
○　授業（履修や休講等）に関することは、教養教育学生掲
　　 示板（Moodleコース）・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。

○　各授業が行われる教室は、教養教育学生掲示板
     （Moodleコース）で発表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　https://syllabus.mie-u.ac.jp/

○　2022年11月10日（木）は月曜日の授業開講

○　2023年 1月10日（火）は月曜日の授業開講

https://www.ars.mie-u.ac.jp/

2015（平成27）年度以降入学者用
※本文中の略号・注意事項等・集中講義はP11に掲載

三重大学　教養教育

2022（令和4）年度　後期
教養教育授業科目時間割表



10:20 12:00 14:30

曜日
クラス
指定

領域 授業科目/テーマ等 授業コード 教員 教室 領域 授業科目/テーマ等 授業コード 教員 教室 領域 授業科目/テーマ等 授業コード 教員 教室

科学 数理科学Ｇ/問題による数学の学び L6101 肥田野　久二男 181 外国 英語Ⅰ大学基礎/再履修・編入生 初級 L6301 永富　央章 282 外国 英語Ⅰ大学基礎/再履修・編入生 初級 L6501 高橋　一馬 1221

地域 【遠隔】経済学Ｂ/暮らしの中の経済 L6302 森　瑞季 419 外国 英語Ⅱ発展Ｂ L6502 リチャーズ PBLラウンジ

地域 ★人文地理学Ｃ/三重県の市町の地理 L6303 安食　和宏 402 地域 日本国憲法/事例で学ぶ日本国憲法 L6503 岩﨑　恭彦 120

国際 東洋史Ａ/中国女性史 L6304 酒井　恵子 120 科学 物理学/自然観の発展 L6504 宮西　基明 206

国際 比較政治文化/政治文化を比較する L6305 グットマン 410 科学 医学医療Ａ/生命医科学の課題 L6505 山崎　英俊 他 (医)基礎第2講義室

国際 【遠隔】政治学Ｇ/民主主義を考える L6306 麻野　雅子 1201･1211

国際 ★国際理解特殊講義/教育言説の来歴と問題 L6307 伊藤　敏子 教養教育PBL演習室2

国際 現代社会理解特殊講義/MIEUポイント L6308 山村　直紀 他 101

科学 数理科学Ｂ/円の数学 L6309 肥田野　万里子 182

外国 英語Ⅰ大学基礎/中級 1年 L6506 齋藤　広明 1111

外国 英語Ⅰ大学基礎/中級 1年 L6507 野末　幸子 202

外国 英語Ⅰ大学基礎/中級 1年 L6508 大谷　修樹 381

外国 英語Ⅰ大学基礎/初級 1年 L6509 竹内　春樹 1301

外国 英語Ⅰ大学基礎/初級 1年 L6510 児玉　玲子 105

外国 英語Ⅰ大学基礎/初級 1年 L6511 伊藤　怜 382

外国 英語Ⅰ大学基礎/中級 74期 L6310 齋藤　広明 1111 DS データサイエンスⅡ/74期 数・理 L6512 玉城　政和 他 1121

外国 英語Ⅰ大学基礎/中級 74期 L6311 徳永　和博 1131

外国 英語Ⅰ大学基礎/中級 74期 L6312 大谷　修樹 381

外国 英語Ⅰ大学基礎/初級 74期 L6313 高橋　一馬 1221

外国 英語Ⅰ大学基礎/初級 74期 L6314 竹内　春樹 1301

基礎 分子生命体科学Ｂ/1年 医 L6102 竹本　研 (医)臨床第3講義室 基礎 化学実験/1年 医 L6513 田丸　浩 他 化学実験室

外国 英語Ⅰ大学基礎/中級 1年 L6103 野末　幸子 202 基礎 基礎線形代数学Ⅱ/1年 E346～ L6315 久保　明達 1321 健康 スポーツ健康科学ｂ/サッカー 1年 S・E・C L6514 藤田　一豊

外国 英語Ⅰ大学基礎/中級 1年 L6104 徳永　和博 1131 基礎 基礎物理学Ⅱ/1年 C L6316 村田　博司 1231 健康 スポーツ健康科学ｂ/ソフトボール 1年 S・E・C L6515 高木　良明

