実習Ⅱ(5) 工藤 卓 Ⅳマルラボ⚒

人
➡†プログラミング実習Ⅱ(1) 北村 泰彦 Ⅳグララボ
➡†プログラミング実習Ⅱ(4) 河野 恭之 Ⅳマルラボ⚑
➡†プログラミング実習Ⅱ(5) 工藤 卓 Ⅳマルラボ⚒

数 常微分方程式 大崎 浩一 Ⅳ305
物 固体電子論 大谷 昇 Ⅳ205
先 固体電子論 大谷 昇 Ⅳ205
化 無機化学Ⅲ 田中 大輔 Ⅳ301
環 環境有機材料化学 森崎 泰弘 Ⅶ102
生 †先端生命科学実験Ⅰ➡ ㈹西脇清二 Ⅳ生命実験⚑
医

情 符号理論 井坂 元彦 Ⅳ203
画像情報処理 角所 考 Ⅶ101

人 符号理論 井坂 元彦 Ⅳ203
画像情報処理 角所 考 Ⅶ101

数理 †英語ライティングⅠＡ(1) ハイカリス ジョージ ⅣLLL1
†英語リーディングⅠＡ(2) コリンズ M.D. Ⅳ302

物・宇 †英語ライティングⅠＡ(3) グローガン マイルズ ⅣLLL2
†英語コミュニケーションⅠＡ(4) ウィルソン J. ⅣLLL3

物質

†英語コミュニケーションⅠＡ(12) ヘンウッド J. ⅦLLL4
†英語ライティングⅠＡ(9) モラガ M.D. ⅦLLL5
†英語ライティングⅠＡ(11) ドゥアルテ A. ⅣVC
†英語リーディングⅠＡ(8) 住 政二郎 Ⅳ204
†英語リーディングⅠＡ(10) シュワルツ B. Ⅳ206

電電

†英語コミュニケーションⅠＡ(12) ヘンウッド J. ⅦLLL4
†英語ライティングⅠＡ(9) モラガ M.D. ⅦLLL5
†英語ライティングⅠＡ(11) ドゥアルテ A. ⅣVC
†英語リーディングⅠＡ(8) 住 政二郎 Ⅳ204
†英語リーディングⅠＡ(10) シュワルツ B. Ⅳ206

化学

環境

生物

医科

情報

微積分学Ⅰ(5) 陰山 真矢 Ⅳ205

知・機

†ドイツ語読解Ⅰ(1) 武久 盾 Ⅳ304
サイバー社会入門 内田啓太郎 Ⅵ101

数
基礎解析学Ⅰ 千代延大造 Ⅳ301

物 デモンストレーション物理学Ⅱ 栗田 厚 Ⅳ402
先 デモンストレーション物理学Ⅱ 栗田 厚 Ⅳ402

化
➡†基礎物理学実験Ⅰ(3) ㈹日比野浩樹 Ⅳ物理実験

環
有機反応論 白川 英二 Ⅵ201

生
系統分類学 藤 博幸 Ⅶ101
➡†基礎物理学実験Ⅰ(5) ㈹鹿田真一 Ⅳ物理実験

医
系統分類学 藤 博幸 Ⅶ101
➡†基礎物理学実験Ⅰ(5) ㈹鹿田真一 Ⅳ物理実験

情 デモンストレーション物理学Ⅱ 栗田 厚 Ⅳ402

人 デモンストレーション物理学Ⅱ 栗田 厚 Ⅳ402

数 幾何学Ⅰ 示野 信一 Ⅳ305
物
先 極限環境プロセッシング 金子 忠昭 Ⅶ102
化 ➡†有機化学実験➡ ㈹畠山琢次 Ⅳ化学実験
環 応用物理化学 田和 圭子 Ⅶ104

生 †先端生命科学実験Ⅰ➡ ㈹西脇清二 Ⅳ生命実験⚑
環境医化学 今岡 進 Ⅳ303

医 環境医化学 今岡 進 Ⅳ303

情
コンパイラ 石浦菜岐佐 Ⅳマルラボ⚒
†ネットワーク実習(2) 北村 泰彦 Ⅳグララボ

人
コンパイラ 石浦菜岐佐 Ⅳマルラボ⚒
†ネットワーク実習(2) 北村 泰彦 Ⅳグララボ

数理
物・宇
物質
電電
化学 ➡†基礎化学実験Ⅱ(1) ㈹田辺 陽 Ⅳ化学実験
環境 ➡†基礎化学実験Ⅱ(2) ㈹羽村季之 Ⅶ環境実験
生物

医科

情報

知・機

➡†プログラミング実習Ⅰ(4) 工藤 卓 Ⅳマルラボ⚑
➡†プログラミング実習Ⅰ(5) 井村 誠孝 Ⅳマルラボ⚒

数

物

先

環境経済学 朴 勝俊 Ⅱ204

化
環

生
†英語ライティングⅡＢ(18) ジェルミナリオ R. ⅣLLL1
†英語コミュニケーションⅡＢ(17) ランフォード C. ⅣLLL2
†英語コミュニケーションⅡＢ(16) ドゥアルテ A. ⅣLLL3

医
†英語コミュニケーションⅡＢ(20) ヘンウッド J. ⅦLLL4
†英語ライティングⅡＢ(19) ルーベッシュトロイ ⅦLLL5
†英語リーディングⅡＢ(21) モラガ M.D. Ⅳ206

情
データ構造とアルゴリズム 作元 雄輔 Ⅳ401

人
データ構造とアルゴリズム 作元 雄輔 Ⅳ401

数
物
先 ➡†ものづくり理工学実験Ⅱ ㈹金子忠昭 Ⅶ物･電系実験
化
環
生
医 ➡†先端医化学実験Ⅱ ㈹大谷 清 Ⅶ生命実験⚒

情 †コンパイラ実習(2) 石浦菜岐佐 Ⅳグララボ

人 †コンパイラ実習(2) 石浦菜岐佐 Ⅳグララボ

数理

物・宇

物質

電電

微積分学Ⅱ(4) 高橋 甫宗 Ⅵ201

化学

環境
生物

医科

情報 離散数理 徳山 豪 Ⅶ101
知・機 離散数理 徳山 豪 Ⅶ101

数

物

先

†電磁気学演習Ⅱ 松尾 元彰 Ⅶ103

化
†英語リーディングⅡＢ(12) コリンズ M.D. Ⅳ302
†英語リーディングⅡＢ(11) ハイカリス ジョージ ⅣLLL3
†英語ライティングⅡＢ(10) グローガン マイルズ ⅣVC

環
†英語コミュニケーションⅡＢ(14) ドゥアルテ A. ⅣLLL1
†英語ライティングⅡＢ(15) モラガ M.D. ⅦLLL4
†英語コミュニケーションⅡＢ(13) シュワルツ B. ⅦLLL5

生

医

情
➡†プログラミング実習Ⅲ(2) 猪口 明博 Ⅳグララボ
➡†プログラミング実習Ⅲ(3) 川端 豪 Ⅳマルラボ⚑

人
➡†プログラミング実習Ⅲ(2) 猪口 明博 Ⅳグララボ
➡†プログラミング実習Ⅲ(3) 川端 豪 Ⅳマルラボ⚑

数
物 ➡†物理学実験Ⅱ ㈹栗田 厚 Ⅳ物理実験
先
化
環
生
医 ➡†先端医化学実験Ⅱ ㈹大谷 清 Ⅶ生命実験⚒
情
人

†科学技術英語Ｂ(4) 尾鼻 靖子 ⅣLLL2

数理
物・宇
物質
電電
化学

環境
線形代数学Ⅰ(6) 吉野 公三 Ⅶ101

生物
線形代数学Ⅰ(6) 吉野 公三 Ⅶ101

医科
線形代数学Ⅰ(6) 吉野 公三 Ⅶ101

情報

知・機

†英語リーディングⅠＡ(28) 和泉 緻香 Ⅳ204
入門英語ⅠＢ(20) 南 佐依 Ⅳ304

数
物
先
化
環

生

医

情
人

入門英語ⅡＢ(20) 未定 Ⅳ206
数
物
先
化
環 ➡†環境・応用化学実験Ⅱ ㈹壷井基裕 Ⅶ環境実験
生 病態生理学 大谷 清 Ⅶ103
医 病態生理学 大谷 清 Ⅶ103

情
†サイバースペースの法と倫理 ㈹山田威一郎 Ⅵ201
†情報システム領域実習Ｂ 下記参照 下記参照
†ネットワークシステム領域実習Ｂ 下記参照 下記参照

人 †サイバースペースの法と倫理 ㈹山田威一郎 Ⅵ201

数理

物・宇 生命科学Ⅱ(1) ㈹西脇清二 Ⅶ101

物質

生命科学Ⅱ(1) ㈹西脇清二 Ⅶ101

電電

生命科学Ⅱ(1) ㈹西脇清二 Ⅶ101

化学
基礎物理学Ｂ(1) 中井 直正 Ⅳ402

環境
基礎物理学Ｂ(1) 中井 直正 Ⅳ402

生物
生命科学Ⅱ(1) ㈹西脇清二 Ⅶ101

医科 生命科学Ⅱ(1) ㈹西脇清二 Ⅶ101
情報 生命科学Ⅱ(1) ㈹西脇清二 Ⅶ101
知・機 生命科学Ⅱ(1) ㈹西脇清二 Ⅶ101

数

物
†英語ライティングⅡＢ(5) ウィルソン J. ⅣLLL2
†英語コミュニケーションⅡＢ(4) トマス ジュリアン ⅣLLL3
†英語ライティングⅡＢ(6) コリンズ M.D. ⅦLLL5

先

➡†基礎物理学実験Ⅱ(2) ㈹大谷 昇 Ⅳ物理実験

化
物理化学Ⅱ 大間知潤子 Ⅶ104

環

生
医

情
†英語リーディングⅡＢ(24) ヘンウッド J. Ⅳ302
†英語コミュニケーションⅡＢ(23) ランフォード C. ⅣLLL1
†英語リーディングⅡＢ(22) 工藤 多恵 Ⅳ206

人
†英語ライティングⅡＢ(26) エドルマン C. ⅦLLL4
†英語ライティングⅡＢ(25) リントン ケイン ⅣVC
†英語コミュニケーションⅡＢ(27) ジェルミナリオ R. Ⅳ204

数
物
先
化
環 ➡†環境・応用化学実験Ⅱ ㈹壷井基裕 Ⅶ環境実験

生 ➡†先端生命科学実験Ⅱ ㈹松田祐介 Ⅶ生命実験⚒

医

情 暗号と情報セキュリティ 井坂 元彦 Ⅳ203

人 暗号と情報セキュリティ 井坂 元彦 Ⅳ203

数理

物・宇

物質

電電

化学

環境
†英語ライティングⅠＢ(27) モラガ M.D. ⅣLLL1
†英語コミュニケーションⅠＢ(26) ジェルミナリオ R. ⅦLLL5
†英語リーディングⅠＢ(25) エドルマン C. Ⅳ302

生物

医科

情報

知・機

数
集合と位相 黒瀬 俊 Ⅳ205

物 ➡†基礎物理学実験Ⅱ(1) ㈹阪上 潔 Ⅳ物理実験
先 †エネルギー材料熱力学演習 吉川 浩史 Ⅶ103

化
†英語コミュニケーションⅡＢ(12) ラーダー S.D. ⅣLLL2
†英語コミュニケーションⅡＢ(11) ウィルソン J. ⅣLLL3
†英語リーディングⅡＢ(10) グローガン マイルズ ⅣVC

環
†英語ライティングⅡＢ(13) ヘンウッド J. ⅦLLL4
†英語コミュニケーションⅡＢ(15) ワーチャルスキー D. Ⅳ204
†英語リーディングⅡＢ(14) リントン ケイン Ⅳ206

生

医

情
人

数
物
先
化
環 ➡†環境・応用化学実験Ⅱ ㈹壷井基裕 Ⅶ環境実験
生 ➡†先端生命科学実験Ⅱ ㈹松田祐介 Ⅶ生命実験⚒
医

情 †デザイン・コンテンツテクノロジー実習(2) ㈹片寄晴弘 Ⅳグララボ

人 †デザイン・コンテンツテクノロジー実習(2) ㈹片寄晴弘 Ⅳグララボ

数理 微分積分Ⅱ 森本 孝之 Ⅳ305
物・宇
物質
電電
化学 †基礎化学実験Ⅱ(1)➡ ㈹田辺 陽 Ⅳ化学実験
環境 †基礎化学実験Ⅱ(2)➡ ㈹羽村季之 Ⅶ環境実験
生物 ➡†生命科学入門実験(3) ㈹田中克典 Ⅳ生命実験⚑

医科

情報

知・機

†プログラミング実習Ⅰ(4)➡ 工藤 卓 Ⅳマルラボ⚑
†プログラミング実習Ⅰ(5)➡ 井村 誠孝 Ⅳマルラボ⚒

†フランス語文法Ⅱ(2) 阪口 勝弘 Ⅳ304
数 †数式処理演習Ⅱ 陰山 真矢 Ⅳ数理演習

物

先

化 有機化学Ⅱ(2)／有機化学Ⅰ(2) 田中 大輔 Ⅶ104
環

生
生命代謝化学 松田 祐介 Ⅳ401

医
生命代謝化学 松田 祐介 Ⅳ401

情
†英語ライティングⅡＢ(24) ジェルミナリオ R. ⅣLLL1
†英語ライティングⅡＢ(23) ドゥアルテ A. ⅣLLL3
†英語コミュニケーションⅡＢ(22) ヘンウッド J. ⅦLLL4

人
†英語コミュニケーションⅡＢ(25) ランフォード C. ⅣLLL2
†英語ライティングⅡＢ(27) ルーベッシュトロイ ⅦLLL5
†英語リーディングⅡＢ(26) 山田 一美 Ⅳ204

数
物
先 ➡†ものづくり理工学実験Ⅱ➡ ㈹金子忠昭 Ⅶ物･電系実験
化
環
生
医 ➡†先端医化学実験Ⅱ➡ ㈹大谷 清 Ⅶ生命実験⚒

情 †コンパイラ実習(1) 石浦菜岐佐 Ⅳグララボ
†ユビキタスコンピューティング実験 岡留 剛 Ⅴ情･機系実験

人 †コンパイラ実習(1) 石浦菜岐佐 Ⅳグララボ
†ユビキタスコンピューティング実験 岡留 剛 Ⅴ情･機系実験

数理

物・宇

物質

基礎化学Ｂ(1) 重藤 真介 Ⅳ401

電電

基礎化学Ｂ(1) 重藤 真介 Ⅳ401

化学
基礎化学Ｂ(1) 重藤 真介 Ⅳ401

環境 基礎化学Ｃ(2) 白川 英二 Ⅳ402
生物 基礎化学Ｃ(2) 白川 英二 Ⅳ402

医科
基礎化学Ｃ(2) 白川 英二 Ⅳ402

情報 物理工学演習／メディア工学基礎 井村 誠孝 Ⅶ101
知・機 物理工学演習／メディア工学基礎 井村 誠孝 Ⅶ101

†法学 山崎 茜 Ⅱ102

数

物
†英語コミュニケーションⅡＢ(5) ウィルソン J. ⅣLLL2
†英語コミュニケーションⅡＢ(6) ハイカリス ジョージ ⅣLLL3
†英語リーディングⅡＢ(4) グローガン マイルズ ⅣVC

先

†英語コミュニケーションⅡＢ(9b) リントン ケイン ⅣLLL1
†英語コミュニケーションⅡＢ(9a) モラガ M.D. ⅦLLL4
†英語コミュニケーションⅡＢ(8a) シュワルツ B. ⅦLLL5
†英語リーディングⅡＢ(8b) 海老原由貴 Ⅳ204
†英語リーディングⅡＢ(7) 工藤 多恵 Ⅳ206

化

環
化学熱力学 田和 圭子 Ⅶ103

生 ➡†細胞・組織学実験 ㈹西脇清二 Ⅳ生命実験⚑

医

情
†プログラミング実習Ⅲ(2)➡ 猪口 明博 Ⅳグララボ
†プログラミング実習Ⅲ(3)➡ 川端 豪 Ⅳマルラボ⚑

人
†プログラミング実習Ⅲ(2)➡ 猪口 明博 Ⅳグララボ
†プログラミング実習Ⅲ(3)➡ 川端 豪 Ⅳマルラボ⚑

数
物 ➡†物理学実験Ⅱ➡ ㈹栗田 厚 Ⅳ物理実験
先 エネルギー電気・電子回路工学 鹿田 真一 Ⅶ104
化 無機化学Ⅳ 小笠原一禎 Ⅵ202
環 有機工業化学 羽村 季之 Ⅶ102
生
医 ➡†先端医化学実験Ⅱ➡ ㈹大谷 清 Ⅶ生命実験⚒
情 †グラフ・ネットワーク実習 徳山 豪 Ⅳ203
人 †グラフ・ネットワーク実習 徳山 豪 Ⅳ203

