
2020.6.1
全学部共通の科目
曜日 時限 科目名 対象学部 教員名 講義室 備考

月 1.2 20世紀前半の中国 全学部 荒武　達朗 4-202 6/8から　6/1はオンデマンド

月 1.2 化学－化学のしくみ－ 全学部 南川　慶二 4-305

月 1.2 生物学ー基礎からの細胞生物学ー 全学部 渡部　稔 4-201
6月8日、22日対面で行う予定　オンデマン
ドとの併用

月 1.2 埋もれた文化遺産Ⅰ 全学部 中村　豊 4-403
月 3.4 ゲノムと発生のテクノロジー 全学部 真壁　和裕 4-201
月 3.4 数学 全学部 大沼　正樹 4-302
月 3.4 心理学概説 全学部 佐藤　健二 5-302・303 2グループに分けて対面実施

月 3.4 大学教育と自身の学びを再考する 全学部 吉田　博 5-201
月 9.10 国際政治学入門 全学部 饗場　和彦 4-201
月 9.10 生命科学史 全学部 田中　保 5-302 6/8から対面

月 9.10 日本語３ 全学部 清藤　隆春 情報センター301
火 1.2 ボランティア・パスポート入門 全学部 橋本　直史 5-302・303

火 1.2
最新の酵素学が切り拓く疾患生命科学研究
の世界 全学部 福井　清, 他

総科１号館３０
１

火 1.2 身のまわりの物性科学 全学部 小山　晋之
K棟創成学習

スタジオ
火 1.2 自らの未来を創造する 全学部 北岡　和義 6-201 一部対面で実施予定

火 9.10 国際協力論－入門編 全学部 饗場　和彦 4-303
火 9.10 知的財産法入門 全学部 井内　健介 5-201
火 9.10 日本語5 全学部 橋本　智 6-301（LL)
水 3.4 地域の自然と食材 全学部 浜野　龍夫 5-302・303

水 3.4
読書コミュニケーションへのいざない〜読書
の新しい愉しみ方〜 全学部 依岡, 真壁 4-203

水 3.4 和歌から俳諧，俳諧から俳句へ 全学部 堤　和博 4-204
水 3.4 現代社会と法 全学部 上原　克之 4-305

水 3.4 生体の恒常性機能 全学部 志内　哲也 4-402
ﾗｲﾌﾞ・ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞの併用　教員の指示に従っ
てください

水 3.4 グラフィック・ファシリテーション入門 全学部 玉有　朋子 4-404 フューチャーセンターに移動予定

水 9.10 防災・減災基礎 全学部 中野　晋, 他
5-301

5-302・303 二部屋使用

木 3.4 日本図の歴史 全学部 平井　松午 4-202
木 3.4 憲法と人権Ⅰ 全学部 堀井　秀知 4-201
木 3.4 日本近現代の幻想小説 全学部 河田　和子 5-301
木 3.4 世界の中の日本語 全学部 村上　敬一 5-302・303
木 3.4 イノベーション思考入門 全学部 北岡　和義 6-201 一部対面で実施予定

木 5.6 絵画表現と技法の基礎 全学部 平木　美鶴 4-402 遠隔を基本として対面も実施

木 5.6 情報基盤の運用技術について考える 全学部 金西　計英 4-303 ６月は遠隔　後半５回程度対面で行う予定

木 9.10 次世代事業創造実践 全学部 村口, 北岡 6-201 一部対面で実施予定

木 9.10 情報科学入門 全学部 金西　計英 4-303 ６月は遠隔　後半５回程度対面で行う予定

金 1.2 化学－化学のしくみ－ 全学部 南川　慶二 4-305 短時間の対面とｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ併用

総合科学部対象の科目
曜日 時限 科目名 対象学部 教員名 教員名

月 1.2 発信型英語 総合科学部 早内　ジュディス 4-205 6月１週目対面予定

月 1.2 発信型英語 総合科学部 パトリック　ジェフリー 4-204
月 1.2 発信型英語 総合科学部 モートン　常慈 6-201
月 5.6 基盤英語 総合科学部 マドックス　ノトリー　マシュー 4-203
火 3.4 フランス語入門 総合科学部・理工学部 田島　俊郎 4-202
火 7.8 発信型英語 総合科学部 パトリック　ジェフリー 4-205
水 1.2 基盤英語 総合科学部 フェネリー　マーク　グレアム 4-203
木 1.2 基盤英語 総合科学部 田久保　浩 4-202
木 1.2 基盤英語 総合科学部 マドックス　ノトリー　マシュー 4-402
木 1.2 中国語入門 総合科学部 荒武　達朗 6-201
木 1.2 フランス語入門 総合科学部・理工学部 田島　俊郎 4-201

令和２年度前期　教養教育科目対面授業一覧

※６月以降に対面授業を開始する授業をまとめています。開始時期・回数は授業によって異なるため，必ず教務システムやmanabaからの教員
の指示を確認してください。再履修のため，違う学部の授業を受けている場合は，基の対象学部を確認のうえ，確認してください。
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医学部対象の科目
曜日 時限 科目名 対象学部 教員名 教員名

