
○ 授業（教室変更及び休講等）に関することは、教養教育学生
　　掲示板･モバイル情報案内システムで周知しますので必ず
　　確認してください。

○各授業の内容等を記載したシラバスは三重大学ホームペー
　 ジから見ることができます。
 　三重大学ウェブシラバス　http://syllabus.mie-u.ac.jp/

○2019年11月7日（木）は月曜日の授業開講

○2020年1月15日（水）は金曜日の授業開講

http://www.ars.mie-u.ac.jp/
三重大学　教養教育院

2014（平成26）年度以前入学者用（旧科目名表示）
※本文中の略号・注意事項等・集中講義はP11に掲載

2019年度　後期
教養教育授業科目時間割表
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無 英語Ⅲプレゼンテーション中級 L6201 サコラヴスキー 教養教育PBL演習室1 無 英語Ⅰ大学基礎/再履修・編入生 初級 L6401 伊藤　怜 304 無 英語Ⅰ大学基礎/再履修・編入生 初級 L6601 中嶌　浩貴 419

医 分子生命体科学Ｂ/1年 医 L6202 渡邉　昌俊 (医)臨床第2講義室 無 英語Ⅲプレゼンテーション中級 L6402 サコラヴスキー 教養教育PBL演習室1 無 英語Ⅱリーディング＆ディスカッション L6602 リチャーズ 1131

無 社会 法学Ｃ/働くことと労働組合 L6403 藤本　真理 他 1231 無 自然 数理科学Ｂ/円の数学 L6603 肥田野　万里子 183

無 人文 東洋史Ａ/中国女性史 L6404 酒井　恵子 281 無 自然 物理学/自然観の発展 L6604 宮西　基明 1211

無 人文 東洋文化史/日本美術の源を訪ねて L6405 藤田　伸也 　 280 無 自然 ★生物学/英語で読む鯨類学入門 L6605 吉岡　基 206

無 人文 比較政治文化/政治文化を比較する L6406 グットマン 101 無 自然 医学医療Ａ/生命医科学の課題 L6606 渡邉　昌俊 他 (医)臨床第2講義室

無 社会 ★国際理解特殊講義/教育言説の来歴と問題 L6407 伊藤　敏子 1201

無 自然 情報科学Ａ/プログラミングの初歩 L6408 武本　行正 (情)第2

工 基礎線形代数学Ⅱ/1年 E346～ L6414 久保　明達 381

工 基礎物理学Ⅱ/1年 C L6415 飯田　和生 1211 医 化学実験/1年 医 L6613 田丸　浩 他 (生)化学第1実験室

生 基礎化学Ⅳ/再履修生 L6416 岡垣　壮 380 工 スポーツ健康学実習Ⅱ/バドミントン 1年 E・C・S L6614 伊藤　敏裕

工 スポーツ健康学実習Ⅱ/卓球 1年 E・C・S L6615 海津　富美代

工 スポーツ健康学実習Ⅱ/テニス 1年 E・C・S L6616 中西　義雄

工 スポーツ健康学実習Ⅱ/バスケットボール 1年 E・C・S L6617 西村　泰一

工 スポーツ健康学実習Ⅱ/サッカー 1年 E・C・S L6618 高木　良明

工 スポーツ健康学実習Ⅱ/ソフトボール 1年 E・C・S L6619 重松　良祐

工 化学実験/2年 L6613 田丸　浩 他 (生)化学第1実験室

生 化学実験/2･3年 L6613 田丸　浩 他 (生)化学第1実験室

1

１・２限 ３・４限 ５・６限

月
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無 英語Ⅱライティング L6801 リチャーズ 1131 無 社会 日本国憲法/憲法と自己 L6001 内野　広大 381

無 フランス語Ⅱ会話/1年 L6802 ダメム 305 無 自然 地域防災論/三重県の防災と復興 L6002 宮岡  邦任 他 1231

無 社会 ★キャリアプランニング入門/キャリアを考える L6803 未定 1201 無 社会 政治学Ｆ/性の多様性・複合差別 L6003 岩本　美砂子 他 190

工 スポーツ健康学実習Ⅱ/バドミントン 1年 M・A・J L6804 伊藤　敏裕 無 自然 生物資源学Ａ/森と土壌 L6004 野中　寛 他 301

工 スポーツ健康学実習Ⅱ/卓球 1年 M・A・J L6805 海津　富美代 無 自然 防災論/自然災害と防災・減災 L6005 川口　淳 他 120

工 スポーツ健康学実習Ⅱ/テニス 1年 M・A・J L6806 中西　義雄 教 基礎微分積分学Ⅱ/71期 数情 L6006 川向　洋之 280

工 スポーツ健康学実習Ⅱ/バスケットボール 1年 M・A・J L6807 西村　泰一 工 基礎線形代数学Ⅱ/1年 J801～830 L6007 森山　貴之 1221

工 スポーツ健康学実習Ⅱ/サッカー 1年 M・A・J L6808 高木　良明 工 基礎微分積分学Ⅱ/1年 J831～ L6008 古関　春隆 281

工 基礎線形代数学Ⅱ/1年 E301～345 L6809 久保　明達 380

L6613

L6613

L6613

2
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無 中国語Ⅰ文法（後）/再履修・編入生 L7201 中野　麻里子 182 無 中国語Ⅰ文法（後）/再履修・編入生 L7401 陳  志平 304 無 中国語Ⅰ文法（後）/再履修・編入生 L7601 中野　麻里子 381