数理
物・宇
物質 †コンピュータ演習Ａ(6) 西本 佳央 Ⅵ203
電電 †コンピュータ演習Ａ(6) 西本 佳央 Ⅵ203
化学

環境

生物
基礎物理学Ｂ(2) 小門 陽 Ⅶ101

医科
基礎物理学Ｂ(2) 小門 陽 Ⅶ101

情報

†コンピュータ演習Ａ(15) 西本 佳央 Ⅵ203
➡†プログラミング実習Ⅰ(1) 片寄 晴弘 Ⅳグララボ
➡†プログラミング実習Ⅰ(2) 作元 雄輔 Ⅳマルラボ⚒
➡†プログラミング実習Ⅰ(3) 北村 泰彦 Ⅳマルラボ⚑

知・機

➡†プログラミング実習Ⅰ(1) 片寄 晴弘 Ⅳグララボ
➡†プログラミング実習Ⅰ(2) 作元 雄輔 Ⅳマルラボ⚒
➡†プログラミング実習Ⅰ(3) 北村 泰彦 Ⅳマルラボ⚑

ラテン語読解 前川 裕 Ⅳ204

数
物 電磁気学Ⅱ(1) 澤田 信一 Ⅳ205
先 †ナノ物性量子力学演習Ⅰ 日比野浩樹 Ⅳ305
化 ➡†無機分析化学実験 ㈹小笠原一禎 Ⅳ化学実験
環

生
†英語リーディングⅡＢ(18) ヘンウッド J. ⅣLLL1
†英語ライティングⅡＢ(17) シュワルツ B. ⅣLLL2
†英語ライティングⅡＢ(16) エドルマン C. ⅦLLL5

医
†英語コミュニケーションⅡＢ(21) リントン ケイン ⅣLLL3
†英語リーディングⅡＢ(20) ルーベッシュトロイ ⅦLLL4
†英語リーディングⅡＢ(19) ランフォード C. ⅣVC

情 ➡†メディア・ロボット実験(2) ㈹河野恭之 Ⅴ情･機系実験
人 ➡†メディア・ロボット実験(2) ㈹河野恭之 Ⅴ情･機系実験

数
物 †物理学演習 堤 康雅 Ⅳ202
先
化
環 ➡†環境・応用化学実験Ⅱ➡ ㈹壷井基裕 Ⅶ環境実験
生
医

情
ディジタル通信 多賀登喜雄 Ⅳ201

人 ディジタル通信 多賀登喜雄 Ⅳ201

数理

物・宇 コンピュータアーキテクチャ 石浦菜岐佐 Ⅳ401

物質

電電

化学

環境

生物

医科
情報 コンピュータアーキテクチャ 石浦菜岐佐 Ⅳ401
知・機 コンピュータアーキテクチャ 石浦菜岐佐 Ⅳ401

数

物

先

†基礎物理学実験Ⅱ(2)➡ ㈹大谷 昇 Ⅳ物理実験

化
†英語ライティングⅡＢ(12) グローガン マイルズ ⅣLLL2
†英語コミュニケーションⅡＢ(10) トマス ジュリアン ⅣLLL3
†英語ライティングⅡＢ(11) コリンズ M.D. ⅦLLL5

環
†英語ライティングⅡＢ(14) ランフォード C. ⅣLLL1
†英語リーディングⅡＢ(15) エドルマン C. ⅦLLL4
†英語リーディングⅡＢ(13) 工藤 多恵 Ⅳ206

生
医 ➡†基礎医化学実験Ⅱ ㈹平井洋平 Ⅳ生命実験⚑

情
知能コンピューティング ㈹岡留 剛 Ⅳ205

人
知能コンピューティング ㈹岡留 剛 Ⅳ205

数 †シミュレーション演習 反田 美香 Ⅳ数理演習
物
先 物質設計ナノ工学 若林 克法 Ⅶ103
化
環 ➡†環境・応用化学実験Ⅱ➡ ㈹壷井基裕 Ⅶ環境実験

生 ➡†先端生命科学実験Ⅱ➡ ㈹松田祐介 Ⅶ生命実験⚒

医

情 †数式処理実習 西谷 滋人 Ⅵ202
†コンピュータグラフィックス実習 山本 倫也 Ⅴ情･機系実験

人 †数式処理実習 西谷 滋人 Ⅵ202
†コンピュータグラフィックス実習 山本 倫也 Ⅴ情･機系実験

数理

物・宇

物質

電電

化学

環境

生物

医科 ➡†生命科学入門実験(4) ㈹大谷 清 Ⅳ生命実験⚑

情報

知・機

材料力学Ⅰ／ロボット工学序論／機械の力学 宮原 啓造 Ⅳ402

†フランス語読解Ⅱ(2) 谷 恭子 Ⅳ304

数
†英語コミュニケーションⅡＢ(2) ラーダー S.D. ⅣLLL2
†英語コミュニケーションⅡＢ(1) ウィルソン J. ⅣLLL3
†英語コミュニケーションⅡＢ(3) ハイカリス ジョージ ⅣVC

物 †基礎物理学実験Ⅱ(1)➡ ㈹阪上 潔 Ⅳ物理実験
先 †エネルギー材料熱力学 吉川 浩史 Ⅶ103

化
†化学演習Ⅱ ㈹畠山琢次 Ⅳ201

環

生
†英語リーディングⅡＢ(17) エドルマン C. Ⅳ302
†英語コミュニケーションⅡＢ(18) ワーチャルスキー D. Ⅳ204
†英語リーディングⅡＢ(16) ランフォード C. Ⅳ206

医
†英語ライティングⅡＢ(20) モラガ M.D. ⅣLLL1
†英語ライティングⅡＢ(21) ヘンウッド J. ⅦLLL4
†英語コミュニケーションⅡＢ(19) ジェルミナリオ R. ⅦLLL5

情 材料力学Ⅰ／ロボット工学序論／機械の力学 宮原 啓造 Ⅳ402
人 材料力学Ⅰ／ロボット工学序論／機械の力学 宮原 啓造 Ⅳ402

数
物 熱統計力学Ⅱ 谷口 亨 Ⅳ301
先
化 ➡†物理化学実験 ㈹玉井尚登 Ⅳ化学実験
環 ➡†環境・応用化学実験Ⅱ➡ ㈹壷井基裕 Ⅶ環境実験
生 ➡†先端生命科学実験Ⅱ➡ ㈹松田祐介 Ⅶ生命実験⚒
医

情 †デザイン・コンテンツテクノロジー実習(1) ㈹片寄晴弘 Ⅳグララボ
†データ構造とアルゴリズム実習 作元 雄輔 Ⅴ情･機系実験

人 †デザイン・コンテンツテクノロジー実習(1) ㈹片寄晴弘 Ⅳグララボ
†データ構造とアルゴリズム実習 作元 雄輔 Ⅴ情･機系実験

数理
物・宇 微積分学Ⅱ(1) 堤 康雅 Ⅳ205
物質 線形代数学Ⅱ(3) 仲 久則 Ⅶ103
電電 線形代数学Ⅱ(3) 仲 久則 Ⅶ103
化学
環境
生物 †生命科学入門実験(3)➡ ㈹田中克典 Ⅳ生命実験⚑

医科

情報

線形代数学Ⅱ(4) 反田 美香 Ⅳ402

知・機

†工学のための数学演習Ⅱ／
人間システム工学のための数学演習Ⅱ(1)

工藤 卓 Ⅶ102

†工学のための数学演習Ⅱ／
人間システム工学のための数学演習Ⅱ(2)

川端 豪 Ⅶ104

†フランス語文法Ⅱ(1) 阪口 勝弘 Ⅳ304
数 幾何入門 示野 信一 Ⅶ101

物
†英語ライティングⅡＢ(4) コリンズ M.D. ⅣLLL1
†英語リーディングⅡＢ(5) グローガン マイルズ ⅣLLL3
†英語リーディングⅡＢ(6) ハイカリス ジョージ ⅣVC

先

†英語ライティングⅡＢ(9b) ランフォード C. ⅣLLL2
†英語ライティングⅡＢ(8b) ヘンウッド J. ⅦLLL4
†英語ライティングⅡＢ(7) リントン ケイン ⅦLLL5
†英語リーディングⅡＢ(8a) 山田 一美 Ⅳ204
†英語リーディングⅡＢ(9a) ルーベッシュトロイ Ⅳ206

化
環

生

医

情

人

数
物
先 †ものづくり理工学実験Ⅱ➡ ㈹金子忠昭 Ⅶ物･電系実験
化 分析化学Ⅱ／無機化学Ⅴ 矢ヶ崎 篤 Ⅳ303
環
生
医 ➡†先端医化学実験Ⅱ➡ ㈹大谷 清 Ⅶ生命実験⚒

情 ネットワーク設計論 巳波 弘佳 Ⅳ305

人 ネットワーク設計論 巳波 弘佳 Ⅳ305

代数学Ⅲ 大杉 英史 Ⅳ301

数理

物・宇

物質

微積分学Ⅱ(3) 高橋 甫宗 Ⅵ201

電電

化学

環境
生物

医科

情報 ➡†プログラミング実習Ⅰ(1)【⚒年生以上】 ㈹井坂元彦 マルラボ⚒
知・機 ➡†プログラミング実習Ⅰ(2)【⚒年生以上】 ㈹角所 考 Ⅴ情･機系実験

†ドイツ語文法Ⅱ(2) 宮田 玲 Ⅳ303
入門英語ⅠＡ(20) カニンハム S. Ⅳ202
ベンチャー起業家講座 岡本 泰彦 Ⅵ101

数
†英語ライティングⅡＢ(1) ウィルソン J. ⅣLLL2
†英語ライティングⅡＢ(2) グローガン マイルズ ⅣLLL3
†英語ライティングⅡＢ(3) コリンズ M.D. ⅣVC

物
物理数学Ⅰ(1) 岡村 隆 Ⅳ301

先

電磁気学Ⅱ(2) 松尾 元彰 Ⅶ103

化
物理化学Ⅲ 大間知潤子 Ⅳ205

環
†発展有機化学 森崎 泰弘 Ⅶ104

生 ➡†細胞・組織学実験➡ ㈹西脇清二 Ⅳ生命実験⚑

医

情
†英語ライティングⅡＢ(22) ジェルミナリオ R. ⅦLLL4
†英語コミュニケーションⅡＢ(24) シュワルツ B. ⅦLLL5
†英語リーディングⅡＢ(23) モラガ M.D. Ⅳ302

人
†英語リーディングⅡＢ(27) 海老原由貴 Ⅳ204
†英語コミュニケーションⅡＢ(26) リントン ケイン ⅣLLL1
†英語リーディングⅡＢ(25) 工藤 多恵 Ⅳ206

数 代数学Ⅱ 増田 佳代 Ⅳ201
物 †物理学実験Ⅱ➡ ㈹栗田 厚 Ⅳ物理実験
先
化 量子化学(1) 小笠原一禎 Ⅵ202
環 応用地球化学 ㈹谷水雅治 Ⅶ102
生
医 ➡†先端医化学実験Ⅱ➡ ㈹大谷 清 Ⅶ生命実験⚒
情 感性情報処理 長田 典子 Ⅳ402
人 感性情報処理 長田 典子 Ⅳ402

†科学技術英語Ｂ(5) 住 政二郎 Ⅳ311
確率統計Ⅳ 千代延大造 Ⅳ203

数理
物・宇
物質 †コンピュータ演習Ａ(5) 西本 佳央 Ⅵ203
電電 †コンピュータ演習Ａ(5) 西本 佳央 Ⅵ203
化学

環境

生物
†英語ライティングⅠＢ(20) ヘンウッド J. ⅣLLL1
†英語コミュニケーションⅠＢ(21) リントン ケイン ⅣLLL3
†英語リーディングⅠＢ(19) 和泉 緻香 Ⅳ204

医科
†英語コミュニケーションⅠＢ(22) シュワルツ B. ⅣLLL2
†英語リーディングⅠＢ(23) 氏木 道人 ⅦLLL4
†英語ライティングⅠＢ(24) エドルマン C. ⅦLLL5

情報

†情報化社会と人間 畑井 克彦 Ⅲ105
†プログラミング実習Ⅰ(1)➡ 片寄 晴弘 Ⅳグララボ
†プログラミング実習Ⅰ(2)➡ 作元 雄輔 Ⅳマルラボ⚒
†プログラミング実習Ⅰ(3)➡ 北村 泰彦 Ⅳマルラボ⚑

知・機

†情報化社会と人間 畑井 克彦 Ⅲ105
†プログラミング実習Ⅰ(1)➡ 片寄 晴弘 Ⅳグララボ
†プログラミング実習Ⅰ(2)➡ 作元 雄輔 Ⅳマルラボ⚒
†プログラミング実習Ⅰ(3)➡ 北村 泰彦 Ⅳマルラボ⚑

数 基礎解析学Ⅱ 藤原 司 Ⅶ104
物 解析力学 楠瀬 正昭 Ⅳ205
先 †ナノ物性量子力学Ⅰ 日比野浩樹 Ⅳ305
化 ➡†無機分析化学実験➡ ㈹小笠原一禎 Ⅳ化学実験
環

生
細胞学 関 由行 Ⅶ102

医
細胞学 関 由行 Ⅶ102

情 †メディア・ロボット実験(2)➡ ㈹河野恭之 Ⅴ情･機系実験
人 †メディア・ロボット実験(2)➡ ㈹河野恭之 Ⅴ情･機系実験

数
物
先
化
環 †環境・応用化学実験Ⅱ➡ ㈹壷井基裕 Ⅶ環境実験
生 生物工学 武田 直也 Ⅶ103
医 生物工学 武田 直也 Ⅶ103

情
ネットワークコンピューティング 大崎 博之 Ⅳ301

人 ネットワークコンピューティング 大崎 博之 Ⅳ301

数理

物・宇

物質

電電

化学
†英語ライティングⅠＢ(6) 尾鼻 靖子 ⅣLLL3
†英語リーディングⅠＢ(7) ウィルソン J. ⅣVC
†英語リーディングⅠＢ(5) ハイカリス ジョージ Ⅳ302

環境

生物

医科
情報 ネットワーク 北村 泰彦 Ⅳ402
知・機 ネットワーク 北村 泰彦 Ⅳ402

数

物

先

†英語コミュニケーションⅡＢ(8b) ランフォード C. ⅣLLL1
†英語コミュニケーションⅡＢ(7) ドゥアルテ A. ⅣLLL2
†英語ライティングⅡＢ(9a) シュワルツ B. ⅦLLL4
†英語ライティングⅡＢ(8a) リントン ケイン ⅦLLL5
†英語リーディングⅡＢ(9b) 工藤 多恵 Ⅳ206

化

環

生
医 ➡†基礎医化学実験Ⅱ➡ ㈹平井洋平 Ⅳ生命実験⚑

情
ヒューマンコンピュータインタラクション 河野 恭之 Ⅶ101

人
ヒューマンコンピュータインタラクション 河野 恭之 Ⅶ101

数 確率統計Ⅱ 藤原 司 Ⅳ303
物
先 エネルギー半導体工学 大谷 昇 Ⅶ102
化 有機化学Ⅴ 畠山 琢次 Ⅶ104
環 †環境・応用化学実験Ⅱ➡ ㈹壷井基裕 Ⅶ環境実験

生 ➡†先端生命科学実験Ⅱ➡ ㈹松田祐介 Ⅶ生命実験⚒

医

情 コンピュータグラフィックス 山本 倫也 Ⅳ305

人 コンピュータグラフィックス 山本 倫也 Ⅳ305

応用数理Ⅱ 昌子 浩登 Ⅶ103

数理

物・宇

物質

電電

化学
†英語コミュニケーションⅠＢ(5) ハイカリス ジョージ ⅣLLL2
†英語コミュニケーションⅠＢ(6) コリンズ M.D. ⅣLLL1
†英語ライティングⅠＢ(7) ウィルソン J. ⅣLLL3

環境
環境倫理 堀 郁 Ⅵ201

生物
†英語ライティングⅠＢ(19) ジェルミナリオ R. ⅦLLL5
†英語リーディングⅠＢ(20) エドルマン C. Ⅳ302
†英語リーディングⅠＢ(21) ランフォード C. Ⅳ206