外国 英語Ⅰ大学基礎/中級 1年 L6105 竹内　春樹 1301 健康 スポーツ健康科学ｂ/卓球 1年 S・E・C L6516 海津　富美代

外国 英語Ⅰ大学基礎/初級 1年 L6106 田中　秀治 281 健康 スポーツ健康科学ｂ/テニス 1年 S・E・C L6517 水藤　弘吏

外国 英語Ⅰ大学基礎/初級 1年 L6107 永富　央章 282 健康 スポーツ健康科学ｂ/バドミントン 1年 S・E・C L6518 伊藤　敏裕

外国 英語Ⅰ大学基礎/初級 1年 L6108 野田　明 1211 健康 スポーツ健康科学ｂ/バレーボール 1年 S・E・C L6519 大隈　節子

外国 英語Ⅰ大学基礎/初級 1年 L6109 伊藤　怜 382 基礎 化学実験/2年 L6513 田丸　浩 他 化学実験室

外国 英語Ⅰ大学基礎/初級 1年 L6110 高橋　一馬 1221

外国 英語Ⅰ大学基礎/初級 1年 L6111 小田　敦子 105

DS データサイエンスⅡ/1年 生 L6112 三宅　英雄 他 1201 基礎 化学基礎Ⅰ/再履修生 L6317 福﨑　智司 他 190 基礎 物理学基礎Ⅱ/1年 L6520 村上　克介 1231

基礎 物理学基礎Ⅱ/1年 L6521 近藤　雅秋 1211

基礎 化学実験/2・3年 L6513 田丸　浩 他 化学実験室
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16:10 17:50

領域 授業科目/テーマ等 授業コード 教員 教室 領域 授業科目/テーマ等 授業コード 教員 教室
クラス
指定

曜日

外国 英語Ⅱ発展Ｃ L6701 リチャーズ PBLラウンジ 地域 地域防災論/三重県の防災と復興 L6901 飯島　慈裕 他 190

異文 【遠隔】異文化理解Ⅱ演習（フランス語） L6702 ダメム 106 科学 医学医療Ｂ/人体の扉：内臓と脈管 L6902 太城　康良 301

地域 ★日本国憲法/憲法と自己 L6703 内野　広大 1201 科学 生物資源学Ａ/森と土壌 L6903 野中　寛 他 101

科学 化学Ｂ/遺伝子工学と抗体工学 L6704 湊元　幹太 （工）11番 科学 防災論/自然災害と防災・減災 L6904 川口　淳 他 120

科学 医学医療Ｂ/人体の扉：内臓と脈管 L6705 太城　康良 301 科学 現代科学理解特殊講義/データサイエンスＡＩ L6905 末原　憲一郎 他 410

DS データサイエンスⅡ/74期 保・技・家 L6706 石田　修二 （教）403教室 基礎 基礎微分積分学Ⅱ/74期 数 L6906 森山　貴之 1301

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇 L6513

健康 スポーツ健康科学ｂ/サッカー 1年 M・A・J L6707 藤田　一豊 基礎 基礎線形代数学Ⅱ/1年 J801～830 L6907 中村　力 1221

健康 スポーツ健康科学ｂ/ソフトボール 1年 M・A・J L6708 高木　良明 基礎 基礎微分積分学Ⅱ/1年 J831～ L6908 玉城　政和 181

健康 スポーツ健康科学ｂ/卓球 1年 M・A・J L6709 海津　富美代

健康 スポーツ健康科学ｂ/テニス 1年 M・A・J L6710 水藤　弘吏

健康 スポーツ健康科学ｂ/バドミントン 1年 M・A・J L6711 伊藤　敏裕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇 L6513