無 ドイツ語Ⅰ演習（後）/再履修・編入生 L7202 中川　拓哉 303 無 朝鮮語Ⅰ文法（後） L7402 有吉　登美子 280 無 ドイツ語Ⅰ演習（後）/再履修・編入生 L7602 鈴木　久嗣 405

無 ★ドイツ語Ⅰ会話Ａ（後）/再履修・編入生 L7203 バルトロメ 206 無 ドイツ語Ⅰ演習（後）/再履修・編入生 L7403 井口　靖 419 無 ★ドイツ語Ⅰ会話Ａ（後）/再履修・編入生 L7603 バルトロメ 206

無 基礎線形代数学Ⅰ/再履修生 L7204 新田　貴士 1321 無 ★ドイツ語Ⅰ会話Ａ（後）/再履修・編入生 L7404 バルトロメ 206 無 朝鮮語Ⅰ講読（後） L7604 有吉　登美子 280

無 人文 倫理学Ｂ/「情」と「理」 L7205 遠山　敦 402 無 社会 障がい学生支援実践/障がい学生への支援 L7405 栗田　季佳 他 (教)S-501教室 無 社会 人文地理学Ｂ/文化地理学入門 L7605 中川　正 教養教育PBL演習室1

無 人文 ★ＰＢＬ言語学（国際・現代）/小学校英語を科学する L7206 綾野　誠紀 教養教育PBL演習室1 無 社会 こころのサポート/こころのサポート(ｷｬﾘｱ) L7406 鈴木　英一郎 教養教育PBL演習室1 無 社会 ★人文地理学Ｃ/日本の山村・過疎問題 L7606 安食　和宏 101

医 フランス語Ⅰ文法（後）/1年 L7207 山本　覚 281 無 人文 ★日本考古学Ｂ/遺跡と博物館を考える L7407 小澤　毅 382 無 社会 ★心理学Ａ/適応と対人関係 L7607 瀬戸　美奈子 1201

医 中国語Ⅰ文法（後）/1年 L7201 中野　麻里子 182 無 人文 日本文学Ｃ/文学理論概説 L7408 坂　堅太 404 無 社会 地域学/オセアニアの教育事情 L7608 奥田　久春 1301

医 ドイツ語Ⅰ演習（後）/1年 医 L7208 井口　靖 419 無 社会 ★法学Ｃ/市民生活と法 L7409 上井  長十 1211 無 社会 国際理解特殊講義/仕事と国際理解【英語】 L7609 サコラヴスキー 教養教育PBL演習室2

医 ドイツ語Ⅰ演習（後）/1年 看 L7202 中川　拓哉 303 無 社会 経済学Ｂ/社会保障と経済 L7410 諏訪　克之 101 人 スポーツ健康学実習Ⅱ/エアロビックダンス 1年 文・法201～245 L7617 後藤　洋子

医 ★ドイツ語Ⅰ会話Ａ（後）/1年 L7203 バルトロメ 206 無 社会 ★心理学Ａ/適応と対人関係 L7411 瀬戸　美奈子 1201 人 スポーツ健康学実習Ⅱ/バドミントン 1年 文・法201～245 L7618 中村　哲夫

工 基礎線形代数学Ⅰ/1年 C501～545 L7209 大貫　洋介 1221 無 社会 こころのサポート/こころのサポート(統合) L7412 鈴木　英一郎 教養教育PBL演習室1 人 スポーツ健康学実習Ⅱ/サッカー 1年 文・法201～245 L7619 藤田　一豊

無 社会 ★社会学Ｂ/現代社会のトピックス L7413 江成　幸 402 人 スポーツ健康学実習Ⅱ/バスケットボール 1年 文・法201～245 L7620 西村　泰一

無 社会 政治学Ｇ/民主主義を考える L7414 麻野　雅子 1231 工 フランス語Ⅰ文法（後）/1年 L7621 山本　覚 183

無 社会 現代社会理解実践Ｓ/障がい学生への支援 L7415 栗田　季佳 他 (教)S-501教室 工 中国語Ⅰ文法（後）/1年 L7601 中野　麻里子 381

