
R3.10.1

時間割
コード

曜日 講時 授業題目名 担当教員 対象

講義室
（対面授業及
び遠隔受講

用）

授業実施方法
（第１回目）

授業実施方法
（第２回目
の予定）

授業実施方法
（第３回目以降

の予定）
学生への周知方法等

0020101 月曜日 1･2 古代・中世日本の社会 衣川　仁 全 ５－２０１ Zoom Zoom 遠隔(L) manaba[コースニュース]

0020102 月曜日 1･2 沖縄社会文化論 高橋　晋一 全 ４－３０１ Zoom Zoom 遠隔(L)
教務システム[講義連絡,メッセー
ジ],manaba[コースニュース]

0020103 月曜日 1･2 20世紀後半の中国 荒武　達朗 全 ４－２０５ Teams Teams 対面
教務システム[講義連絡,メッセー
ジ],manaba[コースニュース]

0020104 月曜日 1･2 考古学概論Ⅱ 中村　豊 全 ４－４０４ Zoom manaba 遠隔(L･O) manaba[コースニュース]

0020301 月曜日 1･2 日本国憲法 木村　正 全 ４－２０１ manaba manaba 対面 manaba[コースニュース]

0020701 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 ５－４０１
Zoom,manaba,遠

隔(O)
Zoom,manaba,遠

隔(O)
対面,遠隔(L･O)

教務システム[講義連絡],manaba[コー
スニュース]

0020801 月曜日 1･2 大学とイノベーション 山口　裕之 全 ４－４０１ Zoom,manaba Zoom,manaba 遠隔(L)
教務システム[講義連絡,メッセー
ジ],manaba[コースニュース]

0021401 月曜日 1･2 基礎物理学・電磁気学概論 犬飼　宗弘
理工(情光)１

年
５－３０２・

３０３
Teams 遠隔(O) 対面,遠隔(L･O) manaba[コースニュース]

0022201 月曜日 1･2 主題別英語 内山　八郎
医(放・検)２

年
４－３０２ Zoom Zoom

遠隔(L),状況に
より対面

教務システム[講義連絡]

0022202 月曜日 1･2 主題別英語 田久保　浩
医(放・検)２

年
４－２０２ Zoom Zoom 対面,遠隔(L) manaba[コースニュース]

0022301 月曜日 1･2 発信型英語
フロレス　デ
イビッド

総科Ｂ２年 ４－３０５ Zoom Zoom 対面 manaba[コースニュース]

0022302 月曜日 1･2 発信型英語
パトリック
ジェフリー

総科Ｂ２年 ４－３０４ 対面 対面 対面 教務システム[メッセージ]

0022303 月曜日 1･2 発信型英語
早内　ジュ
ディス

総科Ｄ２年 ４－２０４ Zoom Zoom 遠隔(L･O)
教務システム[講義連絡],manaba[コー

スニュース]

0022304 月曜日 1･2 発信型英語
ニムチャック
アーレン

総科Ｄ２年 ４－３０３ Zoom Zoom 遠隔(L) 教務システム[講義連絡]

0022305 月曜日 1･2 発信型英語 座喜　純 医(看)２年 ４－２０３ Zoom,manaba Zoom,manaba 遠隔(L) manaba[コースニュース]

0022306 月曜日 1･2 発信型英語
マドックス
ノトリー　マ

シュー
医(看)２年 ４－４０２ Zoom Zoom 未定 manaba[コースニュース]

0022307 月曜日 1･2 発信型英語 木里　恭子 医(看)２年 Ｋ５０５ manaba manaba 遠隔(O)
教務システム[メッセー

ジ],manaba[コースニュース]

0020201 月曜日 3･4 地球外生命研究は、科学か？ 大薮　進喜 全
５－３０２・

３０３
Teams 未定 対面,遠隔(L･O)

教務システム[講義連絡],manaba[コー
スニュース]

0020202 月曜日 3･4 自然保護論 佐藤　征弥 全 ４－３０１ Teams Teams,対面 対面,遠隔(L)
教務システム[メッセー

ジ],manaba[コースニュース]

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 ４－２０１ Teams Teams 遠隔(L) 教務システム[メッセージ]

0020802 月曜日 3･4 空間情報論入門 塚本　章宏 全 ４－３０３ manaba,遠隔(O) manaba,遠隔(O) 遠隔(O) manaba[コースニュース]

0020803 月曜日 3･4
大学教育と自身の学びを再考す
る

吉田　博 全 ４－４０２
Zoom,BCPレベルが下
がればハイフレック

スで実施

Zoom,BCPレベルが下
がればハイフレック

スで実施
対面,遠隔(L･O)

教務システム[メッセー
ジ],manaba[コースニュース]

0020804 月曜日 3･4 データサイエンスへの誘い 石田　基広 全 ５－２０１ Teams,manaba manaba,遠隔(O) 遠隔(L･O)
教務システム[メッセー

ジ],manaba[コースニュース]

0020901 月曜日 3･4 日本農業を考える 中澤　慶久 全 ５－４０１ Zoom,遠隔(O)
Zoom,manaba,遠

隔(O)
対面,遠隔(O) 教務システム[メッセージ]

0020902 月曜日 3･4 埋もれた文化遺産Ⅱ 中村　豊 全 ４－４０４ Zoom Zoom 対面,遠隔(L･O) manaba[コースニュース]

0022001 月曜日 3･4 情報科学入門 宇野　剛史 医(栄)１年 (情)202AB
情報科学入門の共通
コンテンツである動

画を利用
Teams,manaba 遠隔(L)

教務システム[講義連絡,メッセー
ジ],manaba[コースニュース]

0022002 月曜日 3･4 情報科学入門 蓮沼　徹
歯(歯・口)１

年
Ｋ－ＣＡＬＬ manaba,遠隔(O) manaba,遠隔(O) 遠隔(O) manaba[コースニュース]

0020501 月曜日 5･6 ウェルネス総合演習 羅　成圭
薬１年，理工
(社デ)１年

５－２０１ Zoom
対面（優先）もし
くはオンラインで

の実習
対面,遠隔(L) 教務システム[メッセージ]

0020502 月曜日 5･6 ウェルネス総合演習 西本 浩章
薬１年，理工
(社デ)１年

５－４０１ Zoom Zoom,対面 対面,遠隔(L) 教務システム[メッセージ]

0021301 月曜日 5･6 統計学 大橋　守 薬２年
５－３０２・

３０３
manaba manaba 対面,遠隔(O)

教務システム[講義連絡],manaba[コー
スニュース]

0021601 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(歯)１年 ４－２０１ 対面 対面 対面
教務システム[メッセー

ジ],manaba[コースニュース]

0021701 月曜日 5･6 基礎化学実験 南川　慶二 工(化)
３－化学実験

室
manaba,遠隔(O)

manaba,遠隔
(O),対面

対面
教務システム[メッセー

ジ],manaba[コースニュース]

令和３年度後期　教養教育科目の授業実施方法一覧

※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。
　表中の空欄箇所は現在確認中のため，詳細が決まり次第お知らせします。
※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。
※大学から遠隔授業を受講する場合，または対面授業を受講する場合は，指定の講義室で受講してください。

９/２９(水)～当面の間はＢＣＰレベル２のため，原則遠隔で実施します。
承認を受けた授業のみ，対面で実施します。授業方法は授業担当教員の指示に従ってください。

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）・・ライブ・オンデマンド併用の授業



R3.10.1

時間割
コード

曜日 講時 授業題目名 担当教員 対象

講義室
（対面授業及
び遠隔受講

用）

授業実施方法
（第１回目）

授業実施方法
（第２回目
の予定）

授業実施方法
（第３回目以降

の予定）
学生への周知方法等

令和３年度後期　教養教育科目の授業実施方法一覧

※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。
　表中の空欄箇所は現在確認中のため，詳細が決まり次第お知らせします。
※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。
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９/２９(水)～当面の間はＢＣＰレベル２のため，原則遠隔で実施します。
承認を受けた授業のみ，対面で実施します。授業方法は授業担当教員の指示に従ってください。
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　遠隔（L・O）・・ライブ・オンデマンド併用の授業

0021702 月曜日 5･6 基礎化学実験 宇都　義浩 生資１年
(化)学生実験

室
Teams 対面 対面,遠隔(L･O)

