
R2.10.2

時間割コード 曜日 講時 授業題目名 担当教員 対象 授業実施方法
講義室

（対面授業及び
遠隔受講用）

備　考

0020101 月曜日 1･2 古代・中世日本の社会 衣川　仁 全 遠隔（L・O併用） ―

0020102 月曜日 1･2 沖縄社会文化論 高橋　晋一 全 遠隔（L） ―

0020103 月曜日 1･2 20世紀後半の中国 荒武　達朗 全 対面 4-303 初回から対面で行う

0020104 月曜日 1･2 考古学概論Ⅱ 中村　豊 全 遠隔（O） ―

0020301 月曜日 1･2 憲法と人権Ⅱ 木村　正 全 遠隔（O） ―

0020501 月曜日 1･2
平和のための軍事的安全保
障研究入門

齊藤　隆仁 全 遠隔（L・O併用） ―

0021001 月曜日 1･2 基礎物理学・電磁気学概論 犬飼　宗弘 情報光 遠隔（L・O併用） 5-302・303

0022501 月曜日 1･2 主題別英語
アーレン　ニム

チャック
放検 遠隔（L） 4-302

0022502 月曜日 1･2 主題別英語 田久保　浩 放検 遠隔（O） ―

0022601 月曜日 1･2 発信型英語
フロレス　デイ

ビッド
総科B 対面 4-402 10/5から対面

0022602 月曜日 1･2 発信型英語
パトリック
ジェフリー

総科B 対面 4-304 初回から対面で行う

0022603 月曜日 1･2 発信型英語 早内　ジュディス 総科D
対面

遠隔（L・O併用）
4-204

当初は遠隔で開始し、5
週目頃から特定の週に

対面を行う予定

0022604 月曜日 1･2 発信型英語
ギュンター
ディルク

総科D 遠隔（L・O併用） 4-403

0022605 月曜日 1･2 発信型英語 座喜　純 看護 遠隔（L） 6-201

0022606 月曜日 1･2 発信型英語
マドックス　ノ

トリー　マ
シュー

看護 対面 4-404 初回から対面で行う

0022607 月曜日 1･2 発信型英語 木里　恭子 看護 遠隔（O） ―

0020201 月曜日 3･4
地球外生命研究は、科学
か？

大薮　進喜 全 遠隔（O） ―

0020202 月曜日 3･4 自然保護論 佐藤　征弥 全 遠隔（L） ―

0020302 月曜日 3･4
身体･精神･発達障害へのサ
ポート

住谷　さつき 全 遠隔（L） ―

0020303 月曜日 3･4 生命保険を考える
一般社団法人
生命保険協会

全 対面＋遠隔（L） 5-301

当初は遠隔で開始する
が，様子を見ながら３
回目からを目途に対面
に切り替える予定。

0020502 月曜日 3･4

Robert E. Howard -Genre
Maker Creator of Pop
Culture Icons and Writer
of Texas

ギュンター
ディルク

全 遠隔（L・O併用） ―

0020601 月曜日 3･4 空間情報論入門 塚本　章宏 全 遠隔（O） ―

0020602 月曜日 3･4
大学教育と自身の学びを再
考する

吉田　博 全 対面＋遠隔併用 6-201 初回から対面で行う

0021901 月曜日 3･4 情報科学入門 宇野　剛史 栄養 遠隔（L） ―

0021902 月曜日 3･4 情報科学入門 蓮沼　徹 歯口 遠隔（O） ―

0022201 月曜日 3･4 日本農業を考える 中澤　慶久 全 遠隔（L・O併用） 4-302

0022202 月曜日 3･4 埋もれた文化遺産Ⅱ 中村　豊 全
遠隔

フィールドワークの
回は対面

4-204 初回から対面で行う

0020901 月曜日 5･6 統計学 大橋　守 薬 対面＋遠隔併用 5-302・303 初回から対面で行う

0021201 月曜日 5･6
基礎化学ⅡA・有機化学(ラ
イフサイエンスの基礎)

三好　德和 歯 対面 4-202 初回から対面で行う

令和２年度　後期　徳島大学教養教育科目授業実施方法について

※実施方法・講義室等はBCPのレベルの変更や受講者数等に応じて変更になる場合があります。
（先週のBCPレベル2→１の変更に伴い，前回から授業実施方法に大幅な変更があります。）
※授業実施方法の詳細は，履修登録確定後，教務システムやmanaba等を確認し，担当教員の指示に従ってください。
　対面で行う予定の授業は，指定の講義室で受講してください。

授業実施方法の説明
　対面・・対面で行う授業　一部を対面で行う授業，遠隔と併用の場合もあります。
　遠隔（L)・・ライブで行う授業
　遠隔（O)・・オンデマンドで行う授業
　遠隔（L・O併用）・・ライブ・オンデマンド併用の授業
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0021301 月曜日 5･6 基礎化学実験 南川　慶二 化 遠隔(L)＋対面併用
化学・生物棟化

