
理工学部夜間主コース学生の 

昼間コース開講授業の受講について 
 

《 受講することのできる授業 》 
昼間コース開講の 

教養科目群（ウェルネス総合演習を除く） 

創成科学科目群 
を２授業題目まで受講することができます。 

2020(令和 2)年度以前入学者は現行カリキュラムの科目群及び科目名 

と異なる場合がありますので，必ず教養教育時間割 2021「教養教育 

科目の読み替え表」(P43～)及び添付「読み替え確認表」を確認し， 

履修登録を行ってください。 
 

《 履修登録期間 》 

  9 月 21 日(火)～24 日(金)10 時 00 分   
 

 

《 履修登録方法 》※教務システムから Web 履修登録はできません。 

次の申請用フォームから申請してください。 

 

▼申請用フォーム URL（Microsoft Forms）※上記の期間専用 

https://forms.office.com/r/TxAi2SRqBQ 
 

 

 

注）定員を超過した場合，抽選を行います。 

抽選は，昼間コースの学生と区別せず行います。 

抽選済の授業には履修登録できないので注意してください。 
 

注）昼間コースを受講できる授業題目数（上限２授業題目）を超過した 

場合，履修登録は無効となります。「理工学概論」「キャリアプラン」等の 

必修科目も２授業題目のうちに含まれます。 
  

注）抽選が行われていない授業または定員に達していない授業については， 

第 1～3回履修登録変更期間も履修登録を受け付けます。 

 

注）新型コロナウイルスの感染状況により，当初予定から変更が生じました。 

  令和 3 年度後期教養教育科目の履修登録において，受講票及び削除カード 

は使用せず，申請用フォームの受付のみとなりましたのでご注意ください。 

https://forms.office.com/r/TxAi2SRqBQ


工学部夜間主コース学生の 

昼間コース開講授業の受講について 
 

 

《 受講することのできる授業 》 
 後期に限り，昼間コース開講の 
 

教養科目群 
 

を２授業題目まで受講することができます。 

2015(平成 27)年度以前入学者は現行カリキュラムの科目群及び科目名 

と異なる場合がありますので，必ず教養教育時間割 2021「教養教育 

科目の読み替え表」(P43～)及び添付「読み替え確認表」を確認し， 

履修登録を行ってください。 
 

 

《 履修登録期間 》 

 9 月 21 日(火)～24 日(金)10時 00 分  
 

 

《 履修登録方法 》※教務システムから Web 履修登録はできません。 

次の申請用フォームから申請してください。 

 

▼申請用フォーム URL（Microsoft Forms）※上記の期間専用 

https://forms.office.com/r/TxAi2SRqBQ 
 

 

 

注）定員を超過した場合，抽選を行います。 

抽選は，昼間コースの学生と区別せず行います。 

抽選済の授業には履修登録できないので注意してください。 
 

注）昼間コースを受講できる授業題目数（上限２授業題目）を超過した 

場合，履修登録は無効となります。 
  

注）抽選が行われていない授業または定員に達していない授業については， 

第 1～3回履修登録変更期間も履修登録を受け付けます。 

 