医科 †生命科学入門実験(4)➡ ㈹大谷 清 Ⅳ生命実験⚑

情報

知・機

微積分学Ⅱ(6) 陰山 真矢 Ⅳ205

†ドイツ語読解Ⅱ(2) 武久 盾 Ⅳ303
†フランス語読解Ⅱ(1) 谷 恭子 Ⅳ304
芸術と技術 藤田 明史 Ⅵ101

数
関数論入門 山根 英司 Ⅳ402

物 関数論入門 山根 英司 Ⅳ402
先

化
基礎物理学Ｄ 瀬川 新一 Ⅳ305

環
基礎物理学Ｄ 瀬川 新一 Ⅳ305

生

医

情
人

数 幾何学Ⅱ 黒瀬 俊 Ⅳ301
物 特殊相対論 岡村 隆 Ⅳ202
先
化 ➡†物理化学実験➡ ㈹玉井尚登 Ⅳ化学実験
環 †環境・応用化学実験Ⅱ➡ ㈹壷井基裕 Ⅶ環境実験
生 ➡†先端生命科学実験Ⅱ➡ ㈹松田祐介 Ⅶ生命実験⚒
医

情 コンテンツテクノロジー ㈹片寄晴弘 Ⅳグララボ

人 コンテンツテクノロジー ㈹片寄晴弘 Ⅳグララボ

数理 線形代数Ⅱ 山根 英司 Ⅳ305
物・宇 線形代数学Ⅱ(1) 堤 康雅 Ⅶ103
物質 ➡†基礎化学実験Ⅰ(3) ㈹田辺 陽 Ⅳ化学実験
電電 ➡†基礎電気電子実験 ㈹葛原正明 Ⅶ物･電系実験
化学
環境
生物 生物統計学 三浦 佳二 Ⅵ201

医科
生物統計学 三浦 佳二 Ⅵ201

情報

†英語ライティングⅠＢ(16) リントン ケイン ⅣLLL2
†英語ライティングⅠＢ(13) ドゥアルテ A. ⅣLLL3
†英語リーディングⅠＢ(18) 氏木 道人 ⅦLLL4
†英語コミュニケーションⅠＢ(15) ジェルミナリオ R. ⅦLLL5
†英語リーディングⅠＢ(14) 山田 一美 Ⅳ204
†英語リーディングⅠＢ(17) 和泉 緻香 Ⅳ206

知・機

†英語ライティングⅠＢ(16) リントン ケイン ⅣLLL2
†英語ライティングⅠＢ(13) ドゥアルテ A. ⅣLLL3
†英語リーディングⅠＢ(18) 氏木 道人 ⅦLLL4
†英語コミュニケーションⅠＢ(15) ジェルミナリオ R. ⅦLLL5
†英語リーディングⅠＢ(14) 山田 一美 Ⅳ204
†英語リーディングⅠＢ(17) 和泉 緻香 Ⅳ206

数

物

先

物理数学Ⅱ(2) 鹿田 真一 Ⅶ104

化 無機化学Ⅱ 矢ヶ崎 篤 Ⅳ304
環

生
生物統計学 三浦 佳二 Ⅵ201

医
生物統計学 三浦 佳二 Ⅵ201

情
➡†メディア・ロボット実験(1) ㈹河野恭之 Ⅴ情･機系実験

人
➡†メディア・ロボット実験(1) ㈹河野恭之 Ⅴ情･機系実験

数 幾何学Ⅱ 黒瀬 俊 Ⅳ301
物 電気力学 谷口 亨 Ⅳ202
先
化
環
生
医 †先端医化学実験Ⅱ➡ ㈹大谷 清 Ⅶ生命実験⚒

情

人

解析学Ⅳ 大崎 浩一 Ⅶ102

数理 †英語コミュニケーションⅠＢ(2) コリンズ M.D. ⅣLLL1
†英語リーディングⅠＢ(1) ハイカリス ジョージ Ⅳ302

物・宇 †英語コミュニケーションⅠＢ(3) グローガン マイルズ ⅣLLL2
†英語ライティングⅠＢ(4) ウィルソン J. ⅣLLL3

物質

†英語コミュニケーションⅠＢ(11) ルーベッシュトロイ ⅦLLL4
†英語ライティングⅠＢ(8) ジェルミナリオ R. ⅦLLL5
†英語コミュニケーションⅠＢ(10) エドルマン C. ⅣVC
†英語リーディングⅠＢ(12) 海老原由貴 Ⅳ204
†英語リーディングⅠＢ(9) 住 政二郎 Ⅳ206

電電

†英語コミュニケーションⅠＢ(11) ルーベッシュトロイ ⅦLLL4
†英語ライティングⅠＢ(8) ジェルミナリオ R. ⅦLLL5
†英語コミュニケーションⅠＢ(10) エドルマン C. ⅣVC
†英語リーディングⅠＢ(12) 海老原由貴 Ⅳ204
†英語リーディングⅠＢ(9) 住 政二郎 Ⅳ206

化学
線形代数学Ⅱ(2) 反田 美香 Ⅵ201

環境 基礎化学Ｂ(2) 御厨 正博 Ⅳ402
生物 基礎化学Ｂ(2) 御厨 正博 Ⅳ402

医科
基礎化学Ｂ(2) 御厨 正博 Ⅳ402
医科学入門Ｂ ㈹福田亮介 Ⅳ211

情報 †プログラミング実習Ⅰ(1)【⚒年生以上】➡ ㈹井坂元彦 マルラボ⚒
知・機 †プログラミング実習Ⅰ(2)【⚒年生以上】➡ ㈹角所 考 Ⅴ情･機系実験

†ドイツ語文法Ⅱ(1) 宮田 玲 Ⅳ303

数

物
基礎地学Ⅱ ㈹谷水雅治 Ⅵ101

先

基礎地学Ⅱ ㈹谷水雅治 Ⅵ101

化
基礎地学Ⅱ ㈹谷水雅治 Ⅵ101

環
基礎地学Ⅱ ㈹谷水雅治 Ⅵ101

生 †細胞・組織学実験➡ ㈹西脇清二 Ⅳ生命実験⚑
基礎地学Ⅱ ㈹谷水雅治 Ⅵ101

医 基礎地学Ⅱ ㈹谷水雅治 Ⅵ101

情
➡†プログラミング実習Ⅲ(1) 石浦菜岐佐 Ⅳグララボ
➡†プログラミング実習Ⅲ(4) 大崎 博之 Ⅳマルラボ⚑

人
➡†プログラミング実習Ⅲ(1) 石浦菜岐佐 Ⅳグララボ
➡†プログラミング実習Ⅲ(4) 大崎 博之 Ⅳマルラボ⚑

数
物
先 エネルギー変換と電気化学 田中 裕久 Ⅶ101
化 有機化学Ⅶ 村上 慧 Ⅳ201
環 応用有機化学 白川 英二 Ⅶ103
生
医 †先端医化学実験Ⅱ➡ ㈹大谷 清 Ⅶ生命実験⚒
情
人

†科学技術英語Ｂ(6) リントン ケイン Ⅳ311
応用数理Ⅲ 北原 和明 Ⅳ202

数理 基礎物理学Ｂ(3) 小門 陽 Ⅶ101
物・宇 デモンストレーション物理学Ⅰ 平賀 純子 Ⅳ402
物質 デモンストレーション物理学Ⅰ 平賀 純子 Ⅳ402
電電
化学 有機化学Ⅰ 村上 慧 Ⅳ205

環境
†英語ライティングⅠＢ(25) ルーベッシュトロイ ⅣLLL1
†英語ライティングⅠＢ(26) ランフォード C. ⅣLLL3
†英語リーディングⅠＢ(27) 和泉 緻香 Ⅳ206

生物

医科

情報

デモンストレーション物理学Ⅰ 平賀 純子 Ⅳ402
基礎物理学Ｂ(3) 小門 陽 Ⅶ101

知・機

デモンストレーション物理学Ⅰ 平賀 純子 Ⅳ402
基礎物理学Ｂ(3) 小門 陽 Ⅶ101

社会学 飯塚 諒 Ⅵ101
科学倫理 トリーベル C. Ⅵ201

数
物
先
化 ➡†無機分析化学実験➡ ㈹小笠原一禎 Ⅳ化学実験
環

生
発生生物学 平井 洋平 Ⅶ103

医
発生生物学 平井 洋平 Ⅶ103

情 グラフ・ネットワーク理論 徳山 豪 Ⅳ401
人 グラフ・ネットワーク理論 徳山 豪 Ⅳ401

数 偏微分方程式 昌子 浩登 Ⅳ201
物 量子力学Ⅲ 澤田 信一 Ⅶ104
先 量子力学Ⅲ 澤田 信一 Ⅶ104
化
環
生
医

情

人 †映像音響システム領域実習Ｂ 下記参照 下記参照
†サイバーロボティクス領域実習Ｂ 下記参照 下記参照
†科学技術英語Ｂ(2) ヘンウッド J. ⅦLLL4

数理 微分積分Ⅱ 森本 孝之 Ⅳ305

物・宇 †コンピュータ演習Ａ(2) 猪口 明博 Ⅳマルラボ⚒
†コンピュータ演習Ａ(3) 中後 大輔 Ⅴ情･機系実験

物質

力学／力学Ⅰ(2) 金子 忠昭 Ⅳ402

電電

力学／力学Ⅰ(2) 金子 忠昭 Ⅳ402

化学
微積分学Ⅱ(2) 陰山 真矢 Ⅳ203

環境
†英語コミュニケーションⅠＢ(27) ドゥアルテ A. ⅣLLL1
†英語コミュニケーションⅠＢ(25) リントン ケイン ⅦLLL4
†英語リーディングⅠＢ(26) 乗次 章子 Ⅳ206

生物
†英語ライティングⅠＢ(21) シュワルツ B. ⅣLLL2
†英語コミュニケーションⅠＢ(20) ルーベッシュトロイ ⅣLLL3
†英語コミュニケーションⅠＢ(19) モラガ M.D. ⅦLLL5

医科
情報 人工知能基礎 角所 考 Ⅳ201
知・機 人工知能基礎 角所 考 Ⅳ201

数
†英語リーディングⅡＢ(1) グローガン マイルズ Ⅳ204
†英語リーディングⅡＢ(2) ハイカリス ジョージ Ⅳ302
†英語リーディングⅡＢ(3) コリンズ M.D. Ⅳ311

物
熱力学 楠瀬 正昭 Ⅳ301

先

化
高分子化学 森崎 泰弘 Ⅶ101

環
高分子化学 森崎 泰弘 Ⅶ101

生 生物分析化学 北條 賢 Ⅳ401
医 †基礎医化学実験Ⅱ➡ ㈹平井洋平 Ⅳ生命実験⚑

情
形式言語とオートマトン 岡留 剛 Ⅳ205

人
形式言語とオートマトン 岡留 剛 Ⅳ205

数
物
先
化 †化学演習Ⅳ ㈹玉井尚登 Ⅳ202
環 応用量子化学 橋本 秀樹 Ⅶ104

生 †先端生命科学実験Ⅱ➡ ㈹松田祐介 Ⅶ生命実験⚒
免疫学 沖米田 司 Ⅶ103

医 免疫学 沖米田 司 Ⅶ103

情 †エルゴノミクスコンピューティング実習 井村 誠孝 Ⅳグララボ

人 †エルゴノミクスコンピューティング実習 井村 誠孝 Ⅳグララボ

数理 †英語ライティングⅠＢ(1) ハイカリス ジョージ ⅣLLL1
†英語リーディングⅠＢ(2) コリンズ M.D. Ⅳ302

物・宇 †英語ライティングⅠＢ(3) グローガン マイルズ ⅣLLL2
†英語コミュニケーションⅠＢ(4) ウィルソン J. ⅣLLL3

物質

†英語コミュニケーションⅠＢ(12) ヘンウッド J. ⅦLLL4
†英語ライティングⅠＢ(9) モラガ M.D. ⅦLLL5
†英語ライティングⅠＢ(11) ドゥアルテ A. ⅣVC
†英語リーディングⅠＢ(8) 住 政二郎 Ⅳ204
†英語リーディングⅠＢ(10) シュワルツ B. Ⅳ206

電電

†英語コミュニケーションⅠＢ(12) ヘンウッド J. ⅦLLL4
†英語ライティングⅠＢ(9) モラガ M.D. ⅦLLL5
†英語ライティングⅠＢ(11) ドゥアルテ A. ⅣVC
†英語リーディングⅠＢ(8) 住 政二郎 Ⅳ204
†英語リーディングⅠＢ(10) シュワルツ B. Ⅳ206

化学
生命科学Ⅱ(2) 橋本 秀樹 Ⅳ401

環境
生命科学Ⅱ(2) 橋本 秀樹 Ⅳ401

生物

医科

情報

微積分学Ⅱ(5) 陰山 真矢 Ⅳ205

知・機

†ドイツ語読解Ⅱ(1) 武久 盾 Ⅳ304

数

物 量子力学Ⅰ 高橋 功 Ⅵ201
先

化
有機化学Ⅲ 田辺 陽 Ⅳ301

環
†発展物理化学 増尾 貞弘 Ⅶ104

生
生命工学 佐藤 英俊 Ⅶ101

医
生命工学 佐藤 英俊 Ⅶ101

情 デザイン論 ㈹平野砂峰旅 Ⅱ304
人 デザイン論 ㈹平野砂峰旅 Ⅱ304

数 代数学Ⅱ 増田 佳代 Ⅳ201
物 数値計算 西谷 滋人 Ⅶ103
先 プロセス設計ナノ工学 小倉 鉄平 Ⅳ202
化 ➡†物理化学実験➡ ㈹玉井尚登 Ⅳ化学実験
環 応用物性化学 田和 圭子 Ⅶ102
生 †先端生命科学実験Ⅱ➡ ㈹松田祐介 Ⅶ生命実験⚒
医

情 数値計算 西谷 滋人 Ⅶ103
†ディジタル信号処理実習(2) 宮原 啓造 Ⅴ情･機系実験

人 数値計算 西谷 滋人 Ⅶ103
†ディジタル信号処理実習(2) 宮原 啓造 Ⅴ情･機系実験

数理
物・宇
物質 †基礎化学実験Ⅰ(3)➡ ㈹田辺 陽 Ⅳ化学実験
電電 †基礎電気電子実験➡ ㈹葛原正明 Ⅶ物･電系実験
化学
環境
生物

医科
†英語ライティングⅠＢ(23) ドゥアルテ A. ⅣLLL3
†英語リーディングⅠＢ(22) 氏木 道人 ⅦLLL4
†英語コミュニケーションⅠＢ(24) ジェルミナリオ R. ⅦLLL5

情報

知・機

線形代数学Ⅱ(5) 反田 美香 Ⅳ402

数

物

先

化
環

生

医

情
†メディア・ロボット実験(1)➡ ㈹河野恭之 Ⅴ情･機系実験

人
†メディア・ロボット実験(1)➡ ㈹河野恭之 Ⅴ情･機系実験

数
物
先
化 物理化学Ⅵ 山口 宏 Ⅳ301
環
生 植物分子生物学 宗景 ゆり Ⅳ201
医 植物分子生物学 宗景 ゆり Ⅳ201

情

人

†科学技術英語Ｂ(1) 尾鼻 靖子 ⅣLLL2

数理

物・宇 †サブゼミ 下記参照 個研

物質

†キリスト教学Ｂ(2) 前川 裕 Ⅵ101

電電

†キリスト教学Ｂ(2) 前川 裕 Ⅵ101

化学
†英語リーディングⅠＢ(6) 尾鼻 靖子 ⅣLLL1
†英語ライティングⅠＢ(5) ハイカリス ジョージ ⅣLLL2
†英語コミュニケーションⅠＢ(7) ウィルソン J. ⅣLLL3

環境
生物

医科
†英語ライティングⅠＢ(22) ルーベッシュトロイ ⅦLLL4
†英語コミュニケーションⅠＢ(23) エドルマン C. ⅦLLL5
†英語リーディングⅠＢ(24) 海老原由貴 Ⅳ204

情報 †キリスト教学Ｂ(2) 前川 裕 Ⅵ101
知・機 †キリスト教学Ｂ(2) 前川 裕 Ⅵ101

数

物

先

化

環

生

医

情
†プログラミング実習Ⅲ(1)➡ 石浦菜岐佐 Ⅳグララボ
†プログラミング実習Ⅲ(4)➡ 大崎 博之 Ⅳマルラボ⚑

人
†プログラミング実習Ⅲ(1)➡ 石浦菜岐佐 Ⅳグララボ
†プログラミング実習Ⅲ(4)➡ 大崎 博之 Ⅳマルラボ⚑

入門英語ⅡＡ(20) カニンハム S. Ⅳ304
数 解析学Ⅱ 北原 和明 Ⅳ301
物
先
化
環
生 エピゲノム医化学 関 由行 Ⅶ101
医 エピゲノム医化学 関 由行 Ⅶ101
情
人