人 フランス語Ⅰ文法（後）/1年 L7416 山本　覚 183 工 中国語Ⅰ文法（後）/1年 L7622 荒井　茂夫 380

人 中国語Ⅰ文法（後）/1年 L7401 陳  志平 304 工 中国語Ⅰ文法（後）/1年 L7623 陳  志平 304

人 中国語Ⅰ文法（後）/1年 L7417 中野　麻里子 182 工 中国語Ⅰ文法（後）/1年 L7624 湯浅　陽子 382

人 中国語Ⅰ文法（後）/1年 L7418 荒井　茂夫 380 工 中国語Ⅰ文法（後）/1年 L7625 祖  建 282

人 中国語Ⅰ文法（後）/1年 L7419 花尻　奈緒子 282 工 ドイツ語Ⅰ演習（後）/1年 L7602 鈴木　久嗣 405

人 中国語Ⅰ文法（後）/1年 L7420 濱田　武志 403 工 ドイツ語Ⅰ演習（後）/1年 L7626 籠　碧 419

人 中国語Ⅰ文法（後）/1年 L7421 劉　霊均 281 工 ドイツ語Ⅰ演習（後）/1年 L7627 神竹　道士 105

人 中国語Ⅰ文法（後）/1年 L7422 胡　蓉 381 工 ★ドイツ語Ⅰ会話Ａ（後）/1年 L7603 バルトロメ 206

人 ドイツ語Ⅰ演習（後）/1年 文 L7403 井口　靖 419

人 ドイツ語Ⅰ演習（後）/1年 法 L7423 中川　拓哉 303

人 ★ドイツ語Ⅰ会話Ａ（後）/1年 L7404 バルトロメ 206

教 フランス語Ⅰ文法（後）/71期 L7416 山本　覚 183

教 中国語Ⅰ文法（後）/71期 L7401 陳  志平 304

教 中国語Ⅰ文法（後）/71期 L7417 中野　麻里子 182

教 中国語Ⅰ文法（後）/71期 L7418 荒井　茂夫 380

教 中国語Ⅰ文法（後）/71期 L7419 花尻　奈緒子 282

教 中国語Ⅰ文法（後）/71期 L7420 濱田　武志 403

教 中国語Ⅰ文法（後）/71期 L7421 劉　霊均 281

教 中国語Ⅰ文法（後）/71期 L7422 胡　蓉 381

教 ドイツ語Ⅰ演習（後）/71期 L7423 中川　拓哉 303

教 ★ドイツ語Ⅰ会話Ａ（後）/71期 L7404 バルトロメ 206

工 基礎線形代数学Ⅱ/1年 J831～ L7424 新田　貴士 1321

工 基礎微分積分学Ⅱ/1年 J801～830 L7425 大貫　洋介 1221

工 基礎微分積分学Ⅱ/1年 E301～345 L7426 川中　普晴 他 (工)12番
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無 中国語Ⅰ文法（後）/再履修・編入生 L7801 劉　霊均 281 無 英語ⅡＴＯＥＩＣ受験対策 L7001 小田　敦子 205

無 ドイツ語Ⅰ演習（後）/再履修・編入生 L7802 神竹　道士 105 無 フランス語Ⅱ講読/1年 L7002 井出　勉 382

無 ★ドイツ語Ⅰ会話Ａ（後）/再履修・編入生 L7803 バルトロメ 206 無 社会 経済学Ａ/マクロ経済学入門 L7003 渡邉　隆俊 183

無 ドイツ語Ⅱ講読/再履修・編入生 L7804 菅　利恵 183 無 人文 西洋史Ｂ/西洋近代史 L7004 森脇　由美子 381

無 ドイツ語Ⅱ会話Ｂ/再履修・編入生 L7805 稲葉　瑛志 404 無 社会 文化人類学Ｂ/民族誌学 L7005 河邉　真次 419

無 社会 企業研究入門/企業を知る L7806 未定 1201 無 社会 ★文化と空間Ｃ/人文学の基礎を知る L7006 森　正人 282

無 社会 三重学/三重の社会と文化【開放】【英語】 L7807 正路　真一 (国)視聴覚室 無 自然 数理科学Ｇ/問題による数学の学び L7007 玉城　政和 280

無 自然 医学医療Ｃ/いたみの科学 L7808 丸山　一男 他 (医)臨床第2講義室

無 社会 国際理解特殊講義/仕事と国際理解【英語】 L7809 サコラヴスキー 教養教育PBL演習室2

無 自然 情報科学Ｃ/続・数値計算統計処理 L7810 井岡　幹博 (情)第2

人 ドイツ語Ⅱ講読/1年 L7804 菅　利恵 183

人 ドイツ語Ⅱ会話Ｂ/1年 L7805 稲葉　瑛志 404

人 スポーツ健康学実習Ⅱ/バドミントン 1年 法246～ L7817 中村　哲夫

人 スポーツ健康学実習Ⅱ/サッカー 1年 法246～ L7818 藤田　一豊

人 スポーツ健康学実習Ⅱ/バスケットボール 1年 法246～ L7819 西村　泰一

教 基礎線形代数学Ⅱ/71期 数情 L7821 肥田野　久二男 280

生 フランス語Ⅰ文法（後）/1年 L7822 井出　勉 382

生 中国語Ⅰ文法（後）/1年 L7801 劉　霊均 281

生 中国語Ⅰ文法（後）/1年 L7823 荒井　茂夫 380

生 中国語Ⅰ文法（後）/1年 L7824 中野　麻里子 381

生 中国語Ⅰ文法（後）/1年 L7825 花尻　奈緒子 282

生 中国語Ⅰ文法（後）/1年 L7826 濱田　武志 403

生 ドイツ語Ⅰ演習（後）/1年 L7802 神竹　道士 105

生 ドイツ語Ⅰ演習（後）/1年 L7827 鈴木　久嗣 405

生 ドイツ語Ⅰ演習（後）/1年 L7828 籠　碧 419

生 ★ドイツ語Ⅰ会話Ａ（後）/1年 L7803 バルトロメ 206
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無 人文 日本語学Ｂ/日本語史 L8201 川口　敦子 101 無 社会 ★キャリアプランニング入門/キャリアを考える L8401 未定 1201 無 英語Ⅲプレゼンテーション中級 L8601 ハムリッチ 305

