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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

0010101 月曜日 1･2 日本の古代史 衣川　仁 ５－２０１ 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]

0010102 月曜日 1･2 世界史の中の東アジア 荒武　達朗 ４－２０２ Teams 対面 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]

0010301 月曜日 1･2 地球環境問題 豊田　哲也 ４－３０１ Zoom Zoom 遠隔(L･O) manaba[コースニュース]

0010401 月曜日 1･2 理工学概論
理工学科数理
科学コース教

員

理工(数理･自
然)１年

５－４０１ 遠隔(O) 対面 対面,遠隔(L･O) 教務システム[講義連絡]

0010701 月曜日 1･2
異文化/自文化研究へのいざ
ない

高橋　晋一 ４－４０１ Zoom Zoom 遠隔(L)
manaba[コースニュース],教務システム

[メッセージ･講義連絡]

0010901 月曜日 1･2 埋もれた文化遺産Ⅰ 中村　豊 ４－４０４ manaba 対面 対面,遠隔(L･O) manaba[コースニュース]

0011201 月曜日 1･2 物理学 齊藤　隆仁 ４－２０１ manaba, 遠隔(O)
Zoom,manaba,遠

隔(O)
対面,遠隔(L)

manaba[コースニュース],教務システム
[講義連絡･メッセージ]

0011202 月曜日 1･2 化学－化学のしくみ－ 南川　慶二 ４－３０５ 遠隔(O) Teams,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]

0011203 月曜日 1･2
生物学－基礎からの細胞生物
学－

渡部　稔
５－３０２・

３０３
Zoom manaba 遠隔(O) manaba[コースニュース]

0012201 月曜日 1･2 主題別英語 木里　恭子 医(看)２年 ６－２０３ manaba manaba 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]

0012202 月曜日 1･2 主題別英語 山田　仁子 医(看)２年 ４－３０２ Zoom Zoom 遠隔(L)
教務システム「講義連絡」,manaba

「コースニュース」

0012301 月曜日 1･2 発信型英語
小笠原　麻衣

子
総科Ａ２年 ４－２０３ Zoom,manaba Zoom,manaba 対面,遠隔(L･O)

manaba[コースニュース],教務システム
[講義連絡]

0012302 月曜日 1･2 発信型英語
パトリック
ジェフリー

総科Ａ２年 ４－２０５ Zoom Zoom 対面 教務システム[メッセージ]

0012303 月曜日 1･2 発信型英語
モートン　常

慈
総科Ｂ２年 ６－２０１ Zoom Zoom 対面

manaba[コースニュース],教務システム
[メッセージ]

0012304 月曜日 1･2 発信型英語
早内　ジュ
ディス

総科Ｂ２年 ４－２０４ Zoom,manaba Zoom,manaba 対面,遠隔(L)
manaba[コースニュース],教務システム

[講義連絡]

0012305 月曜日 1･2 発信型英語
ニムチャック
アーレン

医(放･検)２
年

４－３０４ Zoom Zoom 遠隔(L) 教務システム[メッセージ]

0012306 月曜日 1･2 発信型英語
マドックス
ノトリー　マ

シュー

医(放･検)２
年

４－４０２ Zoom Zoom 対面 manaba[コースニュース]

0012307 月曜日 1･2 発信型英語
フロレス　デ
イビッド

医(放･検)２
年

４－３０３ Zoom Zoom 対面 manaba[コースニュース]

0010103 月曜日 3･4 考古学概論Ⅰ 中村　豊 ４－４０４ Zoom manaba 遠隔(L･O) manaba「コースニュース」

0010201 月曜日 3･4 心理学概説 佐藤　健二
５－３０２・

３０３
manaba manaba 対面

教務システム[講義連絡], manaba[コー
スニュース]

0010202 月曜日 3･4 地球外生命研究は、科学か？ 大薮　進喜 ５－２０１ Teams 遠隔(O) 状況によりけり
教務システム[メッセージ],manaba[コー

スニュース]

0010203 月曜日 3･4
キャンパスライフデザイン入
門

井ノ崎　敦子 ４－３０２ Zoom 対面 対面 manaba「コースニュース」

0010302 月曜日 3･4 地理空間情報と人間社会 塚本　章宏 Ｋ－ＣＡＬＬ 遠隔(O) 遠隔(O) 遠隔(O) manaba[コースニュース]

0010303 月曜日 3･4
身体･精神･発達障害へのサ
ポート

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

0010304 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

４－３０５ Zoom Zoom 対面 教務システム[メッセージ]

0010402 月曜日 3･4 自然放射線と放射線科学 三好　弘一 ４－２０２ Teams Teams 対面
教務システム[メッセージ],manaba[コー

スニュース]

0010801 月曜日 3･4 ゲノムと発生のテクノロジー 真壁　和裕 ４－４０２ Teams
未定（感染状況

次第）
未定（感染状況

次第）
manaba[コースニュース],教務システム

[メッセージ･講義連絡]

0010802 月曜日 3･4
大学教育と自身の学びを再考
する

吉田　博 ６－２０１ manaba, 遠隔(O)
ハイフレックス（教
室から授業をZoomで

配信します）
対面,遠隔(L)

manaba[コースニュース],教務システム
[メッセージ]

0011204 月曜日 3･4 数学 大沼　正樹 ４－４０１ Teams 対面 対面
教務システム[講義連絡], manaba[コー

スニュース]

0012308 月曜日 3･4 発信型英語 内山　八郎 医(栄)２年
(医）大塚講堂
小ホール１

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]

0012309 月曜日 3･4 発信型英語
カイザー　メ

イガン
医(栄)２年

(医）大塚講堂
小ホール２

Zoom
Waiting for student

feedback on
preferences.

Waiting for student
feedback on
preferences.

教務システム[講義連絡･メッセージ]

令和４年度前期　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。

４/１１(月)～２２(金)の間はＢＣＰレベル１ですが，遠隔推奨で実施します。
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併用）・・ライブ・オンデマンド併用の授業
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令和４年度前期　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。

４/１１(月)～２２(金)の間はＢＣＰレベル１ですが，遠隔推奨で実施します。
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併用）・・ライブ・オンデマンド併用の授業

0012310 月曜日 3･4 発信型英語
パトリック
ジェフリー

薬２年 ４－２０５ Zoom Zoom 対面 教務システム[メッセージ]

0012311 月曜日 3･4 発信型英語
フロレス　デ
イビッド

薬２年 ４－３０３ Zoom Zoom 対面 manaba[コースニュース]

0012312 月曜日 3･4 発信型英語
早内　ジュ
ディス

薬２年 ４－２０４ 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]

0012313 月曜日 3･4 発信型英語
ニムチャック
アーレン

薬２年 ４－３０４ Zoom Zoom 遠隔(L) 教務システム[メッセージ]

0010501 月曜日 5･6 ウェルネス総合演習 中塚　健太郎 ５－４０１ Zoom 対面 対面,遠隔(L) manaba[コースニュース]

0011301 月曜日 5･6 微分積分学 大橋　守 薬２年
５－３０２・

３０３
manaba manaba 対面

教務システム[講義連絡], manaba[コー
スニュース]

0011401 月曜日 5･6 基礎物理学・力学概論 真岸　孝一 医(放)１年 ５－２０１ Teams Teams 対面,遠隔(L)
manaba[コースニュース],教務システム

[メッセージ]

0011402 月曜日 5･6 基礎物理学・力学概論 川崎　祐
理工(社デ)１

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

0011403 月曜日 5･6 基礎物理学・力学概論 井澤　健一
理工(機械)１

年
５－３０１ Teams Teams 遠隔(L) 教務システム[講義連絡]

0011801 月曜日 5･6 基礎生物学P 松尾　義則 薬１年 ４－２０１ Teams Teams 未定 教務システム[講義連絡]

0012001 月曜日 5･6 情報科学入門 大薮　進喜
医(看)１年，
歯(歯･口)１

年

４－２０３，
４－２０４

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

スニュース]

0012101 月曜日 5･6 基盤英語 樋口　友乃 総科１年 ６－２０２ manaba, 遠隔(O) manaba,遠隔(O) 遠隔(O) manaba[コースニュース]

0012102 月曜日 5･6 基盤英語
モートン　常

慈
総科１年 ６－２０１ Zoom Zoom 対面

manaba[コースニュース],教務システム
[メッセージ]