数理 †キリスト教学Ｂ(1) 前川 裕 Ⅳ401
物・宇 †キリスト教学Ｂ(1) 前川 裕 Ⅳ401
物質 †応用数学入門／先進エネルギーナノ工学概論(2) 藤原明比古 Ⅳ301
電電 †応用数学基礎／先進エネルギーナノ工学概論(1) ㈹杉原英治 Ⅳ305
化学 †キリスト教学Ｂ(1) 前川 裕 Ⅳ401

環境

生物
基礎生化学／生命有機化学 今岡 進 Ⅳ402

医科

情報

†英語コミュニケーションⅠＢ(18) ルーベッシュトロイ ⅣLLL1
†英語ライティングⅠＢ(17) エドルマン C. ⅣLLL2
†英語コミュニケーションⅠＢ(16) ランフォード C. ⅣLLL3
†英語ライティングⅠＢ(14) シュワルツ B. ⅦLLL4
†英語リーディングⅠＢ(13) 山田 一美 Ⅳ204
†英語リーディングⅠＢ(15) 和泉 緻香 Ⅳ206

知・機

†英語コミュニケーションⅠＢ(18) ルーベッシュトロイ ⅣLLL1
†英語ライティングⅠＢ(17) エドルマン C. ⅣLLL2
†英語コミュニケーションⅠＢ(16) ランフォード C. ⅣLLL3
†英語ライティングⅠＢ(14) シュワルツ B. ⅦLLL4
†英語リーディングⅠＢ(13) 山田 一美 Ⅳ204
†英語リーディングⅠＢ(15) 和泉 緻香 Ⅳ206

数 集合と位相 黒瀬 俊 Ⅳ205
物
先
化 †無機分析化学実験➡ ㈹小笠原一禎 Ⅳ化学実験
環 地球環境化学 谷水 雅治 Ⅶ104

生
微生物学 藤原 伸介 Ⅶ101

医
微生物学 藤原 伸介 Ⅶ101

情 制御工学 嵯峨 宣彦 Ⅵ202
人 制御工学 嵯峨 宣彦 Ⅵ202

数
物 物質構造論 阪上 潔 Ⅳ203
先 環境分析化学 千葉 光一 Ⅶ102
化 環境分析化学 千葉 光一 Ⅶ102
環 環境分析化学 千葉 光一 Ⅶ102
生 バイオインフォマティクス 藤 博幸 Ⅵ203
医 バイオインフォマティクス 藤 博幸 Ⅵ203

情
†ネットワークコンピューティング実習 大崎 博之 Ⅴ情･機系実験

人 †ネットワークコンピューティング実習 大崎 博之 Ⅴ情･機系実験

†科学技術英語Ｂ(3) 氏木 道人 ⅦLLL5

数理 †英語コミュニケーションⅠＢ(1) ハイカリス ジョージ ⅣLLL2
†英語ライティングⅠＢ(2) コリンズ M.D. ⅣLLL3

物・宇 †英語リーディングⅠＢ(4) ウィルソン J. Ⅳ302
†英語リーディングⅠＢ(3) グローガン マイルズ Ⅳ204

物質

†英語コミュニケーションⅠＢ(9) ドゥアルテ A. ⅣLLL1
†英語ライティングⅠＢ(10) リントン ケイン ⅦLLL4
†英語コミュニケーションⅠＢ(8) モラガ M.D. ⅦLLL5
†英語ライティングⅠＢ(12) ルーベッシュトロイ ⅣVC
†英語リーディングⅠＢ(11) 乗次 章子 Ⅳ206

電電

†英語コミュニケーションⅠＢ(9) ドゥアルテ A. ⅣLLL1
†英語ライティングⅠＢ(10) リントン ケイン ⅦLLL4
†英語コミュニケーションⅠＢ(8) モラガ M.D. ⅦLLL5
†英語ライティングⅠＢ(12) ルーベッシュトロイ ⅣVC
†英語リーディングⅠＢ(11) 乗次 章子 Ⅳ206

化学

環境

生物

医科
情報
知・機

数

物

先

化

環

生
医

情

人

数
物
先
化
環

生

医

情 ソフトウェア工学 小林 祥剛 Ⅳ205

人 ソフトウェア工学 小林 祥剛 Ⅳ205

数理 線形代数Ⅱ 山根 英司 Ⅳ305

物・宇 電磁気学Ⅰ(1) 楠瀬 正昭 Ⅳ205

物質

物質化学Ⅰ 吉川 浩史 Ⅶ103

電電

物質化学Ⅰ 吉川 浩史 Ⅶ103

化学

環境
†キリスト教学Ｂ(3) トリーベル C. Ⅳ401

生物
†キリスト教学Ｂ(3) トリーベル C. Ⅳ401

医科 †キリスト教学Ｂ(3) トリーベル C. Ⅳ401

情報

†英語コミュニケーションⅠＢ(17) シュワルツ B. ⅣLLL1
†英語ライティングⅠＢ(15) ランフォード C. ⅣLLL2
†英語ライティングⅠＢ(18) ドゥアルテ A. ⅣLLL3
†英語コミュニケーションⅠＢ(14) ヘンウッド J. ⅦLLL4
†英語コミュニケーションⅠＢ(13) モラガ M.D. ⅦLLL5
†英語リーディングⅠＢ(16) 住 政二郎 Ⅳ204

知・機

†英語コミュニケーションⅠＢ(17) シュワルツ B. ⅣLLL1
†英語ライティングⅠＢ(15) ランフォード C. ⅣLLL2
†英語ライティングⅠＢ(18) ドゥアルテ A. ⅣLLL3
†英語コミュニケーションⅠＢ(14) ヘンウッド J. ⅦLLL4
†英語コミュニケーションⅠＢ(13) モラガ M.D. ⅦLLL5
†英語リーディングⅠＢ(16) 住 政二郎 Ⅳ204

数

物
先

化

環

生

医

情
人

数 解析学Ⅱ 北原 和明 Ⅳ301
物
先
化 †物理化学実験➡ ㈹玉井尚登 Ⅳ化学実験
環
生 染色体機能学 田中 克典 Ⅳ201
医 染色体機能学 田中 克典 Ⅳ201

情 †感性情報処理実習 長田 典子 Ⅵ202
†ディジタル信号処理実習(1) 宮原 啓造 Ⅴ情･機系実験

人 †感性情報処理実習 長田 典子 Ⅵ202
†ディジタル信号処理実習(1) 宮原 啓造 Ⅴ情･機系実験

研究学概論 中井 直正 Ⅳ202

第Ⅱ時限（11：10～12：50）
授 業 科 目 担当者 教 室

第Ⅴ時限（17：05～18：45）
授 業 科 目 担当者 教 室

第Ⅲ時限（13：30～15：10）
授 業 科 目 担当者 教 室

第Ⅳ時限（15：20～17：00）
授 業 科 目 担当者 教 室

第Ⅱ時限（11：10～12：50）
授 業 科 目 担当者 教 室

第Ⅴ時限（17：05～18：45）
授 業 科 目 担当者 教 室

第Ⅲ時限（13：30～15：10）
授 業 科 目 担当者 教 室

第Ⅳ時限（15：20～17：00）
授 業 科 目 担当者 教 室

〈秋学期〉
時限

曜日

第Ⅰ時限（9：00～10：40）
履修
基準
年度

学科
・
課程

授 業 科 目 担当者 教 室

数理
物・宇 物理学序論(1) 阪上 潔 Ⅳ401
物質
電電
化学
環境

生物 †基礎化学実験Ⅰ(4)➡ ㈹羽村季之 Ⅶ環境実験

医科
†英語ライティングⅠＡ(23) ドゥアルテ A. ⅣLLL3
†英語リーディングⅠＡ(22) 氏木 道人 ⅦLLL4
†英語コミュニケーションⅠＡ(24) ジェルミナリオ R. ⅦLLL5

情報

知・機

数

物
†基礎化学実験Ⅰ(1)➡ ㈹田中大輔 Ⅳ化学実験

先

化
環 †基礎物理学実験Ⅰ(4)➡ ㈹松浦周二 Ⅳ物理実験

生

医

情
情報科学のための確率・統計 川端 豪 Ⅳ402
†基礎物理学実験Ⅰ(4)➡ ㈹松浦周二 Ⅳ物理実験

人
情報科学のための確率・統計 川端 豪 Ⅳ402
†基礎物理学実験Ⅰ(4)➡ ㈹松浦周二 Ⅳ物理実験

数
物
先
化
環
生 医学統計学 吉野 公三 Ⅶ101

医 医学統計学 吉野 公三 Ⅶ101

情 †ヒューマンコンピュータインタラクション実験 河野 恭之 Ⅴ情･機系実験
†データマイニング実習(1) 猪口 明博 Ⅳグララボ

人 †ヒューマンコンピュータインタラクション実験 河野 恭之 Ⅴ情･機系実験
†データマイニング実習(1) 猪口 明博 Ⅳグララボ
†科学技術英語Ａ(1) 尾鼻 靖子 ⅣLLL2
現代統計物理学 谷口 亨 Ⅳ211

数理 微分積分Ⅰ 北原 和明 Ⅳ205

物・宇

物質

†キリスト教学Ａ(2) 前川 裕 Ⅵ101

電電

†キリスト教学Ａ(2) 前川 裕 Ⅵ101

化学
†英語リーディングⅠＡ(6) 尾鼻 靖子 ⅣLLL1
†英語ライティングⅠＡ(5) ハイカリス ジョージ ⅣLLL2
†英語コミュニケーションⅠＡ(7) ウィルソン J. ⅣLLL3

環境 †基礎化学実験Ⅰ(6)➡ ㈹羽村季之 Ⅶ環境実験

生物 †コンピュータ演習Ａ(12) ㈹藤 博幸 Ⅵ202

医科
†英語ライティングⅠＡ(22) ルーベッシュトロイ ⅦLLL4
†英語コミュニケーションⅠＡ(23) エドルマン C. ⅦLLL5
†英語リーディングⅠＡ(24) 海老原由貴 Ⅳ204

情報 †キリスト教学Ａ(2) 前川 裕 Ⅵ101

知・機
†キリスト教学Ａ(2) 前川 裕 Ⅵ101

数

物

先

化

環

生
医

情
†プログラミング実習Ⅱ(2)➡ 井村 誠孝 Ⅳグララボ
†プログラミング実習Ⅱ(3)➡ 片寄 晴弘 Ⅳマルラボ⚑

人
†プログラミング実習Ⅱ(2)➡ 井村 誠孝 Ⅳグララボ
†プログラミング実習Ⅱ(3)➡ 片寄 晴弘 Ⅳマルラボ⚑

数 代数学Ⅰ 大杉 英史 Ⅳ305
物 連続体力学 楠瀬 正昭 Ⅳ401
先 †ナノ物性量子力学Ⅱ 藤原明比古 Ⅶ102
化
環
生 遺伝子工学 藤原 伸介 Ⅳ301
医 遺伝子工学 藤原 伸介 Ⅳ301

情 †情報処理技術演習 ㈹猪口明博 Ⅳ402
計算論 巳波 弘佳 Ⅶ104

人 †情報処理技術演習 ㈹猪口明博 Ⅳ402
計算論 巳波 弘佳 Ⅶ104

数理 †キリスト教学Ａ(1) 前川 裕 Ⅵ101

物・宇 †キリスト教学Ａ(1) 前川 裕 Ⅵ101

物質 †物質工学概論／先進エネルギーナノ工学入門 下記参照 個研
電電

化学 †キリスト教学Ａ(1) 前川 裕 Ⅵ101

環境

生物

医科
†コンピュータ演習Ａ(13) ㈹吉野公三 Ⅵ202

情報

†英語コミュニケーションⅠＡ(18) ルーベッシュトロイ ⅣLLL1
†英語ライティングⅠＡ(17) エドルマン C. ⅣLLL2
†英語コミュニケーションⅠＡ(16) ランフォード C. ⅣLLL3
†英語ライティングⅠＡ(14) シュワルツ B. ⅦLLL4
†英語リーディングⅠＡ(13) 山田 一美 Ⅳ204
†英語リーディングⅠＡ(15) 和泉 緻香 Ⅳ206

知・機

†英語コミュニケーションⅠＡ(18) ルーベッシュトロイ ⅣLLL1
†英語ライティングⅠＡ(17) エドルマン C. ⅣLLL2
†英語コミュニケーションⅠＡ(16) ランフォード C. ⅣLLL3
†英語ライティングⅠＡ(14) シュワルツ B. ⅦLLL4
†英語リーディングⅠＡ(13) 山田 一美 Ⅳ204
†英語リーディングⅠＡ(15) 和泉 緻香 Ⅳ206

数
物 基礎地学Ⅰ ㈹壷井基裕 Ⅳ402
先 基礎地学Ⅰ ㈹壷井基裕 Ⅳ402
化 基礎地学Ⅰ ㈹壷井基裕 Ⅳ402
環 基礎地学Ⅰ ㈹壷井基裕 Ⅳ402

生
基礎地学Ⅰ ㈹壷井基裕 Ⅳ402

医
基礎地学Ⅰ ㈹壷井基裕 Ⅳ402

情 データベース 北村 泰彦 Ⅳ401
人 データベース 北村 泰彦 Ⅳ401

数 確率統計Ⅰ 千代延大造 Ⅳ205
物
先
化 有機化学Ⅳ 田辺 陽 Ⅳ202
環
生 発がん分子機構学／病態生化学／発癌分子機構学 大谷 清 Ⅶ101
医 発がん分子機構学／病態生化学／発癌分子機構学 大谷 清 Ⅶ101

情
†知識情報処理実習 高橋 和子 Ⅳグララボ
†CAD/CAM/CAE実習 嵯峨 宣彦 Ⅴ情･機系実験
確率統計Ⅰ 千代延大造 Ⅳ205

人
†知識情報処理実習 高橋 和子 Ⅳグララボ
†CAD/CAM/CAE実習 嵯峨 宣彦 Ⅴ情･機系実験
確率統計Ⅰ 千代延大造 Ⅳ205
†科学技術英語Ａ(3) 氏木 道人 ⅦLLL5

数理 †英語コミュニケーションⅠＡ(1) ハイカリス ジョージ ⅣLLL2
†英語ライティングⅠＡ(2) コリンズ M.D. ⅣLLL3

物・宇 †英語リーディングⅠＡ(4) ウィルソン J. Ⅳ302
†英語リーディングⅠＡ(3) グローガン マイルズ Ⅳ204

物質

†英語コミュニケーションⅠＡ(9) ドゥアルテ A. ⅣLLL1
†英語ライティングⅠＡ(10) リントン ケイン ⅦLLL4
†英語コミュニケーションⅠＡ(8) モラガ M.D. ⅦLLL5
†英語ライティングⅠＡ(12) ルーベッシュトロイ ⅣVC
†英語リーディングⅠＡ(11) 乗次 章子 Ⅳ206

電電

†英語コミュニケーションⅠＡ(9) ドゥアルテ A. ⅣLLL1
†英語ライティングⅠＡ(10) リントン ケイン ⅦLLL4
†英語コミュニケーションⅠＡ(8) モラガ M.D. ⅦLLL5
†英語ライティングⅠＡ(12) ルーベッシュトロイ ⅣVC
†英語リーディングⅠＡ(11) 乗次 章子 Ⅳ206

化学
生命科学Ⅰ(2) 山口 宏 Ⅶ101

環境
生命科学Ⅰ(2) 山口 宏 Ⅶ101

生物
†基礎生物科学／サブゼミ 下記参照 下記参照

医科 生命科学倫理 ㈹大谷 清 Ⅵ101

情報 キャリアデザイン論(2) 前川 隆昭 Ⅵ201
知・機 キャリアデザイン論(2) 前川 隆昭 Ⅵ201

数
応用数理入門 昌子 浩登 Ⅳ305

物
力学Ⅱ(1) 中井 直正 Ⅳ205

先

†基礎物理学実験Ⅰ(2)➡ ㈹金子忠昭 Ⅳ物理実験
環境政策論 佐山 浩 Ⅱ102

化

環
反応速度論 橋本 秀樹 Ⅳ402

生
医

情
†プログラミング実習Ⅱ(1)➡ 北村 泰彦 Ⅳグララボ
†プログラミング実習Ⅱ(4)➡ 河野 恭之 Ⅳマルラボ⚑
†プログラミング実習Ⅱ(5)➡ 工藤 卓 Ⅳマルラボ⚒