無 社会 日本国憲法/立憲主義ってこれだ！ L8202 前田　定孝 419 無 社会 ★アントレプレナー論/起業マインドの醸成 L8402 松岡　守 他 教養教育PBL演習室2 無 ロシア語Ⅰ文法（後） L8602 山路　明日太 182

無 社会 ★心理学Ａ/自己・他者の心と適応 L8203 廣岡　雅子 1211 無 社会 ★日本理解特殊講義Ｓ/起業マインドの醸成 L8403 松岡　守 他 教養教育PBL演習室2 無 社会 ★キャリアプランニング入門/キャリアプランニング L8603 長岡　みか 1221

無 社会 社会学Ａ/社会学史・近代社会論 L8204 林原　玲洋 205 無 人文 ★哲学Ｉ/ダーウィンと進化思想 L8404 小川　眞里子 419 無 人文 日本史Ｄ/木簡から見た古代日本 L8604 清水　みき 1131

無 社会 環境学Ａ/外来生物問題を考える L8205 河村　功一 他 1131 無 社会 ★心理学Ａ/自己・他者の心と適応 L8405 廣岡　雅子 1211 無 人文 日本文学Ａ/日本古典文学入門 L8605 村口　進介 380

無 自然 ★情報科学Ａ/JavaScript L8206 山守　一徳 (情)第2 無 社会 国際理解特殊講義/持続可能な開発の教育【英語】 L8406 トゥラダール 教養教育PBL演習室1 無 社会 三重学/三重ブランドの創出 L8606 朴　恵淑 他 120

無 自然 数理科学Ｈ/やさしい統計学 L8407 岩本　隆宏 282 無 人文 宗教学Ｃ/トンガ王国の宗教 L8607 塚本　晃久 281

L8216 工 電子計算機プログラミング及び演習/再履修 M L8216 鎌田　泰成 (情)第4 無 社会 現代社会理解特殊講義/三重の産業 L8608 織田　拓 他 1201

工 基礎微分積分学Ⅱ/1年 E346～ L8419 川中　普晴 他 (工)12番 無 自然 数理科学Ｅ/組み合わせ論・確率論 L8609 岩本　隆宏 282

無 自然 化学Ａ/化学に関する話題 L8610 村田　繁 1231

工 基礎微分積分学Ⅱ/1年 M L8613 松井　博和 (工)15番
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水

１・２限 ３・４限 ５・６限



14:40 16:10 16:20 17:50

クラス
指定

分野 授業科目/テーマ等 授業コード 教員 教室
クラス
指定

分野 授業科目/テーマ等 授業コード 教員 教室

無 英語Ⅰ大学基礎/再履修・編入生 初級 L8801 伊藤　怜 304 無 社会 留学生支援実践/留学生支援実践 L8001 風間　惇希 教養教育PBL演習室1

無 英語Ⅱビジネスイングリッシュ L8802 スクラグス 1131 無 社会 日本理解特殊講義/留学生と学ぶ日本【開放】 L8002 松岡　知津子 (国)視聴覚室

無 ロシア語Ⅰ講読（後） L8803 山路　明日太 182 無 人文 宗教学Ｄ/アボリジニーの宗教 L8003 塚本　晃久 281

無 人文 日本学/芸能にみる日本らしさ L8804 前田　憲司 120 無 社会 国際理解実践Ｓ/留学生支援実践 L8004 風間　惇希 教養教育PBL演習室1

工 基礎数学演習Ⅱ/再履修 E L8805 森　香津夫 1211 無 自然 化学Ｂ/遺伝子工学と抗体工学 L8005 冨田　昌弘 他 (工)11番

6

９・１０限

水

７・８限



8:50 10:20 10:30 12:00 13:00 14:30

クラス
指定

分野 授業科目/テーマ等 授業コード 教員 教室
クラス
指定

分野 授業科目/テーマ等 授業コード 教員 教室
クラス
指定

分野 授業科目/テーマ等 授業コード 教員 教室

無 ドイツ語Ⅰ基礎（後）/再履修・編入生 L9202 大喜　祐太 380 無 英語Ⅱリーディング＆ディスカッション L9402 マクダニエル 105 無 英語Ⅱリーディング＆ディスカッション L9601 マクダニエル 105

無 ★ドイツ語Ⅰ会話Ｂ（後）/再履修・編入生 L9203 稲葉　瑛志 305 無 ドイツ語Ⅰ基礎（後）/再履修・編入生 L9403 大喜　祐太 380 無 ドイツ語Ⅰ基礎（後）/再履修・編入生 L9602 中村　惠 206

無 中国語Ⅰ講読（後）/再履修・編入生 L9204 広中　一成 182 無 ★ドイツ語Ⅰ会話Ｂ（後）/再履修・編入生 L9404 菅　利恵 303 無 ★ドイツ語Ⅰ会話Ｂ（後）/再履修・編入生 L9603 長縄　寛 280

無 基礎微分積分学Ⅰ/再履修生 L9205 堀江　太郎 1231 無 中国語Ⅰ講読（後）/再履修・編入生 L9405 広中　一成 182 無 中国語Ⅰ講読（後）/再履修・編入生 L9604 荒井　茂夫 380

無 人文 国際理解特殊講義/英語でエッセイ【開放】【英語】 L9206 マクダニエル (国)演習室3・4 無 人文 日本史Ｂ/忍者の歴史 L9406 山田　雄司 120 無 社会 キャリアイベント実践/模擬面接体験 L9605 未定 1221