月 1.2 発信型英語 医学部 マドックス　ノトリー　マシュー 4-203

🈷🈷 3.4 発信型英語 医学部 マーンズ　トレバー
大塚講堂小
ホール1･2 蔵本

月 7.8 ドイツ語入門 医学部・歯学部 今井　晋哉 5-301 13～16回目対面で実施

月 9.10 フランス語入門 医・歯・薬・理工・生資 田島　俊郎 4-402
火 3.4 統計学 医学部 村上　公一 5-201
火 3.4 ドイツ語入門 医学部 最上　英明 4-404
火 5.6 基盤英語 医学部 早内　ジュディス 4-205 6月１週目対面予定

火 7.8 化学の基礎 医学部 武田　清 5-201
火 7.8 微分積分学 医学部・歯学部 鍋島　克輔 4-301
火 7.8 微分積分学 医学部・歯学部 伊藤　正幸 5-302・303

火 7.8 ウェルネス総合演習 医学部・生物資源産業学部 西本　浩章
実技の場所は教員からの指示に従ってくだ
さい　6/16～予定

火 7.8 ウェルネス総合演習 医学部・生物資源産業学部 中塚　健太郎
実技の場所は教員からの指示に従ってくだ
さい　6/16～予定

火 9.10 ドイツ語入門 医学部 最上　英明 4-304

水 1.2 ウェルネス総合演習 医学部・歯学部 志内　哲也
実技の場所は教員からの指示に従ってくだ
さい

水 1.2 ウェルネス総合演習 医学部・歯学部 范 永輝
実技の場所は教員からの指示に従ってくだ
さい

水 1.2 ウェルネス総合演習 医学部・歯学部 羅　成圭
実技の場所は教員からの指示に従ってくだ
さい　7/15～予定

水 1.2 情報科学入門 医学部 金西　計英 5-401 後半５回程度を対面で実施予定

水 3.4 基礎生物学H 医学部 渡部　稔 5-301
水 5.6 基盤英語 医学部 谷川　奈緒子 4-402
水 7.8 基盤英語 医学部・歯学部 谷川　奈緒子 4-402

水 7.8.9.10基礎生物学実験N 医学部 渡部　稔, 他
３号館生物実

験室
木 5.6 基礎化学Ⅱ・有機化学(ライフサイエンスの基 全学部 小笠原　正道 5-201

金 7.8 医療者としてのコミュニケーション 医学部 岩佐　幸恵
大塚講堂小
ホール1･2 蔵本

歯学部対象の科目
曜日 時限 科目名 対象学部 教員名 教員名

月 7.8 ドイツ語入門 歯学部 ヘルベルト　ヴォルフガング 4-305 ７月以降対面

月 7.8 ドイツ語入門 医学部・歯学部 今井　晋哉 5-301 13～16回目対面で実施

月 9.10 フランス語入門 医・歯・薬・理工・生資 田島　俊郎 4-402

火 1.2
基礎化学ⅡB・有機化学(ライフサイエンスの
基礎) 歯学部 中村　光裕 4-202

火 3.4 基盤英語 歯学部 宮田　政徳 4-402
火 7.8 微分積分学 医学部・歯学部 鍋島　克輔 4-301
火 7.8 微分積分学 医学部・歯学部 伊藤　正幸 5-302・303
水 5.6 発信型英語 歯学部 パトリック　ジェフリー 4-204
水 5.6 発信型英語 歯学部 マーシェソ　ジェラード 4-403

水 7.8.9.10基礎化学実験 歯学部 三好　德和, 他
３号館化学実

験室

水 1.2 ウェルネス総合演習 医学部・歯学部 志内　哲也
実技の場所は教員からの指示に従ってくだ
さい

水 1.2 ウェルネス総合演習 医学部・歯学部 范 永輝
実技の場所は教員からの指示に従ってくだ
さい

水 1.2 ウェルネス総合演習 医学部・歯学部 羅　成圭
実技の場所は教員からの指示に従ってくだ
さい　7/15～予定

水 7.8 基盤英語 医学部・歯学部 谷川　奈緒子 4-402

薬学部
曜日 時限 科目名 対象学部 教員名 教員名

月 3.4 発信型英語 薬学部 早内　ジュディス 4-205 6月１週目対面予定

月 3.4 発信型英語 薬学部 パトリック　ジェフリー 4-204
月 5.6 微分積分学 薬学部 大橋　守 5-302・303
月 9.10 フランス語入門 医・歯・薬・理工・生資 田島　俊郎 4-402
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理工学部
曜日 時限 科目名 対象学部 教員名 教員名

月 1.2 理工学概論 理工学部 理工学科応用理数コース教員, 他 5-401
月 5.6 基盤英語 理工学部 田久保　浩 4-202
月 7.8 線形代数学Ⅰ 理工学部 片山　真一 4-301
月 7.8 線形代数学Ⅰ 理工学部 蓮沼　徹 5-302・303
月 7.8 基盤英語 理工学部 宮田　政徳 4-202
月 9.10 ドイツ語入門 理工学部 今井　晋哉 4-302 13～16回目対面実施