0012103 月曜日 5･6 基盤英語 中島　浩二 医(栄)１年 ４－４０２ Zoom Zoom 対面,遠隔(L) manaba[コースニュース]

0012104 月曜日 5･6 基盤英語
マドックス
ノトリー　マ

シュー

理工(知能･
光)１年

４－４０４ Zoom Zoom 対面 manaba[コースニュース]

0012105 月曜日 5･6 基盤英語 田久保　浩
理工(知能･
光)１年

４－２０２ Zoom 対面 対面 manaba[コースニュース]

0012106 月曜日 5･6 基盤英語 木里　恭子
理工(知能･
光)１年

６－２０３ manaba manaba 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]

0012107 月曜日 5･6 基盤英語 山森　直人
理工(数理･自

然)１年
Ｋ－ＣＡＬＬ Zoom,manaba Zoom,manaba 対面,遠隔(L)

manaba[コースニュース],教務システム
[メッセージ]

0012108 月曜日 5･6 基盤英語 米原　晶子
理工(数理･自

然)１年
４－３０５ Zoom Zoom 対面,遠隔(L) manaba[コースニュース]

0012401 月曜日 5･6 ドイツ語入門Ⅰ
シートゲス
オラフ

総科Ａ１年 ４－２０５ Zoom Zoom 対面,遠隔(L) manaba[コースニュース]

0012601 月曜日 5･6 フランス語入門Ⅰ 田中　佳 総科Ａ１年 ４－３０４ Zoom 対面 対面
教務システム「講義連絡」,manaba

「コースニュース」

0012801 月曜日 5･6 中国語入門Ⅱ 新田　元規 総科Ａ１年 ４－４０１ Zoom Zoom 対面,遠隔(L) manaba[コースニュース]

0012802 月曜日 5･6 中国語入門Ⅰ 施　国恩 総科Ｂ１年 ４－３０２ 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]

0010104 月曜日 7･8
名著講読－世界の見方〜文学
作品や科学随筆を読む－

依岡　隆児 ４－２０４ Teams Teams 対面 教務システム[メッセージ]

0011302 月曜日 7･8 微分積分学 大橋　守 医(放)１年 ４－４０１ manaba manaba 対面
教務システム[講義連絡], manaba[コー

スニュース]

0011303 月曜日 7･8 線形代数学Ⅰ 白根　竹人
理工(知能Ａ･
光Ａ)１年

４－２０１ Teams Teams 対面
教務システム[講義連絡], manaba[コー

スニュース]

0011304 月曜日 7･8 線形代数学Ⅰ 片山　真一
理工(知能Ｂ･
光Ｂ)１年

４－３０１ 遠隔(O),manaba 対面 対面,遠隔(O) 教務システム[講義連絡]

0011404 月曜日 7･8 力学及び熱力学 古屋　玲 薬１年
５－３０２・

３０３
Zoom Zoom 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]

0012109 月曜日 7･8 基盤英語 山森　直人 医(医)１年 Ｋ－ＣＡＬＬ Zoom,manaba Zoom,manaba 対面,遠隔(L)
教務システム[メッセージ],manaba[コー

スニュース]

0012110 月曜日 7･8 基盤英語 山田　仁子 医(医)１年 ４－４０２ Zoom Zoom 遠隔(L)
教務システム「講義連絡」,manaba

「コースニュース」

0012111 月曜日 7･8 基盤英語 内山　八郎 医(医)１年 ４－２０２ 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]
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※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。
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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併用）・・ライブ・オンデマンド併用の授業

0012112 月曜日 7･8 基盤英語
早内　ジュ
ディス

理工(機械･電
気)１年

４－３０２ 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]

0012113 月曜日 7･8 基盤英語 吉田　文美
理工(機械･電

気)１年
６－２０１

Zoom,manaba,
スーパー英語

Zoom,manaba,
スーパー英語

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]

0012114 月曜日 7･8 基盤英語 木里　恭子
理工(機械･電

気)１年
６－２０３ manaba manaba 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]

0012115 月曜日 7･8 基盤英語 樋口　友乃
理工(機械･電

気)１年
６－２０２ manaba, 遠隔(O) manaba,遠隔(O) 遠隔(O) manaba[コースニュース]

0012116 月曜日 7･8 基盤英語 山内　暁彦
理工(機械･電

気)１年
４－４０４ Zoom,manaba Zoom,manaba 遠隔(L) manaba[コースニュース]

0012402 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,manaba,遠

隔(O)
Zoom,manaba,遠

隔(O)
対面,遠隔(O)

manaba[コースニュース],教務システム
[メッセージ]

0013001 月曜日 7･8 日本語1 遠藤　かおり 留 ４－２０５ Zoom Zoom 対面,遠隔(L)
manaba[コースニュース],教務システム

[メッセージ･講義連絡]

0010204 月曜日 9･10 生命科学史 田中　保 ４－３０１ Zoom Zoom 対面,遠隔(L) 教務システム[メッセージ]

0010205 月曜日 9･10 人体の構造と機能 稲垣　明浩 ４－２０１ Teams Teams 遠隔(L)
教務システム[講義連絡], manaba[コー

スニュース]

0010305 月曜日 9･10 国際政治学入門 饗場　和彦 ４－４０２ Zoom,遠隔(O) 対面 対面
教務システム「講義連絡」 ,manaba

「コースニュース」

0010306 月曜日 9･10 消費者が主役の社会へ 消費者庁職員
５－３０２・

３０３
Zoom 対面 対面

教務システム「講義連絡」 ,manaba
「コースニュース」

0012403 月曜日 9･10 ドイツ語入門
シートゲス
オラフ

医(医Ａ)１年 ４－２０２ Zoom Zoom 対面,遠隔(L) manaba「コースニュース」

0012404 月曜日 9･10 ドイツ語入門 城本　春佳 医(医Ｂ)１年 ４－３０２ 遠隔(O),manaba 対面 対面 manaba[コースニュース]

0012405 月曜日 9･10 ドイツ語入門 今井　晋哉
理工(知能･
光)１年

５－２０１
Zoom,manaba,遠

隔(O)
Zoom,manaba,遠

隔(O)
対面,遠隔(O)

manaba[コースニュース],教務システム
[メッセージ]

0012803 月曜日 9･10 中国語入門 新田　元規
医(栄Ａ)１年，歯(口
Ａ)１年，理工(知能

Ａ･光Ａ)１年
４－４０４ Zoom Zoom 対面,遠隔(L) manaba[コースニュース]

0012804 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(知能

Ｂ･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]

0013002 月曜日 9･10 日本語3 橋本　智 留 ４－２０５ Zoom Zoom 対面,遠隔(L) 教務システム[メッセージ]

0030501 月曜日 11･12 ウェルネス総合演習 羅　成圭
夜間主(全)１

年
４－２０１ Zoom 対面 対面 教務システム[メッセージ]

0030801 月曜日 13･14
「つたえること」と「ものづ
くり」－科学と遊ぼう－

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･メッセー
ジ],manaba[コースニュース]

0010206 火曜日 1･2 心理学初歩 山本　哲也 ４－３０１

0010207 火曜日 1･2 環境と健康 田代　藍 ４－４０１
Zoom,Teams,mana

ba
Teams,Zoom,mana

ba
遠隔(L･O) 未定

0010208 火曜日 1･2 生体の恒常性機能 志内　哲也 ４－４０４ Teams,manaba Teams,manaba 対面,遠隔(L･O)
manaba[コースニュース],初回のみ教務

システム[メッセージ]

0010307 火曜日 1･2 法学入門 清水　真人 ４－３０５ manaba manaba 遠隔(O) manaba[コースニュース]

0010403 火曜日 1･2 岩石と鉱物 青矢　睦月 ４－２０１ Teams,遠隔(O)
Teams,遠隔
(O),manaba

遠隔(L･O)
manaba[コースニュース],教務システム

[メッセージ]

0010702 火曜日 1･2 現代世界の展開Ⅰ 佐久間　亮 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]

0010703 火曜日 1･2 国際交流の扉を拓(ひら)く 三隅　友子 ６－２０１ 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]

0010803 火曜日 1･2 自らの未来を創造する 北岡　和義 ６－２０２ Zoom Zoom 対面,遠隔(O) 教務システム[メッセージ]

0010804 火曜日 1･2 未来のあるべき大学像 垣田　満 ５－２０１ Zoom,Teams Zoom,Teams 対面,遠隔(L･O)
manaba[コースニュース],教務システム

[メッセージ]

0010902 火曜日 1･2
ボランティア・パスポート入
門

橋本　直史
５－３０２・

３０３

0011601 火曜日 1･2
基礎化学ⅡB・有機化学(ライ
フサイエンスの基礎)

中村　光裕 歯(歯)２年 ５－３０１ 対面 対面 対面 教務システム[講義連絡]

0011802 火曜日 1･2 基礎生物学M 米村　重信
再履修(医
(医))

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



R4.4.15

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４年度前期　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。
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※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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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
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　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

0012002 火曜日 1･2 情報科学入門 上田　哲史 薬１年
(情)２０２
Ａ・Ｂ

遠隔(O) Teams 対面,遠隔(L･O) manaba「コースニュース」

0012203 火曜日 1･2 主題別英語
カイザー　メ

イガン
理工(社デ)２

年
４－２０２ Zoom

Waiting for feedback
from students on
preferences.;

Waiting for feedback
from students on
preferences.