基礎 基礎線形代数学Ⅱ/1年 E301～345 L6712 久保　明達 1321

外国 英語Ⅰ大学基礎/中級 1年 L6713 齋藤　広明 1111 DS データサイエンスⅡ/1年 共 L6909 森尾　吉成 情報教育室

外国 英語Ⅰ大学基礎/中級 1年 L6714 大谷　修樹 381

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇 L6513

外国 英語Ⅰ大学基礎/中級 1年 L6715 野末　幸子 202

外国 英語Ⅰ大学基礎/初級 1年 L6716 田中　秀治 281

外国 英語Ⅰ大学基礎/初級 1年 L6717 永富　央章 282

外国 英語Ⅰ大学基礎/初級 1年 L6718 児玉　玲子 105
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10:20 12:00 14:30

曜日
クラス
指定 領域 授業科目/テーマ等 授業コード 教員 教室 領域 授業科目/テーマ等 授業コード 教員 教室 領域 授業科目/テーマ等 授業コード 教員 教室

外国 英語Ⅱ発展Ｄ L7101 マクダニエル 101 異文 【遠隔】異文化理解Ⅰ基礎（中国語）ｂ/再履修・編入生 L7301 陳　志平 419 異文 異文化理解Ⅰ基礎（中国語）ｂ/再履修・編入生 L7501 中野　麻里子 105

異文 異文化理解Ⅰ基礎（中国語）ｂ/再履修・編入生 L7102 中野　麻里子 105 異文 異文化理解Ⅰ演習（ドイツ語Ａ）ｂ/再履修・編入生 L7302 稲葉　瑛志 203 異文 異文化理解Ⅰ演習（ドイツ語Ａ）ｂ/再履修・編入生 L7502 山﨑　祐人 182

異文 異文化理解Ⅰ演習（ドイツ語Ａ）ｂ/再履修・編入生 L7103 中川　拓哉 183 異文 ★異文化理解Ⅰ演習（ドイツ語Ｂ）ｂ/再履修・編入生 L7303 バルトロメ PBLラウンジ 異文 ★異文化理解Ⅰ演習（ドイツ語Ｂ）ｂ/再履修・編入生 L7503 バルトロメ PBLラウンジ

異文 ★異文化理解Ⅰ演習（ドイツ語Ｂ）ｂ/再履修・編入生 L7104 バルトロメ PBLラウンジ 地域 ★日本考古学Ｂ/遺跡と博物館を考える L7304 小澤　毅 教養教育PBL演習室2 地域 日本文学Ｃ/文学理論・批評理論 L7504 開　信介 304

基礎 基礎線形代数学Ⅰ/再履修生 L7105 肥田野　久二男 181 地域 日本文学Ｃ/文学理論・批評理論 L7305 開　信介 304 国際 ★心理学Ａ/発達と適応 L7505 瀬戸　美奈子 1221

地域 倫理学Ｂ/「情」と「理」 L7106 遠山　敦 403 地域 ★法学Ｃ/日常生活と法 L7306 上井　長十 106 国際 ★文化と空間Ｃ/社会の法則を探る L7506 中川　正 教養教育PBL演習室2

国際 国際理解特殊講義/仕事と国際理解【英語】 L7107 サコラヴスキー 1111 地域 経済学Ｂ/社会保障と経済 L7307 岩崎　克則 102 国際 地域学/オセアニアの教育事情 L7507 奥田　久春 1111

科学 情報科学Ａ/JavaScript L7108 山守　一徳 （情）第1 国際 東洋文化史/東洋美術史 L7308 毛利　伊知郎 381 国際 音楽文化論/西洋音楽の歴史と社会 L7508 小沢　優子 120