人
†プログラミング実習Ⅱ(1)➡ 北村 泰彦 Ⅳグララボ
†プログラミング実習Ⅱ(4)➡ 河野 恭之 Ⅳマルラボ⚑
†プログラミング実習Ⅱ(5)➡ 工藤 卓 Ⅳマルラボ⚒

数
物
先 反応速度論 橋本 秀樹 Ⅳ402
化
環 錯体化学 加藤 昌子 Ⅶ104
生
医

情 データマイニング 猪口 明博 Ⅳ401

人 データマイニング 猪口 明博 Ⅳ401

数理 微分積分Ⅰ 北原 和明 Ⅳ301

物・宇 微積分学Ⅰ(1) 反田 美香 Ⅳ402

物質

†英語コミュニケーションⅠＡ(17) シュワルツ B. ⅣLLL1
†英語ライティングⅠＡ(15) ランフォード C. ⅣLLL2
†英語ライティングⅠＡ(18) ドゥアルテ A. ⅣLLL3
†英語コミュニケーションⅠＡ(14) ヘンウッド J. ⅦLLL4
†英語リーディングⅠＡ(16) 住 政二郎 Ⅳ204
†英語コミュニケーションⅠＡ(13) モラガ M.D. ⅦLLL5

電電

†英語コミュニケーションⅠＡ(17) シュワルツ B. ⅣLLL1
†英語ライティングⅠＡ(15) ランフォード C. ⅣLLL2
†英語ライティングⅠＡ(18) ドゥアルテ A. ⅣLLL3
†英語コミュニケーションⅠＡ(14) ヘンウッド J. ⅦLLL4
†英語リーディングⅠＡ(16) 住 政二郎 Ⅳ204
†英語コミュニケーションⅠＡ(13) モラガ M.D. ⅦLLL5

化学

環境
†キリスト教学Ａ(3) トリーベル C. Ⅳ401

生物
†キリスト教学Ａ(3) トリーベル C. Ⅳ401

医科 †キリスト教学Ａ(3) トリーベル C. Ⅳ401

情報

†英語コミュニケーションⅠＡ(17) シュワルツ B. ⅣLLL1
†英語ライティングⅠＡ(15) ランフォード C. ⅣLLL2
†英語ライティングⅠＡ(18) ドゥアルテ A. ⅣLLL3
†英語コミュニケーションⅠＡ(14) ヘンウッド J. ⅦLLL4
†英語リーディングⅠＡ(16) 住 政二郎 Ⅳ204
†英語コミュニケーションⅠＡ(13) モラガ M.D. ⅦLLL5

知・機

†英語コミュニケーションⅠＡ(17) シュワルツ B. ⅣLLL1
†英語ライティングⅠＡ(15) ランフォード C. ⅣLLL2
†英語ライティングⅠＡ(18) ドゥアルテ A. ⅣLLL3
†英語コミュニケーションⅠＡ(14) ヘンウッド J. ⅦLLL4
†英語リーディングⅠＡ(16) 住 政二郎 Ⅳ204
†英語コミュニケーションⅠＡ(13) モラガ M.D. ⅦLLL5

数
確率統計入門 森本 孝之 Ⅶ104

物
先 無機化学 加藤 昌子 Ⅵ201

化
†基礎物理学実験Ⅰ(3)➡ ㈹日比野浩樹 Ⅳ物理実験

環
無機化学 加藤 昌子 Ⅵ201

生
薬理学 沖米田 司 Ⅶ101
†基礎物理学実験Ⅰ(5)➡ ㈹鹿田真一 Ⅳ物理実験

医
薬理学 沖米田 司 Ⅶ101
†基礎物理学実験Ⅰ(5)➡ ㈹鹿田真一 Ⅳ物理実験

情 情報科学のための数学演習(1) 多賀登喜雄 Ⅳ201
情報科学のための数学演習(2) 西谷 滋人 Ⅳ202

人 情報科学のための数学演習(1) 多賀登喜雄 Ⅳ201
情報科学のための数学演習(2) 西谷 滋人 Ⅳ202

数
物
先 分光学 増尾 貞弘 Ⅶ103
化 †有機化学実験➡ ㈹畠山琢次 Ⅳ化学実験
環 分光学 増尾 貞弘 Ⅶ103

生 再生医学 平井 洋平 Ⅳ205

医 再生医学 平井 洋平 Ⅳ205

情
†認知情報処理実験 工藤 卓 Ⅴ情･機系実験
†ネットワーク実習(1) 北村 泰彦 Ⅳグララボ

人
†認知情報処理実験 工藤 卓 Ⅴ情･機系実験
†ネットワーク実習(1) 北村 泰彦 Ⅳグララボ

〈春学期〉
時限

曜日

第Ⅰ時限（9：00～10：40）
履修
基準
年度

学科
・
課程

授 業 科 目 担当者 教 室

⚒⚐⚒⚑年度 授 業 時 間 割

月

1

2

3

4

火

1

2

3

4

水

1

2

3

4

木

1

2

3

4

金

1

2

3

4



月

1

スポーツ科学演習Ｄ(11) 森 祐貴 大フロアー（南）
スタディスキルセミナー
（読む・書く・話す・聴く）(1) 渡辺 一成 Ｇ203

Skills‒based English (Basic)(5) アンドレジェスキ D. ④303
Skills‒based English
(Speaking & Listening) L3(1)

【ペア】
ワトキンズ J. ④302

Skills‒based English (Writing) L3(1) ロウ サイモン Ｇ223
Language and Communication(5) コンドン バリイ MR203

スポーツ科学演習Ｃ(1) 森 祐貴 大フロアー（北）
スタディスキルセミナー
（リポート執筆の基礎）(1) 西口 啓太 MR5PC

多文化共修科目
（実践型コミュニケーション） 西村 由美 Ｇ227

教育原論(1) 白銀 夏樹 Ｂ302
English for Cross‒Cultural Studies A
(Level 1) ナウラン A. Ｇ119

日本語教育基礎演習(1) 藤原由紀子 Ｇ309

体育方法学演習Ｃ(1) 森 祐貴 小フロアー
スタディスキルセミナー
（読む・書く・話す・聴く）(6) 渡辺 一成 Ⅱ205

スタディスキルセミナー
（リポート執筆の基礎）(2) 西口 啓太 MR7PC

基礎フランス語Ⅰ(2) ラ マ ル J. ④201
フランス語アラカルト
（聞く・話す）Ａ(1) ケルネンフローラン ④203

ドイツ語アラカルト
（聞く・話す）Ｂ(1) ヘーン M. Ｇ209

日本語教育基礎(2) 藤原由紀子 Ｄ402
社会探究リサーチ・ベーシックＡ
（定量編）(2) 時任 隼平 Ⅵ203

社会探究実践演習Ⅰ
（大阪・上本町）(1) 【ペア】 向井光太郎 Ｇ104

人権教育科目⚐⚑⚑ ㈹宮下博幸 Ｂ304
Skills‒based English (Basic)(1) ダウリン ティム ④205
Skills‒based English
(Academic) L3(1) 【ペア】 クセン オアナ M. ④305

Skills‒based English (IELTS)(2) ドネラン マーク ④303
Language and Communication(2) ヒギンズ R.M. MR203
Project‒based Seminar in English
(Career English)(1) パリッシュ M.M. Ｇ223

イタリア語初級Ⅰ(3) 菅野 類 ④306
中国語中級(1) 趙 怡 Ｃ307
朝鮮語初級Ⅰ(2) 川本 理絵 Ｄ203
朝鮮語初級Ⅰ(4) 高 潤香 Ｄ101
グローバルスタディーズ入門(3) 渡辺 一成 Ⅲ104
社会探究実践演習Ⅰ
（大阪・上本町）(1) 【ペア】 向井光太郎 Ｇ104

健康科学講義Ａ(1) 永石 高敏 Ｂ104
イタリア語初級Ⅰ(4) 菅野 類 ④306

2
人権教育論(5) 岸 孝明 Ⅵ201
特別支援教育概論(1) 佐藤 美幸 Ｂ103

生徒指導・進路指導論／
生徒指導論(1) 小谷 正登 Ｂ304

教育相談基礎論(1) 荻田 純久 Ｂ103

数学科教育法Ｂ(1) 片岡 啓 Ⅳ202
特別活動・総合的な学習の時間の指導法／
特別活動論(5) 久保田真功 Ⅲ325

数学科教育法Ａ(1) 片岡 啓 Ⅳ202
特別活動・総合的な学習の時間の指導法／
特別活動論(1) 天野 義美 Ｂ204

3 フランス語インテンシブ中級(1)
【ペア】 ラ マ ル J. ④201

4

火

1

スポーツ科学演習Ｆ(1) 川上 光宣 Ｐ
体育方法学演習Ｃ(4) 木谷 織信 体育館
スタディスキルセミナー
（読む・書く・話す・聴く）(2) 渡辺 一成 Ｇ208

スタディスキルセミナー
（リポート執筆の基礎）(12) 野瀬由季子 MR6PC

Skills‒based English (TOEIC)(1) チャン M.J. ④205
教育原論(2) 白銀 夏樹 Ｈ201

スポーツ科学講義Ａ(1) 浦田 達也 ⑤ ⚕
体育方法学演習Ｃ(5) 木谷 織信 体育館
スタディスキルセミナー
（読む・書く・話す・聴く）(3) 渡辺 一成 Ｇ208

スタディスキルセミナー
（リポート執筆の基礎）(13) 野瀬由季子 MR6PC

Skills‒based English
(Speaking & Listening)(2) 【ペア】 デルヴ マイケル Ｇ103

Skills‒based English
(Academic) L3(2) 【ペア】 カニンハム S. Ⅰ203

Skills‒based English (TOEFL) L2(1) チャン M.J. ④205
Culture and Society(1) ナウラン A. ④203
Academic Writing and
Presentation(1) サキヤ ジョン ④201

スペイン語初級Ⅰ(1) アギラルミルトン ④306
朝鮮語初級Ⅰ(1) 河村 光雅 Ｇ326
国際情報分析(1) ㈹関谷武司 Ｄ102
カナダ研究入門Ａ ㈹水戸考道 商 ⚕
社会探究入門(1) ㈹木本浩一 Ｂ104
PBL 特別演習⚐⚐⚙(1) 奥貫 麻紀 1PC

スポーツ科学演習Ｃ(11) 浦田 達也 第⚓野
スポーツ科学演習Ｆ(2) 川上 光宣 Ｐ
体育方法学演習Ｃ(6) 木谷 織信 体育館
人権教育科目⚐⚐⚔ ㈹倉島 哲 Ｇ201
スタディスキルセミナー
（リポート執筆の基礎）(14) 野瀬由季子 MR6PC

スタディスキルセミナー
（リポート執筆の基礎）(18) 時任 隼平 聖和641

Skills‒based English (TOEIC) L2(1) コンドン バリイ ④303
Language and Communication(7) カニンハム S. Ⅰ204
Academic Writing and
Presentation(2) サキヤ ジョン ④201

基礎ドイツ語Ⅰ(1) 西田 隆雄 Ｇ309
イタリア語初級Ⅰ(1) 落合理恵子 ④304
スペイン語初級Ⅰ(2) ムニョス M.J. Ｇ221
アラビア語初級Ⅱ(1) 村田 靖子 ＧIS208
朝鮮語初級Ⅲ(1) 河村 光雅 MR202
SDGs スタディーズ入門 森重 裕子 Ｂ102
CCC Introduction to
Multicultural Studies(1) 稲田 優子 MR201

日本語教育基礎(1) 藤原由紀子 Ｇ107
ライフ・キャリア実践演習(1) 渡辺 一成 Ｃ103
社会探究入門(2) ㈹木本浩一 ④401

人権教育科目⚐⚐⚒ ㈹高島千代 ⑤ ⚖
総合コース⚘⚐⚘ ㈹志甫 啓 ＧIS108
Skills‒based English (Basic)(3) デイヴィス R.K. Ｇ106
Skills‒based English (Reading) L1(1) ロウ サイモン Ｇ209
Skills‒based English (TOEIC)(4) カニンハム S. Ⅱ212
Culture and Society(6) ヒギンズ R.M. ④205
Project‒based Seminar in English
(Study Abroad)(2) チャン M.J. MR202

基礎ドイツ語Ⅲ(1) 西田 隆雄 Ｇ309
イタリア語初中級(1) 落合理恵子 ④304
スペイン語初級Ⅲ(1) ムニョス M.J. Ｇ221
アラビア語初級Ⅰ(1) 村田 靖子 ＧIS208
朝鮮語初級Ⅰ(3) 川本 理絵 Ｃ202
ライフ・キャリア実践演習(2) 渡辺 一成 Ｃ103

寄附講座⚒⚐⚗ ㈹松岡克尚 Ｂ104
Culture and Society(7) デイヴィス R.K. ④203
発達・学習過程論(1) 荻田 純久 Ｂ302
ライフ・キャリア実践演習(3) 渡辺 一成 Ｃ103

2
教育方法基礎論(1) 吉田 卓司 Ｂ302
環境教育論(2) 中西 敏昭 Ⅵ201

フランス語アラカルト（書く）(1) ベレックセドリック MR203
教育課程論(1) 小谷 正登 Ｇ301
理科教育法Ａ(1) 中西 敏昭 Ⅳ303
生徒指導・進路指導論／
生徒指導論(2) 吉田 卓司 Ｈ201

理科教育法Ｃ(1) 内山 裕之 Ⅱ110
道徳教育論(1) 下野 厚子 Ｂ103
ライフ・キャリア発展演習(2) 佐藤 裕 Ⅳ202

フランス語アラカルト（読む）(1) 松原 冬二 ④203
道徳教育論(2) 下野 厚子 Ｂ204

ライフ・キャリア発展演習(1) 佐藤 裕 Ｄ102

3 学習指導と学校図書館 阿部はる奈 Ｂ202

4

水

1

体育方法学講義Ｃ(2) 山下 伸一 Ⅵ201
体育方法学演習Ｃ(2) 山根 誠 大フロアー（北）
Skills‒based English
(Speaking & Listening) L1(1)

【ペア】
ローズ オリバー Ｇ106

Skills‒based English
(Reading) L3(1) ロウ サイモン Ｇ203

Skills‒based English
(Business A) L2(1) レッティグ-ミキ E. ④306

Skills‒based English (TOEIC)(2) チャン M.J. ④303
ライフ・キャリア実践演習(5) 渡辺 一成 Ⅳ304

スポーツ科学演習Ａ(11) 廣田 音奏 テニス
スポーツ科学演習Ｃ(2) 山根 誠 第⚓アメ
健康科学演習Ｃ(1) 林 直也 小フロアー
体育方法学演習Ｃ(7) 山下 伸一 体育館
連携講座⚐⚐⚔ 鈴木敬一郎 Ⅳ205
スタディスキルセミナー
（リポート執筆の基礎）(4) 福山 佑樹 MR7PC

Skills‒based English
(Speaking & Listening) L2(1) 【ペア】 クセン オアナ M. ④304

Skills‒based English
(Business B) L2(1) レッティグ-ミキ E. ④306

Skills‒based English (TOEFL) L2(2) チャン M.J. ④303
Culture and Society(2) ギャンブル C.W. Ｇ107
Project‒based Seminar in English
(Study Abroad)(1) ワイトウィッチ B. Ｇ207

基礎フランス語Ⅰ(1) ケルネンフローラン Ｇ208
インドネシア語初級Ⅰ(1) 富永 泰代 ④205
学校教育論(1) 久保田真功 Ｂ304
国際情報分析(2) ㈹関谷武司 Ｄ103
English for Cross‒Cultural Studies A
(Level 2) ナウラン A. Ｇ119

ライフ・キャリア実践演習(6) 渡辺 一成 Ⅳ304
社会探究入門(3) 木本 浩一 Ⅲ102

スポーツ科学演習Ｄ(1) 廣田 音奏 大フロアー（南）
体育方法学演習Ｃ(8) 山下 伸一 体育館
スタディスキルセミナー
（リポート執筆の基礎）(5) 福山 佑樹 MR7PC

スタディスキルセミナー
（リポート執筆の基礎）(17) 野瀬由季子 Ⅲ106

Skills‒based English
(Speaking & Listening)(1) 【ペア】 デイヴィス R.K. Ｇ106

Skills‒based English (TOEFL)(2) カニンハム S. Ⅱ105
Language and Communication(6) コンドン バリイ Ｇ226
基礎フランス語Ⅲ(1) ケルネンフローラン ④203
基礎中国語Ⅰ(1) 王 棋 Ｄ203
インドネシア語初中級(1) 富永 泰代 ④205
English for Cross‒Cultural Studies A
(Level 3) ナウラン A. Ｇ119