教務システム[講義連絡･メッセージ]

0012204 火曜日 1･2 主題別英語 三宅　恵美
理工(社デ)２

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

0012205 火曜日 1･2 主題別英語 山田　仁子
理工(応化)２

年
４－２０５ Zoom Zoom 遠隔(L)

教務システム[講義連絡], manaba[コー
スニュース]

0012206 火曜日 1･2 主題別英語 宮田　政徳
理工(応化)２

年
４－４０２ Zoom Zoom 対面 教務システム[講義連絡]

0012314 火曜日 1･2 発信型英語
モートン　常

慈
理工(機械)２

年
４－２０３ Zoom Zoom 対面

manaba[コースニュース],教務システム
[メッセージ]

0012315 火曜日 1･2 発信型英語 内山　八郎
理工(機械)２

年
４－３０３ 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]

0012316 火曜日 1･2 発信型英語
早内　ジュ
ディス

理工(機械)２
年

４－２０４ 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]

0012317 火曜日 1･2 発信型英語
フロスト　ダ

ニエル
理工(機械)２年 ４－３０４ Zoom 対面 対面 教務システム[メッセージ]

0010404 火曜日 3･4 理工学概論
理工学科社会
基盤デザイン
コース教員

理工(社デ)１
年，夜間主
(社デ)１年

遠隔(O) 遠隔(O) 遠隔(L･O) manaba[コースニュース]

0011305 火曜日 3･4 統計学 村上　公一 医(栄)１年 ５－２０１ 遠隔(O) 対面 対面 教務システム[講義連絡]

0011306 火曜日 3･4 微分積分学Ⅰ 大渕　朗
理工(知能Ａ･
光Ａ)１年

５－４０１ Teams,Zoom
遠隔(O),Termsも
しくはZoomによ
る反転授業

遠隔(L･O) 教務システム[メッセージ]

0011307 火曜日 3･4 微分積分学Ⅰ 宇野　剛史
理工(知能Ｂ･
光Ｂ)１年

５－３０２・
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]

0011405 火曜日 3･4 基礎物理学Ⅰ・物理学概論 久田　旭彦 医(医)１年 ５－３０１ Teams,manaba Teams,manaba 遠隔(L･O) manaba[コースニュース]

0011602 火曜日 3･4 基礎化学 米村　重信
再履修(医
(医))

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

0011603 火曜日 3･4 基礎化学 佐々木　千鶴 生資１年 ４－２０１

0012117 火曜日 3･4 基盤英語 三宅　恵美 総科１年 ４－３０２ Teams Teams 遠隔(L･O) manaba[コースニュース]

0012118 火曜日 3･4 基盤英語 米原　晶子 総科１年 ４－２０２ Zoom Zoom 対面,遠隔(L) manaba[コースニュース]

0012119 火曜日 3･4 基盤英語 吉田　文美 総科１年
(情)２０２
Ａ・Ｂ

Zoom,manaba,
スーパー英語

Zoom,manaba,
スーパー英語

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]

0012120 火曜日 3･4 基盤英語 宮田　政徳
歯(歯･口)１

年
４－４０２ Zoom Zoom 対面 教務システム「講義連絡」

0012406 火曜日 3･4 ドイツ語入門Ⅰ
シートゲス
オラフ

総科Ｂ１年 ４－２０５ Zoom Zoom 対面,遠隔(L) manaba[コースニュース]

0012407 火曜日 3･4 ドイツ語入門 最上　英明
医(放･検)１

年
４－３０４ Zoom Zoom 対面,遠隔(L) 教務システム[メッセージ]

0012408 火曜日 3･4 ドイツ語入門 熊坂　元大 薬Ａ１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]

0012409 火曜日 3･4 ドイツ語入門
ヘルベルト
ヴォルフガン

グ
薬Ｂ１年 ４－２０４ 対面 遠隔(O) 対面,遠隔(O) 教務システム[講義連絡]

0012602 火曜日 3･4 フランス語入門Ⅰ 田島　俊郎 総科Ｂ１年 ４－３０５ Zoom 対面 対面 manaba「コースニュース」

0012805 火曜日 3･4 中国語入門Ⅰ 鄭　嵐 総科Ｃ１年 ６－２０１ Zoom Zoom 対面,遠隔(L) 教務システム[講義連絡]

0012806 火曜日 3･4 中国語入門 大村　和人 医(保)１年 ４－４０４ Zoom Zoom 対面,遠隔(L)
manaba[コースニュース],教務システム

[メッセージ]

0010704 火曜日 5･6
Global Voices through
Music, Visual Art, and
Design

カイザー　メ
イガンー

６－２０２ Zoom
Waiting for feedback
from students on
preferences.

Waiting for feedback
from students on
preferences.

教務システム[講義連絡･メッセージ]

0010805 火曜日 5･6
アーツ・アンド・テクノロ
ジー

河原崎　貴光 ４－３０１ Teams Teams 遠隔(L) manaba「コースニュース」

0011406 火曜日 5･6 基礎物理学・力学概論 岸本　豊
理工(電気)１

年
５－３０２・

３０３
Teams Teams 遠隔(L) 教務システム[講義連絡]

0011407 火曜日 5･6 基礎物理学・力学概論 久田　旭彦
理工(数理･自

然)１年
４－２０１ Teams,manaba Teams,manaba 対面,遠隔(L･O) manaba[コースニュース]
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0011604 火曜日 5･6
基礎化学Ⅰ・物理化学(平衡
と反応速度)

植野　哲 歯(歯)１年 ５－２０１ Zoom Zoom 対面 教務システム[メッセージ]

0012121 火曜日 5･6 基盤英語
早内　ジュ
ディス

医(保)１年 ４－３０２ 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]

0012122 火曜日 5･6 基盤英語 山内　暁彦 医(保)１年 ４－４０１ Zoom,manaba manaba,Zoom 遠隔(L) manaba[コースニュース]

0012123 火曜日 5･6 基盤英語 米原　晶子 医(保)１年 ６－２０１ Zoom Zoom 対面,遠隔(L) manaba[コースニュース]

0012124 火曜日 5･6 基盤英語 藤滝　香織 薬１年 ４－４０２ Zoom,manaba Zoom,manaba 遠隔(L) manaba[コースニュース]

0012125 火曜日 5･6 基盤英語 内山　八郎 薬１年 ４－４０４ 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]

0010502 火曜日 7･8 ウェルネス総合演習 羅　成圭
医(栄)１年，
生資１年

５－２０１ Zoom 対面 対面 教務システム[メッセージ]

0010503 火曜日 7･8 ウェルネス総合演習 山口　鉄生
医(栄)１年，
生資１年

５－４０１ Zoom Zoom,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]

0011308 火曜日 7･8 微分積分学 白根　竹人
医(医Ａ)１
年，歯(歯Ａ)

１年

５－３０２・
３０３

Teams Teams 対面
教務システム[講義連絡], manaba[コー

スニュース]

0011309 火曜日 7･8 微分積分学 安本　真士
医(医Ｂ)１
年，歯(歯Ｂ)

１年
４－３０１ Zoom Zoom 対面 教務システム[講義連絡･メッセージ]

0011605 火曜日 7･8 化学の基礎 武田　清
医(放･検)１

年
４－２０１ 遠隔(O) 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]