国際 ★【遠隔】社会学Ｂ/ジェンダーと近代家族 L7309 江成　幸 1231

国際 国際理解特殊講義/仕事と国際理解【英語】 L7310 サコラヴスキー 1111

国際 ★現代社会理解実践/障がい学生支援実践 L7311 風間　惇希 他 1121

科学 ★心理学Ｆ/心理学の基礎を学ぶ L7312 廣崎　陽 303

異文 異文化理解Ⅰ基礎（フランス語）ｂ/1年 L7313 山本　覚 1221 AL 教養セミナー/1年 法246～266 L7509 長濱　文与 1211

異文 【遠隔】異文化理解Ⅰ基礎（中国語）ｂ/1年 L7301 陳　志平 419 AL 教養セミナー/1年 法267～285 L7510 玉利　健悟 1121

異文 異文化理解Ⅰ基礎（中国語）ｂ/1年 L7314 中野　麻里子 105 AL 教養セミナー/1年 法286～304 L7511 福田　知子 1301

異文 異文化理解Ⅰ基礎（中国語）ｂ/1年 L7315 花尻　奈緒子 402 AL 教養セミナー/1年 法305～325 L7512 加納　岳拓 1231

異文 異文化理解Ⅰ基礎（中国語）ｂ/1年 L7316 白石　將人 205 AL 教養セミナー/1年 法326～343 L7513 庄司　貴由 1131

異文 異文化理解Ⅰ基礎（中国語）ｂ/1年 L7317 祖　建 382 AL 教養セミナー/1年 法344～ L7514 和田　正法 1321

異文 異文化理解Ⅰ基礎（中国語）ｂ/1年 L7318 胡　蓉 202 健康 スポーツ健康科学ｂ/バドミントン2 1年 文･法201～245 L7515 冨樫　健二

異文 異文化理解Ⅰ演習（ドイツ語Ａ）ｂ/1年 文 L7302 稲葉　瑛志 203 健康 スポーツ健康科学ｂ/テニス 1年 文･法201～245 L7516 相川　悠貴

異文 異文化理解Ⅰ演習（ドイツ語Ａ）ｂ/1年 法 L7319 中川　拓哉 183 健康 スポーツ健康科学ｂ/サッカー 1年 文･法201～245 L7517 藤田　一豊

異文 ★異文化理解Ⅰ演習（ドイツ語Ｂ）ｂ/1年 L7303 バルトロメ PBLラウンジ 健康 スポーツ健康科学ｂ/バドミントン1 1年 文･法201～245 L7518 中村　哲夫

DS データサイエンスⅡ/74期 音・美・学 L7109 石田　修二 （教）201教室 異文 異文化理解Ⅰ基礎（フランス語）ｂ/74期 L7313 山本　覚 1221

異文 【遠隔】異文化理解Ⅰ基礎（中国語）ｂ/74期 L7301 陳　志平 419

異文 異文化理解Ⅰ基礎（中国語）ｂ/74期 L7314 中野　麻里子 105

異文 異文化理解Ⅰ基礎（中国語）ｂ/74期 L7315 花尻　奈緒子 402

異文 異文化理解Ⅰ基礎（中国語）ｂ/74期 L7316 白石　將人 205

異文 異文化理解Ⅰ基礎（中国語）ｂ/74期 L7317 祖　建 382

異文 異文化理解Ⅰ基礎（中国語）ｂ/74期 L7318 胡　蓉 202

異文 異文化理解Ⅰ演習（ドイツ語Ａ）ｂ/74期 L7319 中川　拓哉 183

異文 ★異文化理解Ⅰ演習（ドイツ語Ｂ）ｂ/74期 L7303 バルトロメ PBLラウンジ

異文 異文化理解Ⅰ基礎（フランス語）ｂ/1年 L7110 山本　覚 1221 DS データサイエンスⅡ/1年 A・C L7320 谷村　晋 他 (医)臨床第3講義室 DS データサイエンスⅡ/1年 B・D L7519 谷村　晋 他 (医)臨床第3講義室

異文 異文化理解Ⅰ基礎（中国語）ｂ/1年 L7102 中野　麻里子 105

異文 異文化理解Ⅰ基礎（中国語）ｂ/1年 L7111 祖　建 382

異文 異文化理解Ⅰ演習（ドイツ語Ａ）ｂ/1年 L7103 中川　拓哉 183

異文 ★異文化理解Ⅰ演習（ドイツ語Ｂ）ｂ/1年 L7104 バルトロメ PBLラウンジ

基礎 基礎線形代数学Ⅰ/1年 C501～545 L7112 大貫　洋介 282 基礎 基礎線形代数学Ⅱ/1年 J831～ L7321 中村　力 182 異文 異文化理解Ⅰ基礎（フランス語）ｂ/1年 L7520 山本　覚 183