医 ドイツ語Ⅰ基礎（後）/1年 医 L9214 菅　利恵 303 無 人文 哲学Ｈ/心の哲学 L9407 薄井　尚樹 205 無 社会 ★こころのサポート/こころのサポート(ｷｬﾘｱ) L9606 望木　郁代 1301

医 ドイツ語Ⅰ基礎（後）/1年 看 L9202 大喜　祐太 380 無 社会 社会学Ａ/社会学史・近代社会論 L9408 林原　玲洋 教養教育PBL演習室2 無 社会 日本学/メディアと日本【開放】 L9607 栗田　聡子 (環)PBL3・4

医 ★ドイツ語Ⅰ会話Ｂ（後）/1年 L9203 稲葉　瑛志 305 無 社会 ★文化と空間Ｃ/空間と社会 L9409 北川　眞也 206 無 人文 哲学Ｉ/科学史・科学論 L9608 鈴木　秀憲 1211

医 フランス語Ⅰ講読（後）/1年 医 L9215 グットマン 404 無 社会 ★心理学Ｆ/心理学の基礎を学ぶ L9410 中西　千織 281 無 社会 ★こころのサポート/こころのサポート(統合) L9609 望木　郁代 1301

医 フランス語Ⅰ講読（後）/1年 看 L9216 ダメム 301 工 基礎線形代数学Ⅰ/1年 A L9417 堀江　太郎 1231 無 自然 環境学Ａ/環境科学入門【英語】 L9610 トゥラダール 101

医 中国語Ⅰ講読（後）/1年 L9204 広中　一成 182 生 ドイツ語Ⅰ基礎（後）/1年 L9403 大喜　祐太 380 無 社会 ★心理学Ｆ/心理学の基礎を学ぶ L9611 中西　千織 281

生 ドイツ語Ⅰ基礎（後）/1年 L9418 稲葉　瑛志 305 人 ドイツ語Ⅰ基礎（後）/1年 文 L9602 中村　惠 206

生 ドイツ語Ⅰ基礎（後）/1年 L9419 籠　碧 419 人 ドイツ語Ⅰ基礎（後）/1年 法 L9612 星  揚一郎 205

生 ★ドイツ語Ⅰ会話Ｂ（後）/1年 L9404 菅　利恵 303 人 ★ドイツ語Ⅰ会話Ｂ（後）/1年 L9603 長縄　寛 280

生 フランス語Ⅰ講読（後）/1年 L9420 山本　覚 183 人 フランス語Ⅰ講読（後）/1年 L9613 グットマン 404

生 中国語Ⅰ講読（後）/1年 L9405 広中　一成 182 人 中国語Ⅰ講読（後）/1年 L9604 荒井　茂夫 380

生 中国語Ⅰ講読（後）/1年 L9421 祖  建 381 人 中国語Ⅰ講読（後）/1年 L9614 広中　一成 182

生 中国語Ⅰ講読（後）/1年 L9422 胡　蓉 282 人 中国語Ⅰ講読（後）/1年 L9615 胡　蓉 282

生 中国語Ⅰ講読（後）/1年 L9423 花尻　奈緒子 382 人 中国語Ⅰ講読（後）/1年 L9616 祖  建 381

人 中国語Ⅰ講読（後）/1年 L9617 湯浅　陽子 教養教育PBL演習室2

人 中国語Ⅰ講読（後）/1年 L9618 濱田　武志 304

人 中国語Ⅰ講読（後）/1年 L9619 花尻　奈緒子 382

教 ドイツ語Ⅰ基礎（後）/71期 L9612 星  揚一郎 205

教 ★ドイツ語Ⅰ会話Ｂ（後）/71期 L9603 長縄　寛 280

教 フランス語Ⅰ講読（後）/71期 L9613 グットマン 404

教 中国語Ⅰ講読（後）/71期 L9604 荒井　茂夫 380

教 中国語Ⅰ講読（後）/71期 L9614 広中　一成 182

教 中国語Ⅰ講読（後）/71期 L9615 胡　蓉 282

教 中国語Ⅰ講読（後）/71期 L9616 祖  建 381

教 中国語Ⅰ講読（後）/71期 L9617 湯浅　陽子 教養教育PBL演習室2

教 中国語Ⅰ講読（後）/71期 L9618 濱田　武志 304

教 中国語Ⅰ講読（後）/71期 L9619 花尻　奈緒子 382

医 スポーツ健康学実習Ⅱ/バレーボール 1年 医1～50 L9620 大隈　節子

医 スポーツ健康学実習Ⅱ/ソフトボール 1年 医1～50 L9621 細野　信幸

医 スポーツ健康学実習Ⅱ/テニス 1年 医1～50 L9622 中西　義雄

医 スポーツ健康学実習Ⅱ/フィットネス 1年 医1～50 L9623 井村　久美子

医 スポーツ健康学実習Ⅱ/サッカー 1年 医1～50 L9624 高木　良明

工 基礎線形代数学Ⅰ/1年 C546～ L9625 玉城　政和 1231

工 基礎線形代数学Ⅱ/1年 M L9626 小竹　茂夫 (工)25番

工 基礎物理学Ⅱ/1年 S L9627 木村　明洋 183

工 基礎物理学Ⅱ/1年 E L9628 元垣内　敦司 1201

生 スポーツ健康学実習Ⅱ/バレーボール 1年 資・共 L9620 大隈　節子

生 スポーツ健康学実習Ⅱ/ソフトボール 1年 資・共 L9621 細野　信幸

生 スポーツ健康学実習Ⅱ/テニス 1年 資・共 L9622 中西　義雄

生 スポーツ健康学実習Ⅱ/フィットネス 1年 資・共 L9623 井村　久美子

生 スポーツ健康学実習Ⅱ/サッカー 1年 資・共 L9624 高木　良明
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１・２限 ３・４限 ５・６限