0012207 火曜日 7･8 主題別英語 坂田　浩
理工(応理)２

年
４－３０２ Zoom Zoom 対面 manaba「コースニュース」

0012208 火曜日 7･8 主題別英語 藤滝　香織
理工(応理)２

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

0012318 火曜日 7･8 発信型英語
マクドナルド
アンガス

総科Ｃ２年 ４－２０２ manaba manaba 遠隔(L･O) manaba[コースニュース]

0012319 火曜日 7･8 発信型英語 服部　恒太 総科Ｃ２年 Ｋ－ＣＡＬＬ Zoom Zoom 遠隔(L) manaba[コースニュース]

0012320 火曜日 7･8 発信型英語 座喜　純 総科Ｄ２年 ４－３０５

0012321 火曜日 7･8 発信型英語
パトリック
ジェフリー

総科Ｄ２年 ４－４０４ Zoom Zoom 対面 教務システム[メッセージ]

0013003 火曜日 7･8 日本語7 三隅　友子 留 ４－２０５ 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]

0010308 火曜日 9･10 社会学のパースペクティブ 矢部　拓也 ４－４０２

0010309 火曜日 9･10 日本国憲法 柴田　尭史
５－３０２・

３０３
遠隔(O) 遠隔(O) 遠隔(O) manaba[コースニュース]

0010405 火曜日 9･10 気象災害を防ぐ 西山　賢一 ４－３０１ 遠隔(O) 遠隔(O) 遠隔(O) 教務システム[講義連絡]

0010705 火曜日 9･10 国際協力論－入門編 饗場　和彦 ５－３０１ Zoom 対面 対面
教務システム「講義連絡」 ,manaba

「コースニュース」

0010806 火曜日 9･10 知的財産法入門 馬場　良泰 ５－２０１ Teams
Microsoft
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]

0010903 火曜日 9･10 徳島を考える 豊田　哲也 ４－２０１ 遠隔(O) 遠隔(O) 遠隔(L･O) manaba[コースニュース]

0012410 火曜日 9･10 ドイツ語入門 最上　英明 医(看)１年 ４－３０４ Zoom Zoom 対面,遠隔(L) 教務システム[メッセージ]

0012411 火曜日 9･10 ドイツ語入門 井戸　慶治 歯(歯)１年 ４－３０２ manaba manaba manaba

0012603 火曜日 9･10 フランス語入門 田中　佳

医(医･栄･保)１年，
歯(歯･口)１年，薬１
年，理工(知能･光)１

年

６－２０２ Zoom 対面 対面
教務システム[講義連絡], manaba[コー

スニュース]

0012807 火曜日 9･10 中国語入門 大村　和人 医(医)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]

0012808 火曜日 9･10 中国語入門 山木　眞理子 歯(歯)１年 ６－２０１ Zoom Zoom 遠隔(L)
manaba[コースニュース],教務システム

[メッセージ]

0012809 火曜日 9･10 中国語入門 施　国恩 薬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]

0013004 火曜日 9･10 日本語5 橋本　智 留 ４－２０５ Zoom Zoom 対面,遠隔(L) 教務システム[メッセージ]



R4.4.15

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４年度前期　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。

４/１１(月)～２２(金)の間はＢＣＰレベル１ですが，遠隔推奨で実施します。
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併用）・・ライブ・オンデマンド併用の授業

0032101 火曜日 11･12 基盤英語
ポープ　クリ
ストファー

夜間主Ａ１年 ４－２０２ 遠隔(O) 遠隔(O) 対面 教務システム[講義連絡]

0032102 火曜日 11･12 基盤英語
マドックス
ノトリー　マ

シュー
夜間主Ｂ１年 ４－３０２ Zoom Zoom 対面 manaba[コースニュース]

0031301 火曜日 13･14 線形代数学Ⅰ 守安　一峰
夜間主(全)１

年
４－２０１ 遠隔(O) 遠隔(O) 対面,遠隔(O) 教務システム[メッセージ]

0032301 火曜日 13･14 発信型英語
パトリック
ジェフリー

夜間主Ｄ２年 ４－２０２ Zoom Zoom 対面 教務システム[メッセージ]

0032302 火曜日 13･14 発信型英語 石田　メグ 夜間主Ｅ２年 ４－３０２ 対面,Teams 対面,Teams 対面 教務システム[講義連絡]

0010504 水曜日 1･2 ウェルネス総合演習 山口　鉄生
医(医)１年，
歯(歯)１年

５－３０１ Zoom Zoom,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]

0010505 水曜日 1･2 ウェルネス総合演習 范 永輝
医(医)１年，
歯(歯)１年

５－２０１ manaba manaba 対面 教務システム[講義連絡･メッセージ]

0011101 水曜日 1･2
ＳＩＨ道場～アクティブ・
ラーニング入門～(理工)

教務・学生委
員

理工(知能)１
年

Ｋ４０７ Teams Teams 遠隔(L) manaba[コースニュース]

0011102 水曜日 1･2
ＳＩＨ道場～アクティブ・
ラーニング入門～(理工)

教務・学生委
員

理工(光)１年 Ｋ５０７

0011310 水曜日 1･2 線形代数学Ⅰ 村上　公一
理工(社デ)１

年
Ｋ３０９ 遠隔(O) 対面 対面 教務システム[講義連絡]

0011311 水曜日 1･2 線形代数学Ⅰ 大渕　朗
理工(応化)１

年
４－３０１ Teams,Zoom

遠隔(O),Termsも
しくはZoomによ
る反転授業

遠隔(L･O) 教務システム[メッセージ]

0011408 水曜日 1･2 基礎物理学 齊藤　隆仁 生資１年
５－３０２・

３０３
manaba, 遠隔(O)

manaba,Zoom,遠
隔(O)

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]

0012003 水曜日 1･2 情報科学入門 金西　計英
医(放･検)１

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

0012004 水曜日 1･2 情報科学入門 大薮　進喜
理工(電気Ａ)

１年
(情)２０２
Ａ・Ｂ

遠隔(O) Teams,遠隔(O) 対面,遠隔(O)
manaba[コースニュース],教務システム

[メッセージ･講義連絡]

0012005 水曜日 1･2 情報科学入門 岡村　康弘
理工(電気Ｂ)

１年
(情)３０１ Teams Teams 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]

0012126 水曜日 1･2 基盤英語 内山　八郎 総科１年 ４－２０２ 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]

0012127 水曜日 1･2 基盤英語
フェネリー
マーク

総科１年 ４－３０２ Zoom Zoom 対面
教務システム「メッセージ」,manaba

「コースニュース」

0012128 水曜日 1･2 基盤英語 谷川　奈緒子
理工(数理･自

然)１年
６－２０１ Zoom,manaba Zoom,manaba 対面 manaba[コースニュース]

0012129 水曜日 1･2 基盤英語
パトリック
ジェフリー

理工(数理･自
然)１年

４－３０５ Zoom Zoom 対面 教務システム[メッセージ]

0012130 水曜日 1･2 基盤英語 藤滝　香織
理工(機械)１

年
６－２０２ Zoom,manaba Zoom,manaba 遠隔(L) manaba[コースニュース]

0012131 水曜日 1･2 基盤英語
マーシェソ
ジェラード

理工(機械)１
年

４－３０４ Teams,manaba Teams,manaba 対面
教務システム「メッセージ」,manaba

「コースニュース」

0012132 水曜日 1･2 基盤英語
ラックストン
ロバート

理工(機械)１
年

４－４０１ Zoom Zoom 対面 manaba[コースニュース]

0012412 水曜日 1･2 ドイツ語入門Ⅱ 依岡　隆児 総科Ａ１年 ４－３０３ Teams Teams 対面
教務システム[メッセージ],manaba[コー

スニュース]

0012604 水曜日 1･2 フランス語入門Ⅱ 田中　佳 総科Ａ１年 ４－３０５ Zoom 対面 対面
教務システム[講義連絡], manaba[コー

スニュース]

0012810 水曜日 1･2 中国語入門Ⅰ 鄭　嵐 総科Ａ１年 ４－４０４ Zoom Zoom 対面,遠隔(L) 教務システム[講義連絡]

0012811 水曜日 1･2 中国語入門Ⅱ 大村　和人 総科Ｂ１年 ５－４０１ Zoom Zoom 対面,遠隔(L)
manaba[コースニュース],教務システム