注）新型コロナウイルスの感染状況により，当初予定から変更が生じました。 

  令和 3 年度後期教養教育科目の履修登録において，受講票及び削除カード 

は使用せず，申請用フォームの受付のみとなりましたのでご注意ください。 

https://forms.office.com/r/TxAi2SRqBQ


時間割
コード

曜日 講時 授業題目名 担当教員名

0020101 月 1･2 古代・中世日本の社会 衣川　仁 一般教養教育科目群 歴史と文化 教養科目群 歴史と文化
0020102 月 1･2 沖縄社会文化論 高橋　晋一 一般教養教育科目群 歴史と文化 教養科目群 歴史と文化
0020103 月 1･2 20世紀後半の中国 荒武　達朗 一般教養教育科目群 歴史と文化 教養科目群 歴史と文化
0020104 月 1･2 考古学概論Ⅱ 中村　豊 一般教養教育科目群 歴史と文化 教養科目群 歴史と文化
0020106 月 9･10 空海と歩く〜歩き遍路の世界〜 田中　俊夫 地域科学教育科目群 地域科学教育科目 社会性形成科目群 共創型学習
0020107 火 1･2 江戸時代後期の社会変動と明治維新 桑原　恵 一般教養教育科目群 歴史と文化 教養科目群 歴史と文化
0020108 火 9･10 技術者・科学者の倫理 中村　浩一 一般教養教育科目群 歴史と文化 ― ―
0020109 水 3･4 フィールドワーク入門Ⅱ 内藤　直樹 一般教養教育科目群 歴史と文化 教養科目群 歴史と文化
0020110 水 3･4 日本古典文学『蜻蛉日記』を読む 堤　和博 一般教養教育科目群 歴史と文化 教養科目群 歴史と文化
0020111 水 9･10 東アジア考古学概論Ⅱ 端野　晋平 一般教養教育科目群 歴史と文化 教養科目群 歴史と文化
0020112 木 3･4 中国思想史入門 新田　元規 一般教養教育科目群 歴史と文化 教養科目群 歴史と文化
0020113 木 3･4 日本の近代文学と科学 河田　和子 一般教養教育科目群 歴史と文化 教養科目群 歴史と文化
0020114 木 3･4 ことばと社会 塩川　奈々美 一般教養教育科目群 歴史と文化 教養科目群 歴史と文化
0020115 金 9･10 技術者・科学者の倫理 下村　直行 一般教養教育科目群 歴史と文化 ― ―
0020201 月 3･4 地球外生命研究は、科学か？ 大薮　進喜 一般教養教育科目群 人間と生命 教養科目群 人間と生命
0020202 月 3･4 自然保護論 佐藤　征弥 一般教養教育科目群 人間と生命 教養科目群 人間と生命
0020203 月 9･10 生命現象・生体材料とバイオミメティクス 南川　慶二 一般教養教育科目群 人間と生命 教養科目群 人間と生命
0020204 火 1･2 心理学初歩 山本　哲也 一般教養教育科目群 人間と生命 教養科目群 人間と生命
0020205 火 1･2 生命科学と現代社会 渡部　稔 一般教養教育科目群 人間と生命 教養科目群 人間と生命
0020206 水 3･4 生体の統合機能 志内　哲也 一般教養教育科目群 人間と生命 教養科目群 人間と生命
0020207 水 9･10 くらしと栄養 田井　章博 一般教養教育科目群 人間と生命 教養科目群 人間と生命
0020208 金 3･4 ニュービジネス概論 理工学部教員 一般教養教育科目群 人間と生命 － －
0020301 月 1･2 日本国憲法 木村　正 一般教養教育科目群 生活と社会 教養科目群 生活と社会
0020302 月 3･4 身体･精神･発達障害へのサポート 住谷　さつき 一般教養教育科目群 生活と社会 教養科目群 生活と社会
0020303 月 9･10 映画でわかる平和と民主主義 饗場　和彦 一般教養教育科目群 生活と社会 教養科目群 生活と社会
0020304 火 1･2 元記者が語るジャーナリズム論 饗場　和彦 一般教養教育科目群 生活と社会 教養科目群 生活と社会
0020305 火 9･10 都市の人間関係 矢部　拓也 一般教養教育科目群 生活と社会 教養科目群 生活と社会
0020306 火 9･10 情報社会と法――インターネット法入門 柴田　尭史 一般教養教育科目群 生活と社会 教養科目群 生活と社会
0020307 水 3･4 現代社会と法 上原　克之 一般教養教育科目群 生活と社会 教養科目群 生活と社会
0020308 水 3･4 会社法入門 清水　真人 一般教養教育科目群 生活と社会 教養科目群 生活と社会
0020311 水 9･10 キャリアプラン 畠　一樹 一般教養教育科目群 生活と社会 － －
0020312 水 9･10 医療と社会 渡邉　克典 一般教養教育科目群 生活と社会 教養科目群 生活と社会
0020313 木 3･4 生命保険を考える 一般社団法人　生命保険協会 一般教養教育科目群 生活と社会 社会性形成科目群 共創型学習
0020314 木 3･4 政策学入門 小田切　康彦 一般教養教育科目群 生活と社会 教養科目群 生活と社会
0020315 木 5･6 日本国憲法 麻生 多聞 一般教養教育科目群 生活と社会 教養科目群 生活と社会
0020316 木 5･6 ソーシャルデザイン～未来社会とキャリアの構想～ 畠　一樹 一般教養教育科目群 生活と社会 教養科目群 生活と社会
0020317 金 9･10 映画でわかる平和と民主主義 饗場　和彦 一般教養教育科目群 生活と社会 教養科目群 生活と社会
0020318 月 7･8 日本国憲法 柴田　尭史 一般教養教育科目群 生活と社会 教養科目群 生活と社会
0020401 月 9･10 地震・火山災害を防ぐ 西山　賢一 地域科学教育科目群 地域科学教育科目 教養科目群 自然と技術
0020402 火 1･2 生活と化学 上野　雅晴 一般教養教育科目群 自然と技術 教養科目群 自然と技術
0020403 火 1･2 プレートテクトニクス 青矢　睦月 一般教養教育科目群 自然と技術 教養科目群 自然と技術
0020404 火 1･2 情報メディアと教育 金西　計英 一般教養教育科目群 自然と技術 教養科目群 自然と技術