月 9.10 フランス語入門 医・歯・薬・理工・生資 田島　俊郎 4-402
火 1.2 発信型英語 理工学部 早内　ジュディス 4-205 6月１週目対面予定

火 1.2 発信型英語 理工学部 マーンズ　トレバー 4-304
火 1.2 主題別英語 理工学部 宮田　政徳 4-402
火 1.2 発信型英語 理工学部 モートン　常慈 6-306
火 1.2 発信型英語 理工学部 ダニエル　フロスト 4-203
火 3.4 SIH道場（社会基盤） 理工学部 社会基盤教員 K棟507
火 3.4 フランス語入門 総合科学部・理工学部 田島　俊郎 4-202
火 3.4 微分積分学Ⅰ 理工学部 伊藤　正幸 5-302・303
火 3.4 微分積分学Ⅰ 理工学部 鍋島　克輔 4-401
火 5.6 基礎物理学・力学概論 理工学部 岸本　豊 5-302・303
火 13.14 発信型英語 理工学部 パトリック　ジェフリー 4-305
火 13.14 線形代数学Ⅰ 理工学部 白根　竹人 4-201
火 13.14 発信型英語 理工学部 石田　メグ 4-302
水 1.2 線形代数学Ⅰ 理工学部 小野　公輔 5-302・303
水 1.2 基盤英語 理工学部 パトリック　ジェフリー 4-305
水 1.2 基盤英語 理工学部 マーシェソ　ジェラード 4-403
水 1.2 基盤英語 理工学部 谷川　奈緒子 6-303
水 1.2 線形代数学Ⅰ 理工学部 村上　公一 K棟309
水 3.4 線形代数学Ⅰ 理工学部 片山　真一 5-201
水 5.6 微分積分学Ⅰ 理工学部 竹内　博 4-401
水 7.8 ドイツ語入門 理工学部 ヘルベルト　ヴォルフガング 4-305 ７月以降対面実施

木 1.2 線形代数学Ⅰ 理工学部 片山　真一 5-302・303
木 1.2 フランス語入門 総合科学部・理工学部 田島　俊郎 4-201
木 3.4 発信型英語 理工学部 マドックス　ノトリー　マシュー 4-402
木 3.4 発信型英語 理工学部 モートン　常慈 6-303
木 5.6 理工学概論 理工学部 理工学科機械科学コース教員, 他 5-302・303
木 5.6 SIH道場（応用理数） 理工学部 応用理数教員 4-404
木 13.14 基礎物理学・力学概論 理工学部 岸本　豊 4-202

金 1.2 基礎物理学・力学概論 理工学部 犬飼　宗弘
5-301

5-302・303

ﾗｲﾌﾞとｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞの併用
6/5, 12，7/31, 8/7教室使用
二部屋確保

金 1.2 情報科学入門 理工学部 小野・蓮沼 4-201
6/12から対面予定　manabaの指示を確認
すること

金 3.4 基盤英語 理工学部 モートン, 薮下 4-402
金 3.4 基盤英語 理工学部 石田　和枝 情報センター301
金 3.4 基盤英語 理工学部 マーンズ　トレバー 4-404
金 3.4 基盤英語 理工学部 早内　ジュディス 4-304 ６月１週目対面予定

金 3.4 微分積分学Ⅰ 理工学部 伊藤　正幸 5-302・303
金 3.4 微分積分学Ⅰ 理工学部 大橋　守 4-301
金 5.6 基盤英語 理工学部 石田　和枝 情報センター301
金 5.6 基盤英語 理工学部 早内　ジュディス 4-304 ６月１週目対面予定

金 7.8 ドイツ語入門 理工学部 ヘルベルト　ヴォルフガング 4-303 ７月以降対面実施

金 7.8 基盤英語 理工学部 小笠原　麻衣子 4-304

生物資源産業学部
曜日 時限 科目名 対象学部 教員名 教員名

月 9.10 フランス語入門 医・歯・薬・理工・生資 田島　俊郎 4-402
水 5.6 ドイツ語入門 生物資源産業学部 今井　晋哉 4-302 13～１６回目が対面

水 7.8 微分積分学 生物資源産業学部 大橋　守 4-301
水 7.8 微分積分学 生物資源産業学部 大沼　正樹 5-301
木 1.2 基盤英語 生物資源産業学部 小笠原　麻衣子 4-404
木 3.4 発信型英語 生物資源産業学部 マーンズ　トレバー 4-204
木 3.4 発信型英語 生物資源産業学部 谷川　奈緒子 6-306
木 3.4 主題別英語 生物資源産業学部 小笠原　麻衣子 4-404 中間・期末試験等数回対面で実施

木 5.6 基盤英語 生物資源産業学部 マーンズ　トレバー 4-402

木 9.10 情報科学入門 生物資源産業学部 石丸　善康
情報センター

202AB

6/4,11 オンデマンド
6/18，25，7/2　ライブとオンデマンド
7/9以降～４班に分けて対面とﾗｲﾌﾞで実施

金 5.6 基盤英語 生物資源産業学部 パトリック　ジェフリー 4-202
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