教務システム[メッセー
ジ],manaba[コースニュース]

0022203 月曜日 5･6 主題別英語 米原　晶子 総科１年 ４－４０４ Zoom Zoom 対面,遠隔(L)
教務システム[メッセー

ジ],manaba[コースニュース]

0022204 月曜日 5･6 主題別英語 山森　直人 総科１年 Ｋ－ＣＡＬＬ Zoom,manaba 対面 対面,遠隔(L)
教務システム[メッセー

ジ],manaba[コースニュース]

0022205 月曜日 5･6 主題別英語 木里　恭子 医(栄)１年 Ｋ５０５ manaba manaba 遠隔(O)
教務システム[メッセー

ジ],manaba[コースニュース]

0022501 月曜日 5･6 ドイツ語初級Ⅰ
SCHIEDGES

OLAF
総科Ａ１年 ４－３０４

0022701 月曜日 5･6 フランス語初級Ⅰ 田中　佳 総科Ａ１年 ４－３０３ Zoom Zoom 対面 manaba[コースニュース]

0022901 月曜日 5･6 中国語初級Ⅱ 新田　元規 総科Ａ１年 ４－２０２ Zoom Zoom 対面,遠隔(L) manaba[コースニュース]

0022902 月曜日 5･6 中国語初級Ⅰ 施　国恩 総科Ｂ１年 ４－４０２ Zoom Zoom 対面,遠隔(L)
教務システム[メッセー

ジ],manaba[コースニュース]

0020105 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 ４－３０５ Teams Teams 対面
教務システム[メッセー

ジ],manaba[コースニュース]

0020318 月曜日 7･8 日本国憲法 柴田　尭史 全
５－３０２・

３０３
遠隔(O) 遠隔(O) 遠隔(O) manaba[コースニュース]

0020503 月曜日 7･8 ウェルネス総合演習 中塚　健太郎
理工(応化・
電気)１年

５－３０１ manaba,対面 manaba,対面 対面 manaba[コースニュース]

0020504 月曜日 7･8 ウェルネス総合演習 山口　鉄生
理工(応化・
電気)１年

５－４０１ Zoom Zoom 遠隔(L)
教務システム[メッセー

ジ],manaba[コースニュース]

0021302 月曜日 7･8 線形代数学Ⅱ 白根　竹人
理工(情光Ａ)

１年
４－２０１ Teams,manaba Teams,manaba 対面,遠隔(O) manaba[コースニュース]

0021303 月曜日 7･8 線形代数学Ⅱ 片山　真一
理工(情光Ｂ)

１年
４－３０１

manaba,遠隔
(O),対面

manaba,遠隔
(O),対面

対面,遠隔(O) 教務システム[講義連絡,メッセージ]

0022101 月曜日 7･8 基盤英語 山森　直人 医(医)１年 Ｋ－ＣＡＬＬ Zoom,manaba 対面 対面,遠隔(L)
教務システム[メッセー

ジ],manaba[コースニュース]

0022102 月曜日 7･8 基盤英語 山田　仁子 医(医)１年 ４－４０２ Zoom Zoom,manaba 遠隔(L)
教務システム[講義連絡],manaba[コー

スニュース]

0022103 月曜日 7･8 基盤英語 内山　八郎 医(医)１年 ４－２０２ Zoom Zoom
遠隔(L),状況に

より対面
教務システム[講義連絡]

0022209 月曜日 7･8 主題別英語 宮田　政徳
理工(機械)１

年
４－４０４ Zoom Zoom 対面 教務システム[講義連絡]

0022210 月曜日 7･8 主題別英語 木里　恭子
理工(機械)１

年
Ｋ５０５ manaba manaba 遠隔(O)

教務システム[メッセー
ジ],manaba[コースニュース]

0022211 月曜日 7･8 主題別英語 樋口　友乃
理工(機械)１

年
４－３０２ manaba manaba 遠隔(O) manaba[コースニュース]

0022401 月曜日 7･8 ドイツ語入門 今井　晋哉
医(栄)１年，
歯(口)１年

５－２０１ Zoom,遠隔(O) Zoom,遠隔(O) 対面,遠隔(O) manaba[コースニュース]

0022502 月曜日 7･8 ドイツ語初級Ⅰ 井戸　慶治 歯(歯)１年 ４－２０４ manaba manaba 対面,遠隔(O) manaba[コースニュース]

0022503 月曜日 7･8 ドイツ語初級
ヘルベルト
ヴォルフガン

グ
薬Ａ２年 ４－３０４ 対面 遠隔(O) 対面,遠隔(L･O) manaba[コースニュース]

0022504 月曜日 7･8 ドイツ語初級 張　錦惠 薬Ｂ２年 ４－４０１ Teams Teams 遠隔(L)
教務システム[講義連絡,メッセー
ジ],manaba[コースニュース]

0023001 月曜日 7･8 日本語2 遠藤　かおり 留 ４－２０５ Zoom Zoom 対面,遠隔(L)
教務システム[講義連絡],manaba[コー

スニュース]

0020106 月曜日 9･10 空海と歩く〜歩き遍路の世界〜 田中　俊夫 全 ４－３０５ 遠隔(O) 遠隔(O) 対面,遠隔(L･O) 教務システム[メッセージ]

0020203 月曜日 9･10
生命現象・生体材料とバイオミ
メティクス

南川　慶二 全 ４－４０４ 遠隔(O) 遠隔(O) 遠隔(O)
教務システム[メッセー

ジ],manaba[コースニュース]

0020303 月曜日 9･10 映画でわかる平和と民主主義 饗場　和彦 全 ４－２０１ Zoom 対面 対面,遠隔(L･O) manaba[コースニュース]

0020401 月曜日 9･10 地震・火山災害を防ぐ 西山　賢一 全 ４－３０１ manaba,遠隔(O) manaba,遠隔(O) 遠隔(O) manaba[コースニュース]

0020903 月曜日 9･10 地球環境と持続可能な社会 齊藤　隆仁 全 ４－４０１ manaba,遠隔(O)
Zoom,manaba,遠

隔(O)
遠隔(L･O)

教務システム[講義連絡],manaba[コー
スニュース]

0022402 月曜日 9･10 ドイツ語入門
SCHIEDGES

OLAF
医(医Ａ)１年 ４－２０２

0022403 月曜日 9･10 ドイツ語入門 城本　春佳 医(医Ｂ)１年 ４－３０２ Zoom Zoom 対面 manaba[コースニュース]



R3.10.1

時間割
コード

曜日 講時 授業題目名 担当教員 対象

講義室
（対面授業及
び遠隔受講

用）

授業実施方法
（第１回目）

授業実施方法
（第２回目
の予定）

授業実施方法
（第３回目以降

の予定）
学生への周知方法等

令和３年度後期　教養教育科目の授業実施方法一覧

※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。
　表中の空欄箇所は現在確認中のため，詳細が決まり次第お知らせします。
※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。
※大学から遠隔授業を受講する場合，または対面授業を受講する場合は，指定の講義室で受講してください。
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　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）・・ライブ・オンデマンド併用の授業

0022404 月曜日 9･10 ドイツ語入門 今井　晋哉
理工(情光)１

年
５－２０１

Zoom,manaba,遠
隔(O)

Zoom,manaba,遠
隔(O)

対面,遠隔(O)
教務システム[メッセー

ジ],manaba[コースニュース]

0022702 月曜日 9･10 フランス語初級Ⅰ 田島　俊郎 歯(歯)１年 ４－４０２ 対面 対面

0022801 月曜日 9･10 中国語入門 范　莉馨

医(栄Ａ)１年，
歯(口Ａ)１年，
理工(情光Ａ)１

年

５－３０１ 遠隔(O) 遠隔(O) 対面,遠隔(O) 教務システム[メッセージ]

0022802 月曜日 9･10 中国語入門 大村　和人

医(栄Ｂ)１年，
歯(口Ｂ)１年，
理工(情光Ｂ)１

年

５－４０１ Zoom Zoom 対面,遠隔(L)
教務システム[メッセー

ジ],manaba[コースニュース]

0022903 月曜日 9･10 中国語初級Ⅱ 新田　元規 歯(歯)１年 ４－３０４ Zoom Zoom 対面, 遠隔(L) manaba[コースニュース]

0023002 月曜日 9･10 日本語4 清藤　隆春 留 ４－２０５ Zoom Zoom 対面 教務システム[メッセージ]