[メッセージ]

0081105 水曜日 1･2
ＳＩＨ道場～アクティブ・
ラーニング入門～(理工)

教務・学生委
員

夜間主(知能)
１年

Ｋ４０７

0010105 水曜日 3･4
和歌から俳諧，俳諧から俳句
へ

堤　和博 ４－２０４ manaba manaba 対面
教務システム[メッセージ],manaba[コー

スニュース]

0010106 水曜日 3･4 フィールドワーク入門Ⅰ 内藤　直樹 ４－３０１ Zoom Zoom 遠隔(O) manaba[コースニュース]

0010107 水曜日 3･4 この良さをわかってほしい 佐藤　征弥 ４－３０４ Teams 対面 対面
教務システム[メッセージ],manaba[コー

スニュース]

0010310 水曜日 3･4 現代社会と法 上原　克之 ４－３０５ Zoom Zoom 遠隔(L) manaba[コースニュース]
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※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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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併用）・・ライブ・オンデマンド併用の授業

0010311 水曜日 3･4 人口経済学入門 趙　彤 ４－２０３ Teams Teams 対面,遠隔(L) 教務システム[メッセージ]

0010506 水曜日 3･4 ウェルネス総合演習 羅　成圭 ５－３０１ Zoom Zoom 対面 教務システム[メッセージ]

0010507 水曜日 3･4 ウェルネス総合演習 西本 浩章 ５－４０１ Zoom,対面 対面,Zoom 対面,遠隔(L) 教務システム[メッセージ･講義連絡]

0010601 水曜日 3･4 日本事情Ⅰ 三隅　友子 留 ４－２０５ 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]

0010706 水曜日 3･4
異文化交流から学ぶグローバ
ル化

齊藤　隆仁 ６－２０１ Zoom,manaba Zoom,manaba 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]

0010807 水曜日 3･4 環境とバイオテクノロジー 平田　章 ４－４０２ Zoom Zoom 遠隔(L)
教務システム[講義連絡], manaba[コー

スニュース]

0010808 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 ６－２０２ Zoom Zoom 遠隔(L) manaba[コースニュース]

0011312 水曜日 3･4 線形代数学Ⅰ 小野　公輔
理工(数理･自

然)１年
４－４０１ 対面 対面 対面 manaba[コースニュース]

0011803 水曜日 3･4 基礎生物学H 渡部　稔
医(放･検)１

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

0012006 水曜日 3･4 情報科学入門 掛井　秀一 総科Ｃ１年
(情)２０２
Ａ・Ｂ

manaba, 遠隔(O) 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]

0012007 水曜日 3･4 情報科学入門 河原崎　貴光 総科Ｄ１年 (情)３０１ manaba manaba 遠隔(O) manaba[コースニュース]

0011313 水曜日 5･6 微分積分学Ⅰ 岡本　邦也
理工(機械Ａ)

１年
４－４０１ YouTube,manaba manaba,YouTube 遠隔(L･O)

教務システム[講義連絡], manaba[コー
スニュース]

0011314 水曜日 5･6 微分積分学Ⅰ 竹内　敏己
理工(機械Ｂ･
電気Ａ)１年

４－２０１ manaba manaba 対面 manaba[コースニュース]

0011315 水曜日 5･6 微分積分学Ⅰ 竹内　博
理工(電気Ｂ)

１年
４－３０１ Zoom 対面 対面

教務システム[メッセージ],manaba[コー
スニュース]

0011409 水曜日 5･6 基礎物理学Ⅰ・物理学概論 古屋　玲 歯(歯)１年 ６－２０１ Zoom Zoom 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]

0011410 水曜日 5･6 基礎物理学・力学概論 中村　浩一
理工(応化)１

年
５－３０２・

３０３
Teams 対面 対面

教務システム[講義連絡], manaba[コー
スニュース]

0012008 水曜日 5･6 情報科学入門 勢井　宏義 医(医)１年
(医)基礎第一

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

0012133 水曜日 5･6 基盤英語 山内　暁彦 医(栄)１年 ５－２０１ Zoom,manaba Zoom,manaba 遠隔(L) manaba[コースニュース]

0012134 水曜日 5･6 基盤英語 谷川　奈緒子 医(保)１年 ４－４０２ Zoom,manaba Zoom,manaba 対面 manaba[コースニュース]

0012135 水曜日 5･6 基盤英語 内山　八郎 医(保)１年 ４－４０４ 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]

0012136 水曜日 5･6 基盤英語 服部　恒太 医(保)１年
(情)２０２
Ａ・Ｂ

Zoom Zoom 遠隔(L) manaba[コースニュース]

0012137 水曜日 5･6 基盤英語 山田　仁子
理工(社デ)１

年
６－２０２ Zoom Zoom 遠隔(L)

教務システム[講義連絡], manaba[コー
スニュース]

0012138 水曜日 5･6 基盤英語 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], manaba[掲示
板]

0012322 水曜日 5･6 発信型英語
マーシェソ
ジェラード

歯(歯･口)２
年

４－３０４ Teams,manaba Teams,manaba 対面
教務システム[メッセージ],manaba[コー

スニュース]

0012323 水曜日 5･6 発信型英語
パトリック
ジェフリー

歯(歯･口)２
年

４－２０４ Zoom Zoom 対面 教務システム[メッセージ]

0012413 水曜日 5･6 ドイツ語入門 熊坂　元大
理工(数理･自

然)１年
４－２０３ Teams Teams 遠隔(L)

manaba[コースニュース],教務システム
[メッセージ･講義連絡]

0012414 水曜日 5･6 ドイツ語入門 張　錦惠 生資Ａ１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]

0012415 水曜日 5･6 ドイツ語入門 井戸　慶治 生資Ｂ１年 ４－２０５ manaba manaba manaba

0012812 水曜日 5･6 中国語入門 施　国恩
理工(数理･自

然)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]

0012813 水曜日 5･6 中国語入門 鄭　嵐 生資１年 ５－３０１ Zoom Zoom 対面,遠隔(L) 教務システム[講義連絡]

0010312 水曜日 7･8 日本国憲法 柴田　尭史 ４－３０１ 遠隔(O) 遠隔(O) 遠隔(O) manaba[コースニュース]



R4.4.15

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４年度前期　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。

４/１１(月)～２２(金)の間はＢＣＰレベル１ですが，遠隔推奨で実施します。
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併用）・・ライブ・オンデマンド併用の授業

0011606 水曜日 7･8 基礎化学Ⅰ・電子と有機化学 根本　尚夫 薬１年
(薬)第１講義

室
対面 対面,Teams 対面,遠隔(L) 教務システム[メッセージ]

0011701 水曜日 7･8 基礎化学実験 三好　德和 歯(歯)２年
３－化学実験
室，５－２０

１
対面 対面 対面 教務システム[メッセージ]

0011901 水曜日 7･8 基礎生物学実験N 渡部　稔 医(栄)１年
３－生物実験

室
Zoom 対面,manaba 対面,遠隔(O) manaba[コースニュース]

0012416 水曜日 7･8 ドイツ語入門 井戸　慶治
理工(機械)１

年
４－２０５ manaba manaba manaba

0012417 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) 教務システム[講義連絡]

0012605 水曜日 7･8 フランス語入門 田島　俊郎
理工(数理･自然･社
デ･機械･応化･電気)
１年，生資１年，夜

間主(全)１年

６－２０２ Zoom 対面 対面 manaba「コースニュース」

0012814 水曜日 7･8 中国語入門 施　国恩
理工(機械)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]

0012815 水曜日 7･8 中国語入門 鄭　嵐
理工(機械)１
年，夜間主(全)

１年
５－３０１ Zoom Zoom 対面,遠隔(L) 教務システム[講義連絡]

0012816 水曜日 7･8 中国語入門 大村　和人
理工(電気Ａ)

１年
４－２０１ Zoom Zoom 対面,遠隔(L)

manaba[コースニュース],教務システム
[メッセージ]

0012817 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]

0010108 水曜日 9･10 東アジア考古学概論Ⅰ 端野　晋平 ４－３０１ Teams Teams 遠隔(L･O)
教務システム[講義連絡],manaba[コース

ニュース]