学実験室

0021701 月曜日 5･6 ウェルネス総合演習 西本 浩章 社デ
対面＋遠隔（L)の併用

実技は対面
5-201 初回から対面で行う

0021702 月曜日 5･6 ウェルネス総合演習 羅　成圭 社デ 対面＋遠隔（L) 4-402

当初は遠隔で開始、２
回目もしくは３回目か

ら対面
実技は対面

0022503 月曜日 5･6 主題別英語 米原　晶子 総科 対面＋遠隔（L) 4-404
当初遠隔（L）

２回目もしくは３回目
から対面予定

0022504 月曜日 5･6 主題別英語 山森　直人 総科
対面＋遠隔（L・O併

用）
6-201

第2回，第8 or 9回，第
15回の授業（試験を行
うため）は対面で行う

0022505 月曜日 5･6 主題別英語 木里　恭子 栄養 遠隔（O） ―

0022801 月曜日 5･6 ドイツ語初級 SCHIEDGES OLAF 総科A 遠隔（L） 4-403

0023001 月曜日 5･6 フランス語初級 田中　佳 総科A 遠隔（L・O併用） 4-303

0023201 月曜日 5･6 中国語初級 新田　元規 総科A① 遠隔（L） 4-301

0023202 月曜日 5･6 中国語初級 施　国恩 総科B① 対面＋遠隔（L） 4-401
初回は遠隔で行う

３週目頃から対面の予
定

0020902 月曜日 7･8 線形代数学Ⅱ 蓮沼　徹 情光A 対面＋遠隔（O） 4-401

アンケートの結果によ
り対面の希望が多数の
場合は、２回目から対

面を行う

0020903 月曜日 7･8 線形代数学Ⅱ 片山　真一 情光B 対面＋遠隔併用 4-301

初回から対面。ただし
遠隔での授業への出席
も認める。オンデマン
ドでの資料と説明の配
布を平行して実施す

る。

0021703 月曜日 7･8 ウェルネス総合演習
中塚　健太郎
山口　鉄生

応化
電気

講義は遠隔
実技は対面

5-302・303

0021704 月曜日 7･8 ウェルネス総合演習
佐竹　昌之
山口　鉄生

応化
電気

講義は遠隔
実技は対面

5-302・303

実技は対面、講義は遠
隔　学生を２班に分

け、１班は初回から、
２班は２回目から対面

0022001 月曜日 7･8
名著講読－未知との出会い
〜文学作品や随筆を読む－

依岡　隆児 全
対面＋遠隔（L）併

用
4-204

0022506 月曜日 7･8 主題別英語 山森　直人 医
対面＋遠隔（L・O併

用）
6-201

第2回，第8 or 9回，第
15回の授業（試験を行
うため）は対面で行う

0022507 月曜日 7･8 主題別英語 山田　仁子 医 遠隔（L・O併用） 4-201

0022508 月曜日 7･8 主題別英語
マドックス　ノ
トリー　マ

シュー
医 対面 4-404 初回から対面で行う

0022509 月曜日 7･8 主題別英語 宮田　政徳 機械 対面 4-302 10/5から対面

0022510 月曜日 7･8 主題別英語 木里　恭子 機械 遠隔（O） ―

0022511 月曜日 7･8 主題別英語 樋口　友乃 機械 遠隔（O） ―

0022701 月曜日 7･8 ドイツ語入門 今井　晋哉 栄口 対面＋遠隔（O） 5-201
当初は遠隔で開始し、3
回目頃から対面を行う

0022802 月曜日 7･8 ドイツ語初級
ヘルベルト

ヴォルフガング
歯 遠隔（O） ―

0022803 月曜日 7･8 ドイツ語初級
ギュンター　知

枝
薬A 遠隔（L・O併用） 4-304

0022804 月曜日 7･8 ドイツ語初級 張　錦惠 薬B 遠隔（L） 4-303
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0023301 月曜日 7･8 日本語2 遠藤　かおり 留学生 対面＋遠隔（L） 4-403 当初は遠隔、３～４週
目から対面予定

0020105 月曜日 9･10
空海と歩く〜歩き遍路の世
界〜

田中　俊夫 全 対面 6-201 10/5から対面

0020304 月曜日 9･10
映画でわかる平和と民主主
義

饗場　和彦 全 対面 4-301 10/5から対面

0020503 月曜日 9･10
Introduction to Fantasy
Literature

ギュンター
ディルク

全 遠隔（L・O併用） ―

0022203 月曜日 9･10 地球環境と持続可能な社会 齊藤　隆仁 全 遠隔（L・O併用） ―

0022702 月曜日 9･10 ドイツ語入門 SCHIEDGES OLAF 医A 遠隔（L） 6-201

0022703 月曜日 9･10 ドイツ語入門
ギュンター　知

枝
医B 遠隔（L・O併用） 4-302

0022704 月曜日 9･10 ドイツ語入門 今井　晋哉 情報光 対面＋遠隔（O） 5-301
当初は遠隔で開始し、3
回目頃から対面を行う

0023002 月曜日 9･10 フランス語初級 田島　俊郎 歯薬 対面 4-201 初回から対面で行う

0023101 月曜日 9･10 中国語入門 范　莉馨
（栄口情
光）A

対面＋遠隔（O) 4-404
１～３週目までは遠

隔、４週目頃から対面
予定

0023102 月曜日 9･10 中国語入門 大村　和人
（栄口情
光）B

対面＋遠隔（L） 5-201

10月3週目までは遠隔予
定。10月前半の状況を
見て対面に切り替える

こともある。

0023203 月曜日 9･10 中国語初級 新田　元規 歯薬① 遠隔（L） 4-304

0023302 月曜日 9･10 日本語4 清藤　隆春 留学生 対面 4-205 10/5から対面

0040301 月曜日 13･14 憲法と市民自治 柴田　尭史 全 遠隔（L・O併用） ―

0042201 月曜日 13･14 地球環境と持続可能な社会 齊藤　隆仁 全 遠隔（L・O併用） ―

0020106 火曜日 1･2
江戸時代後期の社会変動と
明治維新

桑原　恵 全 遠隔（O） ―

0020203 火曜日 1･2 心理学初歩 山本　哲也 全 遠隔（O） ―

0020210 火曜日 1･2 生命科学と現代社会 渡部　稔 全 遠隔（L・O併用） ―

0020305 火曜日 1･2
元記者が語るジャーナリズ
ム論

饗場　和彦 全 対面 4-301 10/6から対面

0020401 火曜日 1･2 生活と化学 上野　雅晴 全 遠隔（L） ―

0020402 火曜日 1･2 プレートテクトニクス 青矢　睦月 全 遠隔（L・O併用） 5-302・303

0020403 火曜日 1･2 情報メディアと教育
金西　計英
吉田　博

全 遠隔（L・O併用） 5-201

0020504 火曜日 1･2
Introduction to Pop
Culture Studies

ギュンター
ディルク

全 遠隔（L・O併用） ―

0020603 火曜日 1･2 ICTとイノベーション 油井　毅 全 遠隔（L） 4-404

0020604 火曜日 1･2 データサイエンスへの誘い 大薮　進喜 全 遠隔（O） ―

0022512 火曜日 1･2 主題別英語 服部　恒太 機械 遠隔（L） 6-201

0022513 火曜日 1･2 主題別英語 田久保　浩 機械 遠隔（O） ―

0022514 火曜日 1･2 主題別英語
アーレン　ニム

チャック
機械 遠隔（L） 4-302

0022608 火曜日 1･2 発信型英語 三宅　恵美 社デ 遠隔（L） 4-401

0022609 火曜日 1･2 発信型英語 座喜　純 社デ 遠隔（L） 5-301



R2.10.2

時間割コード 曜日 講時 授業題目名 担当教員 対象 授業実施方法
講義室

（対面授業及び
遠隔受講用）

備　考

令和２年度　後期　徳島大学教養教育科目授業実施方法について

※実施方法・講義室等はBCPのレベルの変更や受講者数等に応じて変更になる場合があります。
（先週のBCPレベル2→１の変更に伴い，前回から授業実施方法に大幅な変更があります。）
※授業実施方法の詳細は，履修登録確定後，教務システムやmanaba等を確認し，担当教員の指示に従ってください。
　対面で行う予定の授業は，指定の講義室で受講してください。