0040301 月曜日 13･14 日本国憲法 柴田　尭史 夜間主(全) ４－２０１ 遠隔(O) 遠隔(O) 遠隔(O) manaba[コースニュース]

0040901 月曜日 13･14 地球環境と持続可能な社会 齊藤　隆仁 夜間主(全) ４－２０２ manaba,遠隔(O)
Zoom,manaba,遠

隔(O)
遠隔(L･O)

教務システム[講義連絡],manaba[コー
スニュース]

0020107 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 ４－３０２ 遠隔(O) 遠隔(O) 遠隔(O)
教務システム[講義連絡],manaba[コー

スニュース]

0020204 火曜日 1･2 心理学初歩 山本　哲也 全 ４－３０１ 遠隔(O) 遠隔(O) 遠隔(O) 教務システム[講義連絡]

0020205 火曜日 1･2 生命科学と現代社会 渡部　稔 全 ５－４０１ Teams manaba 対面,遠隔(L･O)
教務システム[メッセー

ジ],manaba[コースニュース]

0020304 火曜日 1･2 元記者が語るジャーナリズム論 饗場　和彦 全 ４－２０４ Zoom 対面 対面,遠隔(L･O) manaba[コースニュース]

0020402 火曜日 1･2 生活と化学 上野　雅晴 全
５－３０２・

３０３
Teams Teams 遠隔(L)

教務システム[講義連絡],manaba[コー
スニュース]

0020403 火曜日 1･2 プレートテクトニクス 青矢　睦月 全 ４－４０１ Teams,遠隔(O) Teams,遠隔(O) 遠隔(L･O)
教務システム[メッセー

ジ],manaba[コースニュース]

0020404 火曜日 1･2 情報メディアと教育 金西　計英 全 ５－２０１
ハイブリッド形

式
ハイブリッド形

式

0020805 火曜日 1･2 ICTとイノベーション 油井　毅 全 ４－３０２ Teams Teams 遠隔(L) 教務システム[メッセージ]

0020806 火曜日 1･2 データサイエンスへの誘い 大薮　進喜 全 ４－２０１ Teams Teams 対面,遠隔(L･O)
教務システム[講義連絡],manaba[コー

スニュース]

0022212 火曜日 1･2 主題別英語 服部　恒太
理工(機械)２

年
Ｋ－ＣＡＬＬ Zoom manaba 遠隔(L) manaba[コースニュース]

0022213 火曜日 1･2 主題別英語 田久保　浩
理工(機械)２

年
４－２０２ Zoom Zoom 対面,遠隔(L) manaba[コースニュース]

0022214 火曜日 1･2 主題別英語
ニムチャック
アーレン

理工(機械)２
年

４－３０４ Zoom Zoom 遠隔(L) 教務システム[講義連絡]

0022308 火曜日 1･2 発信型英語 三宅　恵美
理工(社デ)２

年
４－２０３ Teams Teams 遠隔(L･O) manaba[コースニュース]

0022309 火曜日 1･2 発信型英語 座喜　純
理工(社デ)２

年
４－２０５ Zoom,manaba Zoom,manaba 遠隔(L) manaba[コースニュース]

0022310 火曜日 1･2 発信型英語
小笠原　麻衣

子
理工(社デ)２

年
４－４０４ Zoom Zoom 対面,遠隔(L･O) manaba[コースニュース]

0022311 火曜日 1･2 発信型英語 坂田　浩
理工(社デ)２

年
５－３０１ Zoom Zoom 対面,遠隔(L･O) manaba[コースニュース]

0022312 火曜日 1･2 発信型英語
早内　ジュ
ディス

理工(応化)２
年

４－４０２ Zoom Zoom 対面,遠隔(L･O)
教務システム[講義連絡],manaba[コー

スニュース]

0022313 火曜日 1･2 発信型英語 内山　八郎
理工(応化)２

年
４－３０５ Zoom Zoom

遠隔(L),状況に
より対面

教務システム[講義連絡]

0022314 火曜日 1･2 発信型英語
フロスト　ダ

ニエル
理工(応化)２

年
４－３０３ Zoom,対面 Zoom,対面 対面 教務システム[講義連絡]

0022315 火曜日 1･2 発信型英語
マクドナルド
アンガス

理工(応化)２
年

４－４０３ manaba,遠隔(O) manaba,遠隔(O) 遠隔(L･O) manaba[コースニュース]

0020505 火曜日 3･4 ウェルネス総合演習 佐竹　昌之 全 ５－２０１ manaba,遠隔(O) 対面 対面
教務システム[メッセー

ジ],manaba[コースニュース]

0020506 火曜日 3･4 ウェルネス総合演習 羅　成圭 全 ５－４０１ Zoom
対面（優先）も
しくはオンライ

ンでの実習
対面,遠隔(L) 教務システム[メッセージ]

0021304 火曜日 3･4 微分積分学Ⅱ 大渕　朗
理工(情光Ａ)

１年
５－３０２・

３０３
Teams 遠隔(O) 遠隔(O) 教務システム[メッセージ]

0021305 火曜日 3･4 微分積分学Ⅱ 宇野　剛史
理工(情光Ｂ)

１年
４－３０１ Teams,manaba Teams,manaba 遠隔(L)

教務システム[講義連絡,メッセー
ジ],manaba[コースニュース]



R3.10.1

時間割
コード

曜日 講時 授業題目名 担当教員 対象

講義室
（対面授業及
び遠隔受講

用）

授業実施方法
（第１回目）

授業実施方法
（第２回目
の予定）

授業実施方法
（第３回目以降

の予定）
学生への周知方法等

令和３年度後期　教養教育科目の授業実施方法一覧

※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。
　表中の空欄箇所は現在確認中のため，詳細が決まり次第お知らせします。
※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。
※大学から遠隔授業を受講する場合，または対面授業を受講する場合は，指定の講義室で受講してください。

９/２９(水)～当面の間はＢＣＰレベル２のため，原則遠隔で実施します。
承認を受けた授業のみ，対面で実施します。授業方法は授業担当教員の指示に従ってください。

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）・・ライブ・オンデマンド併用の授業

0021402 火曜日 3･4 基礎物理学Ⅱ・物理学概論 伏見　賢一 医(医)１年 ４－２０１ Teams Teams 対面,遠隔(L･O)
教務システム[講義連絡,メッセー
ジ],manaba[コースニュース]

0022215 火曜日 3･4 主題別英語
早内　ジュ
ディス

総科１年 ４－４０２ Zoom Zoom 対面,遠隔(L･O)
教務システム[講義連絡],manaba[コー

スニュース]

0022216 火曜日 3･4 主題別英語 三宅　恵美 総科１年 ４－２０３ Teams Teams 遠隔(L･O) manaba[コースニュース]

0022217 火曜日 3･4 主題別英語
フロスト　ダ

ニエル
総科１年 ４－３０３ Zoom,対面 Zoom,対面 対面 教務システム[講義連絡]

0022218 火曜日 3･4 主題別英語
小笠原　麻衣

子
歯(歯・口)１

年
４－４０４ Zoom Zoom 対面,遠隔(L･O) manaba[コースニュース]

0022405 火曜日 3･4 ドイツ語入門 最上　英明
医(放・検)１

年
４－３０４ Zoom Zoom 遠隔(L) 教務システム[メッセージ]

0022406 火曜日 3･4 ドイツ語入門 熊坂　元大 薬Ａ１年 ４－３０５ Teams Teams 遠隔(L)
教務システム[講義連絡,メッセー
ジ],manaba[コースニュース]

0022407 火曜日 3･4 ドイツ語入門 張　錦惠 薬Ｂ１年 ４－４０３ Teams Teams 遠隔(L)
教務システム[講義連絡,メッセー
ジ],manaba[コースニュース]

0022505 火曜日 3･4 ドイツ語初級Ⅰ
SCHIEDGES

OLAF
総科Ｂ１年 ４－２０２

0022703 火曜日 3･4 フランス語初級Ⅰ 田島　俊郎 総科Ｂ１年 ４－２０４ 対面 対面

0022803 火曜日 3･4 中国語入門 施　国恩 医(保)１年 ４－４０１ Zoom Zoom 対面,遠隔(L)
教務システム[メッセー

ジ],manaba[コースニュース]