0020405 火 7･8 理工学概論 理工学科応用化学システムコース教員 一般教養教育科目群 自然と技術 教養科目群 自然と技術
0020406 火 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 一般教養教育科目群 自然と技術 教養科目群 自然と技術
0020407 木 3･4 宇宙線観測入門 折戸　玲子 一般教養教育科目群 自然と技術 教養科目群 自然と技術
0020408 金 9･10 理工学概論 理工学科電気電子システムコース教員 一般教養教育科目群 自然と技術 教養科目群 自然と技術
0020701 月 1･2 平和のための軍事的安全保障研究入門 齊藤　隆仁 グローバル化教育科目群 グローバル化教育科目 教養科目群 自然と技術
0020702 火 5･6 Global Politics of Language, Race, and Culture カイザー　メイガン　レネー グローバル化教育科目群 グローバル化教育科目 教養科目群 歴史と文化
0020703 火 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 カイザー　メイガン　レネー グローバル化教育科目群 グローバル化教育科目 教養科目群 生活と社会
0020704 水 3･4 異文化交流体験から何を学ぶのか 齊藤　隆仁 グローバル化教育科目群 グローバル化教育科目 教養科目群 人間と生命
0020705 水 3･4 貧困の経済学 趙　タン グローバル化教育科目群 グローバル化教育科目 教養科目群 生活と社会
0020706 水 9･10 異文化理解と地域社会-海外大学との交流- 清藤　隆春 グローバル化教育科目群 グローバル化教育科目 社会性形成科目群 共創型学習
0020707 木 3･4 アメリカ社会の諸問題 吉岡　宏祐 グローバル化教育科目群 グローバル化教育科目 教養科目群 歴史と文化
0020708 木 3･4 Global Communication - Traditional art craft - 山城　考 グローバル化教育科目群 グローバル化教育科目 社会性形成科目群 共創型学習
0020801 月 1･2 大学とイノベーション 山口　裕之 イノベーション教育科目群 イノベーション教育科目 社会性形成科目群 共創型学習
0020802 月 3･4 空間情報論入門 塚本　章宏 イノベーション教育科目群 イノベーション教育科目 社会性形成科目群 共創型学習
0020803 月 3･4 大学教育と自身の学びを再考する 吉田　博 イノベーション教育科目群 イノベーション教育科目 社会性形成科目群 共創型学習
0020804 月 3･4 データサイエンスへの誘い 石田　基広 イノベーション教育科目群 イノベーション教育科目 教養科目群 自然と技術
0020805 火 1･2 ICTとイノベーション 油井　毅 イノベーション教育科目群 イノベーション教育科目 社会性形成科目群 共創型学習
0020806 火 1･2 データサイエンスへの誘い 大薮　進喜 イノベーション教育科目群 イノベーション教育科目 教養科目群 自然と技術
0020807 水 1･2 「ニーズ」からの医療機器開発入門 北岡　和義 イノベーション教育科目群 イノベーション教育科目 社会性形成科目群 共創型学習
0020808 水 3･4 環境とバイオテクノロジー 平田　章 イノベーション教育科目群 イノベーション教育科目 教養科目群 人間と生命
0020809 木 5･6 絵画表現と技法の応用 平木　美鶴 イノベーション教育科目群 イノベーション教育科目 教養科目群 歴史と文化
0020810 水 3･4 グラフィック・ファシリテーション入門 玉有　朋子 イノベーション教育科目群 イノベーション教育科目 社会性形成科目群 共創型学習
0020901 月 3･4 日本農業を考える 中澤　慶久 地域科学教育科目群 地域科学教育科目 教養科目群 歴史と文化
0020902 月 3･4 埋もれた文化遺産Ⅱ 中村　豊 地域科学教育科目群 地域科学教育科目 社会性形成科目群 共創型学習
0020903 月 9･10 地球環境と持続可能な社会 齊藤　隆仁 地域科学教育科目群 地域科学教育科目 教養科目群 自然と技術
0020904 木 3･4 実践・地域創生学 山中　英生 地域科学教育科目群 地域科学教育科目 社会性形成科目群 共創型学習
0020905 木 3･4 まちづくり入門 田口　太郎 地域科学教育科目群 地域科学教育科目 教養科目群 生活と社会
0020906 木 3･4 食の地域経済学 中澤　慶久 地域科学教育科目群 地域科学教育科目 教養科目群 生活と社会
0020907 木 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 地域科学教育科目群 地域科学教育科目 教養科目群 生活と社会
0020908 木 5･6 実践まなぼうさい 山中　亮一 地域科学教育科目群 地域科学教育科目 社会性形成科目群 共創型学習
0021001 水 3･4 臨床心理学 山本　真由美 医療基盤教育科目群 医療基盤教育科目 教養科目群 人間と生命
0021003 木 1･2 (歯)歯学概論 歯学部教授 医療基盤教育科目群 医療基盤教育科目 教養科目群 自然と技術
0021004 金 7･8 放射線医学入門 生島　仁史 医療基盤教育科目群 医療基盤教育科目 教養科目群 人間と生命

令和３年度後期教養教育科目　読み替え確認表　≪２０２０（令和２）年度以前入学者対象≫

次の授業は，２０２０（令和２）年度以前入学の夜間主コース学生が履修できる昼間コース開講授業です。
入学年度によりカリキュラムが異なるため，履修登録を行う場合は，必ず読替先を確認の上，申請用フォームから申請してください。　※網掛け部分は申請不可

2016(平成28)～2020(令和2)年度
入学者読替先

2015(平成27)年度以前
入学者読替先