授業実施方法の説明
　対面・・対面で行う授業　一部を対面で行う授業，遠隔と併用の場合もあります。
　遠隔（L)・・ライブで行う授業
　遠隔（O)・・オンデマンドで行う授業
　遠隔（L・O併用）・・ライブ・オンデマンド併用の授業

0022610 火曜日 1･2 発信型英語 小笠原　麻衣子 社デ
対面＋遠隔（L・O併

用）
4-304 10/6から対面

0022611 火曜日 1･2 発信型英語 坂田　浩 社デ 遠隔（O） 4-402

0022612 火曜日 1･2 発信型英語 早内　ジュディス
応化 対面

遠隔（L・O併用）
4-204

当初は遠隔で開始し、5
週目頃から特定の週に

対面を行う予定

0022613 火曜日 1･2 発信型英語
スティーヴンズ
メリディス

応化 遠隔（L） 5-401

0022614 火曜日 1･2 発信型英語
ダニエル　フロ

スト
応化 遠隔（L・O併用） 4-303

0022615 火曜日 1･2 発信型英語
マーンズ　トレ

バー
応化 遠隔（L） 4-403

0020904 火曜日 3･4 微分積分学Ⅱ 伊藤　正幸 情報光A 対面 4-301 10/6から対面

0020905 火曜日 3･4 微分積分学Ⅱ 鍋島　克輔 情報光B 対面 4-401 10/6から対面

0021002 火曜日 3･4 基礎物理学Ⅱ・物理学概論 小山　晋之 医 遠隔（O） ―

0022515 火曜日 3･4 主題別英語 早内　ジュディス 総科
対面

遠隔（L・O併用）
4-302

当初は遠隔で開始し、5
週目頃から特定の週に

対面を行う予定

0022516 火曜日 3･4 主題別英語 三宅　恵美 総科 遠隔（L） 5-201

0022517 火曜日 3･4 主題別英語
ダニエル　フロ

スト
総科 遠隔（L・O併用） 4-402

0022518 火曜日 3･4 主題別英語 小笠原　麻衣子 歯口
対面＋遠隔（L・O併

用）
4-404 10/6から対面

0022705 火曜日 3･4 ドイツ語入門 最上　英明 放検 遠隔（L） 5-301

0022706 火曜日 3･4 ドイツ語入門
ギュンター　知

枝
薬A 遠隔（L・O併用） 4-304

0022707 火曜日 3･4 ドイツ語入門 張　錦惠 薬B 遠隔（L） 4-204

0022805 火曜日 3･4 ドイツ語初級 SCHIEDGES OLAF 総科B 遠隔（L） 4-403

0023003 火曜日 3･4 フランス語初級 田島　俊郎 総科B 対面＋遠隔（L) 4-403 初回から対面で行う

0023103 火曜日 3･4 中国語入門 施　国恩 保 対面＋遠隔（L） 5-401
初回は遠隔で行う

３週目頃から対面の予
定

0023204 火曜日 3･4 中国語初級 范　莉馨 総科C① 対面＋遠隔（O) 4-303
１～３週目までは遠

隔、４週目頃から対面
予定

0020505 火曜日 5･6
Global Politics of
Language, Race, and
Culture

カイザー　メイ
ガン　レニー

全 遠隔（L・O併用） 6-201

0021003 火曜日 5･6 基礎物理学Ⅱ・物理学概論 古屋　玲 歯 遠隔（L・O併用） ―

0021004 火曜日 5･6 基礎物理学・電磁気学概論 井澤　健一 機械 遠隔（L） 4-201

0021005 火曜日 5･6 基礎物理学・電磁気学概論 岸本　豊 電気 対面 5-302・303 10/6から対面

0021302 火曜日 5･6 基礎化学実験 今井　昭二 栄 対面
5-401（初回授業）
３号館共通教育化学

実験室
初回から対面で行う

0022519 火曜日 5･6 主題別英語 藤滝　香織 保 遠隔（O） ―

0022520 火曜日 5･6 主題別英語 樋口　友乃 保 遠隔（O） ―

0022521 火曜日 5･6 主題別英語
ギュンター
ディルク

保 遠隔（L・O併用） 4-403



R2.10.2

時間割コード 曜日 講時 授業題目名 担当教員 対象 授業実施方法
講義室

（対面授業及び
遠隔受講用）

備　考

令和２年度　後期　徳島大学教養教育科目授業実施方法について

※実施方法・講義室等はBCPのレベルの変更や受講者数等に応じて変更になる場合があります。
（先週のBCPレベル2→１の変更に伴い，前回から授業実施方法に大幅な変更があります。）
※授業実施方法の詳細は，履修登録確定後，教務システムやmanaba等を確認し，担当教員の指示に従ってください。
　対面で行う予定の授業は，指定の講義室で受講してください。

授業実施方法の説明
　対面・・対面で行う授業　一部を対面で行う授業，遠隔と併用の場合もあります。
　遠隔（L)・・ライブで行う授業
　遠隔（O)・・オンデマンドで行う授業
　遠隔（L・O併用）・・ライブ・オンデマンド併用の授業