木



14:40 16:10 16:20 17:50

クラス
指定

分野 授業科目/テーマ等 授業コード 教員 教室
クラス
指定

分野 授業科目/テーマ等 授業コード 教員 教室

無 英語Ⅱビジネスイングリッシュ L9801 マクダニエル 105 無 英語Ⅲプレゼンテーション中級 L9001 ハムリッチ 305

無 ドイツ語Ⅰ基礎（後）/再履修・編入生 L9802 長縄　寛 280 無 ドイツ語Ⅱ演習/再履修・編入生 L9002 大喜　祐太 380

無 ★ドイツ語Ⅰ会話Ｂ（後）/再履修・編入生 L9803 稲葉　瑛志 305 無 ドイツ語Ⅱ会話Ａ/再履修・編入生 L9003 バルトロメ 206

無 中国語Ⅰ講読（後）/再履修・編入生 L9804 広中　一成 182 無 人文 日本文学Ｃ/文学理論概説 L9004 坂　堅太 402

無 中国語Ⅱ会話 L9805 劉　霊均 403 無 自然 医学医療Ｄ/暮らしと看護 L9005 片岡　三佳 他 (医)臨床第3講義室

無 社会 ★広報誌編集実践/広報誌編集実践 L9806 長屋　祐一 他 教養教育PBL演習室1 無 人文 倫理学Ｆ/倫理学の特殊問題 L9006 相澤　康隆 419

無 人文 宗教学Ｂ/インド諸宗教の修行論 L9807 久間　泰賢 303 無 人文 倫理学Ｉ/古代中国の諸思想 L9007 西　信康 281

無 人文 東洋史Ｂ/万里の長城と中国史 L9808 仲山　茂 304 無 自然 化学Ｂ/先端医療工学を学ぶ L9008 宮本　啓一 1201

無 社会 経済学Ｇ/観光と環境の経済学 L9809 朝日　幸代 404 無 自然 ★国際保健と地域医療/世界の地域保健と医療 L9009 堀　浩樹 他 (医)臨床第2講義室

無 自然 環境学Ａ/環境科学入門【英語】 L9810 トゥラダール 101 無 自然 生物資源学Ａ/環境と動物との関わり L9010 山田　佳廣 他 301

無 社会 ★ＰＢＬ社会学（国際・現代）/メディアとジェンダー L9811 林原　玲洋 (環)PBL1 人 ドイツ語Ⅱ演習/1年 L9002 大喜　祐太 380

無 自然 数理科学Ｆ/数学基礎論入門 L9812 伊藤　美香 281 人 ドイツ語Ⅱ会話Ａ/1年 L9003 バルトロメ 206

医 スポーツ健康学実習Ⅱ/バレーボール 1年 医51～ L9819 大隈　節子 教 基礎地学Ⅰ L9011 伊藤　信成 182

医 スポーツ健康学実習Ⅱ/ソフトボール 1年 医51～ L9820 細野　信幸 工 基礎物理学Ⅱ/1年 E L9012 元垣内　敦司 1211

医 スポーツ健康学実習Ⅱ/テニス 1年 医51～ L9821 中西　義雄 生 基礎物理学Ⅰ/再履修 L9013 大野　研 183

医 スポーツ健康学実習Ⅱ/フィットネス 1年 医51～ L9822 井村　久美子

医 スポーツ健康学実習Ⅱ/サッカー 1年 医51～ L9823 高木　良明

工 ドイツ語Ⅰ基礎（後）/1年 L9802 長縄　寛 280

工 ドイツ語Ⅰ基礎（後）/1年 L9824 中村　惠 206

工 ドイツ語Ⅰ基礎（後）/1年 L9825 星  揚一郎 205

工 ★ドイツ語Ⅰ会話Ｂ（後）/1年 L9803 稲葉　瑛志 305

工 フランス語Ⅰ講読（後）/1年 L9826 山本　覚 183

工 中国語Ⅰ講読（後）/1年 L9804 広中　一成 182

工 中国語Ⅰ講読（後）/1年 L9827 胡　蓉 282

工 中国語Ⅰ講読（後）/1年 L9828 祖  建 381

工 中国語Ⅰ講読（後）/1年 L9829 花尻　奈緒子 382

工 中国語Ⅰ講読（後）/1年 L9830 湯浅　陽子 教養教育PBL演習室2

工 中国語Ⅰ講読（後）/1年 L9831 荒井　茂夫 380

生 スポーツ健康学実習Ⅱ/バレーボール 1年 生･海 L9819 大隈　節子

生 スポーツ健康学実習Ⅱ/ソフトボール 1年 生･海 L9820 細野　信幸

生 スポーツ健康学実習Ⅱ/テニス 1年 生･海 L9821 中西　義雄

生 スポーツ健康学実習Ⅱ/フィットネス 1年 生･海 L9822 井村　久美子

生 スポーツ健康学実習Ⅱ/サッカー 1年 生･海 L9823 高木　良明
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７・８限 ９・１０限