0022904 火曜日 3･4 中国語初級Ⅰ 范　莉馨 総科Ｃ１年 ４－３０２ 遠隔(O) 遠隔(O) 対面,遠隔(O) 教務システム[メッセージ]

0020702 火曜日 5･6
Global Politics of Language,
Race, and Culture

カイザー　メ
イガン　レ

ネー
全 ４－２０４ Zoom Zoom 遠隔(L) 教務システム[講義連絡,メッセージ]

0021403 火曜日 5･6 基礎物理学Ⅱ・物理学概論 古屋　玲 歯(歯)１年 ４－３０１ Zoom Zoom 遠隔(L･O)
教務システム[講義連絡],manaba[コー

スニュース]

0021404 火曜日 5･6 基礎物理学・電磁気学概論 井澤　健一
理工(機械)１

年
４－２０１ Teams Teams 遠隔(L) 教務システム[講義連絡]

0021405 火曜日 5･6 基礎物理学・電磁気学概論 岸本　豊
理工(電気)１

年
５－３０２・

３０３
Teams Teams 対面 教務システム[講義連絡]

0021703 火曜日 5･6 基礎化学実験 小笠原　正道 医(栄)１年
３－化学実験
室・５－４０

１
対面 対面 対面 教務システム[講義連絡]

0022219 火曜日 5･6 主題別英語 藤滝　香織 医(保)１年 ４－３０２ Zoom,manaba Zoom 対面,遠隔(L) manaba[コースニュース]

0022220 火曜日 5･6 主題別英語 樋口　友乃 医(保)１年 ４－３０３ manaba manaba 遠隔(O) manaba[コースニュース]

0022221 火曜日 5･6 主題別英語 内山　八郎 医(保)１年 ４－３０５ Zoom Zoom
遠隔(L),状況に

より対面
教務システム[講義連絡]

0022222 火曜日 5･6 主題別英語
早内　ジュ
ディス

薬１年 ４－４０２ Zoom Zoom 対面,遠隔(L･O)
教務システム[講義連絡],manaba[コー

スニュース]

0022223 火曜日 5･6 主題別英語 山田　仁子 薬１年 ４－４０４ Zoom Zoom,manaba 遠隔(L)
教務システム[講義連絡],manaba[コー

スニュース]

0020405 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

理工(応化)１
年，夜間主(応

化)１年

５－３０２・
３０３

Teams 遠隔(O) 遠隔(L･O) manaba[コースニュース]

0020507 火曜日 7･8 ウェルネス総合演習 羅　成圭
医(保)１年，歯
(口)１年，理工

(応理)１年
５－２０１ Zoom

対面（優先）もしくは
オンラインでの講義
（グループワーク）

対面,遠隔(L) 教務システム[メッセージ]

0020508 火曜日 7･8 ウェルネス総合演習 三浦　哉
医(保)１年，歯
(口)１年，理工

(応理)１年
５－３０１ 遠隔(O) 対面 対面

教務システム[メッセー
ジ],manaba[コースニュース]

0020703 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

カイザー　メ
イガン　レ

ネー
全 ４－２０４ Zoom Zoom 遠隔(L) 教務システム[講義連絡,メッセージ]

0021306 火曜日 7･8 統計学 守安　一峰 歯(歯)１年 ４－２０１ 遠隔(O) 遠隔(O) 対面,遠隔(L･O)
教務システム[メッセー

ジ],manaba[コースニュース]

0022316 火曜日 7･8 発信型英語 服部　恒太 総科Ａ２年 Ｋ－ＣＡＬＬ Zoom Zoom 遠隔(L) manaba[コースニュース]

0022317 火曜日 7･8 発信型英語 藤滝　香織 総科Ａ２年 ４－３０２ Zoom,manaba Zoom 対面,遠隔(L) manaba[コースニュース]

0022318 火曜日 7･8 発信型英語
早内　ジュ
ディス

総科Ｃ２年 ４－４０２ Zoom Zoom 対面,遠隔(L･O)
教務システム[講義連絡],manaba[コー

スニュース]

0022319 火曜日 7･8 発信型英語
パトリック
ジェフリー

総科Ｃ２年 ４－２０３ Zoom Zoom 対面 教務システム[メッセージ]

0022320 火曜日 7･8 発信型英語 座喜　純
理工(応理)２

年
４－３０５ Zoom,manaba Zoom,manaba 遠隔(L) manaba[コースニュース]



R3.10.1

時間割
コード

曜日 講時 授業題目名 担当教員 対象

講義室
（対面授業及
び遠隔受講

用）

授業実施方法
（第１回目）

授業実施方法
（第２回目
の予定）

授業実施方法
（第３回目以降

の予定）
学生への周知方法等

令和３年度後期　教養教育科目の授業実施方法一覧

※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。
　表中の空欄箇所は現在確認中のため，詳細が決まり次第お知らせします。
※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。
※大学から遠隔授業を受講する場合，または対面授業を受講する場合は，指定の講義室で受講してください。

９/２９(水)～当面の間はＢＣＰレベル２のため，原則遠隔で実施します。
承認を受けた授業のみ，対面で実施します。授業方法は授業担当教員の指示に従ってください。

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）・・ライブ・オンデマンド併用の授業

0022321 火曜日 7･8 発信型英語 坂田　浩
理工(応理)２

年
４－２０２ Zoom Zoom 対面,遠隔(L･O) manaba[コースニュース]

0022322 火曜日 7･8 発信型英語
マクドナルド
アンガス

理工(応理)２
年

４－３０４ manaba,遠隔(O) manaba,遠隔(O) 遠隔(L･O) manaba[コースニュース]

0023003 火曜日 7･8 日本語8 三隅　友子 留 ４－２０５ Zoom Zoom 遠隔(L) manaba[コースニュース]

0020108 火曜日 9･10 技術者・科学者の倫理 中村　浩一
理工(応理),夜間
主(応理)※2019
年度以前入学者

４－３０３

0020305 火曜日 9･10 都市の人間関係 矢部　拓也 全 ４－４０４ Zoom Zoom 遠隔(L･O) manaba[コースニュース]

0020306 火曜日 9･10
情報社会と法――インターネッ
ト法入門

柴田　尭史 全 ４－２０１ 遠隔(O) 遠隔(O) 遠隔(O) manaba[コースニュース]

0020406 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 ４－３０１ Zoom Zoom 遠隔(L･O)
教務システム[講義連絡],manaba[コー

スニュース]

0021602 火曜日 9･10 基礎化学概論 武田　清
理工(社デ)１年，夜
間主(社デ)１年，再
履修(夜間主(応理))

５－３０２・
３０３

manaba,遠隔(O) manaba,遠隔(O) 対面,遠隔(L･O) 教務システム[講義連絡]

0022408 火曜日 9･10 ドイツ語入門 最上　英明 医(看)１年 ４－３０２ Zoom Zoom 遠隔(L) 教務システム[メッセージ]

0022506 火曜日 9･10 ドイツ語初級Ⅱ 今井　晋哉 歯(歯)１年 ４－２０２
Zoom,manaba,遠

隔(O)
Zoom,manaba,遠

隔(O)
対面,遠隔(O)

教務システム[メッセー
ジ],manaba[コースニュース]

0022704 火曜日 9･10 フランス語初級Ⅱ 田中　佳 歯(歯)１年 ４－２０４ Zoom Zoom 対面,遠隔(L) manaba[コースニュース]

0022804 火曜日 9･10 中国語入門 大村　和人
医(医)１年，

薬１年
５－４０１ Zoom Zoom 対面,遠隔(L)

教務システム[メッセー
ジ],manaba[コースニュース]

0022905 火曜日 9･10 中国語初級Ⅰ 施　国恩 歯(歯)１年 ４－４０１ Zoom Zoom 対面,遠隔(L)
教務システム[メッセー

ジ],manaba[コースニュース]

0023004 火曜日 9･10 日本語6 橋本　智 留 Ｋ－ＣＡＬＬ Zoom 未定 未定 教務システム[メッセージ]

0042201 火曜日 11･12 主題別英語
マーンズ　ト

レバー
夜間主Ａ１年 ４－３０２

0042202 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Ｂ１年 ４－２０２ Zoom Zoom 未定 manaba[コースニュース]

