
令和２年度後期　教養教育科目講義室使用状況一覧
（月曜日）

1.2講時 3.4講時 5.6講時 7.8講時 9.10講時 11.12講時 13.14講時

４号館２０１講義室 主題別英語（山田(仁)）38 フランス語初級（田島）1

144(96) 遠隔（L・O併用） 対面

Wifi○ 授業毎のレポート（部屋確保必要なし） 対面試験（15週目）

50%(74),30%(47)
発信型英語（木里）28 遠隔(O) 総括授
業(16週目）2/8のみ使用

空間情報論入門（塚本）59遠隔(O)対面
試験(15週目）使用

主題別英語（木里）52遠隔(O) 総括授業
(16週目）2/8のみ使用

主題別英語（木里）31遠隔(O) 総括授業
(16週目）2/8のみ使用 部屋の確保必要

４号館２０２講義室
基礎化学ⅡA・有機化学（ライフサイエン
スの基礎）（三好）39

111(74) 対面

対面試験（16週目）

50%(55),30%(36)
主題別英語（田久保）22 遠隔(O)対面試
験15週目 2/1のみ使用

４号館２０３講義室

66(44)

50%(33),30%(21)

４号館２０４講義室 発信型英語（早内）25 埋もれた文化遺産Ⅱ（中村）15
名著購読ー未知との出会い～文学作品
や随筆を読むー（依岡）18

66(44) 対面＋遠隔（L・O併用） 対面＋遠隔（O） 対面＋遠隔（L）

Wifi○ ﾌﾟﾚｾﾞﾝ試験（14・15週目） 期末レポート 授業毎の小テスト，レポート

50%(33),30%(21)
対面は5週目ごろから開始予定
6，9週目ﾌﾟﾚｾﾞﾝ，14,15週目使用 遠隔の部屋必要　一部対面 試験期間使用しない

４号館２０５講義室 日本語４（清藤）3

66(44) 対面

期末レポート

50%(33),30%(21) 初回から

４号館３０１講義室 中国語初級（新田）46 線形代数学Ⅱ（片山）66 映画でわかる平和と民主主義（饗場）33

144(96) 遠隔（L） 対面＋遠隔（O） 対面

Wifi○ 対面試験（15週目） 対面試験（15週目） 対面試験15週目

50%(77),30%(47) 部屋必要 対面とｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞの同時並行

４号館３０２講義室 主題別英語（ニムチャック）33 日本農業を考える（中澤）10

異文化間コミュニケーション(Cross-
Cultural Communication)（専門・モート
ン） 主題別英語（宮田）40 ドイツ語入門（ギュンター(知)）41

111(74) 遠隔（L） 対面＋遠隔（L・O併用） 異文化間コミュニケーション（専門・モートン） 対面 遠隔（L・O併用）

Wifi○ 授業毎の小テスト，オンライン口頭試験 対面試験＋期末レポート等 対面試験（15週目）
授業毎の小テスト，オンライン口頭試験
等

50%(55),30%(36) 試験期間使用しない 履修人数10名程度，一部集中講義としたい 遠隔の部屋必要

４号館３０３講義室 20世紀後半の中国（荒武）4 フランス語初級（田中(佳)）5 ドイツ語初級（張）8

72(48) 対面 対面＋遠隔（L・O併用） 遠隔（L）

Wifi○ 対面試験（15週目） 対面試験(15週目） 授業毎の小テスト，オンライン口頭試験等

50%(36),30%(23)
状況により遠隔に切替（対面授業を中
継） 遠隔の部屋必要

４号館３０４講義室 発信型英語（パトリック）27 ドイツ語初級（ギュンター(知)）39 中国語初級（新田）27

72(48) 対面 遠隔（L・O併用） 遠隔（L）

Wifi○ 対面試験（15週目）2/1 授業毎の小テスト，オンライン口頭試験等 対面試験（15週目）

50%(36),30%(23) 遠隔の部屋必要 遠隔の部屋必要

４号館３０５講義室

72(48)

50%(36),30%(23)
ドイツ語初級（ヘルベルト）25 遠隔(O)
15・16週目試験期間のみ使用

４号館４０１講義室 量子物質科学（専門・小山） 中国語初級（施）45 線形代数学Ⅱ（蓮沼）62

144(96) 物性科学２（専門・小山）12 対面＋遠隔（L） 遠隔(O)

Wifi○ 対面試験（15週目）等 対面試験15週目2/1（２部屋）

50%(72),30%(47)

初回は遠隔　３週目頃から対面の予定
中間(9週）期末(15週）総括(16週）に使
用予定

当初は遠隔で始めるが，希望により２回
目から対面に切り替える

４号館４０２講義室 発信型英語（フロレス）26 ウェルネス総合演習（羅）20

111(74) 対面 対面＋遠隔（L）

Wifi○ 対面試験（16週目）2/8 対面試験（16週目）等

50%(55),30%(36) 10/5から対面
部屋確保必要　実技は対面　2週目もし
くは３週目から対面

線形代数学Ⅱ（蓮沼）71　遠隔(O) 対面
試験15週目2/1使用（２部屋）

４号館４０３講義室 発信型英語（ギュンター）21 ドイツ語初級（シートゲス）16 日本語２（遠藤）１ ドイツ語初級（シートゲス）20

63(42) 遠隔（L・O併用） 遠隔（L） 対面＋遠隔（L） 遠隔（L）

Wifi○ 授業毎の小テスト等 対面による面接試験（研究室） 対面試験（15週目）等 対面による面接試験（研究室）

50%(31),30%(20) 試験期間使用しない 試験期間使用しない 3～４週目から対面予定 試験期間使用しない

４号館４０４講義室 発信型英語（マドックス）28 主題別英語（米原）45 主題別英語（マドックス）35 中国語入門（范）59

144(96) 対面 対面と遠隔（L) 対面 対面＋遠隔（O)