基礎 化学Ⅱ L7113 石原　篤 他 （工）25番 基礎 基礎微分積分学Ⅱ/1年 J801～830 L7322 大貫　洋介 282 異文 異文化理解Ⅰ基礎（中国語）ｂ/1年 L7501 中野　麻里子 105

基礎 基礎微分積分学Ⅱ/1年 E301～345 L7323 川中　普晴 （工）17番 異文 異文化理解Ⅰ基礎（中国語）ｂ/1年 L7521 湯浅　陽子 381

異文 【遠隔】異文化理解Ⅰ基礎（中国語）ｂ/1年 L7522 陳　志平 419

異文 異文化理解Ⅰ基礎（中国語）ｂ/1年 L7523 胡　蓉 202

異文 異文化理解Ⅰ基礎（中国語）ｂ/1年 L7524 祖　建 382

異文 異文化理解Ⅰ基礎（中国語）ｂ/1年 L7525 花尻　奈緒子 402

異文 異文化理解Ⅰ演習（ドイツ語Ａ）ｂ/1年 L7502 山﨑　祐人 182

異文 異文化理解Ⅰ演習（ドイツ語Ａ）ｂ/1年 L7526 鈴木　久嗣 280

異文 異文化理解Ⅰ演習（ドイツ語Ａ）ｂ/1年 L7527 高橋　美穂 403

異文 ★異文化理解Ⅰ演習（ドイツ語Ｂ）ｂ/1年 L7503 バルトロメ PBLラウンジ

DS データサイエンスⅡ/1年 共 L7114 伊藤　良栄 情報教育室 基礎 【遠隔】化学基礎Ⅱ/1年 L7324 柿沼　誠 他 1131･1211 AL 教養セミナー/1年 生571～・海701～707 L7509 長濱　文与 1211