木



8:50 10:20 10:30 12:00 13:00 14:30

クラス
指定

分野 授業科目/テーマ等 授業コード 教員 教室
クラス
指定

分野 授業科目/テーマ等 授業コード 教員 教室
クラス
指定

分野 授業科目/テーマ等 授業コード 教員 教室

無 社会 国際理解特殊講義/世界遺産と私たち【開放】【英語】 L0201 マホニー (国)視聴覚室 無 英語Ⅰコミュニケーション/再履修・編入生 初級 L0401 齋藤　広明 404 無 英語Ⅰコミュニケーション/再履修・編入生 初級 L0601 吉田　悦子 205

無 社会 生物資源学Ｂ/食品の流通システム L0202 常　清秀 183 無 スぺイン語Ⅰ文法（後） L0402 伊藤　ゆかり 380 無 スぺイン語Ⅰ会話（後） L0602 伊藤　ゆかり 380

工 基礎微分積分学Ⅱ/1年 S L0211 肥田野　万里子 282 無 ポルトガル語Ⅰ文法（後） L0403 重松　由美 381 無 ポルトガル語Ⅰ会話（後） L0603 重松　由美 381

工 基礎物理学Ⅱ/1年 J L0212 仲本　朝基 301 無 ポルトガル語Ⅰ文法（後） L0404 瀧藤　千恵美 281 無 ポルトガル語Ⅰ会話（後） L0604 瀧藤　千恵美 281

無 中国語Ⅱ会話 L0405 胡　蓉 282 無 中国語Ⅱ講読 L0605 胡　蓉 282

無 中国語Ⅲ作文【開放】 L0406 劉　霊均 人文学部 無 中国語Ⅲ会話【開放】 L0606 劉　霊均 人文学部

無 人文 日本語学Ｂ/日本語史 L0407 川口　敦子 101 無 人文 宗教学Ａ/宗教とは何か L0607 片倉　望 1211

無 社会 経済学Ｂ/社会経済学基礎 L0408 深井　英喜 183 無 人文 西洋史Ｃ/戦後秩序、安全保障 L0608 野村　耕一 419

無 人文 比較文化論/「日本人論」の批評 L0409 グットマン 405 無 社会 地域学/オセアニアの教育事情 L0609 奥田　久春 1131

無 社会 ★社会学Ｂ/社会問題の社会学 L0410 林原　玲洋 1201 無 人文 音楽文化論/西洋音楽の流れ L0610 三浦　健一 1301

無 社会 環境学Ａ/環境問題と地球【開放】【英語】 L0411 マホニー (国)視聴覚室 無 社会 国際理解特殊講義/持続可能な開発の教育【英語】 L0611 トゥラダール 教養教育PBL演習室2

無 社会 国際理解特殊講義/持続可能な開発の教育【英語】 L0412 トゥラダール 教養教育PBL演習室2 教 スポーツ健康学実習Ⅱ/ニュースポーツ 71期 美・家・英・特・幼 L0612 佐藤　武尊

無 人文 国際理解特殊講義/国際協力入門 L0413 奥田　久春 他 1131 教 スポーツ健康学実習Ⅱ/サッカー 71期 美・家・英・特・幼 L0613 片山　靖富

無 社会 現代社会理解特殊講義/MIEUポイント L0414 山村　直紀 他 402 教 スポーツ健康学実習Ⅱ/ソフトボール 71期 美・家・英・特・幼 L0614 高木　良明

無 自然 生物学/暮らしの中の放射線 L0415 加藤　信哉 1221 教 スポーツ健康学実習Ⅱ/フィットネス 71期 美・家・英・特・幼 L0615 井村　久美子

無 自然 医学医療Ｂ/健康科学 L0416 小林　由直 他 190 医 スポーツ健康学実習Ⅱ/ニュースポーツ 1年 看 L0612 佐藤　武尊

無 自然 ★ＰＢＬ現代科学理解特殊講義（現代科学）/現代の科学と技術 L0417 和田　正法 (環)PBL3・4 医 スポーツ健康学実習Ⅱ/サッカー 1年 看 L0613 片山　靖富

人 情報科学基礎Ⅱ（応用）/1年 法 L0418 金　佑榮 (人)第2講義室 医 スポーツ健康学実習Ⅱ/ソフトボール 1年 看 L0614 高木　良明

工 化学Ⅰ/再履修 P L0426 中村　浩次 (工)19番 医 スポーツ健康学実習Ⅱ/フィットネス 1年 看 L0615 井村　久美子

工 化学Ⅱ/1年 M･E L0427 石原　篤 他 (工)25番 工 基礎線形代数学Ⅱ/1年 S L0617 露峰　茂明 1231

工 基礎物理学Ⅰ/1年 M L0618 早川　聡一郎 (工)15番

工 物理学実験/2年 P L0619 野呂　雄一 他 1121

生 物理学実験/2年以上 L0619 野呂　雄一 他 1121
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１・２限 ３・４限 ５・６限