0022522 火曜日 5･6 主題別英語 早内　ジュディス 薬
対面

遠隔（L・O併用）
4-302

当初は遠隔で開始し、5
週目頃から特定の週に

対面を行う予定

0022523 火曜日 5･6 主題別英語 山田　仁子 薬 遠隔（L・O併用） 4-401

0020404 火曜日 7･8 理工学概論
理工学科応用化
学システムコー

ス教員

応化
応化（夜
間主）

遠隔（L・O併用） ―

0020506 火曜日 7･8

外国人の目から見る：日本
での日常生活と労働環境に
おけるグローバル・コミュ
ニケーション

ギュンター
ディルク

全 遠隔（L・O併用） ―

0020906 火曜日 7･8 統計学 守安　一峰 （医歯）A 遠隔（O） ―

0020907 火曜日 7･8 統計学 村上　公一 （医歯）B 対面 K302 初回から対面で行う

0021705 火曜日 7･8 ウェルネス総合演習
西本 浩章
羅　成圭

保口応理
対面

実技は対面
5-302・303

講義，実技とも対面で
行います。詳細は担当
教員の指示に従ってく

ださい。

0021706 火曜日 7･8 ウェルネス総合演習
三浦　哉
羅　成圭

保口応理
対面

実技は対面
5-302・303

講義，実技とも対面で
行います。詳細は担当
教員の指示に従ってく

ださい。

0022002 火曜日 7･8
読書コミュニケーションへ
のいざない〜ビブリオバト
ルをやろう！〜

依岡　隆児 全
対面＋遠隔（L）併

用
4-204

0022616 火曜日 7･8 発信型英語 服部　恒太 総科A 遠隔（L） 6-201

0022617 火曜日 7･8 発信型英語 西田　知子 総科A 遠隔（L・O併用） 4-304

0022618 火曜日 7･8 発信型英語 早内　ジュディス 総科C
対面

遠隔（L・O併用）
4-303

当初は遠隔で開始し、5
週目頃から特定の週に

対面を行う予定

0022619 火曜日 7･8 発信型英語
パトリック
ジェフリー

総科C 対面 4-402 初回から対面で行う

0022620 火曜日 7･8 発信型英語 座喜　純 応理 遠隔（L） 4-401

0022621 火曜日 7･8 発信型英語
スティーヴンズ
メリディス

応理 遠隔（L） 5-301

0022622 火曜日 7･8 発信型英語
アンガス　マク

ドナルド
応理 遠隔（L・O併用） 4-403

0023303 火曜日 7･8 日本語8 三隅　友子 留学生 遠隔（L） 4-203

0020107 火曜日 9･10 技術者・科学者の倫理 中村　浩一 応理 遠隔（L） ―

0020306 火曜日 9･10 都市の人間関係 矢部　拓也 全 遠隔（L） 4-401

0020307 火曜日 9･10 憲法と市民自治 柴田　尭史 全 遠隔（L・O併用） ―

0020405 火曜日 9･10
物理学実験室としての宇
宙：星と銀河に関わる天文
学の基礎

古屋　玲 全 遠隔（L・O併用） ―

0022708 火曜日 9･10 ドイツ語入門 最上　英明 看護 遠隔（L） 4-304

0022806 火曜日 9･10 ドイツ語初級 井戸　慶治 歯 対面＋遠隔（O） 4-305
当初は遠隔で始める

が，３週目から対面に
切り替える予定

0023004 火曜日 9･10 フランス語初級 田中　佳 歯薬 遠隔（L・O併用） 4-204



R2.10.2

時間割コード 曜日 講時 授業題目名 担当教員 対象 授業実施方法
講義室

（対面授業及び
遠隔受講用）

備　考

令和２年度　後期　徳島大学教養教育科目授業実施方法について

※実施方法・講義室等はBCPのレベルの変更や受講者数等に応じて変更になる場合があります。
（先週のBCPレベル2→１の変更に伴い，前回から授業実施方法に大幅な変更があります。）
※授業実施方法の詳細は，履修登録確定後，教務システムやmanaba等を確認し，担当教員の指示に従ってください。
　対面で行う予定の授業は，指定の講義室で受講してください。

授業実施方法の説明
　対面・・対面で行う授業　一部を対面で行う授業，遠隔と併用の場合もあります。
　遠隔（L)・・ライブで行う授業
　遠隔（O)・・オンデマンドで行う授業
　遠隔（L・O併用）・・ライブ・オンデマンド併用の授業

0023104 火曜日 9･10 中国語入門 大村　和人 医 対面＋遠隔（L） 4-201

10月3週目までは遠隔予
定。10月前半の状況を
見て対面に切り替える

こともある。

0023205 火曜日 9･10 中国語初級 施　国恩 歯薬② 対面＋遠隔（L） 4-302
初回は遠隔で行う

３週目頃から対面の予
定

0023304 火曜日 9･10 日本語6 橋本　智 留学生 対面 4-403 初回から対面で行う

0042501 火曜日 11･12 主題別英語 坂田　浩 夜間主A 遠隔（L・O併用） 4-402

0042502 火曜日 11･12 主題別英語
マドックス　ノ
トリー　マ

シュー
夜間主B 対面 4-302 初回から対面で行う

0040901 火曜日 13･14 線形代数学Ⅱ 白根　竹人 夜間主 対面 4-201 初回から対面で行う

0042601 火曜日 13･14 発信型英語
パトリック
ジェフリー

夜間主 対面 4-302 初回から対面で行う

0020605 水曜日 1･2
「ニーズ」からの医療機器
開発入門

北岡　和義 全 遠隔（L） ―

0020908 水曜日 1･2 線形代数学Ⅱ 村上　公一 社デ 対面 5-302・303 初回から対面で行う

0020909 水曜日 1･2 線形代数学Ⅱ 小野　公輔 応化 対面 4-301 初回から対面で行う

0021006 水曜日 1･2 基礎物理学Ⅱ・物理学概論 齊藤　隆仁 生資 遠隔（L・O併用） ―

0022524 水曜日 1･2 主題別英語
ラックストン
ロバート

総科 遠隔（L） 4-402

0022525 水曜日 1･2 主題別英語
フェネリー

マーク　グレア
ム

総科 対面 6-201 初回から対面で行う

0022526 水曜日 1･2 主題別英語 宮田　政徳 応理 対面 4-404 10/7から対面

0022527 水曜日 1･2 主題別英語
マーシェソ
ジェラード

応理 対面 4-204 10/7から対面

0022807 水曜日 1･2 ドイツ語初級 井戸　慶治 総科A 対面＋遠隔（O） 4-403
当初は遠隔で始める

が，３週目から対面に
切り替える予定

0023005 水曜日 1･2 フランス語初級 田中　佳 総科A 遠隔（L・O併用） 4-304

0023206 水曜日 1･2 中国語初級 范　莉馨 総科A② 対面＋遠隔（O) 4-202
１～３週目までは遠

隔、４週目頃から対面
予定

0023207 水曜日 1･2 中国語初級 大村　和人 総科B② 対面＋遠隔（L） 4-302

10月3週目までは遠隔予
定。10月前半の状況を
見て対面に切り替える

こともある。

0020114 水曜日 3･4
日本古典文学『蜻蛉日記』
を読む

堤　和博 全 対面＋遠隔併用 4-203
初回は遠隔、10/14から

対面予定

0020109 水曜日 3･4 フィールドワーク入門Ⅱ 内藤　直樹 全 遠隔（O） ―

0020204 水曜日 3･4 生体の統合機能 志内　哲也 全 遠隔（L・O併用） 4-201

0020205 水曜日 3･4 生命科学と現代社会 渡部　稔 全 遠隔（L・O併用） ―

0020308 水曜日 3･4 市民と政治 栗栖　聡 全 遠隔（O) ―
対面と通知していまし
たが，遠隔に変更しま

す。

0020309 水曜日 3･4 現代社会と法 上原　克之 全 対面 4-205 初回から対面で行う

0020310 水曜日 3･4 会社法入門 清水　真人 全 遠隔（O） ―

0020507 水曜日 3･4
異文化交流体験から何を学
ぶのか

齊藤　隆仁 全 遠隔（L・O併用） ―

0020508 水曜日 3･4 貧困の経済学 趙　タン 全 遠隔（O） ―

0020509 水曜日 3･4 日本事情Ⅱ 三隅　友子 留学生 遠隔（L） ―



R2.10.2

時間割コード 曜日 講時 授業題目名 担当教員 対象 授業実施方法
講義室

（対面授業及び
遠隔受講用）

備　考

令和２年度　後期　徳島大学教養教育科目授業実施方法について

※実施方法・講義室等はBCPのレベルの変更や受講者数等に応じて変更になる場合があります。
（先週のBCPレベル2→１の変更に伴い，前回から授業実施方法に大幅な変更があります。）
※授業実施方法の詳細は，履修登録確定後，教務システムやmanaba等を確認し，担当教員の指示に従ってください。
　対面で行う予定の授業は，指定の講義室で受講してください。