AL 教養セミナー/1年 生557～570・海708～714 L7510 玉利　健悟 1121

AL 教養セミナー/1年 生543～556・海715～721 L7511 福田　知子 1301

AL 教養セミナー/1年 生529～542・海722～728 L7512 加納　岳拓 1231

AL 教養セミナー/1年 生515～528・海729～735 L7513 庄司　貴由 1131

AL 教養セミナー/1年 生501～514・海736～ L7514 和田　正法 1321

3
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16:10 17:50

領域 授業科目/テーマ等 授業コード 教員 教室 領域 授業科目/テーマ等 授業コード 教員 教室
クラス
指定 曜日

外国 英語Ⅱ発展Ａｂ L7701 プリモ 405 外国 英語Ⅱ発展Ａｂ L7901 プリモ 405

外国 英語Ⅱ発展Ｅ L7702 小田　敦子 410 異文 異文化理解Ⅱ総合（フランス語） L7902 井出　勉 303

異文 異文化理解Ⅰ基礎（中国語）ｂ/再履修・編入生 L7703 何　憶鴿 205 国際 哲学Ｆ/哲学と現代的諸問題 L7903 田中　綾乃 120

異文 異文化理解Ⅰ演習（ドイツ語Ａ）ｂ/再履修・編入生 L7704 鈴木　久嗣 280 国際 西洋史Ｂ/西洋近代史 L7904 森脇　由美子 190

異文 ★異文化理解Ⅰ演習（ドイツ語Ｂ）ｂ/再履修・編入生 L7705 バルトロメ PBLラウンジ

異文 異文化理解Ⅱ総合（ドイツ語Ａ）/再履修・編入生 L7706 稲葉　瑛志 203

異文 異文化理解Ⅱ総合（ドイツ語Ｂ）/再履修・編入生 L7707 林　英哉 -

地域 三重学/三重の社会と文化【開放】【英語】 L7708 正路　真一 (国)視聴覚室

地域 医学医療Ｃ/いたみの科学 L7709 横地　歩 他 (医)臨床第3講義室

国際 経済学Ｇ/経済学の歴史と経済学 L7710 西　淳 190

科学 情報科学Ｃ/続・数値計算統計処理 L7711 井岡　幹博 （情）第1

AL 教養セミナー/1年 法201～207 L7712 和田　正法 1321

AL 教養セミナー/1年 法208～213 L7713 福田　知子 1301

AL 教養セミナー/1年 法214～219 L7714 玉利　健悟 1121

AL 教養セミナー/1年 法220～225 L7715 奥田　久春 1111

AL 教養セミナー/1年 法226～231 L7716 庄司　貴由 1131

AL 【遠隔】教養セミナー/1年 法232～238 L7717 小嶋　ちひろ 1231

AL 教養セミナー/1年 法239～245 L7718 下村　智子 1201

異文 異文化理解Ⅱ総合（ドイツ語Ａ） L7706 稲葉　瑛志 203

異文 異文化理解Ⅱ総合（ドイツ語Ｂ） L7707 林　英哉 -

健康 スポーツ健康科学ｂ/テニス 1年 法246～ L7719 相川　悠貴

健康 スポーツ健康科学ｂ/サッカー 1年 法246～ L7720 藤田　一豊

健康 スポーツ健康科学ｂ/バドミントン 1年 法246～ L7721 中村　哲夫

基礎 基礎線形代数学Ⅱ/74期 数 L7722 川向　洋之 281 DS データサイエンスⅡ/74期 英・特・幼 L7905 森田　賢太 （教）201教室

AL 教養セミナー/1年 看201～210 L7906 野田　明 1231

AL 教養セミナー/1年 看211～220 L7907 林原　玲洋 1201

AL 教養セミナー/1年 看221～230 L7908 瀬戸　美奈子 1221

AL 教養セミナー/1年 看231～240 L7909 玉利　健悟 1121

AL 教養セミナー/1年 看241～250 L7910 庄司　貴由 1131

AL 教養セミナー/1年 看251～260 L7911 和田　正法 1321

AL 教養セミナー/1年 看261～270 L7912 福田　知子 1301

AL 教養セミナー/1年 看271～ L7913 大井　淳史 1211

AL 教養セミナー/1年 E381～・C568～581 L7712 和田　正法 1321 AL 教養セミナー/1年 M171～・A736～・J846～853 L7906 野田　明 1231

AL 教養セミナー/1年 E368～380・C554～567 L7713 福田　知子 1301 AL 教養セミナー/1年 M101～110・A701～705・J854～ L7907 林原　玲洋 1201

AL 教養セミナー/1年 E355～367・C540～553 L7714 玉利　健悟 1121 AL 教養セミナー/1年 M111～120・A706～710・J830～837 L7908 瀬戸　美奈子 1221

AL 教養セミナー/1年 E342～354・C527～539 L7715 奥田　久春 1111 AL 教養セミナー/1年 M121～130・A711～715・J808～814 L7909 玉利　健悟 1121

AL 教養セミナー/1年 E329～341・C514～526 L7716 庄司　貴由 1131 AL 教養セミナー/1年 M131～140・A716～720・J815～821 L7910 庄司　貴由 1131

AL 【遠隔】教養セミナー/1年 E316～328・C501～513 L7717 小嶋　ちひろ 1231 AL 教養セミナー/1年 M141～150・A721～725・J822～829 L7911 和田　正法 1321

AL 教養セミナー/1年 E301～315・C582～ L7718 下村　智子 1201 AL 教養セミナー/1年 M151～160・A726～730・J801～807 L7912 福田　知子 1301

AL 教養セミナー/1年 M161～170・A731～735・J838～845 L7913 大井　淳史 1211

異文 異文化理解Ⅰ基礎（フランス語）ｂ/1年 L7723 井出　勉 303

異文 異文化理解Ⅰ基礎（中国語）ｂ/1年 L7703 何　憶鴿 205

異文 異文化理解Ⅰ基礎（中国語）ｂ/1年 L7724 胡　蓉 202

異文 異文化理解Ⅰ基礎（中国語）ｂ/1年 L7725 中野　麻里子 105

異文 異文化理解Ⅰ基礎（中国語）ｂ/1年 L7726 祖　建 382

異文 異文化理解Ⅰ演習（ドイツ語Ａ）ｂ/1年 L7704 鈴木　久嗣 280

異文 異文化理解Ⅰ演習（ドイツ語Ａ）ｂ/1年 L7727 高橋　美穂 403

異文 異文化理解Ⅰ演習（ドイツ語Ａ）ｂ/1年 L7728 山﨑　祐人 182

異文 ★異文化理解Ⅰ演習（ドイツ語Ｂ）ｂ/1年 L7705 バルトロメ PBLラウンジ

4

７　・　８　限
時限

14:40 16:20
９　・　１０　限

火

人

教

医

工

生

指
定
な
し



10:20 12:00 14:30

曜日
クラス
指定 領域 授業科目/テーマ等 授業コード 教員 教室 領域 授業科目/テーマ等 授業コード 教員 教室 領域 授業科目/テーマ等 授業コード 教員 教室