ライフ・キャリア概論(1) 阪口 悟 社101
ライフ・キャリア入門演習(5) 渡辺 一成 Ⅳ304
社会探究実践演習Ⅰ
（篠山・今田コミュニティ・ガバナンス FW）(1)

【ペア】
木本 浩一 Ⅲ102

社会探究実践演習Ⅱ
（篠山・今田コミュニティ・ガバナンス FW）(1)

【ペア】
木本 浩一 Ⅲ102

スタディスキルセミナー
（リポート執筆の基礎）(6) 福山 佑樹 MR7PC

Skills‒based English (IELTS)(3) カニンハム S. Ⅱ105
フランス語アラカルト
（聞く・話す）Ａ(2) ラ マ ル J. ④201

インドネシア語初級Ⅰ(2) 富永 泰代 ④205
発達・学習過程論(2) 善明 宣夫 Ｂ303
国際情報分析(4) 長 英一郎 Ⅲ103
ライフ・キャリア概論(3) 冨岡 克彦 Ⅵ201
ライフ・キャリア入門演習(6) 渡辺 一成 Ⅳ304
社会探究実践演習Ⅰ
（篠山・今田コミュニティ・ガバナンス FW）(1)

【ペア】
木本 浩一 Ⅲ102

社会探究実践演習Ⅱ
（篠山・今田コミュニティ・ガバナンス FW）(1)

【ペア】
木本 浩一 Ⅲ102

PBL 特別演習⚐⚐⚗ 【ペア】 奥貫 麻紀 1PC

ドイツ語アラカルト
（聞く・話す）Ａ(1) シュピンレル T. Ｇ222

国際情報分析(5) 高田 裕彦 Ⅲ105
PBL 特別演習⚐⚐⚗ 【ペア】 奥貫 麻紀 1PC

2
数学科教育法Ｃ(1) 澁谷 久 Ⅳ201
特別活動・総合的な学習の時間の指導法／
特別活動論(2) 久保田真功 Ｂ202

ドイツ語アラカルト（読む）(1) リーダーバッハ H. Ｅ101
教育課程論(5) 小谷 正登 Ⅳ401

生徒指導・進路指導論／
生徒指導論(5) 小谷 正登 Ⅶ103

人権教育論(1) 岸 孝明 ⑤ ⚖

ドイツ語インテンシブ初級Ⅲ(1)
【ペア】シュピンレル T. Ｇ222

IB 教育方法論・評価論Ⅱ(1) 遠藤みゆき ＧIS108
人権教育論(2) 岸 孝明 ⑤ ⚖

フランス語インテンシブ初級Ⅲ(1)
【ペア】 ラ マ ル J. ④201

IB 教育方法論・評価論Ⅰ(1) 遠藤みゆき ＧIS108
情報科教育法Ａ 畑井 克彦 Ⅱ112
教育相談基礎論(2) 善明 宣夫 Ｂ303

3
フランス語インテンシブ中級(1)

【ペア】 ラ マ ル J. ④201

ドイツ語インテンシブ中級(1)
【ペア】シュピンレル T. Ｇ222

4

木

1

体育方法学講義Ｃ(1) 溝畑 潤 Ｇ301
スポーツ科学演習Ａ(1) 高島 規郎 卓球場
体育方法学演習Ｃ(3) 佐藤 博信 大フロアー（南）
スタディスキルセミナー
（読む・書く・話す・聴く）(4) 渡辺 一成 Ｇ207

Skills‒based English (IELTS)(1) ダウリン ティム MR202
教職概論(1) 佐野 茂 Ｂ104
国際情報分析(3) 山田 好一 Ｇ225

スポーツ科学演習Ａ(2) 高島 規郎 卓球場
スポーツ科学演習Ａ(21) 仲田 秀臣 小フロアー
健康科学演習Ａ(1) 廣田 音奏 大フロアー（北）
スタディスキルセミナー
（読む・書く・話す・聴く）(5) 渡辺 一成 Ｇ207

スタディスキルセミナー
（リポート執筆の基礎）(7) 福山 佑樹 MR5PC

スタディスキルセミナー
（リポート執筆の基礎）(15) 西口 啓太 Ⅵ203

Skills‒based English (Basic)(7) デルヴ マイケル Ⅲ104
Skills‒based English
(Academic) L3(1) 【ペア】 クセン オアナ M. ④306

Skills‒based English
(Academic) L3(2) 【ペア】 カニンハム S. Ⅱ105

Skills‒based English (TOEFL)(1) ダウリン ティム MR202
Language and Communication(1) エバリーリディア ④205
ロシア語初級Ⅰ(1) バクン エレナ ④401
基礎中国語Ⅰ(2) 井出 克子 Ｃ202
日本手話初級Ⅰ(1) 馬場 博史 Ｇ105
学校教育論(2) 久保田真功 Ｂ304
ライフ・キャリア概論(2) 冨岡 克彦 社101
キャリアゼミＡ(1) 森 隆史 ＧIS106
ハンズオン・プラクティス(2) ㈹向井光太郎 Ⅲ102

スポーツ科学演習Ａ(3) 高島 規郎 卓球場
スポーツ科学演習Ａ(22) 仲田 秀臣 小フロアー
スタディスキルセミナー
（リポート執筆の基礎）(8) 福山 佑樹 MR6PC

スタディスキルセミナー
（リポート執筆の基礎）(16) 西口 啓太 Ⅵ203

Skills‒based English (Basic)(6) アンドレジェスキ D. MR202
ロシア語初中級(1) バクン エレナ ④203
ポルトガル語初級Ⅰ(1) 村松英理子 ④205
発達・学習過程論(5) 荻田 純久 Ⅶ101
日本語教育基礎(3) 長谷川哲子 Ｇ119
ライフ・キャリア入門演習(1) 渡辺 一成 Ｃ307
社会探究実践演習Ⅰ
（朝来・竹田城下町活性化 PJ）(1)

【ペア】
奥貫 麻紀 1PC

社会探究実践演習Ⅱ
（朝来・竹田城下町活性化 PJ）(1)

【ペア】
奥貫 麻紀 1PC

人権教育科目⚐⚑⚓ ㈹細見和志 Ⅱ303
スタディスキルセミナー
（リポート執筆の基礎）(9) 福山 佑樹 MR6PC

Skills‒based English (Basic)(2) エバリーリディア MR203
Skills‒based English
(Business A) L2(2) デルヴ マイケル Ⅳ304

Language and Communication(4) アンドレジェスキ D. MR202
Culture and Society(8) カニンハム S. Ⅲ104
イタリア語初級Ⅰ(2) 渋江 陽子 ④303
ポルトガル語初中級(1) 村松英理子 ④205
基礎中国語Ⅲ(1) 楊 霊琳 ④304
グローバル社会の課題と
持続可能な未来(1) ㈹高田裕彦 Ｂ203

Topics in Canadian Studies C ユセフィアユブ Ｇ221
ライフ・キャリア入門演習(2) 渡辺 一成 Ｃ307
キャリアゼミＡ(2) 森 隆史 Ⅱ111
ハンズオン・プラクティス(1) ㈹向井光太郎 ＧIS106
社会探究実践演習Ⅰ
（朝来・竹田城下町活性化 PJ）(1)

【ペア】
奥貫 麻紀 1PC

社会探究実践演習Ⅱ
（朝来・竹田城下町活性化 PJ）(1)

【ペア】
奥貫 麻紀 1PC

イタリア語初級Ⅱ(1) 渋江 陽子 ④303
ライフ・キャリア入門演習(3) 渡辺 一成 Ｃ307

2
教育方法基礎論(2) 三上 明洋 Ｂ304 理科教育法Ｂ(1) 秋吉 博之 Ⅱ109 理科教育法Ｄ(1) 中西 敏昭 Ⅱ110

数学科教育法Ａ(3) 澁谷 久 Ⅳ202
理科教育法Ａ(3) 中西 敏昭 Ⅱ302
数学科教育法Ｄ(1) 澁谷 久 Ⅳ203
教育相談基礎論(5) 荻田 純久 Ⅶ101

3
4

金

1

体育方法学演習Ｃ(9) 溝畑 潤 体育館
Skills‒based English
(Speaking & Listening) L3(1) 【ペア】ワトキンズ J. ④205

Skills‒based English
(Writing) L1(1) ロウ サイモン Ｇ106

Skills‒based English (TOEIC)(3) チャン M.J. ④306
Culture and Society(3) ドネラン マーク ④302
朝鮮語初級Ⅲ(2) 平井 清実 ④201
教職概論(2) 南本 長穂 Ｂ202
ライフ・キャリア入門演習(4) 渡辺 一成 Ｄ102

スポーツ科学演習Ｄ(2) 山本 浩二 大フロアー（北）
体育方法学演習Ｃ(10) 溝畑 潤 体育館
人権教育科目⚐⚑⚐ ㈹澤田有希子 Ｂ202
災害復興学Ａ ㈹斉藤容子 Ｆ203
スタディスキルセミナー
（リポート執筆の基礎）(3) 西口 啓太 MR6PC

スタディスキルセミナー
（プレゼンテーション）(1) 三井 規裕 MR5PC

Skills‒based English (Basic)(4) アンドレジェスキ D. ④205
Skills‒based English
(Speaking & Listening)(1) 【ペア】 デイヴィス R.K. Ｇ203

Skills‒based English
(Speaking & Listening) L1(1)

【ペア】
ローズ オリバー Ｇ104

Project‒based Seminar in English
(Area Studies)(3) サキヤ ジョン Ｇ322

スペイン語中級(1) 村上 陽子 ＧIS101
中国語中級(2) 張 素娟 ④201
教育原論(5) 白銀 夏樹 Ⅶ103
留学とキャリア設計 時任 隼平 Ｂ201
ライフ・キャリア実践演習(4) 渡辺 一成 Ｄ102

スポーツ科学演習Ｅ(1) 山本 浩二 柔道場
体育方法学演習Ｃ(11) 溝畑 潤 体育館
スタディスキルセミナー
（リポート執筆の基礎）(10) 三井 規裕 MR5PC

Skills‒based English
(Speaking & Listening)(2) 【ペア】 デルヴ マイケル Ｇ203

Skills‒based English
(Speaking & Listening) L2(1)

【ペア】
クセン オアナ M. ④306

Culture and Society(5) チャン M.J. ④205
Academic Writing and
Presentation(3) サキヤ ジョン Ｄ104

Project‒based Seminar in English
(Critical Writing)(1) ギャンブル C.W. Ｇ106

Project‒based Seminar in English
(Area Studies)(1) ヒギンズ R.M. MR203

教職概論(5) 前原 健三 Ⅳ401
グローバルスタディーズ入門(1) 渡辺 一成 Ｇ119
社会探究リサーチ・ベーシックＡ
（定量編）(1) 時任 隼平 1PC

スタディスキルセミナー
（リポート執筆の基礎）(11) 三井 規裕 MR5PC

Language and Communication(3) ヒギンズ R.M. MR203
Culture and Society(4) ワイトウィッチ B. ④306
Project‒based Seminar in English
(Career English)(2) レッティグ-ミキ E. ④305

Project‒based Seminar in English
(Area Studies)(2) クセン オアナ M. ④303

フランス語アラカルト
（聞く・話す）Ｂ(1) シェラス C. ④201

学校教育論(5) 前原 健三 Ⅳ401
グローバルスタディーズ入門(2) 渡辺 一成 Ｇ119
Topics in Canadian Studies D ユセフィアユブ Ｇ205
ライフデザインと仕事Ａ(1) 石田 秀朗 Ｇ105

スタディスキルセミナー
（プレゼンテーション）(2) 三井 規裕 MR5PC

フランス語アラカルト
（聞く・話す）Ｃ(1) シェラス C. ④201

グローバルスタディーズ入門(4) 渡辺 一成 Ｇ119
ライフデザインと仕事Ａ(2) 石田 秀朗 Ｇ105

2
教育課程論(2) 小谷 正登 Ｇ301 ドイツ語インテンシブ初級Ⅲ(1)

【ペア】 阿部 卓也 Ｄ104

特別支援教育概論(2) 小谷 正登 Ｇ301

フランス語インテンシブ初級Ⅲ(1)
【ペア】シェラス C. ④201

ドイツ語アラカルト（書く）(1) ヘーン M. ④203
道徳教育論(5) 白銀 夏樹 Ⅶ103

IB教育方法論・評価論Ⅱ(3) 井藤眞由美 Ⅰ101 IB教育方法論・評価論Ⅰ(3) 井藤眞由美 Ⅰ101

3
学校図書館メディアの構成 有川 浩 Ｂ103 ビジネス日本語Ｂ 山田真知子 Ｇ119 ドイツ語インテンシブ中級(1)

【ペア】 ヒンスケントーマス Ｇ103

ビジネス日本語Ａ(1) 山田真知子 MR201

ビジネス日本語Ｃ(1) 山田真知子 MR201

4

第Ⅱ時限
授 業 科 目 担当者 教 室

第Ⅴ時限
授 業 科 目 担当者 教 室

第Ⅲ時限
授 業 科 目 担当者 教 室

第Ⅳ時限
授 業 科 目 担当者 教 室

〈春学期〉
時限

曜日

第Ⅰ時限
履修
基準
年度

授 業 科 目 担当者 教 室

月

1

スポーツ科学演習Ｄ(12) 森 祐貴 大フロアー（南）
スタディスキルセミナー
（読む・書く・話す・聴く）(7) 渡辺 一成 Ｇ203

Skills‒based English
(Speaking & Listening) L3(3)

【ペア】
ワトキンズ J. Ｇ104

Academic Writing and
Presentation(4) レッティグ-ミキ E. ④302

教育原論(3) 白銀 夏樹 Ｂ202

スポーツ科学演習Ｃ(3) 森 祐貴 第⚓アメ
人権教育科目⚐⚐⚙ ㈹高井由起子 Ｂ103
スタディスキルセミナー
（リポート執筆の基礎）(19) 西口 啓太 MR7PC

Skills‒based English
(Writing) L1(2) ロウ サイモン Ｇ225

Skills‒based English
(Academic) L4(2) 【ペア】 クセン オアナ M. ④305

Language and Communication(14) サキヤ ジョン Ｃ103
発達・学習過程論(3) 荻田 純久 Ｈ201
日本政治総論 平石 知久 Ｇ202
English for Cross‒Cultural Studies B
(Level 1) ナウラン A. MR102

日本語教育基礎演習(2) 藤原由紀子 Ｇ119

体育方法学演習Ｃ(12) 森 祐貴 小フロアー
スタディスキルセミナー
（読む・書く・話す・聴く）(12) 渡辺 一成 Ⅲ104

スタディスキルセミナー
（リポート執筆の基礎）(20) 西口 啓太 MR6PC

Skills‒based English
(Speaking & Listening)(3)

【ペア】
デイヴィス R.K. Ｇ105

Skills‒based English
(Speaking & Listening) L3(2)

【ペア】
ワトキンズ J. ④304

Skills‒based English
(Academic) L3(3) 【ペア】ヒギンズ R.M. ④306

Language and Communication(11) アンドレジェスキ D. MR202
Culture and Society(11) ドネラン マーク ④205
フランス語アラカルト
（聞く・話す）Ａ(3) ケルネンフローラン ④201

ドイツ語アラカルト
（聞く・話す）Ｂ(2) ヘーン M. ④203

社会探究リサーチ・ベーシックＢ
（定性編）(2) 時任 隼平 Ⅵ203

社会探究実践演習Ⅰ
（大阪・上本町）(2) 【ペア】 向井光太郎 Ｇ104

社会探究実践演習Ⅱ
（大阪・上本町） 【ペア】 向井光太郎 Ｇ104

PBL特別演習⚐⚐⚕(2) 西元 涼 Ⅱ111

人権教育科目⚐⚑⚒ ㈹宮下博幸 Ｂ304
Skills‒based English (Basic)(8) ダウリン ティム ④304
Skills‒based English
(Speaking & Listening)(4) 【ペア】 デルヴ マイケル Ｇ103

Skills‒based English
(Speaking & Listening) L1(2) 【ペア】 エバリーリディア Ｇ225

Language and Communication(15) サキヤ ジョン ④203
Culture and Society(12) ドネラン マーク ④205
Project‒based Seminar in English
(Career English)(3) パリッシュ M.M. Ｇ203

Project‒based Seminar in English
(Area Studies)(6) クセン オアナ M. ④302

イタリア語初級Ⅰ(6) 菅野 類 ④306
中国語中級(3) 趙 怡 Ｃ307
朝鮮語初級Ⅱ(2) 川本 理絵 Ｄ101
多文化共修科目
（クリエイティブ・コミュニケーション） 西村 由美 Ｇ227