授業実施方法の説明
　対面・・対面で行う授業　一部を対面で行う授業，遠隔と併用の場合もあります。
　遠隔（L)・・ライブで行う授業
　遠隔（O)・・オンデマンドで行う授業
　遠隔（L・O併用）・・ライブ・オンデマンド併用の授業

0020606 水曜日 3･4 環境とバイオテクノロジー 平田　章 全 遠隔（L） ―

0020910 水曜日 3･4 線形代数学Ⅱ 片山　真一 応理 対面＋遠隔併用 4-401

初回から対面。ただし
遠隔での授業への出席
も認める。オンデマン
ドでの資料と説明の配
布を平行して実施す

る。

0021903 水曜日 3･4 情報科学入門 松本　和幸 情光A 遠隔（L・O併用） 5-201

0021904 水曜日 3･4 情報科学入門 伊藤　伸一 情光B 遠隔（L・O併用） 5-201

0022301 水曜日 3･4 臨床心理学 山本　真由美 全 対面＋遠隔（O) 5-301
10/21、1/13、1/20、
1/27を対面で行う

0022302 水曜日 3･4 医と法・倫理 西村　明儒 全 遠隔（L・O併用） ―

0022528 水曜日 3･4 主題別英語 山田　紀美 生資 対面＋遠隔（L） 4-402
初回は遠隔、10/14から

対面予定

0022529 水曜日 3･4 主題別英語 宮田　政徳 生資 対面 4-404 10/7から対面

0022530 水曜日 3･4 主題別英語 木里　恭子 電気 遠隔（O） ―

0022531 水曜日 3･4 主題別英語 谷川　奈緒子 電気 対面＋遠隔併用 4-302 初回は対面で行う

0022532 水曜日 3･4 主題別英語 中島　浩二 電気 遠隔（L） 4-301

0022623 水曜日 3･4 発信型英語
フェネリー

マーク　グレア
ム

情光 対面 4-403 初回から対面で行う

0022624 水曜日 3･4 発信型英語
パトリック
ジェフリー

情光 対面 4-304 初回から対面で行う

0022625 水曜日 3･4 発信型英語
カイザー　メイ
ガン　レニー

情光 遠隔（L・O併用） 6-201

0022626 水曜日 3･4 発信型英語
マーシェソ
ジェラード

情光 対面 4-204 10/7から対面

0022627 水曜日 3･4 発信型英語
ラックストン
ロバート

情光 遠隔（L） 4-303

0020311 水曜日 5･6 キャリアプラン 畠　一樹
社デ
機械

遠隔（O） ―

0020911 水曜日 5･6 微分積分学Ⅱ 岡本　邦也 機械A 遠隔（L・O併用） ―

0020912 水曜日 5･6 微分積分学Ⅱ 竹内　敏己
機械B
電気A

遠隔（O） 4-201
対面遠隔は受講人数に

よって判断する。

0020913 水曜日 5･6 微分積分学Ⅱ 白根　竹人 電気B
対面＋遠隔併用

4-301
当初は遠隔で始め、
10/21から対面予定

0021007 水曜日 5･6 基礎物理学・電磁気学概論 中村　浩一 応化 遠隔（L・O併用） ―

0021202 水曜日 5･6 基礎化学Ⅲ・薬の科学 大高　章 薬 対面 (薬）第一講義室 初回から対面で行う

0021501 水曜日 5･6 基礎生物化学実験M 勢井　宏義 医 遠隔（L・O併用） ―

0021707 水曜日 5･6 ウェルネス総合演習 佐藤　充宏 総科
講義は遠隔
実技は対面

5-301

0021708 水曜日 5･6 ウェルネス総合演習 三浦　哉 総科
講義は遠隔
実技は対面

6-303

0021709 水曜日 5･6 ウェルネス総合演習 西本 浩章 総科
対面＋遠隔（L)併用

実技は対面
5-401 初回から対面で行う

0022533 水曜日 5･6 主題別英語
カイザー　メイ
ガン　レニー

栄養 遠隔（L・O併用） 6-201

0022534 水曜日 5･6 主題別英語 谷川　奈緒子 歯口 対面＋遠隔併用 4-202 初回は対面で行う

0022535 水曜日 5･6 主題別英語
パトリック
ジェフリー

社デ 対面 4-302 初回から対面で行う



R2.10.2

時間割コード 曜日 講時 授業題目名 担当教員 対象 授業実施方法
講義室

（対面授業及び
遠隔受講用）

備　考

令和２年度　後期　徳島大学教養教育科目授業実施方法について

※実施方法・講義室等はBCPのレベルの変更や受講者数等に応じて変更になる場合があります。
（先週のBCPレベル2→１の変更に伴い，前回から授業実施方法に大幅な変更があります。）
※授業実施方法の詳細は，履修登録確定後，教務システムやmanaba等を確認し，担当教員の指示に従ってください。
　対面で行う予定の授業は，指定の講義室で受講してください。

授業実施方法の説明
　対面・・対面で行う授業　一部を対面で行う授業，遠隔と併用の場合もあります。
　遠隔（L)・・ライブで行う授業
　遠隔（O)・・オンデマンドで行う授業
　遠隔（L・O併用）・・ライブ・オンデマンド併用の授業