0041301 火曜日 13･14 線形代数学Ⅱ 蓮沼　徹
夜間主(全)１

年
４－２０１ manaba,遠隔(O) manaba,遠隔(O)

未定（アンケー
ト実施予定）

manaba[コースニュース]

0042301 火曜日 13･14 発信型英語
パトリック
ジェフリー

夜間主(全)２
年

４－２０２ Zoom Zoom 対面 教務システム[メッセージ]

0020807 水曜日 1･2
「ニーズ」からの医療機器開発
入門

北岡　和義 全 ５－２０１ Zoom Zoom 対面,遠隔(L) 教務システム[メッセージ]

0021307 水曜日 1･2 線形代数学Ⅱ 村上　公一
理工(社デ)１

年
５－３０２・

３０３
manaba,遠隔(O) 対面 対面 教務システム[講義連絡]

0021308 水曜日 1･2 線形代数学Ⅱ 片山　真一
理工(応化)１

年
４－３０１

manaba,遠隔
(O),対面

manaba,遠隔
(O),対面

対面,遠隔(O) 教務システム[講義連絡,メッセージ]

0022224 水曜日 1･2 主題別英語
ラックストン
ロバート

総科１年 ４－３０２ Zoom Zoom 対面 manaba[コースニュース]

0022225 水曜日 1･2 主題別英語
フェネリー
マーク

総科１年 ４－２０２ Zoom,manaba Zoom,manaba 対面
教務システム[メッセー

ジ],manaba[コースニュース]

0022226 水曜日 1･2 主題別英語 宮田　政徳
理工(応理)１

年
４－４０２ Zoom Zoom 対面 教務システム[講義連絡]

0022227 水曜日 1･2 主題別英語
マーシェソ
ジェラード

理工(応理)１
年

４－３０４ 対面 対面 対面
教務システム[メッセー

ジ],manaba[コースニュース]

0022507 水曜日 1･2 ドイツ語初級Ⅱ 依岡　隆児 総科Ａ１年 ４－３０５ Teams Teams 対面
教務システム[メッセー

ジ],manaba[コースニュース]

0022705 水曜日 1･2 フランス語初級Ⅱ 田中　佳 総科Ａ１年 ４－２０４ Zoom Zoom 対面 manaba[コースニュース]

0022906 水曜日 1･2 中国語初級Ⅰ 范　莉馨 総科Ａ１年 ４－４０４ 遠隔(O) 遠隔(O) 対面,遠隔(O) 教務システム[メッセージ]

0022907 水曜日 1･2 中国語初級Ⅱ 大村　和人 総科Ｂ１年 ５－４０１ Zoom Zoom 対面,遠隔(L)
教務システム[メッセー

ジ],manaba[コースニュース]

0020109 水曜日 3･4 フィールドワーク入門Ⅱ 内藤　直樹 全 ４－３０１ Zoom Zoom 遠隔(O) manaba[コースニュース]

0020110 水曜日 3･4
日本古典文学『蜻蛉日記』を読
む

堤　和博 全 ４－４０３ Zoom Zoom 対面
教務システム[メッセー

ジ],manaba[コースニュース]

0020206 水曜日 3･4 生体の統合機能 志内　哲也 全 ４－４０１ Teams,manaba Teams,manaba

遠隔ライブを基
本とするが、で
きるだけ学生の
希望に沿うよう

manaba[コースニュース]
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　遠隔（L・O）・・ライブ・オンデマンド併用の授業

0020307 水曜日 3･4 現代社会と法 上原　克之 全 ５－３０１ Zoom Zoom 対面,遠隔(L) manaba[コースニュース]

0020308 水曜日 3･4 会社法入門 清水　真人 全 ４－２０４ 遠隔(O) 遠隔(O) 遠隔(O) manaba[コースニュース]

0020601 水曜日 3･4 日本事情Ⅱ 三隅　友子 留 ４－２０５ Zoom Zoom 遠隔(L) manaba[コースニュース]

0020704 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 ５－４０１ Zoom,manaba Zoom,manaba 対面,遠隔(L)
教務システム[講義連絡],manaba[コー

スニュース]

0020705 水曜日 3･4 貧困の経済学 趙　タン 全
５－３０２・

３０３
Teams manaba 遠隔(L･O) 教務システム[メッセージ]

0020808 水曜日 3･4 環境とバイオテクノロジー 平田　章 全 ５－２０１ Zoom Zoom 遠隔(L)
教務システム[講義連絡],manaba[コー

スニュース]

0020810 水曜日 3･4
グラフィック・ファシリテー
ション入門

玉有　朋子 全 Zoom Zoom 遠隔(L･O) manaba[コースニュース]

0021001 水曜日 3･4 臨床心理学 山本　真由美 全 Teams Teams 遠隔(L)
教務システム[メッセー

ジ],manaba[コースニュース]

0021002 水曜日 3･4 医と法・倫理 西村　明儒 全
(医)基礎第一

講義室
Teams Teams 遠隔(L) manaba[コースニュース]

0021309 水曜日 3･4 線形代数学Ⅱ 小野　公輔
理工(応理)１

年
４－２０１ manaba 対面 対面 manaba[コースニュース]

0022003 水曜日 3･4 情報科学入門 松本　和幸
理工(情光Ａ)

１年
(情)301

Teams,manaba,
遠隔(O)

Teams,manaba,
遠隔(O)

対面,遠隔(L･O)
教務システム[講義連絡,メッセー
ジ],manaba[コースニュース]

0022004 水曜日 3･4 情報科学入門 伊藤　伸一
理工(情光Ｂ)

１年
(情)301 Teams,遠隔(O) Teams 遠隔(L･O)

教務システム[講義連絡],manaba[コー
スニュース]

0022228 水曜日 3･4 主題別英語 山田　紀美 生資２年 ４－２０２ Zoom Zoom 対面 教務システム[講義連絡]

0022229 水曜日 3･4 主題別英語 宮田　政徳 生資２年 ４－４０２ Zoom Zoom 対面 教務システム[講義連絡]

0022230 水曜日 3･4 主題別英語 木里　恭子
理工(電気)２

年
Ｋ５０５ manaba manaba 遠隔(O)

教務システム[メッセー
ジ],manaba[コースニュース]

0022231 水曜日 3･4 主題別英語 谷川　奈緒子
理工(電気)２

年
４－４０４ Zoom,manaba Zoom,manaba 対面,遠隔(L･O) manaba[コースニュース]

0022232 水曜日 3･4 主題別英語 中島　浩二
理工(電気)２

年
Ｋ－ＣＡＬＬ Zoom Zoom 対面,遠隔(L) manaba[コースニュース]

0022323 水曜日 3･4 発信型英語
フェネリー
マーク

理工(情光)２
年

４－２０３ Zoom,manaba Zoom,manaba 対面
教務システム[メッセー

ジ],manaba[コースニュース]

0022324 水曜日 3･4 発信型英語
パトリック
ジェフリー

理工(情光)２
年

４－３０５ Zoom Zoom 対面,遠隔(L) 教務システム[メッセージ]

0022325 水曜日 3･4 発信型英語 藤滝　香織
理工(情光)２

年
４－３０３ Zoom,manaba Zoom 遠隔(L) manaba[コースニュース]

0022326 水曜日 3･4 発信型英語
マーシェソ
ジェラード

理工(情光)２
年

４－３０４ 対面 対面 対面
教務システム[メッセー

ジ],manaba[コースニュース]

0022327 水曜日 3･4 発信型英語
ラックストン
ロバート

理工(情光)２
年

４－３０２ Zoom Zoom 対面 manaba[コースニュース]

0020309 水曜日 5･6 キャリアプラン 畠　一樹
理工(社デ・
機械)２年

manaba,遠隔(O) manaba,遠隔(O) 遠隔(O)
教務システム[講義連絡],manaba[コー

スニュース],理工学部掲示板

0020509 水曜日 5･6 ウェルネス総合演習 三浦　哉 総科１年 ４－２０２ 遠隔(O) 対面 対面
教務システム[メッセー

ジ],manaba[コースニュース]

0020510 水曜日 5･6 ウェルネス総合演習 西本 浩章 総科１年 ４－４０２ Zoom Zoom 対面,遠隔(L) 教務システム[メッセージ]

0021310 水曜日 5･6 微分積分学Ⅱ 岡本　邦也
理工(機械Ａ)