0010209 水曜日 9･10
宇宙人としての教養：元素・
惑星系・生命・文明の起源と
寿命

古屋　玲 ４－４０４ Zoom Zoom 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]

0010313 水曜日 9･10 障害と社会 渡邉　克典 ４－２０１ Teams,manaba Teams,manaba
BCP2以上であれば遠隔形
式（ライブ）、1以下で

あれば対面形式
manaba[コースニュース]

0010406 水曜日 9･10 防災・減災基礎 小川　宏樹
５－３０２・

３０３
Zoom 対面 対面 manaba[コースニュース]

0010707 水曜日 9･10 国際交流の扉を拓(ひら)く 三隅　友子 ６－２０１ 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]

0010809 水曜日 9･10 次世代事業創造入門
徳島大学産業

院
６－２０２ Zoom Zoom 対面,遠隔(O) 教務システム「メッセージ」

0011607 水曜日 9･10
基礎化学Ⅱ・細胞生物化学の
基礎

山崎　尚志 薬１年
(薬)第１講義

室
Teams,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]

0031302 水曜日 11･12 微分積分学Ⅰ 大山　陽介
夜間主(全)１

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

0032401 水曜日 11･12 ドイツ語入門 今井　晋哉
夜間主(全)２

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]

0032103 水曜日 13･14 基盤英語
マクドナルド
アンガス

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

0032104 水曜日 13･14 基盤英語
ポープ　クリ
ストファー

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

0011001 木曜日 1･2 臨床検査学入門 片岡　佳子 (医)Ｃ－１２ Zoom Zoom 遠隔(L)
教務システム[メッセージ],manaba[コー

スニュース]

0011002 木曜日 1･2 乳幼児との交流から学ぶ 岩田　貴
(医)スキル
ス・ラボ

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]

0011316 木曜日 1･2 線形代数学Ⅰ 蓮沼　徹
理工(機械Ａ)

１年
４－３０１ manaba,遠隔(O) manaba,遠隔(O) 対面 manaba「コースニュース」

0011317 木曜日 1･2 線形代数学Ⅰ 片山　真一
理工(機械Ｂ･
電気Ａ)１年

５－３０２・
３０３

遠隔(O) 対面 対面,遠隔(O) 教務システム[講義連絡]

0011318 木曜日 1･2 線形代数学Ⅰ 大渕　朗
理工(電気Ｂ)

１年
４－４０１ Teams,Zoom

遠隔(O),Termsも
しくはZoomによ
る反転授業

遠隔(L･O) 教務システム[メッセージ]

0012009 木曜日 1･2 情報科学入門 上田　哲史
理工(社デ)１

年
(情)２０２
Ａ・Ｂ

遠隔(O) Teams 対面,遠隔(L･O) manaba「コースニュース」

0012139 木曜日 1･2 基盤英語
マドックス
ノトリー　マ

シュー
総科１年 ４－４０２ Zoom Zoom 対面 manaba[コースニュース]

0012140 木曜日 1･2 基盤英語
ニムチャック
アーレン

総科１年 ４－３０４ Zoom Zoom 遠隔(L) 教務システム[メッセージ]

0012141 木曜日 1･2 基盤英語 田久保　浩 総科１年 ４－２０３ Zoom 対面 対面 manaba[コースニュース]

0012142 木曜日 1･2 基盤英語
フロレス　デ
イビッド

歯(歯･口)１
年

４－２０２ Zoom Zoom 対面 manaba[コースニュース]
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授業実施方法
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令和４年度前期　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。

４/１１(月)～２２(金)の間はＢＣＰレベル１ですが，遠隔推奨で実施します。
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併用）・・ライブ・オンデマンド併用の授業

0012143 木曜日 1･2 基盤英語 谷川　奈緒子
歯(歯･口)１

年
４－３０３ Zoom,manaba Zoom,manaba 対面 manaba[コースニュース]

0012144 木曜日 1･2 基盤英語 中島　浩二
理工(応化)１

年
６－２０１ Zoom Zoom 対面,遠隔(L) manaba[コースニュース]

0012145 木曜日 1･2 基盤英語 藤滝　香織
理工(応化)１

年
４－３０２ Zoom,manaba Zoom,manaba 遠隔(L) manaba[コースニュース]

0012146 木曜日 1･2 基盤英語 吉田　文美 生資１年 (情)３０１
Zoom,manaba,
スーパー英語

Zoom,manaba,
スーパー英語

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]

0012147 木曜日 1･2 基盤英語 服部　恒太 生資１年 Ｋ－ＣＡＬＬ Zoom Zoom 遠隔(L) manaba[コースニュース]

0012148 木曜日 1･2 基盤英語
小笠原　麻衣

子
生資１年 ４－４０４ Zoom,manaba Zoom,manaba 対面,遠隔(L･O)

教務システム[講義連絡], manaba[コー
スニュース]

0012418 木曜日 1･2 ドイツ語入門Ⅱ 熊坂　元大 総科Ｂ１年 ４－２０４ Teams Teams 遠隔(L)
manaba[コースニュース],教務システム

[メッセージ･講義連絡]

0012606 木曜日 1･2 フランス語入門Ⅱ 田島　俊郎 総科Ｂ１年 ４－３０５ Zoom 対面 対面 manaba「コースニュース」

0012818 木曜日 1･2 中国語入門Ⅱ 荒武　達朗 総科Ｃ１年 ６－２０２ Teams 対面 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]

0010109 木曜日 3･4 ことばと社会 塩川　奈々美 ５－３０１ Zoom Zoom 対面,遠隔(L) manaba[コースニュース]

0010110 木曜日 3･4 日本近現代の幻想小説 河田　和子 ４－２０２ manaba manaba 遠隔(L)
教務システム[メッセージ],manaba[コー

スニュース]

0010314 木曜日 3･4 日本国憲法 堀井　秀知 ４－２０１
状況が許す限り
対面,難しければ

ＺＯＯＭ

状況が許す限り
対面,難しければ

ＺＯＯＭ

状況が許す限り対面と考
えていますが、難しけれ
ばＺＯＯＭを検討してい

ます

第１回講義までに間に合えばｍａｎａｂ
ａを利用しますが･･･

0010407 木曜日 3･4
身近な高分子物質の科学と技
術

南川　慶二 ５－４０１ 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]

0010408 木曜日 3･4 宇宙物理学入門 伏見　賢一
５－３０２・

３０３
Teams 対面,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]

0010602 木曜日 3･4 日本事情Ⅲ 三隅　友子 留 ４－２０５ 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]

0010708 木曜日 3･4 世界の中の日本語 村上　敬一 ４－３０１ 対面 対面 対面 manaba[コースニュース]

0010709 木曜日 3･4 アメリカ社会の形成と展開 吉岡　宏祐 ５－２０１ Zoom Zoom 遠隔(L) manaba[コースニュース]

0010810 木曜日 3･4 イノベーション思考入門 北岡　和義 ６－２０１ Zoom
対面,Zoom,新型
コロナ流行状況
により決定

対面,遠隔(L･O) 教務システム[メッセージ]

0010904 木曜日 3･4 とくしまの環境を学ぼう
徳島県地球温
暖化防止活動
推進センター

４－４０１ manaba, 遠隔(O)
manaba,遠隔
(O),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]

0010905 木曜日 3･4
歴史から学ぶ地域～宗教・社
会～

衣川　仁 ６－２０２ Zoom 対面 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]

0012010 木曜日 3･4 情報科学入門 大薮　進喜
理工(機械)１

年
(情)２０２Ａ・

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

スニュース]

0012209 木曜日 3･4 主題別英語
小笠原　麻衣

子
理工(情光)２

年
４－４０４ Zoom,manaba Zoom,manaba 対面,遠隔(L･O)

教務システム[講義連絡], manaba[コー
スニュース]

0012210 木曜日 3･4 主題別英語 樋口　友乃
理工(情光)２

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

0012211 木曜日 3･4 主題別英語 藤滝　香織
理工(情光)２

年
４－３０２ Zoom,manaba Zoom,manaba 遠隔(L) manaba[コースニュース]

0012324 木曜日 3･4 発信型英語
ニムチャック
アーレン

理工(電気)２
年

４－３０４ Zoom Zoom 遠隔(L) 教務システム[メッセージ]

0012325 木曜日 3･4 発信型英語
マドックス
ノトリー　マ

シュー

理工(電気)２
年

４－４０２ Zoom Zoom 対面 manaba[コースニュース]