0022536 水曜日 5･6 主題別英語 山田　紀美 社デ 対面＋遠隔（L） 4-402
初回は遠隔、10/14から

対面予定

0022709 水曜日 5･6 ドイツ語入門 熊坂　元大 応理 遠隔（L） 4-204

0022710 水曜日 5･6 ドイツ語入門 張　錦惠 生資A 遠隔（L） 4-403

0022711 水曜日 5･6 ドイツ語入門 今井　晋哉 生資B 対面＋遠隔（O） 4-304
当初は遠隔で開始し、3
回目頃から対面を行う

0023105 水曜日 5･6 中国語入門 大村　和人 応理 対面＋遠隔（L） 5-201

10月3週目までは遠隔予
定。10月前半の状況を
見て対面に切り替える

こともある。

0023106 水曜日 5･6 中国語入門 范　莉馨 生資 対面＋遠隔（O) 4-404
１～３週目までは遠

隔、４週目頃から対面
予定

0020312 水曜日 7･8 キャリアプラン 畠　一樹
応化
情光

遠隔（O） ―

0020914 水曜日 7･8 統計学 大沼　正樹 生資A 対面 5-301 初回から対面で行う

0020915 水曜日 7･8 統計学 大橋　守 生資B 対面＋遠隔併用 4-301 初回から対面で行う

0021101 水曜日 7･8 基礎物理学実験 伏見　賢一 歯 遠隔（L・O併用）
３号館共通教育
物理実験室1

0021401 水曜日 7･8 基礎生物学N 平田　章 栄養 遠隔（L） 5-201

0021710 水曜日 7･8 ウェルネス総合演習 北岡　和義
総科

情報光
講義は遠隔
実技は対面

―

0021711 水曜日 7･8 ウェルネス総合演習 佐竹　昌之
総科

情報光
対面 4-202 初回から対面で行う

0021712 水曜日 7･8 ウェルネス総合演習 羅　成圭
総科

情報光
対面＋遠隔（L) 4-401

当初は遠隔で開始、２
回目もしくは３回目か

ら対面
実技は対面

0022712 水曜日 7･8 ドイツ語入門 熊坂　元大 機械 遠隔（L） 4-204

0022713 水曜日 7･8 ドイツ語入門
ヘルベルト

ヴォルフガング
電気 遠隔（O） ―

0023107 水曜日 7･8 中国語入門 施　国恩 機械 対面＋遠隔（L） 5-401
初回は遠隔で行う

３週目頃から対面の予
定

0023108 水曜日 7･8 中国語入門 范　莉馨
機械

夜間主
対面＋遠隔（O) 6-201

１～３週目までは遠
隔、４週目頃から対面

予定

0023109 水曜日 7･8 中国語入門 大村　和人 電気A 対面＋遠隔（L） 4-302

10月3週目までは遠隔予
定。10月前半の状況を
見て対面に切り替える

こともある。

0023110 水曜日 7･8 中国語入門 山木　眞理子 電気B 対面＋遠隔（L) 4-402
当初遠隔

４週目以降に対面に切
り替える予定

0020110 水曜日 9･10 東アジア考古学概論Ⅱ 端野　晋平 全 遠隔（O） ―

0020206 水曜日 9･10 くらしと栄養 田井　章博 全 遠隔（L・O併用） ―

0020209 水曜日 9･10 現代社会と生存Ⅱ 渡邉　克典 全
対面＋遠隔（L・O併

用）
4-201

当初は遠隔で開始し、
状況をみて4週目10/28
頃から対面を行う予定

0020313 水曜日 9･10 キャリアプラン 畠　一樹
電気
応理

夜間主
遠隔（O） ―

0040902 水曜日 11･12 微分積分学Ⅱ 水野　義紀 夜間主 遠隔（L） 4-201

0042701 水曜日 11･12 ドイツ語入門 依岡　隆児 夜間主
対面＋遠隔（L）併

用
4-204



R2.10.2

時間割コード 曜日 講時 授業題目名 担当教員 対象 授業実施方法
講義室

（対面授業及び
遠隔受講用）

備　考

令和２年度　後期　徳島大学教養教育科目授業実施方法について

※実施方法・講義室等はBCPのレベルの変更や受講者数等に応じて変更になる場合があります。
（先週のBCPレベル2→１の変更に伴い，前回から授業実施方法に大幅な変更があります。）
※授業実施方法の詳細は，履修登録確定後，教務システムやmanaba等を確認し，担当教員の指示に従ってください。
　対面で行う予定の授業は，指定の講義室で受講してください。

授業実施方法の説明
　対面・・対面で行う授業　一部を対面で行う授業，遠隔と併用の場合もあります。
　遠隔（L)・・ライブで行う授業
　遠隔（O)・・オンデマンドで行う授業
　遠隔（L・O併用）・・ライブ・オンデマンド併用の授業