Wifi○ 毎週の宿題＋口頭での期末試験（対面） 対面試験 毎週の宿題＋口頭での期末試験（対面） 対面試験15週目

50%(72),30%(47) 初回から対面
15,16週目使用　２回目もしくは３回目か
ら対面予定 初回から対面 ４週目から対面の予定

５号館２０１講義室 ウェルネス総合演習（西本）33 ドイツ語入門（今井）40 中国語入門（大村）58

135(90) 対面＋遠隔（O） 対面＋遠隔（O） 対面＋遠隔（L）

Wifi○ 対面試験(16週目） 対面試験(15週目）等 対面試験（16週目）等

50%(67),30%(44)
古代・中世日本の社会（衣川）遠隔(L/O)
対面試験（15週目 2/1のみ使用）60

状況によりレポート等に変更する場合あ
り。実技は対面 3週目から対面の予定

当初は遠隔　１０月前半の状況を見て10
月3週目以降に対面に切り替える

５号館３０１講義室 基礎物理学・電磁気学概論（犬飼）157 生命保険を考える（生命保険協会）25 ドイツ語入門（今井）30

135(90) 遠隔（L・O併用） 対面・遠隔(L)併用 対面＋遠隔（O）

Wifi○ 対面試験（16週目）等 対面試験（16週目） 対面試験(15週目）等

50%(67),30%(44) 二部屋確保

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。

解析力学（専門・犬飼）８週目・16週目に
使用（二部屋） 3週目から対面の予定

５号館３０２・３０３講義室 基礎物理学・電磁気学概論（犬飼）157 統計学（大橋）88
ウェルネス総合演習（中塚・佐竹/山口）
90 教育相談（専門・福森）

204 遠隔（L・O併用） 対面＋遠隔（O） 対面＋遠隔（O） 教育相談（専門・福森）16:45〜17:45

Wifi○ 対面試験（16週目）等 対面試験(15週目）等 授業毎のレポート

50%(102),30%(67) 二部屋確保 遠隔＋対面を同時に実施（部屋確保必要） 試験で部屋使用　実技は対面，講義は遠隔

５号館４０１講義室

135(90)

Wifi○

50%(67),30%(44)
古代・中世日本の社会（衣川）遠隔(L/O)
対面試験（15週目 2/1のみ使用）76

解析力学（専門・犬飼）８週目・16週目に
使用（二部屋）

主題別英語（樋口）40遠隔(O) 対面試験
（15週目）2/1のみ使用

６号館２０１講義室 発信型英語（座喜）19
大学教育と自身の学びを再考する（吉
田(博)）42 主題別英語（山森）19 主題別英語（山森）42

空海と歩く～歩き遍路の世界～田中
（俊）38

90(60) 遠隔（Ｌ) 対面＋遠隔（L）併用 対面＋遠隔（L・O併用） 対面＋遠隔（L・O併用） 対面

Wifi○ ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ等 授業毎の小テスト等 対面試験（15週目）等 対面試験（15週目）等 期末レポート等

50%(45),30%(27) 試験期間使用しない
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

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 10/5から対面

６号館３０１ＬＬ教室

56

Wifi○

50%(32),30%(21)

６号館３０３講義室

64(40)

50%(32),30%(21)

６号館３０６講義室

64(40)

50%(32),30%(21)

３号館物理実験室1

100

50%(50),30%()

３号館化学実験室

80

50%(40),30%()

３号館生物実験室 生命科学実験１（専門・松尾） 生命科学実験１（専門・松尾）

100

50%(50),30%()

Ｋ棟ＣＡＬＬ教室

60

Wifi○

50%(30),30%(19)

５号館２階学生自習スペース
約28席

地域創生・国際交流会館
多言語交流コモンラウンジ

約50席

沖縄社会文化論（髙橋）遠隔（Ｌ）142

Robert E. Howard -Genre Maker Creator of Pop
Culture Icons and Writer of Texas（ギュンター）遠隔
（L/O）2

基礎化学実験（南川）対面＋遠隔（L）１
（理）化学・生物棟化学実験室

地球環境と持続可能な社会（齊藤）遠隔
(L/O)79 憲法と市民自治（柴田）遠隔(L/O)10

考古学概論Ⅱ（中村）遠隔（Ｏ）125 自然保護論（佐藤(征)）遠隔(L) 141
Introduction to Fantasy Literature（ギュ
ンター）遠隔(L/O)1

地球環境と持続可能な社会（齊藤）遠隔
(L/O)25

憲法と人権（木村）遠隔（Ｏ）91
地球外生命研究は，科学か？（大薮）遠
隔(O)198

平和のための軍事的安全保障研究入門
（齊藤）遠隔（L/O）28

身体・精神・発達障害へのサポート（住
谷）遠隔(L) 135

情報科学入門（宇野）遠隔(L)52

情報科学入門（蓮沼）遠隔(O)54

オンデマンド等で実施する授
業

（教室確保なし）



令和２年度後期　教養教育科目講義室使用状況一覧
（火曜日）

1.2講時 3.4講時 5.6講時 7.8講時 9.10講時 11.12講時 13.14講時

４号館２０１講義室 基礎物理学・電磁気学概論（井澤）107 中国語入門（大村）46 線形代数学Ⅱ（白根）49

144(96) 対面＋遠隔（L） 対面＋遠隔（L） 対面

Wifi○ 対面試験(15週目）（二部屋） 対面試験(16週目）等 対面試験（15週目）等

50%(74),30%(47)

基礎物理学Ⅱ・物理学概論（小山）114
遠隔(O)対面試験15週目2/2のみ使用
（二部屋） 対面授業可能になれば教室使用

当初は遠隔　１０月前半の状況を見て10
月3週目以降に対面に切り替える

４号館２０２講義室

111(74)

50%(55),30%(36)
主題別英語（田久保）40 遠隔(O)15週目
2/２のみ使用

基礎物理学Ⅱ・物理学概論（小山）113
遠隔(O)対面試験15週目2/2のみ使用
（二部屋）

基礎物理学Ⅱ・物理学概論（古屋）53
遠隔(L/O) 対面試験16週目2/9のみ使
用

４号館２０３講義室 日本語８（三隅）

66(44) 遠隔（L）

授業毎の小テスト，オンライン口頭試験
等

50%(33),30%(21) 試験期間使用しない

４号館２０４講義室 発信型英語（早内）11 ドイツ語入門（張）23
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）14 フランス語初級（田中(佳)）28