グローバルスタディーズ入門(7) 渡辺 一成 Ⅲ322
社会探究実践演習Ⅰ
（大阪・上本町）(2) 【ペア】 向井光太郎 Ｇ104

社会探究実践演習Ⅱ
（大阪・上本町） 【ペア】 向井光太郎 Ｇ104

健康科学講義Ａ(2) 永石 高敏 Ｂ204
イタリア語初級Ⅱ(4) 菅野 類 ④306
教職概論(3) 南本 長穂 Ｂ104
PBL 特別演習⚐⚐⚕(1) 西元 涼 Ｃ103

2
フランス語インテンシブ初級Ⅲ(2)

【ペア】 ラ マ ル J. ④201

人権教育論(6) 岸 孝明 Ⅵ201
特別支援教育概論(3) 佐藤 美幸 Ｂ103

フランス語インテンシブ初級Ⅲ(3)
【ペア】 ラ マ ル J. ④201

理科教育法Ａ(2) 中西 敏昭 Ⅳ203

理科教育法Ｃ(2) 中西 敏昭 Ⅳ203
数学科教育法Ａ(2) 片岡 啓 Ⅳ201
教育方法基礎論(5) 三上 明洋 Ⅳ401

数学科教育法Ｂ(2) 片岡 啓 Ⅳ201
特別活動・総合的な学習の時間の指導法／
特別活動論(3) 天野 義美 Ｂ104

教育方法基礎論(3) 吉田 卓司 ④202

生徒指導・進路指導論／
生徒指導論(3) 吉田 卓司 ④202

3
4 教職実践演習（中・高）(1) 小谷 正登 Ｇ203 教職実践演習（中・高）(5) 久保田真功 Ｇ205 教職実践演習（中・高）(10) 松尾 達弥 院201

火

1

スポーツ科学演習Ｆ(3) 川上 光宣 Ｐ
体育方法学演習Ｃ(15) 木谷 織信 体育館
スタディスキルセミナー
（読む・書く・話す・聴く）(8) 渡辺 一成 Ｇ102

スタディスキルセミナー
（リポート執筆の基礎）(30) 野瀬由季子 MR6PC

Skills‒based English (TOEIC)(5) チャン M.J. ④303
教育原論(4) 白銀 夏樹 Ｂ304
国際平和構築論 山田 好一 Ｇ202

スポーツ科学講義Ａ(2) 浦田 達也 Ｂ304
体育方法学演習Ｃ(16) 木谷 織信 体育館
スタディスキルセミナー
（読む・書く・話す・聴く）(9) 渡辺 一成 Ｇ102

スタディスキルセミナー
（リポート執筆の基礎）(31) 野瀬由季子 MR6PC

Skills‒based English
(Speaking & Listening) L3(4)

【ペア】
カニンハム S. Ⅳ304

Skills‒based English (TOEFL)(4) チャン M.J. ④303
Culture and Society(9) ナウラン A. MR203
Culture and Society(15) 未 定 ④205
スペイン語初級Ⅱ(1) アギラルミルトン ④306
朝鮮語初級Ⅱ(1) 河村 光雅 MR202
国際情報分析(6) 関谷 武司 Ｇ205
カナダ研究入門Ｂ 水戸 考道 ⑤ ⚖
社会探究入門(4) 木本 浩一 Ｂ104
社会探究リサーチ・ベーシックＢ
（定性編）(1) 時任 隼平 2PC

PBL 特別演習⚐⚐⚙(2) 奥貫 麻紀 1PC

スポーツ科学演習Ｃ(12) 浦田 達也 第⚓野
スポーツ科学演習Ｆ(4) 川上 光宣 Ｐ
体育方法学演習Ｃ(17) 木谷 織信 体育館
人権教育科目⚐⚐⚕ ㈹倉島 哲 Ｂ204
スタディスキルセミナー
（リポート執筆の基礎）(24) 福山 佑樹 MR6PC

Skills‒based English (TOEIC) L2(3) コンドン バリイ MR203
基礎ドイツ語Ⅱ(1) 西田 隆雄 Ｇ203
イタリア語初級Ⅱ(2) 落合理恵子 ④304
スペイン語中級(2) ムニョス M.J. ④203
アラビア語初中級(1) 村田 靖子 ④306
朝鮮語中級(1) 河村 光雅 MR202
CCC Introduction to
Multicultural Studies(2) 稲田 優子 MR201

日本語教育基礎(4) 藤原由紀子 Ｇ119
ライフ・キャリア実践演習(7) 未 定 ＧIS108
社会探究入門(5) ㈹木本浩一 Ｂ104

人権教育科目⚐⚐⚓ ㈹李 恩子 Ｂ202
Skills‒based English
(Speaking & Listening) L1(3)

【ペア】
ギャンブル C.W. ④303

Skills‒based English
(Writing) L3(2) ロウ サイモン Ｇ119

Language and Communication(10) コンドン バリイ MR203
Culture and Society(16) デイヴィス R.K. ④205
基礎ドイツ語Ⅳ(1) 西田 隆雄 Ｇ203
イタリア語初中級(2) 落合理恵子 ④304
スペイン語中級(3) ムニョス M.J. ④203
アラビア語初級Ⅱ(2) 村田 靖子 ④306
朝鮮語初級Ⅱ(3) 川本 理絵 Ｃ202
ライフ・キャリア実践演習(8) 未 定 ＧIS108

総合コース⚒⚑⚕ ㈹河村克俊 Ｂ104
Skills‒based English (TOEFL) L2(4) ギャンブル C.W. ④303
Culture and Society(17) デイヴィス R.K. ④205
アラビア語初級Ⅰ(2) 村田 靖子 ④306
ライフ・キャリア実践演習(9) 渡辺 一成 ＧIS108

2
教育課程論(3) 小谷 正登 Ｂ302 フランス語アラカルト（書く）(2) ベレックセドリック ④304

生徒指導・進路指導論／
生徒指導論(4) 小谷 正登 Ｂ103

ライフ・キャリア発展演習(4) 佐藤 裕 Ⅳ304 フランス語アラカルト（読む）(2) 松原 冬二 ④201
道徳教育論(3) 下野 厚子 Ｂ201

教育相談基礎論(3) 荻田 純久 Ｂ103
ライフ・キャリア発展演習(3) 佐藤 裕 Ｄ102

3 ビジネス日本語Ａ(3) 山田真知子 Ⅰ204 ビジネス日本語Ｃ(3) 山田真知子 Ⅰ204 学校経営と学校図書館 阿部はる奈 Ｂ202

4 教職実践演習（中・高）(3) 三上 明洋 Ｄ102 教職実践演習（中・高）(7) 荻田 純久 Ｇ203 教職実践演習（中・高）(8) 下野 厚子 Ｃ104

水

1

健康科学演習Ａ(2) 廣田 音奏 武道場
体育方法学演習Ｃ(13) 林 直也 小フロアー
体育方法学演習Ｃ(18) 山下 伸一 体育館
Skills‒based English (Basic)(9) 未 定 ④303
Project‒based Seminar in English
(Critical Writing)(2) ギャンブル C.W. ④304

学校教育論(3) 久保田真功 Ｂ202
ライフ・キャリア実践演習(11) 渡辺 一成 Ⅳ304

スポーツ科学演習Ａ(12) 廣田 音奏 テニス
健康科学演習Ｃ(2) 林 直也 小フロアー
体育方法学演習Ｃ(19) 山下 伸一 体育館
スタディスキルセミナー
（リポート執筆の基礎）(25) 福山 佑樹 MR7PC

Skills‒based English (TOEFL)(5) チャン M.J. ④303
Skills‒based English (TOEFL)(6) カニンハム S. Ⅲ105
Language and Communication(12) デルヴ マイケル ④304
Culture and Society(10) フィルポット A. Ｇ225
Culture and Society(13) クセン オアナ M. ④302
Academic Writing and
Presentation(5) サキヤ ジョン ④306

基礎フランス語Ⅱ(1) ケルネンフローラン MR203
インドネシア語初級Ⅱ(1) 富永 泰代 ④201
国際情報分析(7) ㈹関谷武司 Ｇ309
English for Cross‒Cultural Studies B
(Level 2) ナウラン A. MR102

ライフ・キャリア概論(4) 阪口 悟 ⑤ ⚑
ライフ・キャリア実践演習(12) 渡辺 一成 Ⅳ304
社会探究入門(6) ㈹木本浩一 Ⅲ102

体育方法学講義Ｃ(4) 山下 伸一 Ⅵ201
スポーツ科学演習Ｄ(3) 廣田 音奏 大フロアー（南）
体育方法学演習Ｃ(14) 山根 誠 小フロアー
スタディスキルセミナー
（リポート執筆の基礎）(26) 福山 佑樹 MR7PC

スタディスキルセミナー
（リポート執筆の基礎）(35) 野瀬由季子 Ⅵ202

Skills‒based English
(Speaking & Listening)(3)

【ペア】
デイヴィス R.K. Ｇ203

Skills‒based English
(Speaking & Listening) L2(2)

【ペア】
チャン M.J. ④303

Skills‒based English (TOEIC)(8) カニンハム S. Ⅱ109
Academic Writing and
Presentation(6) サキヤ ジョン ④306

Project-based Seminar in English
(Study Abroad)(5) ギャンブル C.W. MR202

基礎フランス語Ⅳ(1) ケルネンフローラン MR203
基礎中国語Ⅱ(1) 王 棋 ④205
インドネシア語初中級(2) 富永 泰代 ④201
学校教育論(4) 久保田真功 Ｂ204
日本文化総論 藤井 和子 Ｇ324
English for Cross‒Cultural Studies B
(Level 3) ナウラン A. MR102

Topics in Canadian Studies A ウィリアムズ ポール MR101
ライフ・キャリア概論(5) 阪口 悟 社101
ライフ・キャリア入門演習(11) 渡辺 一成 Ⅳ304
社会探究実践演習Ⅰ
（篠山・今田コミュニティ・ガバナンス FW）(2)

【ペア】
木本 浩一 Ⅲ102

社会探究実践演習Ⅱ
（篠山・今田コミュニティ・ガバナンス FW）(2)

【ペア】
木本 浩一 Ⅲ102

連携講座⚐⚐⚕ 石戸 聡 Ｂ304
スタディスキルセミナー
（リポート執筆の基礎）(27) 福山 佑樹 MR7PC

スタディスキルセミナー
（リポート執筆の基礎）(36) 時任 隼平 聖和641

Skills‒based English
(Speaking & Listening) L2(3) 【ペア】 アンドレジェスキ D. MR202

インドネシア語初級Ⅱ(2) 富永 泰代 ④201
国際情報分析(9) 長 英一郎 Ⅲ105
Topics in Canadian Studies B ウィリアムズ ポール MR101
ライフ・キャリア概論(7) 冨岡 克彦 Ⅳ401
ライフ・キャリア入門演習(12) 渡辺 一成 Ⅳ304
社会探究実践演習Ⅰ
（篠山・今田コミュニティ・ガバナンス FW）(2)

【ペア】
木本 浩一 Ⅲ102

社会探究実践演習Ⅱ
（篠山・今田コミュニティ・ガバナンス FW）(2)

【ペア】
木本 浩一 Ⅲ102

Skills‒based English (Basic)(11) パリッシュ M.M. Ｇ225
ドイツ語アラカルト
（聞く・話す）Ａ(2) シュピンレル T. Ｇ106

発達・学習過程論(4) 善明 宣夫 Ｂ204
国際情報分析(10) 高田 裕彦 Ⅲ106

2

特別活動・総合的な学習の時間の指導法／
特別活動論(4) 久保田真功 Ｈ201

生徒指導・進路指導論／
生徒指導論(6) 小谷 正登 Ⅳ305

フランス語インテンシブ初級Ⅲ(3)
【ペア】 ラ マ ル J. ④203

理科教育法Ｂ(2) 中西 敏昭 Ⅱ110
人権教育論(3) 岸 孝明 ⑤ ⚕
特別支援教育概論(5) 小谷 正登 Ⅳ401

AI活用アプリケーションデザイン
実践演習(2) 西野 均 Ⅲ325

フランス語インテンシブ初級Ⅲ(2)
【ペア】 ラ マ ル J. ④203

ドイツ語インテンシブ初級Ⅲ(2)
【ペア】シュピンレル T. Ｇ106

IB 教育方法論・評価論Ⅰ(2) 遠藤みゆき ＧIS108
理科教育法Ｄ(2) 中西 敏昭 Ⅱ110
教育相談基礎論(4) 善明 宣夫 Ｂ204
人権教育論(4) 岸 孝明 ⑤ ⚕

AI活用データサイエンス実践演習(2) 西野 均 Ⅲ325
IB 教育方法論・評価論Ⅱ(2) 遠藤みゆき ＧIS108
情報科教育法Ｂ 畑井 克彦 Ⅱ112

3 ドイツ語インテンシブ中級(2)
【ペア】シュピンレル T. Ｇ206 フランス語インテンシブ中級(2)

【ペア】 ラ マ ル J. ④203

4 教職実践演習（中・高）(12) 澁谷 久 Ⅳ303 教職実践演習（中・高）(6) 久保田真功 Ｇ204

木

1

体育方法学講義Ｃ(3) 溝畑 潤 Ｇ301
スポーツ科学演習Ａ(4) 高島 規郎 卓球場
スタディスキルセミナー
（読む・書く・話す・聴く）(10) 渡辺 一成 Ｇ207

Skills‒based English (Basic)(13) ギャンブル C.W. ④303
Skills‒based English
(Business A) L2(3) レッティグ-ミキ E. ④205

Skills‒based English (TOEFL)(3) ダウリン ティム ④304
Language and Communication(16) カニンハム S. Ⅲ104
国際情報分析(8) 山田 好一 Ｇ221

スポーツ科学演習Ａ(5) 高島 規郎 卓球場
スポーツ科学演習Ａ(23) 仲田 秀臣 小フロアー
連携講座⚐⚐⚒ ㈹加藤哲弘 Ｂ303
スタディスキルセミナー
（読む・書く・話す・聴く）(11) 渡辺 一成 Ｇ207

スタディスキルセミナー
（リポート執筆の基礎）(21) 西口 啓太 MR5PC

Skills‒based English (Basic)(14) デルヴ マイケル Ⅰ206
Skills‒based English
(Speaking & Listening) L1(3)

【ペア】
ギャンブル C.W. ④303

Skills‒based English
(Speaking & Listening) L3(4)

【ペア】
カニンハム S. Ⅲ104

Skills‒based English
(Business B) L2(2) レッティグ-ミキ E. ④205

Skills‒based English (TOEIC)(7) サキヤ ジョン MR202
Skills‒based English (IELTS)(4) ダウリン ティム ④304
Project‒based Seminar in English
(Area Studies)(4) ヒギンズ R.M. ④306

ロシア語初級Ⅱ(1) バクン エレナ Ｇ223
基礎中国語Ⅱ(2) 井出 克子 ④201
日本手話初級Ⅱ(1) 前川 和美 ＧIS104
ライフ・キャリア概論(6) 冨岡 克彦 社101
ハンズオン・プラクティス(4) ㈹向井光太郎 Ⅱ305

スポーツ科学演習Ａ(6) 高島 規郎 卓球場
スポーツ科学演習Ａ(24) 仲田 秀臣 小フロアー
人権教育科目⚐⚑⚗ ㈹小谷正登 ＧIS106
人権教育科目⚐⚑⚘ ㈹白川俊介 Ⅱ204
スタディスキルセミナー
（リポート執筆の基礎）(22) 西口 啓太 MR6PC

スタディスキルセミナー
（リポート執筆の基礎）(34) 福山 佑樹 Ⅵ203

Skills‒based English
(Reading) L1(2) ギャンブル C.W. ④303

Skills‒based English
(Business B) L2(3) デルヴ マイケル Ⅰ206

Culture and Society(18) カニンハム S. Ⅰ204
Project‒based Seminar in English
(Study Abroad)(3) ワイトウィッチ B. ④306

ロシア語初中級(2) バクン エレナ ④203
ポルトガル語初級Ⅱ(1) 村松英理子 ④201
教職概論(6) 前原 健三 Ⅱ305
日本語教育基礎(5) 長谷川哲子 Ｇ119
日本語教育基礎(6) 藤原由紀子 Ⅰ203
ライフデザインと仕事Ｂ(1) 森 隆史 Ｇ201
ライフ・キャリア入門演習(7) 未 定 Ａ203
社会探究実践演習Ⅰ
（朝来・竹田城下町活性化 PJ）(2)

【ペア】
奥貫 麻紀 1PC

社会探究実践演習Ⅱ
（朝来・竹田城下町活性化 PJ）(2)