0042503 水曜日 13･14 主題別英語 米原　晶子 夜間主A 対面＋遠隔（L) 4-302
当初遠隔（L）

２回目もしくは３回目
から対面予定

0042504 水曜日 13･14 主題別英語
ポープ　クリス
トファー　ジョ

ン
夜間主B 遠隔（O） ―

0020916 木曜日 1･2 線形代数学Ⅱ 守安　一峰 機械A 遠隔（O） ―

0020917 木曜日 1･2 線形代数学Ⅱ 片山　真一
機械B
電気A

対面＋遠隔併用 4-201

初回から対面。ただし
遠隔での授業への出席
も認める。オンデマン
ドでの資料と説明の配
布を平行して実施す

る。

0020918 木曜日 1･2 線形代数学Ⅱ 大渕　朗 電気B 遠隔（L・O併用） ―

0021203 木曜日 1･2 基礎化学概論 今井　昭二 応理 対面 5-302・303 初回から対面で行う

0022303 木曜日 1･2 (歯)歯学概論 宮本　洋二　外 全 対面 歯学部

初回から対面で行う。
講義室の場所は担当教
員の指示に従ってくだ

さい，

0022537 木曜日 1･2 主題別英語
マーンズ　トレ

バー
総科 遠隔（L） 4-302

0022538 木曜日 1･2 主題別英語
マドックス　ノ
トリー　マ

シュー
総科 対面 6-201 初回から対面で行う

0022539 木曜日 1･2 主題別英語 藤滝　香織 総科 遠隔（O） ―

0022540 木曜日 1･2 主題別英語 吉田　文美 情光 遠隔（L・O併用）
4-304
6-301

二部屋確保

0022541 木曜日 1･2 主題別英語
アーレン　ニム

チャック
情光 遠隔（L） 4-402

0022542 木曜日 1･2 主題別英語 山内　暁彦 情光 対面＋遠隔（L） 4-401

当初は遠隔で始め、対
面に切り替える予定

11/19中間テスト、1/28
期末試験は対面

0022543 木曜日 1･2 主題別英語 モートン　常慈 医A 遠隔（L・O併用） 5-301

0022628 木曜日 1･2 発信型英語
カイザー　メイ
ガン　レニー

医B 遠隔（L・O併用） 5-401

0022808 木曜日 1･2 ドイツ語初級 熊坂　元大 総科B 遠隔（L） 4-303

0023006 木曜日 1･2 フランス語初級 田島　俊郎 総科B 対面＋遠隔（L) 4-403 初回から対面で行う

0023208 木曜日 1･2 中国語初級 荒武　達朗 総科C② 対面 4-404 初回から対面で行う

0020111 木曜日 3･4 中国思想史入門 新田　元規 全 対面 4-202 初回から対面で行う

0020112 木曜日 3･4 日本の近代文学と科学 河田　和子 全 対面 4-302 10/1から対面

0020314 木曜日 3･4 政策学入門 小田切　康彦 全 遠隔（L・O併用） 4-304

0020406 木曜日 3･4 地球環境変遷と人類の歴史 安間　了 全 遠隔（L） 4-201

0020510 木曜日 3･4 アメリカ社会の諸問題 吉岡　宏祐 全 遠隔（L・O併用） 4-301

0020511 木曜日 3･4
Global Communication -
Traditional art craft -

山城　考 全 対面
３号館共通教育
生物実験室

初回から対面で行う

0020512 木曜日 3･4 日本事情Ⅳ 三隅　友子 留学生 遠隔（L） ―

0020513 木曜日 3･4
The Old West and American
Frontier

ギュンター
ディルク

全 遠隔（L・O併用） ―
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時間割コード 曜日 講時 授業題目名 担当教員 対象 授業実施方法
講義室

（対面授業及び
遠隔受講用）

備　考

令和２年度　後期　徳島大学教養教育科目授業実施方法について

※実施方法・講義室等はBCPのレベルの変更や受講者数等に応じて変更になる場合があります。
（先週のBCPレベル2→１の変更に伴い，前回から授業実施方法に大幅な変更があります。）
※授業実施方法の詳細は，履修登録確定後，教務システムやmanaba等を確認し，担当教員の指示に従ってください。
　対面で行う予定の授業は，指定の講義室で受講してください。

授業実施方法の説明
　対面・・対面で行う授業　一部を対面で行う授業，遠隔と併用の場合もあります。
　遠隔（L)・・ライブで行う授業
　遠隔（O)・・オンデマンドで行う授業
　遠隔（L・O併用）・・ライブ・オンデマンド併用の授業

0021402 木曜日 3･4 基礎生物学DⅡ 吉村　弘 歯
前半遠隔

後半対面の予定
場所調整中

１～７週目までは遠
隔、８週目頃から対面
予定

0022204 木曜日 3･4 実践・地域創生学 山中　英生 全 対面 4-404
初回は遠隔manaba、
10/8から対面予定

0022205 木曜日 3･4 まちづくり入門 田口　太郎 全 遠隔（O） ―

0022206 木曜日 3･4 食の地域経済学 中澤　慶久 全 遠隔（L・O併用） 5-201

0022544 木曜日 3･4 主題別英語 モートン　常慈 医B 遠隔（L・O併用） 5-301

0022629 木曜日 3･4 発信型英語
カイザー　メイ
ガン　レニー

医C 遠隔（L・O併用） 5-401

0020315 木曜日 5･6 憲法と人権 麻生 多聞 全 対面 4-202 初回から対面で行う

0020514 木曜日 5･6 Global Communication
ギュンター
ディルク

全 遠隔（L・O併用） ―

0020607 木曜日 5･6 絵画表現と技法の応用 平木　美鶴 全 対面
総科２号館地域交流
スタジオ

初回から対面で行う

0022207 木曜日 5･6 統計データからみる徳島県
徳島県政策創造
部統計データ課

全 遠隔（L） 4-201

0022208 木曜日 5･6 実践まなぼうさい 中野　晋 全
対面＋遠隔併用
実習の回は対面

4-404

0022209 木曜日 5･6 ボランティア実践 山口　博史 全
遠隔

実習は対面
4-302

10/1は休講。
当初は遠隔で開始し、

実習は対面よてい

0022545 木曜日 5･6 主題別英語 モートン　常慈 医C 遠隔（L・O併用） 5-301

0022630 木曜日 5･6 発信型英語
カイザー　メイ
ガン　レニー

医A 遠隔（L・O併用） 5-401

0021204 木曜日 9･10 基礎化学概論 武田　清 社デ
対面＋遠隔（L・O併

用）
4-201 当初は遠隔で始め、6週

目ごろから対面予定

0040201 木曜日 11･12 心理学入門 佐藤　裕 夜間主 対面＋遠隔併用 4-302 初回から対面で行う

0040401 木曜日 11･12 地震・火山災害を防ぐ 西山　賢一 夜間主 遠隔（O） ―

0040601 木曜日 11･12 自らの未来を創造する 北岡　和義 夜間主 遠隔（L） 4-202

0041001 木曜日 13･14 基礎物理学・電磁気学概論 岸本　豊 夜間主C 対面 4-202 10/1から対面

0021403 金曜日 1･2 生理学入門M 勢井　宏義 医 遠隔（L・O併用） ―

0021905 金曜日 1･2 情報科学入門 金西　計英 応化A 遠隔（L・O併用） 5-302・303

0021906 金曜日 1･2 情報科学入門 関　陽介 応化B 遠隔（O） 5-302・303

0020207 金曜日 3･4 ニュービジネス概論 理工学部教員
機械
情光
応理

遠隔
実習の回は対面

K棟
担当教員の指示に
従ってください

①前半(10回目頃まで）
はオンデマンド配信で
実施、②manabaからガ
イダンスビデオを視聴
して小テストに回答す
ること

0020919 金曜日 3･4 微分積分学Ⅱ 伊藤　正幸 社デ 対面 5-302・303 10/2から対面

0020920 金曜日 3･4 微分積分学Ⅱ 白根　竹人 応化 対面＋遠隔併用 4-301
当初は遠隔で始め、
10/16から対面予定

0020921 金曜日 3･4 微分積分学Ⅱ 大橋　守 応理 対面＋遠隔併用 4-401 初回から対面で行う

0021205 金曜日 3･4 生化学入門 米村　重信 医 遠隔（L・O併用） ―
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時間割コード 曜日 講時 授業題目名 担当教員 対象 授業実施方法
講義室

（対面授業及び
遠隔受講用）

備　考

令和２年度　後期　徳島大学教養教育科目授業実施方法について

※実施方法・講義室等はBCPのレベルの変更や受講者数等に応じて変更になる場合があります。
（先週のBCPレベル2→１の変更に伴い，前回から授業実施方法に大幅な変更があります。）
※授業実施方法の詳細は，履修登録確定後，教務システムやmanaba等を確認し，担当教員の指示に従ってください。
　対面で行う予定の授業は，指定の講義室で受講してください。