66(44) 対面＋遠隔（L・O併用） 遠隔（L） 対面＋遠隔（L） 対面＋遠隔（L・O併用）

Wifi○ ﾌﾟﾚｾﾞﾝ試験（14・15週目）
授業毎の小テスト，オンライン口頭試験
等 授業毎の小テスト等 対面試験(15週目）

50%(33),30%(21)
対面は5週目ごろから開始予定
6，9週目ﾌﾟﾚｾﾞﾝ，14,15週目使用 遠隔部屋必要 遠隔部屋必要

状況により遠隔に切替（対面授業を中
継）

４号館２０５講義室 相対性理論（専門・井澤）25

66(44)

50%(33),30%(21)

４号館３０１講義室
元記者が語るジャーナリズム論（饗場）
16 微分積分学Ⅱ（伊藤(正)）77

144(96) 対面 対面＋遠隔（L）

Wifi○ 対面試験（15週目） 授業毎のレポート

50%(77),30%(47) 10/6対面
基礎物理学・電磁気学概論（井澤）107遠
隔（L)対面試験15週目2/2使用（二部屋）

統計学（守安）78　遠隔(O) 対面試験15
週目2/2のみ使用

４号館３０２講義室 主題別英語（ニムチャック）40 主題別英語（早内）45 主題別英語（早内）45 中国語初級（施）32 発信型英語（マドックス）22 発信型英語（パトリック）1

111(74) 遠隔（L） 対面＋遠隔（L・O併用） 対面＋遠隔（L・O併用） 対面＋遠隔（L） 対面 対面

Wifi○
授業毎の小テスト，オンライン口頭試験
等 ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ(14･15週目） ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ(14･15週目） 対面試験（15週目）等 毎週の宿題＋口頭での期末試験（対面） 対面試験（15週目）等

50%(55),30%(36) 試験期間使用しない
対面は5週目ごろから開始予定
6，9週目ﾌﾟﾚｾﾞﾝ，14,15週目使用

対面は5週目ごろから開始予定
6，9週目ﾌﾟﾚｾﾞﾝ，14,15週目使用

統計学（守安）78　遠隔(O) 対面試験15
週目2/2のみ使用（二部屋）

初回は遠隔　３週目頃から対面の予定
中間(9週）期末(15週）総括(16週）に使用
予定 初回から対面 初回から対面

４号館３０３講義室 発信型英語（フロスト）22 中国語初級（范）33 発信型英語（早内）25

72(48) 対面＋遠隔（L・O併用） 対面＋遠隔（O) 対面＋遠隔（L・O併用）

Wifi○ 期末レポート等 対面試験15週目2/2 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ試験（14・15週目）等

50%(36),30%(23) 14，15週で使用 ４週目から対面の予定
対面は5週目ごろから開始予定
6，9週目ﾌﾟﾚｾﾞﾝ，14,15週目使用

４号館３０４講義室 発信型英語（小笠原）25 ドイツ語入門（ギュンター(知)）39 発信型英語（西田）30 ドイツ語入門（最上）23

72(48) 対面＋遠隔（L・O併用） 遠隔（L・O併用） 遠隔（L・O併用） 遠隔（L）

Wifi○ 対面口頭試験
授業毎の小テスト，オンライン口頭試験
等 期末レポート，オンライン口頭試験等 対面試験

50%(36),30%(23) 10/6から対面 遠隔部屋必要 試験で使用 7,15,16週目対面予定

４号館３０５講義室 ドイツ語初級（井戸）25

72(48)  対面＋遠隔（O)

対面試験15.16週目

50%(36),30%(23)
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

４号館４０１講義室 発信型英語（三宅）25 微分積分学Ⅱ（鍋島）68 主題別英語（山田(仁)）45 発信型英語（座喜）30 都市の人間関係（矢部）42

144(96) 遠隔（L） 対面 遠隔（L・O併用） 遠隔（Ｌ) 遠隔（L）

Wifi○ 対面試験(15週目）等 対面試験(15週目） 授業毎の小テスト等 ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ等 期末レポート

50%(72),30%(47) 試験期間使用しない 試験期間使用しない 遠隔の部屋必要

４号館４０２講義室 発信型英語（坂田）25 主題別英語（フロスト）45 発信型英語（パトリック）30 主題別英語（坂田）25

111(74) 対面＋遠隔（O） 対面＋遠隔（L・O併用） 対面 遠隔（L・O併用）

Wifi○ 期末レポート等 期末レポート等 対面試験（15週目）等 期末レポート等

50%(55),30%(36) 部屋確保必要 14，15週で使用
主題別英語(藤滝）45 遠隔(O)対面試験
15週目2/2のみ使用 部屋確保必要

４号館４０３講義室 発信型英語（マーンズ）22 フランス語初級（田島）41 主題別英語（ギュンター）45 発信型英語（ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ）30 日本語６（橋本）

63(42) 対面＋遠隔（L） 対面 遠隔（L・O併用） 遠隔（L・O併用） 対面＋遠隔（L・O併用）

Wifi○ 対面試験 対面試験(15週目） 授業毎の小テスト，オンライン口頭試験 授業毎の小テスト等 期末レポート等

50%(31),30%(20) 7,8,15,16週目は対面で使用 部屋確保必要 試験期間使用しない 試験期間使用しない 遠隔の部屋必要

４号館４０４講義室 ICTとイノベーション（油井）49 主題別英語（小笠原）52

144(96) 遠隔（L） 対面＋遠隔（L・O併用）

Wifi○ チームプレゼンテーション 対面試験(16週目）

50%(72),30%(47) 遠隔の部屋必要 10/6から対面
主題別英語（樋口）45 遠隔(O)対面試験
15週目2/2のみ使用

５号館２０１講義室 情報メディアと教育（金西・吉田）65 主題別英語（三宅）45

135(90) 遠隔（L・O併用） 遠隔（L）

Wifi○ 期末レポート 対面試験(15週目）等

50%(67),30%(44)
初回・中間・最終回の３～４回対面で行
いたい。

５号館３０１講義室 発信型英語（座喜）14 ドイツ語入門（最上）42 情報処理の基礎Ⅰ（専門・豊田） 発信型英語（スティーヴンズ）30

135(90) 遠隔（Ｌ) 遠隔（L） 情報処理基礎論（専門・豊田） 遠隔（L）

Wifi○ ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ等 対面試験 授業毎のテスト，オンライン口頭試験等