0012326 木曜日 3･4 発信型英語
モートン　常

慈
理工(電気)２

年
４－３０５ Zoom Zoom 対面

manaba[コースニュース],教務システム
[メッセージ]

0012327 木曜日 3･4 発信型英語 木里　恭子
理工(電気)２

年
Ｋ５０５ manaba manaba 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]

0012328 木曜日 3･4 発信型英語 坂田　浩 生資２年 ４－２０４ Zoom Zoom 対面 manaba[コースニュース]

0012329 木曜日 3･4 発信型英語 座喜　純 生資２年 ４－４０３

0012330 木曜日 3･4 発信型英語 谷川　奈緒子 生資２年 ４－３０３ Zoom,manaba Zoom,manaba 対面 manaba[コースニュース]
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時間割
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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４年度前期　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。

４/１１(月)～２２(金)の間はＢＣＰレベル１ですが，遠隔推奨で実施します。
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併用）・・ライブ・オンデマンド併用の授業

0012331 木曜日 3･4 発信型英語
フロレス　デ
イビッド

生資２年 ４－２０３ Zoom Zoom 対面 manaba[コースニュース]

0010210 木曜日 5･6 心理学概論 福森　崇貴 ４－２０１ 遠隔(O) 遠隔(O) 対面,遠隔(L･O) manaba[コースニュース]

0010211 木曜日 5･6 コミュニケーション入門 畠　一樹 ４－２０２ Zoom Zoom 対面,遠隔(L)
manaba[コースニュース],教務システム

[講義連絡･メッセージ]

0010315 木曜日 5･6 建築デザイン入門 田口　太郎 ４－３０１ manaba manaba 対面 manaba[コースニュース]

0010409 木曜日 5･6
情報基盤の運用技術について
考える

金西　計英 ４－３０３ Zoom 対面 対面,遠隔(O) manaba[コースニュース]

0010410 木曜日 5･6 理工学概論
理工学科機械
科学コース教

員

理工(機械)１
年，夜間主
(機械)１年

４－４０１，
４－４０２

0010710 木曜日 5･6 国際交流の扉を拓(ひら)く 三隅　友子 ６－２０１ 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]

0010811 木曜日 5･6 絵画表現と技法の基礎 平木　美鶴 ６－２０３ Teams
対面,状況によっ

てTeams
対面,遠隔(L) 教務システム[講義連絡]

0010906 木曜日 5･6 ボランティア実践 矢部　拓也 ６－２０２

0011003 木曜日 5･6 医学心理行動学 沼田　周助
(医）大塚講堂

大ホール
遠隔(O),Teams; Teams,遠隔(O） 対面

教務システム[メッセージ],manaba[コー
スニュース]

0011103 木曜日 5･6
ＳＩＨ道場～アクティブ・
ラーニング入門～(理工)

教務・学生委
員

理工(数理)１
年

４－４０４ 対面 対面 対面 教務システム[講義連絡]

0011104 木曜日 5･6
ＳＩＨ道場～アクティブ・
ラーニング入門～(理工)

教務・学生委
員

理工(自然)１年 ５－４０１

0011608 木曜日 5･6
基礎化学Ⅱ・有機化学(ライ
フサイエンスの基礎)

小笠原　正道 医(栄)１年 ５－２０１
教務システム
メッセージから

資料配付
対面 対面 教務システム[メッセージ]

0012011 木曜日 5･6 情報科学入門 掛井　秀一 総科Ａ１年 (情)３０１ manaba, 遠隔(O) 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]

0012012 木曜日 5･6 情報科学入門 佐原　理 総科Ｂ１年 Ｋ－ＣＡＬＬ

0011004 木曜日 7･8 実験動物学・放射線概論 松本　高広
(医）大塚講堂

大ホール
manaba manaba 対面,遠隔(O) manaba[コースニュース]

0011702 木曜日 7･8 基礎化学実験 今井　昭二 歯(歯)１年
３－化学実験
室，５－３０

１
対面 対面 対面

manaba [コースニュース･掲示板],教務
システム[メッセージ]

0010411 木曜日 9･10
英語テキストで学ぶ地球学・
環境学

安間　了 ４－２０１ 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」

0012013 木曜日 9･10 情報科学入門 石丸　善康 生資１年
(情)２０２
Ａ・Ｂ

遠隔(O) 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]

0012014 木曜日 9･10 情報科学入門 金西　計英 再履修クラス (情)３０１ Zoom 対面 対面 manaba[コースニュース]

0030101 木曜日 11･12 日本語の歴史 村上　敬一 夜間主(全) ４－２０１ manaba manaba 遠隔(O) manaba[コースニュース]

0030301 木曜日 11･12 政策学入門 小田切　康彦 夜間主(全) ４－２０２ Zoom Zoom 対面,遠隔(L)
manaba[コースニュース],教務システム

[講義連絡]

0030401 木曜日 11･12 宇宙物理学入門 伏見　賢一 夜間主(全) ４－３０１ Teams 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]

0030701 木曜日 11･12 現代世界の展開Ⅰ 佐久間　亮 夜間主(全) ４－３０２ 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]

0032001 木曜日 11･12 情報科学入門 松浦　健二
夜間主(全)１

年
(情)２０２
Ａ・Ｂ

遠隔(O) Teams 対面,遠隔(L)
教務システム[メッセージ],manaba[コー

スニュース]

0031401 木曜日 13･14 基礎物理学・力学概論 岸本　豊
夜間主(全)１

年
４－２０２ Teams Teams 遠隔(L) 教務システム[講義連絡]

0010412 金曜日 1･2 遺伝と進化 松尾　義則 ４－３０１ Teams Teams 未定 教務システム「講義連絡」

0011411 金曜日 1･2 基礎物理学・力学概論 犬飼　宗弘
理工(知能･
光)１年

５－３０１，
５－３０２・

３０３
Teams

遠隔(O),BCPによ
り対面

大学の基本方針
に従います。

manaba[コースニュース]

0011804 金曜日 1･2 基礎生物学M 米村　重信 医(医)１年
(医)基礎第一

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

0011805 金曜日 1･2 基礎生物学DⅠ 工藤　保誠 歯(歯)１年 (歯)講堂 対面 未定 対面,遠隔(L･O) 教務システム[メッセージ]

0012015 金曜日 1･2 情報科学入門 蓮沼　徹
理工(数理)１

年
(情)２０２
Ａ・Ｂ

遠隔(O) manaba,遠隔(O) 対面 manaba[コースニュース]
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令和４年度前期　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。

４/１１(月)～２２(金)の間はＢＣＰレベル１ですが，遠隔推奨で実施します。
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併用）・・ライブ・オンデマンド併用の授業

0012016 金曜日 1･2 情報科学入門 福井　昌則
理工(自然)１

年
(情)３０１ 遠隔(O) Zoom 対面,遠隔(L)

manaba[コースニュース],教務システム
[講義連絡]

0011005 金曜日 3･4 口腔と健康 歯学部教授 (歯)講堂

0011319 金曜日 3･4 微分積分学Ⅰ 片山　真一
理工(社デ)１

年
５－３０２・

３０３
遠隔(O) 対面 対面,遠隔(O) 教務システム[講義連絡]

0011320 金曜日 3･4 微分積分学Ⅰ 松井　紘樹
理工(応化)１

年
４－３０１ Teams 対面 対面 manaba[コースニュース]

0011321 金曜日 3･4 微分積分学Ⅰ 大橋　守
理工(数理･自

然)１年
４－２０１ manaba manaba 対面

教務システム[講義連絡], manaba[コー
スニュース]

0011609 金曜日 3･4 基礎化学 米村　重信 医(医)１年
(医)基礎第一

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

0012149 金曜日 3･4 基盤英語
ニムチャック
アーレン

理工(電気)１
年

４－３０４ Zoom Zoom 遠隔(L) 教務システム[メッセージ]

0012150 金曜日 3･4 基盤英語 石田　和枝
理工(電気)１

年
(情)３０１ 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]

0012151 金曜日 3･4 基盤英語
早内　ジュ
ディス

理工(電気)１
年

４－２０２ 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]

0012152 金曜日 3･4 基盤英語
小笠原　麻衣

子
理工(知能･
光)１年

４－４０４ Zoom,manaba Zoom,manaba 対面,遠隔(L･O)
教務システム[講義連絡], manaba[コー

スニュース]