金



14:40 16:10 16:20 17:50

クラス
指定

分野 授業科目/テーマ等 授業コード 教員 教室
クラス
指定

分野 授業科目/テーマ等 授業コード 教員 教室

無 英語Ⅰコミュニケーション/再履修・編入生 初級 L0802 菅谷　友亮 404 無 スポーツ健康学実習Ⅱ/アダプテットスポーツ 〈注1〉 L0001 八木　規夫

無 ポルトガル語Ⅰ文法（後） L0803 瀧藤　千恵美 281 無 社会 ピアサポート実践/ピアサポート実践 L0002 風間　惇希 他 教養教育PBL演習室1

無 ポルトガル語Ⅰ会話（後） L0804 重松　由美 381 無 社会 ★社会学Ｂ/社会問題の社会学 L0003 林原　玲洋 1201

無 社会 学生生活支援実践/学生生活支援実践 L0805 鈴木　英一郎 教養教育PBL演習室1 無 人文 ★ＰＢＬ言語学（国際・現代）/意味を捕まえる L0004 井口　靖 1111

無 人文 国際理解特殊講義/立憲君主制 L0806 野村　耕一 419 生 数学基礎/再履修 L0005 鬼頭　孝治 (生)233番教室

無 自然 ★ＰＢＬ自然科学概論（現代科学）/科学の歴史 L0807 和田　正法 (環)PBL3・4

教 スポーツ健康学実習Ⅱ/ニュースポーツ 71期 国・社・数情・理・音・保・技・学 L0808 佐藤　武尊

教 スポー ツ健康学実習Ⅱ/サッカー  71期 国・社・数情・理・音・保・技・学 L0809 片山　靖富

教 スポーツ健康学実習Ⅱ/ソフトボール 71期 国・社・数情・理・音・保・技・学 L0810 高木　良明

教 スポーツ健康学実習Ⅱ/フィットネス 71期 国・社・数情・理・音・保・技・学 L0811 井村　久美子

L0619

L0619
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７・８限 ９・１０限

金



1 本文中の略号は、次のとおりです。 2 分野 旧統合教育科目の分野

＜クラス指定＞
学部 略号 3 ★ 受講人数制限のある授業を示す。

文
法 4
各コース・専攻の

頭文字

教 教育学専攻 5 【開放】 専門教育科目・国際交流センター授業科目を教養教育科目として開講するもの。
心 教育心理学専 受講人数制限があります。
※略号＋初 各コース・専攻の初等教育選修
※略号＋中 各コース・専攻の中等教育選修 6 【英語】 英語で実施する授業。
医 医学科
看 看護学科 7 ＜注１＞ 体力の著しく劣る場合や身体的障害のために一般学生とともに受講することが困難な場合。
A～D 学部で指定されたクラス
Ｍ 機械工学コース
Ｅ 電気電子工学コース
Ｃ 応用化学コース
Ａ 建築学コース
Ｊ 情報工学コース
Ｓ 総合工学コース
資 資源循環学科
共 共生環境学科
生
A～D、 学部で指定されたクラス
※略号+情1～3

※2年生以上のクラス指定の略号は入学時の情報にもとづく。

＜教室＞

校舎 略号
人文学部 （人）
教育学部 （教）
医学部 （医）
工学部 （工）
生物資源学部 （生）
総合情報処理センター （情）
国際交流センター （国）
環境・情報科学館 （環）

○集中で実施する授業 詳細は掲示にて随時連絡されます。掲示板に注意してください。集中講義の成績は翌学期の成績通知書で確認してください。

　後期履修申告期間（9/4～9/10）に履修申告してください。
　履修科目修正期間後の履修申告の取消はできません。授業実施期間中の予定をよく確認したうえで履修申告をしてください。

分野 授業科目名/テーマ 授業コード 教員
英語ⅠＴＯＥＩＣ/集中再履修クラス 菅谷　友亮

社会 環境学Ａ/環境内部監査員養成 LCS72 間島　順哉
社会 国際理解実践/国際環境インターン 朴　恵淑
人文 国際理解実践/国際理解研修（天津） 國仲　寛人 他
社会 国際理解実践/Tri-U国際シンポ【開放】 栗田　聡子
社会 現代社会理解特殊講義/三重の地場産業 LCS76 織田　拓　他
社会 ★現代社会理解実践/次世代産業実践 LCS77 東　大史　他

生物学基礎Ⅰ/再履修 LCS78 掛田　克行 他
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詳細についてはウェブシラバス参照。

生物資源学部再履修者対象。

総合研究棟Ⅱ２F

オムニバス方式授業（授業内容を分担して複数の教員が担当する授業）を示す。

第4は総合研究棟Ⅱ１F

実施期間・備考

2月12日（水）、2月13日（木）、2月17日（月）、2月24日（月）。詳細はウェブシラバス参照。
12月14日（土）、2月18日（火）～2月20日（木）2泊3日、2月29日（土）。必要経費有。詳細はウェブシラバス参照。

授業コードが付いている授業について

3月2日(月)～5日(木)　2020（令和2）年度前期の単位として認定。
2月17日(月)～2月20日(木) 　各日1～8限　教養教育PBL1で実施。
詳細についてはウェブシラバス参照。
詳細についてはウェブシラバス参照。

医学部

工学部

生物資源学部 生物圏生命科学科

備考

学科等

人文学部
文化学科
法律経済学科

教育学部

教育学専攻・教育心理学専攻を除く各コース・専攻