50%(67),30%(44) 試験期間使用しない 7,15,16週目対面予定 試験期間使用しない

５号館３０２・３０３講義室 プレートテクトニクス（青矢）132 基礎食品化学（専門・金丸, 向井）100 基礎物理学・電磁気学概論（岸本）101

ウェルネス総合演習（西本・三浦／羅）講
義・実技とも対面で行います。は対面・講
義は一部遠隔予定　期末レポート 起業体験実習（専門・里見）100

204 遠隔（L・O併用） 対面

Wifi○ 対面試験(15週目） 対面試験（16週目）

50%(102),30%(67) 遠隔の部屋必要 10/6から対面

５号館４０１講義室 発信型英語（スティーヴンズ）22 中国語入門（施）60 基礎化学実験（今井）52 基礎化学実験（今井）52

135(90) 遠隔（L） 対面＋遠隔（L） 対面 対面

Wifi○ 授業毎のテスト，オンライン口頭試験等 対面試験（15週目）等 対面試験(15週目）等 対面試験(15週目）等

50%(67),30%(44) 試験期間使用しない

初回は遠隔　３週目頃から対面の予定
中間(9週）期末(15週）総括(16週）に使用
予定 初回安全教育説明会に講義室必要 初回安全教育説明会に講義室必要

６号館２０１講義室 主題別英語（服部）7 ドイツ語初級（シートゲス）14
Global Politics of Language, Race, and
Culture（カイザー）2 発信型英語（服部）30

90(60) 遠隔（L） 遠隔（L） 遠隔（L・O併用） 遠隔（L）

Wifi○ 対面試験（8,15週目） 対面による面接試験（研究室） 授業毎の課題等 オンライン口頭試験（15週目）

50%(45),30%(27) 試験期間使用しない 遠隔部屋必要 試験期間使用しない

６号館３０１ＬＬ教室

56

Wifi○

50%(32),30%(21)

６号館３０３講義室

64(40)

50%(32),30%(21)

６号館３０６講義室

64(40)

50%(32),30%(21)

３号館物理実験室1 物理学実験Ⅱ（専門・真岸） 物理学実験Ⅱ（専門・真岸）

100 物理学実験２（専門・小山） 物理学実験２（専門・小山）

50%(50),30%()

３号館化学実験室 基礎化学実験（今井） 基礎化学実験（今井）

80 対面 対面

対面試験(15週目）等 対面試験(15週目）等

50%(40),30%() 初回安全教育説明会に別に講義室必要 初回安全教育説明会に別に講義室必要

３号館生物実験室 環境共生学実験Ⅲ（専門・濵野） 環境共生学実験Ⅲ（専門・濵野）

100

50%(50),30%()

Ｋ３０２講義室 統計学（村上）74

180 対面

対面試験(16週目）等

50%(84),30%()
部屋確保必要　K302（84）初回から対面
で行う

５号館２階学生自習スペース
約28席

地域創生・国際交流会館
多言語交流コモンラウンジ

約50席

江戸時代後期の社会変動と明治維新
（桑原）遠隔(O)34

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・カ
イザー）遠隔(L/O)

憲法と市民自治（柴田）遠隔(L/O)19

心理学初歩（山本他）遠隔(O)92 理工学概論（理工・応化）遠隔(L/O) 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）遠隔(L/O)6

生命科学と現代社会（渡部）遠隔(L/O)9 技術者・科学者の倫理（中村他）遠隔(L)

生活と化学（上野(雅)）遠隔(L)196

Introduction to Pop Culture Studies（ギュ
ンター）遠隔(L/O）2

データサイエンスへの誘い（大薮）遠隔
(O)105

オンデマンド等で実施する授
業

（教室確保なし）



令和２年度後期　教養教育科目講義室使用状況一覧
（水曜日）

1.2講時 3.4講時 5.6講時 7.8講時 9.10講時 11.12講時 13.14講時

４号館２０１講義室 生体の統合機能（志内）106 現代社会と生存Ⅱ（渡邉）41 微分積分学Ⅱ（水野）46

144(96) 対面＋遠隔（L・O併用） 対面＋遠隔（L・O併用） 対面＋遠隔（L）

Wifi○ 期末レポート等 期末レポート等 対面試験(16週目）

50%(74),30%(47)
遠隔の部屋必要（試験期間は使用しな
い）

微分積分学Ⅱ（竹内(敏)）78 遠隔(O)対
面試験15週目2/3のみ使用 ４週目から対面の予定 遠隔の部屋必要

４号館２０２講義室 中国語初級（范）46 主題別英語（谷川）45 ウェルネス総合演習（佐竹）45

111(74) 対面＋遠隔(O） 対面＋遠隔（O） 対面

対面試験15週目2/3 対面試験(15週目）等 授業毎のレポート等

50%(55),30%(36) ４週目から対面の予定
主題別英語（木里）45遠隔(O) 総括授業
(16週目）2/9のみ使用 初回授業対面 部屋確保必要　実技は対面