0012153 金曜日 3･4 基盤英語
フロレス　デ
イビッド

理工(知能･
光)１年

４－４０２ Zoom Zoom 対面 manaba[コースニュース]

0012154 金曜日 3･4 基盤英語 中島　浩二
理工(知能･
光)１年

６－２０１ Zoom Zoom 対面,遠隔(L) manaba[コースニュース]

0010812 金曜日 5･6 私、その存在と未来 勢井　宏義 医(医)1年
(医)基礎第一

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

0011322 金曜日 5･6 医療情報処理 未定 再履修(歯)

0012155 金曜日 5･6 基盤英語
早内　ジュ
ディス

理工(社デ)１
年

４－２０２ 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]

0012156 金曜日 5･6 基盤英語 石田　和枝
理工(社デ)１

年
(情)３０１ 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]

0012157 金曜日 5･6 基盤英語
ニムチャック
アーレン

生資１年 ４－３０４ Zoom Zoom 遠隔(L) 教務システム[メッセージ]

0012158 金曜日 5･6 基盤英語
パトリック
ジェフリー

生資１年 ４－３０２ Zoom Zoom 対面 教務システム[メッセージ]

0012159 金曜日 5･6 基盤英語
マドックス
ノトリー　マ

シュー
生資１年 ４－４０２ Zoom Zoom 対面 manaba[コースニュース]

0012419 金曜日 5･6 ドイツ語入門 張　錦惠
理工(応化)１

年
４－２０４ 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]

0012819 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]

0010413 金曜日 7･8 理工学概論
理工学科知能
情報コース教

員

理工(知能)１
年，夜間主
(知能)１年

Ｋ５０７ manaba manaba 遠隔(O) manaba[コースニュース]

0010414 金曜日 7･8 理工学概論
理工学科光シ
ステムコース

教員
理工(光)１年

0010813 金曜日 7･8
ビジュアルコミュニケーショ
ン

佐原　理 ４－２０４

0011006 金曜日 7･8
医療者としてのコミュニケー
ション

岩佐　幸恵 医(保)１年生 大講義室 Zoom Zoom

できるだけ対面でやりた
いと考えていますが，広
い教室が確保できない場
合には，遠隔になる可能

性もある。

教務システム[メッセージ]

0012160 金曜日 7･8 基盤英語
小笠原　麻衣

子
理工(応化)１年 ４－２０２ Zoom,manaba Zoom,manaba 対面,遠隔(L･O)

教務システム[講義連絡], manaba[コー
スニュース]

0012161 金曜日 7･8 基盤英語
マドックス
ノトリー　マ

シュー

理工(応化)１
年

４－４０２ Zoom Zoom 対面 manaba[コースニュース]

0012420 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

４－３０３ 対面 遠隔(O) 対面,遠隔(O) 教務システム[講義連絡]

0012820 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]

0090101 集中 技術者・科学者の倫理 大和　真樹
理工(応化)３
年，夜間主
(応化)３年

0090102 集中 技術者・科学者の倫理 堂道　剛
理工(情光)３
年，夜間主
(情光)３年
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※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。
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※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。

４/１１(月)～２２(金)の間はＢＣＰレベル１ですが，遠隔推奨で実施します。
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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　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

0090103 集中 技術者・科学者の倫理 大和　真樹
理工(応理)３
年，夜間主
(応理)３年

0090301 集中 ライフデザイン 豊田　哲也

0080301 集中 ライフデザイン 豊田　哲也 夜間主(全)

0090701 集中
Culture and Society in
Japan

坂田　浩 留

0090801 集中 起業を知ろう
徳島大学産業

院
Zoom Zoom 遠隔(L) 教務システム[メッセージ]

0090802 集中
イノベーション・プロジェク
ト入門

浮田　浩行 Teams Teams 対面,遠隔(L) 教務システム[メッセージ]

0080801 集中
イノベーション・プロジェク
ト入門

浮田　浩行 夜間主(全) Teams Teams 対面,遠隔(L) 教務システム[メッセージ]

0090803 集中
イノベーション・プロジェク
ト実践

浮田　浩行 Teams Teams 対面,遠隔(L) 教務システム[メッセージ]

0080802 集中
イノベーション・プロジェク
ト実践

浮田　浩行 夜間主(全) Teams Teams 対面,遠隔(L) 教務システム[メッセージ]

0090804 集中 テクノロジーとビジネス 藤田　恭嗣 Zoom Zoom 対面,遠隔(O) 教務システム[メッセージ]

0090901 集中 徳島の魅力・徳島で働く 山中　英生

0080901 集中 徳島の魅力・徳島で働く 山中　英生 夜間主(全)

0090902 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

0080902 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 夜間主(全)

0090903 集中 実践型インターンシップ 山中　英生 対面 対面 対面,遠隔(L) 学生への個別メール

0091101 集中
ＳＩＨ道場〜アクティブ・
ラーニング入門〜(総合科学
部)

教務・学生委
員

総科１年

0091102 集中
ＳＩＨ道場〜アクティブ・
ラーニング入門〜(医・医)

教務・学生委
員

医(医)１年

0091103 集中
ＳＩＨ道場〜アクティブ・
ラーニング入門〜(医･医科栄
養)

教務・学生委
員

医(栄)１年

0091104 集中
ＳＩＨ道場〜アクティブ・
ラーニング入門〜(医・保健)

教務・学生委
員

医(看)１年 対面 遠隔(O) 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]

0091105 集中
ＳＩＨ道場〜アクティブ・
ラーニング入門〜(医・保健)

教務・学生委
員

医(放)１年

0091106 集中
ＳＩＨ道場〜アクティブ・
ラーニング入門〜(医・保健)

教務・学生委
員

医(検)１年

0091107 集中
ＳＩＨ道場〜アクティブ・
ラーニング入門〜(歯学部)

教務・学生委
員

歯(歯･口)１
年

0091108 集中
ＳＩＨ道場〜アクティブ・
ラーニング入門〜(薬学部)

教務・学生委
員

薬１年

0091109 集中
ＳＩＨ道場～アクティブ・
ラーニング入門～(理工)

教務・学生委
員

理工(社デ)１
年

0081101 集中
ＳＩＨ道場～アクティブ・
ラーニング入門～(理工)

教務・学生委
員

夜間主(社デ)
１年

0091110 集中
ＳＩＨ道場～アクティブ・
ラーニング入門～(理工)

教務・学生委
員

理工(機械)１
年

0081102 集中
ＳＩＨ道場～アクティブ・
ラーニング入門～(理工)

教務・学生委
員

夜間主(機械)
１年

0091111 集中
ＳＩＨ道場～アクティブ・
ラーニング入門～(理工)

教務・学生委
員

理工(応化)１
年

0081103 集中
ＳＩＨ道場～アクティブ・
ラーニング入門～(理工)

教務・学生委
員

夜間主(応化)
１年

0091112 集中
ＳＩＨ道場～アクティブ・
ラーニング入門～(理工)

教務・学生委
員

理工(電気)１
年

0081104 集中
ＳＩＨ道場～アクティブ・
ラーニング入門～(理工)

教務・学生委
員

夜間主(電気)
１年



R4.4.15

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４年度前期　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。

４/１１(月)～２２(金)の間はＢＣＰレベル１ですが，遠隔推奨で実施します。
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併用）・・ライブ・オンデマンド併用の授業

0091113 集中
ＳＩＨ道場〜アクティブ・
ラーニング入門〜(生物資源
産業学部)

教務・学生委
員

生資１年

0093001 集中
コミュニケーションのための
日本語1

橋本　智 留

0093002 集中
コミュニケーションのための
日本語2

橋本　智 留

0093003 集中
コミュニケーションのための
日本語3

橋本　智 留

0093004 集中
コミュニケーションのための
日本語4

橋本　智 留

0093005 集中
コミュニケーションのための
日本語5

橋本　智 留

0093006 集中
コミュニケーションのための
日本語6

橋本　智 留

0093007 集中
コミュニケーションのための
日本語7

橋本　智 留

0093008 集中
コミュニケーションのための
日本語8

橋本　智 留

0093009 集中
コミュニケーションのための
日本語9

橋本　智 留

0093010 集中
コミュニケーションのための
日本語10

橋本　智 留