１年
４－４０１ You Tube You Tube 遠隔(L･O) manaba[コースニュース]

0021311 水曜日 5･6 微分積分学Ⅱ 竹内　敏己
理工(機械
Ｂ・電気Ａ)

１年
４－２０１ manaba,遠隔(O) manaba,遠隔(O)

遠隔(O),状況に
より対面

教務システム[講義連絡]

0021312 水曜日 5･6 微分積分学Ⅱ 白根　竹人
理工(電気Ｂ)

１年
４－３０１ Teams,manaba Teams,manaba 対面,遠隔(O) manaba[コースニュース]

0021406 水曜日 5･6 基礎物理学・電磁気学概論 中村　浩一
理工(応化)１

年
５－３０２・

３０３

0021603 水曜日 5･6 基礎化学Ⅲ・薬の科学 大高　章 薬１年
(薬)第１講義

室
対面 対面 対面 教務システム[メッセージ]

0021901 水曜日 5･6 基礎生物化学実験M 勢井　宏義 医(医)１年
(医)基礎第一

講義室
Zoom,manaba 遠隔(O) 対面,遠隔(L･O) manaba[コースニュース]

0022233 水曜日 5･6 主題別英語
カイザー　メ
イガン　レ

ネー
医(栄)１年 ５－３０１ Zoom Zoom 遠隔(L) 教務システム[講義連絡,メッセージ]
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　遠隔（O)・・オンデマンドで行う授業
　遠隔（L・O）・・ライブ・オンデマンド併用の授業

0022234 水曜日 5･6 主題別英語 谷川　奈緒子
歯(歯・口)１

年
４－４０４ Zoom,manaba Zoom,manaba 対面,遠隔(L･O) manaba[コースニュース]

0022235 水曜日 5･6 主題別英語
パトリック
ジェフリー

理工(社デ)１
年

４－３０５ Zoom Zoom 対面 教務システム[メッセージ]

0022236 水曜日 5･6 主題別英語 山田　紀美
理工(社デ)１

年
４－３０２ Zoom Zoom 対面 教務システム[講義連絡]

0022409 水曜日 5･6 ドイツ語入門 熊坂　元大
理工(応理)１

年
４－３０３ Teams Teams 遠隔(L)

教務システム[講義連絡,メッセー
ジ],manaba[コースニュース]

0022410 水曜日 5･6 ドイツ語入門 張　錦惠 生資Ａ１年 ４－３０４ Teams Teams 遠隔(L)
教務システム[講義連絡,メッセー
ジ],manaba[コースニュース]

0022411 水曜日 5･6 ドイツ語入門 井戸　慶治 生資Ｂ１年 ４－２０５ manaba manaba 対面,遠隔(O) manaba[コースニュース]

0022805 水曜日 5･6 中国語入門 大村　和人
理工(応理)１

年
５－４０１ Zoom Zoom 対面,遠隔(L)

教務システム[メッセー
ジ],manaba[コースニュース]

0022806 水曜日 5･6 中国語入門 范　莉馨 生資１年 ５－２０１ 遠隔(O) 遠隔(O) 対面,遠隔(O) 教務システム[メッセージ]

0020310 水曜日 7･8 キャリアプラン 畠　一樹
理工(応化・
情光)２年

manaba,遠隔(O) manaba,遠隔(O) 遠隔(O)
教務システム[講義連絡],manaba[コー

スニュース],理工学部掲示板

0020511 水曜日 7･8 ウェルネス総合演習 佐竹　昌之
理工(情光)１

年
４－２０２ manaba,遠隔(O) 対面 対面

教務システム[メッセー
ジ],manaba[コースニュース]

0020512 水曜日 7･8 ウェルネス総合演習 西本 浩章
理工(情光)１

年
４－４０２ Zoom 対面 対面,遠隔(L) 教務システム[メッセージ]

0021501 水曜日 7･8 基礎物理学実験 伏見　賢一 歯(歯)１年
３－物理実験
室・スタジオ

Teams Teams 遠隔(L)
教務システム[講義連絡,メッセー
ジ],manaba[コースニュース]

0021801 水曜日 7･8 基礎生物学N 平田　章 医(栄)１年 ５－３０１ Zoom Zoom 遠隔(L)
教務システム[講義連絡],manaba[コー

スニュース]

0022412 水曜日 7･8 ドイツ語入門 井戸　慶治
理工(機械)１

年
４－３０４ manaba manaba 対面,遠隔(O) manaba[コースニュース]

0022413 水曜日 7･8 ドイツ語入門
ヘルベルト
ヴォルフガン

グ

理工(電気)１
年

４－３０５ 対面 遠隔(O) 対面,遠隔(L･O) manaba[コースニュース]

0022807 水曜日 7･8 中国語入門 施　国恩
理工(機械)１

年
４－２０１ Zoom Zoom 対面,遠隔(L)

教務システム[メッセー
ジ],manaba[コースニュース]

0022808 水曜日 7･8 中国語入門 范　莉馨
理工(機械)１
年，夜間主(全)

１年
５－２０１ 遠隔(O) 遠隔(O) 対面,遠隔(O) 教務システム[メッセージ]

0022809 水曜日 7･8 中国語入門 大村　和人
理工(電気Ａ)

１年
５－４０１ Zoom Zoom 対面,遠隔(L)

教務システム[メッセー
ジ],manaba[コースニュース]

0022810 水曜日 7･8 中国語入門 山木　眞理子
理工(電気Ｂ)

１年
４－４０４ Zoom Zoom 遠隔(L)

教務システム[メッセー
ジ],manaba[コースニュース]

0020111 水曜日 9･10 東アジア考古学概論Ⅱ 端野　晋平 全 ４－３０１ Teams,遠隔(O) Teams,遠隔(O) 遠隔(L･O)
教務システム[講義連絡,メッセー
ジ],manaba[コースニュース]

0020207 水曜日 9･10 くらしと栄養 田井　章博 全 ４－４０１ Teams,manaba Teams,manaba 遠隔(L) 教務システム[メッセージ]

0020311 水曜日 9･10 キャリアプラン 畠　一樹
理工(電気・応
理)２年，夜間
主(全)２年

manaba,遠隔(O) manaba,遠隔(O) 遠隔(O)
教務システム[講義連絡],manaba[コー

スニュース],理工学部掲示板

0020312 水曜日 9･10 医療と社会 渡邉　克典 全 ４－２０１ Teams Teams
BCP1以下の場合

は対面
manaba[コースニュース]

0020706 水曜日 9･10
異文化理解と地域社会-海外大
学との交流-

清藤　隆春 全 ４－４０４ Zoom Zoom 対面,遠隔(L) 教務システム[メッセージ]

0041302 水曜日 11･12 微分積分学Ⅱ 水野　義紀
夜間主(全)１

年
４－２０１ manaba 未定 未定 教務システム[メッセージ]

0042401 水曜日 11･12 ドイツ語入門 井戸　慶治
夜間主(全)２

年
４－２０２ manaba manaba 対面,遠隔(O) manaba[コースニュース]

0042203 水曜日 13･14 主題別英語
マクドナルド
アンガス

夜間主Ａ１年 ４－３０２ manaba,遠隔(O) manaba,遠隔(O) 遠隔(L･O) manaba[コースニュース]

0042204 水曜日 13･14 主題別英語
ポープ　クリ
ストファー

夜間主Ｂ１年 ４－２０２ 遠隔(O) manaba,遠隔(O) 遠隔(O)
教務システム[講義連絡],manaba[コー

スニュース]

0021003 木曜日 1･2 (歯)歯学概論 歯学部教授 全 (歯)大講義室

0021313 木曜日 1･2 線形代数学Ⅱ 守安　一峰
理工(機械Ａ)

１年
４－３０１ 遠隔(O) 遠隔(O) 対面,遠隔(O)

教務システム[メッセー
ジ],manaba[コースニュース]

0021314 木曜日 1･2 線形代数学Ⅱ 片山　真一
理工(機械
Ｂ・電気Ａ)

１年
４－２０１

manaba,遠隔
(O),対面

manaba,遠隔
(O),対面

対面,遠隔(O) 教務システム[講義連絡,メッセージ]

0021315 木曜日 1･2 線形代数学Ⅱ 大渕　朗
理工(電気Ｂ)

１年
４－４０１ Teams 遠隔(O) 遠隔(O) 教務システム[講義連絡,メッセージ]
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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