４号館２０３講義室 日本古典文学『蜻蛉日記』を読む（堤）

66(44) 対面＋遠隔（O併用）

レポート

50%(33),30%(21) 10/14から対面　初回は遠隔
微分積分学Ⅱ（竹内(敏)）78 遠隔(O)対
面試験15週目2/3のみ使用（二部屋）

４号館２０４講義室 主題別英語（マーシェソ）27 発信型英語（マーシェソ）20 ドイツ語入門（熊坂）10 ドイツ語入門（熊坂）34 ドイツ語入門（依岡）2

66(44) 対面 対面 遠隔（L） 遠隔（L） 対面＋遠隔（L）

Wifi○
授業毎の小テスト，オンラインﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰ
ｼｮﾝ等

授業毎の小テスト，オンラインﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰ
ｼｮﾝ等

授業毎の小テスト，オンライン口頭試験
等

授業毎の小テスト，オンライン口頭試験
等 対面試験（15週目）等

50%(33),30%(21) 10/7から対面 10/7から対面 遠隔部屋必要 遠隔の部屋必要 遠隔の部屋必要

４号館２０５講義室 現代社会と法（上原）13

66(44) 対面

対面試験(16週目）

50%(33),30%(21) 初回から対面

４号館３０１講義室 線形代数学Ⅱ（小野）71 主題別英語（中島）45 微分積分学Ⅱ（白根）74 統計学（大橋）56 化学の基礎（専門・三好）

144(96) 対面 遠隔(L) 対面＋遠隔（L・O併用） 対面＋遠隔（O）

Wifi○ 対面試験（16週目）等 対面試験15週目 対面試験(15週目）等（二部屋） 対面試験(16週目）等

50%(77),30%(47) 中間8週目と期末15週目で使用
10/21～対面予定
講義室確保難しければ遠隔継続 遠隔・対面同時並行　部屋必要

４号館３０２講義室 中国語初級（大村）47 主題別英語（谷川）45 主題別英語（パトリック）45 中国語入門（大村）43 主題別英語（米原）25

111(74) 対面＋遠隔（L） 対面＋遠隔（O） 対面 対面＋遠隔（L） 対面・遠隔（L・O併用）

Wifi○ 対面試験(16週目）等 対面試験(15週目）等 対面試験(15週目）等 対面試験（16週目）等 対面試験（15週目）等

50%(55),30%(36)
当初は遠隔　１０月前半の状況を見て10
月3週目以降に対面に切り替える 初回授業対面

当初は遠隔　１０月前半の状況を見て10
月3週目以降に対面に切り替える ２回目もしくは３回目から対面予定

４号館３０３講義室 発信型英語（ラックストン）30

72(48) 対面＋遠隔（L）

Wifi○ 対面試験(14週目）等

50%(36),30%(23) 14,15週目対面予定
微分積分学Ⅱ（白根）74遠隔（L・O併用）
対面試験(15週目）等（二部屋）

４号館３０４講義室 フランス語初級（田中(佳)）9 発信型英語（パトリック）30 ドイツ語入門（今井）22

72(48) 対面＋遠隔（L・O併用） 対面 対面＋遠隔（O）

Wifi○ 対面試験(15週目） 対面試験(15週目）等 対面試験(15週目）等

50%(36),30%(23)
状況により遠隔に切替（対面授業を中
継） 3週目から対面の予定

４号館３０５講義室

72(48)

50%(36),30%(23)

４号館４０１講義室 線形代数学Ⅱ（片山）72 ウェルネス総合演習（羅）51

144(96) 対面＋遠隔（O） 対面＋遠隔（L）

Wifi○ 対面試験（15週目） 対面試験（16週目）等

50%(72),30%(47) 対面とｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞの同時並行
微分積分学Ⅱ（岡本）69　遠隔（L・O併
用）対面試験(16週目）

部屋確保必要　実技は対面　2週目もし
くは３週目から対面

４号館４０２講義室 主題別英語（ラックストン）45 主題別英語（山田(紀)）55 主題別英語（山田(紀)）43 中国語入門（山木）36

111(74) 対面＋遠隔（L） 対面＋遠隔（L） 対面＋遠隔（L） 対面＋遠隔（L）

Wifi○ 対面試験(14週目）等 対面試験(15週目）等 対面試験(15週目）等 対面試験（16週目）等

50%(55),30%(36) 14,15週目対面予定 初回は遠隔　10/14から対面 初回は遠隔　10/14から対面 10月の第４週目から対面の予定

４号館４０３講義室 ドイツ語初級（井戸）19 発信型英語（フェネリー）28 ドイツ語入門（張）11

63(42) 対面＋遠隔（O） 対面 遠隔（L）

Wifi○ 対面試験15.16週目
期末レポート，オンラインプレゼンテー
ション等

授業毎の小テスト，オンライン口頭試験
等

50%(31),30%(20)
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 試験期間使用しない 遠隔部屋必要

ドイツ語入門（ヘルベルト）21 遠隔(O)試
験期間15・16週目使用

４号館４０４講義室 主題別英語（宮田）45 主題別英語（宮田）45 中国語入門（范）61

144(96) 対面 対面 対面＋遠隔(O)

Wifi○ 対面試験(15週目） 対面試験（15週目） 対面試験15週目2/3

50%(72),30%(47) ４週目から対面の予定

５号館２０１講義室 情報科学入門（松本・伊藤）202A,301 中国語入門（大村）56 基礎生物学N（平田）51

135(90)
遠隔（L・O併用）授業毎のレポート　遠隔
の部屋必要 対面＋遠隔（L） 遠隔

Wifi○ 対面試験（16週目）等 授業毎のレポート

50%(67),30%(44)
当初は遠隔　１０月前半の状況を見て10
月3週目以降に対面に切り替える 試験期間使用しない

５号館３０１講義室 臨床心理学（山本(真)）55 ウェルネス総合演習（佐藤） 統計学（大沼）55

135(90) 対面と遠隔（O)の併用 遠隔 対面＋遠隔（O）

Wifi○ 対面試験（16週目）等

50%(67),30%(44) 10/21,1/13,1/20,1/27対面予定 実技は対面 部屋確保必要

５号館３０２・３０３講義室 線形代数学Ⅱ（村上）92
総合科学の基礎E（心理学の基礎）（専
門・佐藤（健)) 化学の基礎（専門・三好）

204 対面

Wifi○ 対面試験(16週目）等

50%(102),30%(67)
基礎物理学・電磁気学概論（中村）76遠
隔（L・O併用）対面試験（15週目）

５号館４０１講義室 ウェルネス総合演習（西本）52 中国語入門（施）60

135(90) 対面＋遠隔（O） 対面＋遠隔（L）

Wifi○ 対面試験（16週目）等 対面試験（15週目）等

50%(67),30%(44)

対面が基本だが，状況を見て考える。状
況によりレポート試験に変更することも
実技は対面

初回は遠隔　３週目頃から対面の予定
中間(9週）期末(15週）総括(16週）に使
用予定

６号館２０１講義室 主題別英語（フェネリー）45 発信型英語（カイザー）30 主題別英語（カイザー）45 中国語入門（范）29

90(60) 対面 遠隔（L・O併用） 遠隔（L・O併用） 対面＋遠隔（O)