授業実施方法の説明
　対面・・対面で行う授業　一部を対面で行う授業，遠隔と併用の場合もあります。
　遠隔（L)・・ライブで行う授業
　遠隔（O)・・オンデマンドで行う授業
　遠隔（L・O併用）・・ライブ・オンデマンド併用の授業

0021206 金曜日 3･4
基礎化学Ⅰ・物理化学(化学
平衡と反応速度論)

植野　哲 栄養 遠隔（L） ―

0021713 金曜日 3･4 ウェルネス総合演習 羅　成圭 機械 対面＋遠隔（L) 5-201

当初は遠隔で開始、２
回目もしくは３回目か

ら対面
実技は対面

0021714 金曜日 3･4 ウェルネス総合演習 佐藤　充宏 機械
講義は遠隔
実技は対面

5-301

0022546 金曜日 3･4 主題別英語 石田　和枝 電気 対面＋遠隔併用
情報センター202A・B

4-202

10/2から対面
当面，情報センター

202A・Bで実施します。

0022547 金曜日 3･4 主題別英語 早内　ジュディス 電気
対面

遠隔（L・O併用）
4-302

当初は遠隔で開始し、5
週目頃から特定の週に

対面を行う予定

0022548 金曜日 3･4 主題別英語 小笠原　麻衣子 電気
対面＋遠隔（L・O併

用）
4-402 10/2から対面

0020208 金曜日 5･6 ニュービジネス概論 理工学部教員
社デ
応化
電気

遠隔
実習の回は対面

K棟
担当教員の指示に
従ってください

①前半(10回目頃まで）
はオンデマンド配信で
実施、②manabaからガ
イダンスビデオを視聴
して小テストに回答す
ること

0021102 金曜日 5･6 基礎物理学実験 齊藤　隆仁 医 遠隔（L・O併用） ―

0022549 金曜日 5･6 主題別英語 石田　和枝 生資 対面＋遠隔併用 4-202 10/2から対面

0022550 金曜日 5･6 主題別英語
アーレン　ニム

チャック
生資 遠隔（L） 4-402

0022714 金曜日 5･6 ドイツ語入門 井戸　慶治 応化 対面＋遠隔（O） 4-203
当初は遠隔で始める

が，３週目から対面に
切り替える予定

0023111 金曜日 5･6 中国語入門 山木　眞理子 応化 対面＋遠隔（L) 4-301
当初遠隔

４週目以降に対面に切
り替える予定

0021502 金曜日 7･8 基礎生物学実験D 渡部　稔 歯 対面
３号館共通教育
生物実験室

初回から対面で行う

0022304 金曜日 7･8 放射線医学入門 生島　仁史 全 遠隔（O） ―

0022551 金曜日 7･8 主題別英語
パトリック
ジェフリー

応化 対面 4-302 初回から対面で行う

0022552 金曜日 7･8 主題別英語
アーレン　ニム

チャック
応化 遠隔（L） 4-402

0022715 金曜日 7･8 ドイツ語入門
ヘルベルト

ヴォルフガング
社デ 遠隔（O） ―

初回は対面，２週目か
らは遠隔に変更しま

す。Manabaを確認して
ください

0023112 金曜日 7･8 中国語入門 山木　眞理子 社デ 対面＋遠隔（L) 4-301
当初遠隔

４週目以降に対面に切
り替える予定

0020113 金曜日 9･10 技術者・科学者の倫理 下村　直行 電気 対面 K404 初回から対面で行う

0020316 金曜日 9･10
映画でわかる平和と民主主
義

饗場　和彦 全 対面 4-203 10/2から対面

0020407 金曜日 9･10 理工学概論
理工学科電気電
子システムコー

ス教員

電気
夜間主
（電気）

遠隔（L・O併用） ―

0080601 集中
イノベーション・プロジェ
クト入門

浮田　浩行 全 遠隔 ―

0080602 集中
イノベーション・プロジェ
クト実践

浮田　浩行 全 遠隔 ―

0090602 集中
イノベーション・プロジェ
クト入門

浮田　浩行 全 遠隔 ―

0090603 集中
イノベーション・プロジェ
クト実践

浮田　浩行 全 遠隔 ―

0090604 集中
イノベーションチャレンジ
クラブ

油井　毅 全 遠隔（L） ―
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時間割コード 曜日 講時 授業題目名 担当教員 対象 授業実施方法
講義室

（対面授業及び
遠隔受講用）

備　考

令和２年度　後期　徳島大学教養教育科目授業実施方法について

※実施方法・講義室等はBCPのレベルの変更や受講者数等に応じて変更になる場合があります。
（先週のBCPレベル2→１の変更に伴い，前回から授業実施方法に大幅な変更があります。）
※授業実施方法の詳細は，履修登録確定後，教務システムやmanaba等を確認し，担当教員の指示に従ってください。
　対面で行う予定の授業は，指定の講義室で受講してください。

授業実施方法の説明
　対面・・対面で行う授業　一部を対面で行う授業，遠隔と併用の場合もあります。
　遠隔（L)・・ライブで行う授業
　遠隔（O)・・オンデマンドで行う授業
　遠隔（L・O併用）・・ライブ・オンデマンド併用の授業

0090605 集中 テクノロジーとビジネス 藤田　恭嗣 全 遠隔 ―

0092203 集中
実践力養成型インターン
シップⅡ

川崎　克寛 全
遠隔

中間報告会（10/10
は対面）

フューチャーセ
ンター

0093311 集中
コミュニケーションのため
の日本語1

橋本　智 留学生 遠隔（L） ―

0093312 集中
コミュニケーションのため
の日本語2

橋本　智 留学生 遠隔（L） ―

0093313 集中
コミュニケーションのため
の日本語3

橋本　智 留学生 遠隔（L） ―

0093314 集中
コミュニケーションのため
の日本語4

橋本　智 留学生 遠隔（L） ―

0093315 集中
コミュニケーションのため
の日本語5

橋本　智 留学生 遠隔（L） ―

0093316 集中
コミュニケーションのため
の日本語6

橋本　智 留学生 遠隔（L） ―

0093317 集中
コミュニケーションのため
の日本語7

橋本　智 留学生 遠隔（L） ―

0093318 集中
コミュニケーションのため
の日本語8

橋本　智 留学生 遠隔（L） ―

0093319 集中
コミュニケーションのため
の日本語9

橋本　智 留学生 遠隔（L） ―

0093320 集中
コミュニケーションのため
の日本語10

橋本　智 留学生 遠隔（L） ―


	掲示用