講義室
（対面授業及
び遠隔受講

用）

授業実施方法
（第１回目）

授業実施方法
（第２回目
の予定）

授業実施方法
（第３回目以降

の予定）
学生への周知方法等

令和３年度後期　教養教育科目の授業実施方法一覧

※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。
　表中の空欄箇所は現在確認中のため，詳細が決まり次第お知らせします。
※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。
※大学から遠隔授業を受講する場合，または対面授業を受講する場合は，指定の講義室で受講してください。

９/２９(水)～当面の間はＢＣＰレベル２のため，原則遠隔で実施します。
承認を受けた授業のみ，対面で実施します。授業方法は授業担当教員の指示に従ってください。

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）・・ライブ・オンデマンド併用の授業

0021604 木曜日 1･2 基礎化学概論 今井　昭二
理工(応理)１

年
５－３０２・

３０３
Teams 対面 対面 manaba[コースニュース]

0022237 木曜日 1･2 主題別英語
フロレス　デ
イビッド

総科１年 ４－３０４ Zoom Zoom 対面 manaba[コースニュース]

0022238 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１年 ４－３０２ Zoom Zoom 未定 manaba[コースニュース]

0022239 木曜日 1･2 主題別英語 藤滝　香織 総科１年 ４－３０５ Zoom,manaba Zoom 遠隔(L) manaba[コースニュース]

0022240 木曜日 1･2 主題別英語 吉田　文美
理工(情光)１

年
(情)202A･B Teams,manaba Teams,manaba 遠隔(L･O) 教務システム[講義連絡]

0022241 木曜日 1･2 主題別英語
ニムチャック
アーレン

理工(情光)１
年

５－４０１ Zoom Zoom 遠隔(L) 教務システム[講義連絡]

0022242 木曜日 1･2 主題別英語 山内　暁彦
理工(情光)１

年
４－２０２ Zoom,manaba Zoom,manaba 遠隔(L) manaba[コースニュース]

0022243 木曜日 1･2 主題別英語
モートン　常

慈
医(医Ａ)１年 ４－４０２ Zoom,manaba Zoom,manaba

BCPの状況によ
り検討

教務システム[メッセー
ジ],manaba[コースニュース]

0022328 木曜日 1･2 発信型英語
カイザー　メ
イガン　レ

ネー
医(医Ｂ)１年 ４－４０４ Zoom Zoom 遠隔(L) 教務システム[講義連絡,メッセージ]

0022508 木曜日 1･2 ドイツ語初級Ⅱ 熊坂　元大 総科Ｂ１年 ５－２０１ Teams Teams 遠隔(L)
教務システム[講義連絡,メッセー
ジ],manaba[コースニュース]

0022706 木曜日 1･2 フランス語初級Ⅱ 田島　俊郎 総科Ｂ１年 ５－３０１ 対面 対面

0022908 木曜日 1･2 中国語初級Ⅱ 荒武　達朗 総科Ｃ１年 ４－２０４ Teams Teams 対面,遠隔(L･O)
教務システム[講義連絡,メッセー
ジ],manaba[コースニュース]

0020112 木曜日 3･4 中国思想史入門 新田　元規 全 ４－２０４ 対面 対面 対面,遠隔(L) manaba[コースニュース]

0020113 木曜日 3･4 日本の近代文学と科学 河田　和子 全 ４－３０５ Zoom,manaba Zoom,manaba 遠隔(L･O)
教務システム[講義連絡],manaba[コー

スニュース]

0020114 木曜日 3･4 ことばと社会 塩川　奈々美 全 ４－２０２ Zoom Zoom 遠隔(L)
教務システム[メッセー

ジ],manaba[コースニュース]

0020313 木曜日 3･4 生命保険を考える
一般社団法人
生命保険協会

全 ４－２０３ Zoom Zoom 対面 教務システム[メッセージ]

0020314 木曜日 3･4 政策学入門 小田切　康彦 全 ４－３０３ Zoom Zoom 対面,遠隔(L)
教務システム[講義連絡,メッセー
ジ],manaba[コースニュース]

0020407 木曜日 3･4 宇宙線観測入門 折戸　玲子 全 ４－３０２ Teams Teams 遠隔(L) manaba[コースニュース]

0020602 木曜日 3･4 日本事情Ⅳ 三隅　友子 留 ４－２０５ Zoom Zoom 遠隔(L) manaba[コースニュース]

0020707 木曜日 3･4 アメリカ社会の諸問題 吉岡　宏祐 全 ４－３０１ Zoom Zoom 遠隔(L･O) manaba[コースニュース]

0020708 木曜日 3･4
Global Communication -
Traditional art craft -

山城　考 全
３－生物実験

室
対面 対面 対面 教務システム[講義連絡]

0020904 木曜日 3･4 実践・地域創生学 山中　英生 全 ４－２０１ Zoom Zoom 対面,遠隔(L)
教務システム[メッセー

ジ],manaba[コースニュース]

0020905 木曜日 3･4 まちづくり入門 田口　太郎 全
５－３０２・

３０３
manaba,遠隔(O) manaba,遠隔(O) 遠隔(O) 教務システム[講義連絡,メッセージ]

0020906 木曜日 3･4 食の地域経済学 中澤　慶久 全 ４－４０１ Zoom Zoom 遠隔(O)
教務システム[メッセー

ジ],manaba[コースニュース]

0021316 木曜日 3･4 統計学 大沼　正樹 生資Ａ１年 ５－４０１ manaba manaba 対面
教務システム[講義連絡],manaba[コー

スニュース]

0021317 木曜日 3･4 統計学 大橋　守 生資Ｂ１年 ５－２０１ manaba manaba 対面,遠隔(O)
教務システム[講義連絡],manaba[コー

スニュース]

0021802 木曜日 3･4 基礎生物学DⅡ 吉村　弘 歯(歯)１年 (歯)大講義室 manaba manaba 対面,遠隔(O)
教務システム[メッセー

ジ],manaba[コースニュース]

0022244 木曜日 3･4 主題別英語
モートン　常

慈
医(医Ｂ)１年 ４－４０２ Zoom,manaba Zoom,manaba

BCPの状況によ
り検討

教務システム[メッセー
ジ],manaba[コースニュース]

0022329 木曜日 3･4 発信型英語
カイザー　メ
イガン　レ

ネー
医(医Ｃ)１年 ４－４０４ Zoom Zoom 遠隔(L) 教務システム[講義連絡,メッセージ]

0020315 木曜日 5･6 日本国憲法 麻生 多聞 全 ４－４０１ 対面 対面 対面 教務システム[講義連絡]

0020316 木曜日 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 全 ４－３０２ Zoom Zoom 対面,遠隔(L)
教務システム[講義連絡],manaba[コー

スニュース]

0020809 木曜日 5･6 絵画表現と技法の応用 平木　美鶴 全
(総)２－地域
交流スタジオ

対面 対面 対面,遠隔(L) 教務システム[講義連絡]



R3.10.1

時間割
コード

曜日 講時 授業題目名 担当教員 対象

講義室
（対面授業及
び遠隔受講

用）

授業実施方法
（第１回目）

授業実施方法
（第２回目
の予定）

授業実施方法
（第３回目以降

の予定）
学生への周知方法等

令和３年度後期　教養教育科目の授業実施方法一覧

※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。
　表中の空欄箇所は現在確認中のため，詳細が決まり次第お知らせします。
※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。
※大学から遠隔授業を受講する場合，または対面授業を受講する場合は，指定の講義室で受講してください。

９/２９(水)～当面の間はＢＣＰレベル２のため，原則遠隔で実施します。
承認を受けた授業のみ，対面で実施します。授業方法は授業担当教員の指示に従ってください。

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）・・ライブ・オンデマンド併用の授業

0020907 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 ４－２０１ Zoom Zoom 遠隔(O) manaba[コースニュース]

0020908 木曜日 5･6 実践まなぼうさい 山中　亮一 全 ５－２０１ 対面 対面 対面
教務システム[講義連絡],manaba[コー

スニュース]

0022245 木曜日 5･6 主題別英語
モートン　常

慈
医(医Ｃ)１年 ４－４０２ Zoom,manaba Zoom,manaba

BCPの状況によ
り検討

教務システム[メッセー
ジ],manaba[コースニュース]