Wifi○
期末レポート，オンラインプレゼンテー
ション等 授業毎の課題等 授業毎の課題等 対面試験15週目2/3

50%(45),30%(27) 試験期間使用しない 遠隔部屋必要 遠隔部屋必要 ４週目から対面の予定

６号館３０１ＬＬ教室 ジェンダー論（専門・吉田（文）） 行動統計学（専門・川野） 英語科教育法Ⅰ（専門・中島）

56

Wifi○

50%(32),30%(21)

６号館３０３講義室 ウェルネス総合演習（三浦）52

64(40) 遠隔

期末レポート

50%(32),30%(21) 実技は体育館・グランド，講義一部遠隔

６号館３０６講義室

64(40)

50%(32),30%(21)

３号館物理実験室1 基礎物理学実験（伏見他）39 基礎物理学実験（伏見他）39

100 対面+遠隔（L・O併用） 対面+遠隔（L・O併用）

授業毎のレポート，オンライン口頭試験
等

授業毎のレポート，オンライン口頭試験
等

50%(50),30%() 遠隔部屋必要 遠隔部屋必要

３号館化学実験室

80

50%(40),30%()

３号館生物実験室 生命科学実験３（専門・渡部） 生命科学実験３（専門・渡部）

100

50%(50),30%()

Ｋ棟ＣＡＬＬ教室

60

Wifi○

50%(30),30%(19)

医と法・倫理（西村）(医）基礎第一講義
室　遠隔（L・O併用）期末レポート等　部
屋確保必要なし（先生の配信用の部屋
は要確認）114

基礎化学Ⅲ・薬の科学（大髙）（薬）第一
講義室　対面　対面試験(15週目）88

その他

50%(),30%()

５号館２階学生自習スペース
約28席

地域創生・国際交流会館
多言語交流コモンラウンジ

約50席

基礎物理学Ⅱ・物理学概論（齊藤）遠隔
(L/O)106

フィールドワーク入門Ⅱ（内藤）遠隔
(O)29 キャリアプラン（畠）遠隔(O)200 キャリアプラン（畠）遠隔(O)200

東アジア考古学概論Ⅱ（端野）遠隔
(O)18 主題別英語（ポープ）21 遠隔（O)

「ニーズ」からの医療機器開発入門（北
岡他）遠隔（Ｌ)　37

生命科学と現代社会（渡部）遠隔(L/O)

基礎生物化学実験（勢井）遠隔（L・O併
用）114

基礎生物化学実験（勢井）遠隔（L・O併
用）114

くらしと栄養（田井）遠隔(L/O）16

会社法入門（清水）遠隔(O)11
ウェルネス総合演習（北岡）51　遠隔（L・
O併用）実技は対面

キャリアプラン（畠）遠隔(O)200

異文化交流体験から何を学ぶのか（齊
藤）遠隔(L/O)28

貧困の経済学（趙）遠隔(O)129

日本事情Ⅱ（三隅）遠隔（L)20

環境とバイオテクノロジー（平田）遠隔(L)

市民と政治（栗栖）遠隔(O)5

オンデマンド等で実施する授
業

（教室確保なし）



令和２年度後期　教養教育科目講義室使用状況一覧
（木曜日）

1.2講時 3.4講時 5.6講時 7.8講時 9.10講時 11.12講時 13.14講時

４号館２０１講義室 線形代数学Ⅱ（片山）75 地球環境変遷と人類の歴史（安間）69
統計データからみる徳島県（徳島県）
135 基礎化学概論（武田）105

144(96) 対面＋遠隔（O） 対面＋遠隔（L） 未定（遠隔（L）予定） 対面+遠隔（L・O併用）

Wifi○ 対面試験(15週目）等 期末レポート等 対面試験（15週目）等

50%(74),30%(47) 対面とOの同時並行 遠隔の部屋必要 部屋確保は必要　部屋から配信予定 部屋確保必要　６週目から対面開始

４号館２０２講義室 中国思想史入門（新田）10 憲法と人権（麻生） 自らの未来を創造する（北岡） 基礎物理学・電磁気学概論(岸本）39

111(74) 対面 対面 遠隔（L） 対面

対面試験（15週目） 期末レポート 授業毎のレポート 対面試験(16週目）

50%(55),30%(36)
主題別英語(藤滝）45 遠隔(O) 対面試験
15週目1/28のみ使用 10/1から対面 10/1から対面

基礎化学概論（武田）105　対面試験15
週目1/28のみ使用（二部屋） 遠隔の部屋必要 10/1から対面

４号館２０３講義室

66(44)

50%(33),30%(21)

４号館２０４講義室

66(44)

Wifi○

50%(33),30%(21)

４号館２０５講義室

66(44)

50%(33),30%(21)

４号館３０１講義室 アメリカ社会の諸問題（吉岡）107

144(96) 遠隔（L・O併用）

Wifi○ 期末レポート等

50%(77),30%(47)
線形代数学Ⅱ（守安）76 遠隔(O)対面試
験15週目1/28のみ使用 遠隔の部屋必要

４号館３０２講義室 主題別英語（マーンズ）45 日本の近代文学と科学（河田）36 ボランティア実践（山口） 心理学入門（佐藤(裕)7

111(74) 対面＋遠隔（L） 対面 対面＋遠隔（L・O併用） 対面＋遠隔（L・O併用）

Wifi○ 対面試験 期末レポート等 期末レポート 対面試験(15週目）

50%(55),30%(36) 7,8,15,16週目は対面で使用 遠隔の部屋必要 実習回は対面の予定

４号館３０３講義室 ドイツ語入門（熊坂）14

72(48) 遠隔（L）

Wifi○
授業毎の小テスト，オンライン口頭試験
等

50%(36),30%(23) 遠隔部屋必要

４号館３０４講義室 主題別英語（吉田）45 政策学入門（小田切）2

72(48) 遠隔（L・O併用） 遠隔（L・O併用）

Wifi○ スーパー英語での課題等 期末レポート等

50%(36),30%(23) 遠隔の部屋必要（二部屋確保） 遠隔の部屋必要

４号館３０５講義室

72(48)

50%(36),30%(23)