【ペア】
奥貫 麻紀 1PC

スタディスキルセミナー
（リポート執筆の基礎）(23) 西口 啓太 MR6PC

スタディスキルセミナー
（リポート執筆の基礎）(33) 福山 佑樹 Ⅵ203

Skills‒based English (TOEIC) L2(2) サキヤ ジョン ④205
イタリア語初級Ⅱ(3) 渋江 陽子 ④203
ポルトガル語初中級(2) 村松英理子 ④201
基礎中国語Ⅳ(1) 楊 霊琳 ④304
発達・学習過程論(6) 荻田 純久 Ⅳ402
グローバル社会の課題と
持続可能な未来(2) ㈹高田裕彦 Ⅱ204

ライフデザインと仕事Ｂ(2) 森 隆史 Ｇ201
ライフ・キャリア入門演習(8) 未 定 Ａ203
ハンズオン・プラクティス(3) ㈹向井光太郎 Ｂ102
社会探究実践演習Ⅰ
（朝来・竹田城下町活性化 PJ）(2)

【ペア】
奥貫 麻紀 1PC

社会探究実践演習Ⅱ
（朝来・竹田城下町活性化 PJ）(2)

【ペア】
奥貫 麻紀 1PC

Skills‒based English
(Speaking & Listening) L1(2)

【ペア】
エバリーリディア ④303

イタリア語初級Ⅰ(5) 渋江 陽子 ④203
ライフ・キャリア入門演習(9) 渡辺 一成 Ａ203

2
道徳教育論(4) 白銀 夏樹 Ｂ303 AI 活用アプリケーションデザイン

実践演習(1) 西野 均 ④401

数学科教育法Ｃ(2) 澁谷 久 Ⅳ303
教育方法基礎論(4) 三上 明洋 ⑤ ⚕

AI活用データサイエンス実践演習(1) 西野 均 ④401
ドイツ語アラカルト（読む）(2) 阿部 卓也 Ｄ102
数学科教育法Ｄ(2) 澁谷 久 Ⅳ202

3 読書と豊かな人間性 齋木喜美子 Ｂ102

4 教職実践演習（中・高）(13) 澁谷 久 Ⅳ212 教職実践演習（中・高）(2) 白銀 夏樹 Ｇ204
教職実践演習（中・高）(15) 前原 健三 Ⅰ105

教職実践演習（中・高）(14) 荻田 純久 Ⅳ204 教職実践演習（中・高）(4) 三上 明洋 Ｇ204

金

1

体育方法学演習Ｃ(20) 溝畑 潤 体育館
Skills‒based English
(Speaking & Listening) L3(3)

【ペア】
ワトキンズ J. MR202

Skills‒based English
(Reading) L3(2) ロウ サイモン MR203

Skills‒based English (TOEIC)(6) チャン M.J. ④205
Project‒based Seminar in English
(Study Abroad)(4) パリッシュ M.M. ④303

朝鮮語中級(2) 平井 清実 ④306
ライフ・キャリア入門演習(10) 渡辺 一成 Ｄ102

スポーツ科学演習Ａ(25) 山本 浩二 小フロアー
スポーツ科学演習Ｄ(13) 高見 和至 大フロアー（北）
体育方法学演習Ｃ(21) 溝畑 潤 体育館
災害復興学Ｂ ㈹斉藤容子 Ｆ203
スタディスキルセミナー
（リポート執筆の基礎）(32) 野瀬由季子 MR6PC

スタディスキルセミナー
（プレゼンテーション）(3) 三井 規裕 MR5PC

Skills‒based English (Basic)(10) 未 定 Ｇ203
Skills‒based English
(Speaking & Listening) L2(2)

【ペア】
チャン M.J. ④205

Skills‒based English
(Academic) L4(2) 【ペア】 クセン オアナ M. MR202

Skills‒based English (TOEFL) L2(3) ドネラン マーク ④303
Language and Communication(9) コンドン バリイ ④203
Culture and Society(14) エバリーリディア ④306
Project‒based Seminar in English
(Career English)(4) ローズ オリバー ④305

中国語中級(4) 張 素娟 MR203
ライフ・キャリア実践演習(10) 渡辺 一成 Ｄ102

スポーツ科学演習Ｅ(2) 山本 浩二 柔道場
体育方法学演習Ｃ(22) 溝畑 潤 体育館
スタディスキルセミナー
（リポート執筆の基礎）(28) 三井 規裕 MR5PC

Skills‒based English
(Speaking & Listening) L2(3)

【ペア】
アンドレジェスキ D. ④304

Skills‒based English
(Speaking & Listening) L3(2)

【ペア】
ワトキンズ J. Ｇ108

Skills‒based English
(Academic) L3(3) 【ペア】ヒギンズ R.M. ④306

Skills‒based English (IELTS)(5) ダウリン ティム Ｇ203
Language and Communication(8) ドネラン マーク ④302
教育原論(6) 白銀 夏樹 Ⅶ101
グローバルスタディーズ入門(5) 渡辺 一成 MR201

スタディスキルセミナー
（リポート執筆の基礎）(29) 三井 規裕 MR5PC

Language and Communication(13) デルヴ マイケル ④303
Project-based Seminar in English
(Area Studies)(5) ヒギンズ R.M. ④306

フランス語アラカルト
（聞く・話す）Ｂ(2) シェラス C. ④201

教職概論(4) 佐野 茂 Ｂ102
学校教育論(6) 前原 健三 Ⅲ103
グローバルスタディーズ入門(6) 渡辺 一成 MR201
ライフデザインと仕事Ａ(3) 石田 秀朗 Ｇ105

スタディスキルセミナー
（プレゼンテーション）(4) 三井 規裕 MR5PC

Skills‒based English (Basic)(12) パリッシュ M.M. ④205
Skills‒based English
(Speaking & Listening)(4)

【ペア】
デルヴ マイケル ④303

フランス語アラカルト
（聞く・話す）Ｃ(2) シェラス C. ④201

グローバルスタディーズ入門(8) 渡辺 一成 MR201
ライフデザインと仕事Ａ(4) 石田 秀朗 Ｇ105

2
特別支援教育概論(4) 米山 直樹 Ｂ103 ドイツ語インテンシブ初級Ⅲ(2)

【ペア】 阿部 卓也 Ｄ101

教育課程論(4) 小谷 正登 Ｈ301
環境教育論(1) 今井 良一 Ｂ203

ドイツ語アラカルト（書く）(2) ヘーン M. Ｇ325 IB教育方法論・評価論Ⅰ(4) 井藤眞由美 Ⅱ111 IB教育方法論・評価論Ⅱ(4) 井藤眞由美 Ⅱ111

3
情報メディアの活用 魚住 英子 Ｂ202 ビジネス日本語Ａ(2) 山田真知子 Ｇ119 フランス語インテンシブ中級(2)

【ペア】シェラス C. ④201

ドイツ語インテンシブ中級(2)
【ペア】 ヒンスケントーマス Ｇ106

ビジネス日本語Ｃ(2) 山田真知子 Ｇ119

4 教職実践演習（中・高）(11) 白銀 夏樹 Ⅰ203 教職実践演習（中・高）(16) 前原 健三 Ⅲ104 教職実践演習（中・高）(9) 佐野 茂 Ｃ104

第Ⅱ時限
授 業 科 目 担当者 教 室

第Ⅴ時限
授 業 科 目 担当者 教 室

第Ⅲ時限
授 業 科 目 担当者 教 室

第Ⅳ時限
授 業 科 目 担当者 教 室

〈秋学期〉
時限

曜日

第Ⅰ時限
履修
基準
年度

授 業 科 目 担当者 教 室

⚓ 校

◎太字は神戸三田キャンパスにて開講。
◎スポーツ科学・健康科学科目の授業時間割は、別紙「スポーツ科学・健康科学科目時間割」も参照のこと。
◎教 室 略 号

上ケ原キャンパス
Ａ ：Ａ号館
Ｂ ：Ｂ号館
Ｃ ：Ｃ号館
Ｄ ：Ｄ号館
Ｅ ：Ｅ号館
Ｆ ：Ｆ号館
Ｇ ：Ｇ号館
ＧＩＳ ：Ｇ号館インターナショナルスタディーズ

（国際学部棟）
Ｈ ：Ｈ号館
④ ：第⚔別館
⑤ ：第⚕別館
社 ：社会学部
商 ：商学部
1ＰＣ ：第 1 PC教室
2ＰＣ ：第 2 PC教室
ＭＲ ：メディア・研究棟
院 ：大学院⚑号館
小フロアー：総合体育館小フロアー（2 F）
大フロアー：総合体育館大フロアー（2 F）
卓球場 ：総合体育館卓球場（1 F）
柔道場 ：総合体育館柔道場（1 F）
武道場 ：総合体育館武道場（1 F）
テニス ：硬式テニスコート
Ｐ ：新学生会館温水プール
第⚓野 ：第⚓フィールド野球場
第⚓アメ ：第⚓フィールドアメリカンフットボール場

神戸三田キャンパス
Ⅰ ：Ⅰ号館
Ⅱ ：Ⅱ号館
Ⅲ ：Ⅲ号館
Ⅳ ：Ⅳ号館
Ⅵ ：Ⅵ号館
Ⅶ ：Ⅶ号館
体育館 ：ＫＳＣ体育館

聖和キャンパス
聖和 ：聖和キャンパス

オンライン：オンラインの開講形態については、
シラバスを確認すること。

集中講義科目一覧
履修基準
年度

学
期 講 義 名 教 員 名 教室名

⚑年 春 余暇生活学演習Ｃ(1) ㈹林 直也 未定

⚑年 春 余暇生活学演習Ｃ(2) ㈹林 直也 未定

⚑年 春 「関学」学(1) ㈹大宮 有博 オンライン

⚑年 春 AI 活用入門(1) ㈹巳波 弘佳 オンライン

⚑年 春 AI 活用導入演習Ａ(1) 西野 均 オンライン

⚑年 春 AI 活用導入演習Ｂ(1) 西野 均 オンライン

⚑年 春 AI 活用アプリケーションデザイン入門(1) ㈹巳波 弘佳 オンライン

⚑年 春 AI 活用データサイエンス入門(1) ㈹巳波 弘佳 オンライン

⚑年 春 連携講座⚐⚐⚖ 鈴木敬一郎 未定

⚑年 春 連携講座⚐⚐⚘ 鈴木敬一郎 未定

⚑年 春 連携講座⚐⚑⚔ 大村谷昌樹 未定

⚑年 春 AI 活用実践演習Ａ
（Java によるWeb アプリケーションデザイン）(1) 陰山 真矢 ④401

⚑年 春 AI 活用実践演習Ｂ
（Python による機械学習・深層学習）(1) 岩森 俊哉 ④401

⚑年 春 AI 活用実践演習Ｃ（Web デザイン）(1) 陰山 真矢 ④401

⚑年 春 Skills‒based English (Academic) L4(1) 未 定 未定

⚑年 春 Special English Seminar(1) ㈹フィルポット A. 未定

⚑年 春 ライフ・キャリア リーダーシップ実習 佐藤 裕 未定

⚑年 春 インターンシップ実習(1) 奥貫 麻紀 未定

⚑年 春 キャリアゼミＢ 森 隆史 未定

⚑年 春 平和学特別演習「ヒロシマ」 澤村 雅史 未定

⚑年 春 社会探究実習Ⅰ（瀬戸内海・豊島環境FW）(1) 木本 浩一 未定

⚑年 春 社会探究実習Ⅱ（瀬戸内海・豊島環境FW）(1) 木本 浩一 未定

⚑年 春 ハンズオン・インターンシップⅠ(1) ㈹向井光太郎 未定

⚑年 春 ハンズオン・インターンシップⅡ(1) ㈹向井光太郎 未定

⚑年 春 PBL特別演習⚐⚐⚒ 未 定 未定

⚑年 春 PBL特別演習⚐⚐⚖ 未 定 未定

⚑年 春 PBL特別演習⚐⚐⚘ ㈹村尾 信尚 未定

⚑年 春 国連・外交フィールドワーク ㈹久木田 純 未定

履修基準
年度

学
期 講 義 名 教 員 名 教室名

⚑年 秋 余暇生活学演習Ｄ(1) ㈹佐藤 博信 未定

⚑年 秋 余暇生活学演習Ｄ(2) ㈹佐藤 博信 未定

⚑年 秋 余暇生活学演習Ｄ(3) ㈹佐藤 博信 未定

⚑年 秋 余暇生活学演習Ｄ(4) ㈹佐藤 博信 未定

⚑年 秋 「関学」学(2) ㈹大宮 有博 オンライン

⚑年 秋 AI 活用入門(2) ㈹巳波 弘佳 オンライン

⚑年 秋 AI 活用導入演習Ａ(2) 西野 均 オンライン

⚑年 秋 AI 活用導入演習Ｂ(2) 西野 均 オンライン

⚑年 秋 AI 活用アプリケーションデザイン入門(2) ㈹巳波 弘佳 オンライン

⚑年 秋 AI 活用データサイエンス入門(2) ㈹巳波 弘佳 オンライン

⚑年 秋 AI 活用実践演習Ａ
（Java によるWeb アプリケーションデザイン）(2) 陰山 真矢 ④401

⚑年 秋 AI 活用実践演習Ｂ
（Python による機械学習・深層学習）(2) 岩森 俊哉 ④401

⚑年 秋 AI 活用実践演習Ｃ（Web デザイン）(2) 陰山 真矢 ④401

⚑年 秋 IB概論(1) 遠藤みゆき 未定

⚑年 秋 IB概論(2) 井藤眞由美 未定

⚑年 秋 インターンシップ実習(2) 奥貫 麻紀 未定

⚑年 秋 キャリアゼミＣ 森 隆史 未定

⚑年 秋 霞が関セミナー ㈹向井光太郎 未定

⚑年 秋 社会探究実習Ⅰ（瀬戸内海・豊島環境FW）(2) 木本 浩一 未定

⚑年 秋 社会探究実習Ⅰ（広島・江田島平和FW） 木本 浩一 未定

⚑年 秋 社会探究実習Ⅱ（瀬戸内海・豊島環境FW）(2) 木本 浩一 未定

⚑年 秋 社会探究実習Ⅱ（広島・江田島平和FW） 木本 浩一 未定

⚑年 秋 ハンズオン・インターンシップⅠ(2) ㈹向井光太郎 未定

⚑年 秋 ハンズオン・インターンシップⅡ(2) ㈹向井光太郎 未定

⚑年 秋 国際教養としての時事問題 池上 彰 未定

履修基準
年度

学
期 講 義 名 教 員 名 教室名

⚒年 春 連携講座⚐⚐⚙ 戴 毅 未定

⚒年 春 AI 活用発展演習Ｉ(1) 西野 均 ④401

⚒年 春 国連セミナー ㈹神余隆博 未定

⚒年 秋 AI 活用発展演習Ｉ(2) 西野 均 ④401

⚒年 秋 ハンズオン・アドバンストⅠ ㈹木本浩一 未定

⚓年 春 AI 活用データサイエンス実践演習Ⅱ(1) 西野 均 ④401

⚓年 春 AI 活用発展演習Ⅱ(1) 西野 均 ④401

⚓年 春 IB教育実践研究(1) 遠藤みゆき 未定

⚓年 秋 AI 活用データサイエンス実践演習Ⅱ(2) 西野 均 ④401

⚓年 秋 AI 活用発展演習Ⅱ(2) 西野 均 ④401

⚓年 秋 IB教育実践研究(2) 遠藤みゆき 未定

⚔年 通年 教育実習Ｂ ㈹久保田真功 未定

本学における授業は⚑時限（⚑コマ）100分とし、
授業・試験等の時間帯は次のとおりとします。

西宮上ケ原キャンパス
西宮聖和キャンパス 神戸三田キャンパス

第⚑時限 8：50 ～ 10：30 9：00 ～ 10：40
チャペルアワー 10：30 ～ 11：00 10：40 ～ 11：10
第⚒時限 11：00 ～ 12：40 11：10 ～ 12：50
昼休み 12：40 ～ 13：20 12：50 ～ 13：30
第⚓時限 13：20 ～ 15：00 13：30 ～ 15：10
第⚔時限 15：10 ～ 16：50 15：20 ～ 17：00※
第⚕時限 17：00 ～ 18：40 17：05※～ 18：45
※神戸三田キャンパスにおける第⚔時限目と
第⚕時限目の間の休み時間は⚕分となります。

関 西 学 院 大 学
理学部／工学部／生命環境学部／理工学部

⚒⚐⚒⚑年度 全 学 科 目 授 業 時 間 割