0022330 木曜日 5･6 発信型英語
カイザー　メ
イガン　レ

ネー
医(医Ａ)１年 ４－４０４ Zoom Zoom 遠隔(L) 教務システム[講義連絡,メッセージ]

0040201 木曜日 11･12 心理学入門 佐藤　裕 夜間主(全) ４－３０１ manaba,遠隔(O) 対面,遠隔(O) 対面,遠隔(O) manaba[コースニュース]

0040401 木曜日 11･12 地球環境変遷と人類の歴史 安間　了 夜間主(全) ４－２０１ Teams Teams 遠隔(L) 教務システム[講義連絡]

0040801 木曜日 11･12 自らの未来を創造する 北岡　和義 夜間主(全) ４－２０２ Zoom Zoom 対面,遠隔(L) 教務システム[メッセージ]

0041401 木曜日 13･14 基礎物理学・電磁気学概論 岸本　豊 夜間主Ｃ１年 ４－２０２ Teams Teams 対面 教務システム[講義連絡]

0021803 金曜日 1･2 生理学入門M 勢井　宏義 医(医)１年
(医)基礎第一

講義室
Zoom,manaba Zoom,manaba 対面,遠隔(L) manaba[コースニュース]

0022005 金曜日 1･2 情報科学入門 金西　計英
理工(応化Ａ)

１年
５－３０２・

３０３
ハイブリッド形

式
ハイブリッド形

式

0022006 金曜日 1･2 情報科学入門 関　陽介
理工(応化Ｂ)

１年
５－３０２・

３０３
Zoom Zoom,manaba 遠隔(L) manaba[コースニュース]

0020208 金曜日 3･4 ニュービジネス概論 理工学部教員
理工(全),夜間主
(全)※2019年度

以前入学者

Ｋ－創成学習ｽ
ﾀｼﾞｵ

0020513 金曜日 3･4 ウェルネス総合演習 佐藤　充宏
理工(機械)１

年
５－２０１ Zoom manaba,遠隔(O) 対面,遠隔(O) manaba[コースニュース]

0020514 金曜日 3･4 ウェルネス総合演習 土岡　大介
理工(機械)１

年
５－３０１ manaba manaba,対面 対面 教務システム[メッセージ]

0021318 金曜日 3･4 微分積分学Ⅱ 片山　真一
理工(社デ)１

年
５－３０２・

３０３
manaba,遠隔
(O),対面

manaba,遠隔
(O),対面

対面,遠隔(O) 教務システム[講義連絡,メッセージ]

0021319 金曜日 3･4 微分積分学Ⅱ 白根　竹人
理工(応化)１

年
４－３０１ Teams,manaba Teams,manaba 対面,遠隔(O) manaba[コースニュース]

0021320 金曜日 3･4 微分積分学Ⅱ 大橋　守
理工(応理)１

年
４－４０１ manaba manaba 対面,遠隔(O)

教務システム[講義連絡],manaba[コー
スニュース]

0021605 金曜日 3･4 生化学入門 米村　重信 医(医)１年
(医)基礎第一講
義室・大塚講堂

小ホ－ル
Teams Teams 遠隔(L) manaba[コースニュース]

0021606 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 医(栄)１年
(保)総合研究棟
小ホ－ル  D-31 Zoom Zoom 遠隔(L) 教務システム[メッセージ]

0022246 金曜日 3･4 主題別英語 石田　和枝
理工(電気)１

年
４－４０４ manaba manaba 対面

教務システム[メッセー
ジ],manaba[コースニュース]

0022247 金曜日 3･4 主題別英語
早内　ジュ
ディス

理工(電気)１
年

４－２０２ Zoom Zoom 対面,遠隔(L･O)
教務システム[講義連絡],manaba[コー

スニュース]

0022248 金曜日 3･4 主題別英語
小笠原　麻衣

子
理工(電気)１

年
４－４０２ Zoom Zoom 対面,遠隔(L･O) manaba[コースニュース]

0021502 金曜日 5･6 基礎物理学実験 齊藤　隆仁 医(医)１年
３－物理実験

室
manaba,遠隔(O)

Zoom,manaba,遠
隔(O)

対面,遠隔(L･O)
教務システム[講義連絡],manaba[コー

スニュース]

0022249 金曜日 5･6 主題別英語 石田　和枝 生資１年 ４－３０２ manaba manaba 対面
教務システム[メッセー

ジ],manaba[コースニュース]

0022250 金曜日 5･6 主題別英語
ニムチャック
アーレン

生資１年 ４－４０２ Zoom Zoom 遠隔(L) 教務システム[講義連絡]

0022414 金曜日 5･6 ドイツ語入門 張　錦惠
理工(応化)１

年
４－２０２ Teams Teams 遠隔(L)

教務システム[講義連絡,メッセー
ジ],manaba[コースニュース]

0022811 金曜日 5･6 中国語入門 山木　眞理子
理工(応化)１

年
４－４０４ Zoom Zoom 遠隔(L)

教務システム[メッセー
ジ],manaba[コースニュース]

0021004 金曜日 7･8 放射線医学入門 生島　仁史 全
(保)総合研究棟
小ホ－ル  D-32 遠隔(O) 遠隔(O) 遠隔(O) 教務システム[メッセージ]

0021902 金曜日 7･8 基礎生物学実験D 渡部　稔 歯(歯)１年
３－生物実験

室
Teams Teams 対面,遠隔(L･O)

教務システム[メッセー
ジ],manaba[コースニュース]

0022251 金曜日 7･8 主題別英語
パトリック
ジェフリー

理工(応化)１
年

４－２０２ Zoom Zoom 対面 教務システム[メッセージ]

0022252 金曜日 7･8 主題別英語
ニムチャック
アーレン

理工(応化)１
年

４－４０２ Zoom Zoom 遠隔(L) 教務システム[講義連絡]

0022415 金曜日 7･8 ドイツ語入門
ヘルベルト
ヴォルフガン

グ

理工(社デ)１
年

４－３０２ 対面 遠隔(O) 対面,遠隔(L･O) manaba[コースニュース]



R3.10.1

時間割
コード

曜日 講時 授業題目名 担当教員 対象

講義室
（対面授業及
び遠隔受講

用）

授業実施方法
（第１回目）

授業実施方法
（第２回目
の予定）

授業実施方法
（第３回目以降

の予定）
学生への周知方法等

令和３年度後期　教養教育科目の授業実施方法一覧

※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。
　表中の空欄箇所は現在確認中のため，詳細が決まり次第お知らせします。
※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。
※大学から遠隔授業を受講する場合，または対面授業を受講する場合は，指定の講義室で受講してください。

９/２９(水)～当面の間はＢＣＰレベル２のため，原則遠隔で実施します。
承認を受けた授業のみ，対面で実施します。授業方法は授業担当教員の指示に従ってください。

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）・・ライブ・オンデマンド併用の授業

0022812 金曜日 7･8 中国語入門 山木　眞理子
理工(社デ)１

年
４－４０４ Zoom Zoom 遠隔(L)

教務システム[メッセー
ジ],manaba[コースニュース]

0020115 金曜日 9･10 技術者・科学者の倫理 下村　直行
理工(電気),夜間
主(電気)※2019
年度以前入学者

Ｋ４０４ Teams,manaba manaba,遠隔(O) 遠隔(O)
教務システム[メッセー

ジ],manaba[コースニュース]

0020317 金曜日 9･10 映画でわかる平和と民主主義 饗場　和彦 全 ４－２０２ Zoom 対面 対面,遠隔(L･O) manaba[コースニュース]

0020408 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

理工(電気)１
年，夜間主(電

気)１年
Ｋ５０７

0080902
夜間集

中
夜間集

中
エクスターンシップ（地域企業
を知る・読み解く）

山中　英生 全
工業会館2階メ
モリアルホー

ル
対面 対面 対面

0090502 集中 集中 ウェルネス総合演習 佐藤　充宏 全

0090902 集中 集中
エクスターンシップ（地域企業
を知る・読み解く）

山中　英生 全
工業会館2階メ
モリアルホー

ル
対面 対面 対面

0090904 集中 集中 地球環境と持続可能な社会 齊藤　隆仁 全 manaba,遠隔(O)
Zoom,manaba,遠

隔(O)
遠隔(L･O)

教務システム[講義連絡],manaba[コー
スニュース]