４号館４０１講義室 主題別英語(山内）45

144(96) 対面＋遠隔（L）

Wifi○ 対面試験（15週目）等

50%(72),30%(47)
当初は遠隔で開始し，対面に切り替え
る予定　11/19，1/28は対面で試験

まちづくり入門（田口）134　遠隔(O)対面
試験16週目2/4（二部屋）

４号館４０２講義室 主題別英語（ニムチャック）45

111(74) 遠隔（L）

Wifi○ 授業毎の小テスト，オンライン口頭試験

50%(55),30%(36) 試験期間使用しない
まちづくり入門（田口）134　遠隔(O)対面
試験16週目2/4（二部屋）

４号館４０３講義室 フランス語初級（田島）26

63(42) 対面

Wifi○ 対面試験（15週目）

50%(31),30%(20) 部屋の確保必要

４号館４０４講義室 中国語初級（荒武）36 実践・地域創生学（山中）48 実践まなぼうさい（中野）24

144(96) 対面 対面 対面・遠隔(L/O)併用

Wifi○ 対面試験（15週目） 期末レポート

50%(72),30%(47) 10/8から対面　10/1はmanaba 実習回のみ対面

５号館２０１講義室 食の地域経済学（中澤）53

135(90) 遠隔（L・O併用）

Wifi○ 期末レポート

50%(67),30%(44) 遠隔の部屋必要

５号館３０１講義室 主題別英語（モートン）45 主題別英語（モートン）45 主題別英語（モートン）45

135(90) 遠隔（L・O併用） 遠隔（L・O併用） 遠隔（L・O併用）

Wifi○
授業毎の小テスト，オンライン口頭試験
等

授業毎の小テスト，オンライン口頭試験
等

授業毎の小テスト，オンライン口頭試験
等

50%(67),30%(44) 試験期間使用しない 試験期間使用しない 試験期間使用しない

５号館３０２・３０３講義室 基礎化学概論（今井）79
生徒指導論（進路指導を含む）（中川・
阿形） 教育課程論（専門・坂田・村川） 生涯発達心理学（専門・山本）

204 対面＋遠隔（O） 生徒指導論（中川・阿形）13:00〜15:15
教育課程論（専門・坂田・村川）15:30〜
16:30 発達心理学（専門・山本）

Wifi○ 対面試験（15週目） 教育心理学（専門・山本）16:45〜17:45

50%(102),30%(67) 部屋の確保必要　基本は対面

５号館４０１講義室 発信型英語（カイザー）38 発信型英語（カイザー）38 発信型英語（カイザー）38

135(90) 遠隔（L・O併用） 遠隔（L・O併用） 遠隔（L・O併用）

Wifi○ 授業毎の課題等 授業毎の課題等 授業毎の課題等

50%(67),30%(44) 遠隔部屋必要 遠隔部屋必要 遠隔部屋必要

６号館２０１講義室 主題別英語（マドックス）45
統計データからみる徳島県（徳島県）
135 10/1のみ使用

90(60) 対面

Wifi○ 毎週の宿題＋口頭での期末試験（対面）

50%(45),30%(27) 初回から対面

６号館３０１ＬＬ教室 主題別英語（吉田）45 実用外国語演習(英語)（専門・吉田）

56 遠隔（L・O併用）

Wifi○ スーパー英語での課題等

50%(32),30%(21) 遠隔の部屋必要

６号館３０３講義室

64(40)

50%(32),30%(21)

６号館３０６講義室

64(40)

50%(32),30%(21)

３号館物理実験室1

100

50%(50),30%()

３号館化学実験室

80

50%(40),30%()

３号館生物実験室
Global Communication - Traditional art
craft -（山城）7

100 対面

対面試験（15週目）

50%(50),30%()

Ｋ棟ＣＡＬＬ教室 基礎機械製図（専門・髙木） 基礎機械製図（専門・髙木）

60 基礎機械ＣＡＤ製図（専門・石川） 基礎機械ＣＡＤ製図（専門・石川）

Wifi○

50%(30),30%(19)

（歯）歯学概論（歯学部教員）　示説室
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，

基礎生物学DⅡ（吉村）　場所調整中　１
～７週目までは遠隔、８週目頃から対面
予定　対面試験（15週目）39

絵画表現と技法の応用（平木）総科2号
館地域交流スタジオ　対面＋遠隔（L）授
業毎の小テスト　25

その他

50%(),30%()

５号館２階学生自習スペース
約28席

地域創生・国際交流会館
多言語交流コモンラウンジ

約50席

線形代数学Ⅱ（大渕）遠隔(L/O)75 日本事情Ⅳ（三隅）遠隔(L)22 地震・火山災害を防ぐ（西山）遠隔(O)4
The Old West and American Frontier
（ギュンター）遠隔(L/O)4

Global Communication（ギュンター）遠隔
(L/O)

O等で実施する授業
（教室確保なし）



令和２年度後期　教養教育科目講義室使用状況一覧
（金曜日）

1.2講時 3.4講時 5.6講時 7.8講時 9.10講時 11.12講時 13.14講時

４号館２０１講義室 国際関係論２（専門・饗場）
総合科学の基礎F（公共政策学の基礎）
（専門・小田切） 地球科学の基礎（専門・安間）

144(96) 公共政策学Ⅰ（専門・小田切）

Wifi○

50%(74),30%(47)

４号館２０２講義室 主題別英語（石田）45 主題別英語（石田）45

111(74) 対面＋遠隔（O） 対面＋遠隔（O）

対面試験（15週目）等 対面試験（15週目）等

50%(55),30%(36)

10/2から対面　当面，情報センター
202A，202Bで行う
4-202部屋確保必要　全て遠隔に切り替
えることもある

10/2から対面
部屋確保必要　全て遠隔に切り替える
こともある

４号館２０３講義室 総科専門 ドイツ語入門（井戸） 映画でわかる平和と民主主義（饗場）

66(44) 対面＋遠隔(O) 対面

対面試験15.16週目 対面試験15週目

50%(33),30%(21)
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

４号館２０４講義室 総科専門

66(44)

Wifi○

50%(33),30%(21)

４号館２０５講義室 総科専門

66(44)

50%(33),30%(21)

４号館３０１講義室 微分積分学Ⅱ（白根）74 中国語入門（山木）52 中国語入門（山木）56

144(96) 対面・遠隔（L・O併用） 対面＋遠隔（L） 対面＋遠隔（L）

Wifi○ 対面試験（15週目）等 対面試験（16週目）等 対面試験（16週目）等

50%(77),30%(47)
10/16～対面予定
講義室確保難しければ遠隔継続 10月の第４週目から対面の予定 10月の第４週目から対面の予定

４号館３０２講義室 主題別英語（早内）38 総科専門 主題別英語（パトリック）45

111(74) 対面＋遠隔（L・O併用） 対面

Wifi○ ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ(14･15週目） 対面試験(15週目）等

50%(55),30%(36)
対面は5週目ごろから開始予定
6，9週目ﾌﾟﾚｾﾞﾝ，14,15週目使用

４号館３０３講義室 総科専門

72(48)

Wifi○

50%(36),30%(23)

ドイツ語入門（ヘルベルト）12遠隔(O)試
験15.16週目使用 初回は対面で実施し
ましたが，２週目から遠隔に変更しま
す。Manabaを確認してください

４号館３０４講義室 総科専門

72(48)

Wifi○

50%(36),30%(23)

４号館３０５講義室 総科専門

72(48)

50%(36),30%(23)

４号館４０１講義室 微分積分学Ⅱ（大橋）66

144(96) 対面＋遠隔（O）

Wifi○ 対面試験(15週目）等

50%(72),30%(47)
遠隔＋対面を同時に実施（部屋確保必
要）

４号館４０２講義室 主題別英語（小笠原）21 主題別英語（ニムチャック）45 主題別英語（ニムチャック）45

111(74) 対面＋遠隔（L・O併用） 遠隔（L） 遠隔（L）

Wifi○ 対面試験(16週目） 授業毎の小テスト，オンライン口頭試験 授業毎の小テスト，オンライン口頭試験

50%(55),30%(36) 10/2から対面 試験期間使用しない 試験期間使用しない

４号館４０３講義室

63(42)

Wifi○

50%(31),30%(20)

４号館４０４講義室

144(96)

Wifi○

50%(72),30%(47)
ＳＴＥＭ演習（専門・守安）1週目のみ使
用65

５号館２０１講義室 ウェルネス総合演習（羅）50

135(90) 対面＋遠隔（L）

Wifi○ 対面試験（16週目）等

50%(67),30%(44)
部屋確保必要　実技は対面　2週目もし
くは３週目から対面

５号館３０１講義室 ウェルネス総合演習（佐藤）50

135(90) 遠隔

Wifi○

50%(67),30%(44) 実技は対面

５号館３０２・３０３講義室 情報科学入門（金西・関）70 微分積分学Ⅱ（伊藤）90 科学と人間(専門・熊坂）

204 対面+遠隔（O） 対面＋遠隔（L） 科学論（専門・熊坂）

Wifi○ 期末レポート等 授業毎のレポート

50%(102),30%(67)
できれば実習５～６回は対面でしたい
部屋確保必要 70 10/2対面

５号館４０１講義室

135(90)

Wifi○

50%(67),30%(44)

６号館２０１講義室

90(60)

Wifi○

50%(45),30%(27)

６号館３０１ＬＬ教室
実用外国語基礎演習Ⅱ（英語）（専門・
樋口）

56
Academic English Ⅱ（４技能アカデミック
英語入門）（専門・樋口）

Wifi○

50%(32),30%(21)

６号館３０３講義室

64(40)

50%(32),30%(21)

６号館３０６講義室

64(40)

50%(32),30%(21)

３号館物理実験室1

100

50%(50),30%()

３号館化学実験室 化学実験Ⅰ（専門・三好） 化学実験Ⅰ（専門・三好）

80

50%(40),30%()

３号館生物実験室 基礎生物学実験D（渡部）39 基礎生物学実験D（渡部）39

100 対面＋遠隔（L・O併用） 対面＋遠隔（L・O併用）

授業毎の小テスト等 授業毎の小テスト等

50%(50),30%() 実習は対面で実施 実習は対面で実施

Ｋ４０４講義室 技術者・科学者の倫理（下村）

63 対面

授業毎のレポート等

50%(31),30%(18) 10/2対面

Ｋ棟創成学習スタジオ

315

50%(),30%()

Ｋ棟ＣＡＬＬ教室
実用外国語基礎演習Ⅱ（英語）（専門・
中島） 基礎機械製図（専門・髙木） 基礎機械製図（専門・髙木）

60
Academic English Ⅱ（４技能アカデミック
英語入門）（専門・中島） 基礎機械ＣＡＤ製図（専門・石川） 基礎機械ＣＡＤ製図（専門・石川）

Wifi○ 言語情報処理研究Ⅱ（専門・中島）

50%(30),30%(19)
生理学入門M（勢井）　（医）基礎第一講
義室　遠隔（L・O併用）対面試験(16週
目）部屋確保必要なし

生化学入門（米村）(医）基礎第一講義
室　遠隔（L・O併用）対面試験（15週目）
117

ニュービジネス概論（理工学部）遠隔
（Ｏ）　実習回のみＫ棟で対面実施　期
末レポート等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

その他

基礎化学Ⅰ・物理化学（化学平衡と反応
速度論）（植野）（医）総合研究棟小ホー
ル　遠隔（L）対面試験（15週目）授業は
部屋確保必要なし　51

ニュービジネス概論（理工学部）遠隔
（Ｏ）　実習回のみＫ棟で対面実施　期
末レポート等　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

50%(),30%()

主題別英語（石田）45対面＋遠隔（O）
10/2から対面　当面，情報センター
202A，202Bで行う

５号館２階学生自習スペース
約28席

地域創生・国際交流会館
多言語交流コモンラウンジ

約50席

基礎物理学実験（齊藤）（医）基礎第一
講義室　対面＋遠隔（L・O併用）授業毎
のレポート等　部屋確保必要なし　111

放射線医学入門（生島）（医）総合研究
棟小ホールD-32　遠隔（O）授業毎の小
テスト等　部屋確保必要なし　45

理工学概論　遠隔（L・O）　授業毎のレ
ポート　部屋確保必要なしオンデマンド等で実施する授

業
（教室確保なし）
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