地域 日本語学Ｂ/日本語史 L8101 川口　敦子 101 地域 法学Ｃ/働くことと労働組合 L8301 藤本　真理 他 1231 異文 異文化理解Ⅰ基礎（ロシア語）ｂ L8501 山路　明日太 182

地域 日本国憲法/国家は誰のものか L8102 前田　定孝 419 国際 社会学Ａ/社会学の主題と視角 L8302 畠中　茉莉子 203 キャリア ★キャリア教育入門/キャリア形成 L8502 長岡　みか 1201

国際 社会学Ａ/社会学史・近代社会論 L8103 林原　玲洋 105 科学 数理科学Ｈ/やさしい統計学 L8303 岩本　隆宏 1321 地域 日本文学Ａ/日本古典文学入門 L8503 亀田　夕佳 381

国際 環境学Ａ/外来生物問題を考える L8104 河村　功一 他 1201 科学 環境地理学Ｂ/身近な陸水環境 L8304 谷口　智雅 1121 国際 現代社会理解特殊講義/三重の産業 L8504 志垣　智子 他 1221

外国 英語Ⅰコミュニケーション/中級 1年 L8305 田畠　健太郎 403

外国 英語Ⅰコミュニケーション/中級 1年 L8306 伊藤　怜 202

外国 英語Ⅰコミュニケーション/中級 1年 L8307 永富　央章 281

外国 英語Ⅰコミュニケーション/中級 1年 L8308 高橋　一馬 304

外国 【遠隔】英語Ⅰコミュニケーション/中級 1年 L8309 中沢　まゆ子 301

外国 英語Ⅰコミュニケーション/初級 1年 L8310 大谷　修樹 380

外国 英語Ⅰコミュニケーション/初級 1年 L8311 田中　秀治 280

外国 英語Ⅰコミュニケーション/初級 1年 L8312 齋藤　広明 1111

外国 英語Ⅰコミュニケーション/初級 1年 L8313 野末　幸子 381

外国 英語Ⅰコミュニケーション/初級 1年 L8314 徳永　和博 282

外国 英語Ⅰコミュニケーション/初級 1年 L8315 大橋　千暁 205

外国 英語Ⅰコミュニケーション/中級 74期 L8105 田畠　健太郎 403

外国 英語Ⅰコミュニケーション/中級 74期 L8106 高橋　一馬 304

外国 英語Ⅰコミュニケーション/初級 74期 L8107 田中　秀治 280

外国 英語Ⅰコミュニケーション/初級 74期 L8108 齋藤　広明 1111

外国 英語Ⅰコミュニケーション/初級 74期 L8109 大谷　修樹 380

外国 英語Ⅰコミュニケーション/初級 74期 L8110 大橋　千暁 205

外国 英語Ⅰ大学基礎/中級 1年 医 L8111 野末　幸子 381 外国 英語Ⅰコミュニケーション/中級 1年 医 L8305 田畠　健太郎 403 外国 【遠隔】英語Ⅰ大学基礎/中級 1年 看 L8505 中沢　まゆ子 301

外国 英語Ⅰ大学基礎/中級 1年 医 L8112 徳永　和博 282 外国 英語Ⅰコミュニケーション/中級 1年 医 L8306 伊藤　怜 202 外国 英語Ⅰ大学基礎/初級 1年 看 L8506 永富　央章 281

外国 【遠隔】英語Ⅰ大学基礎/中級 1年 医 L8113 中沢　まゆ子 301 外国 英語Ⅰコミュニケーション/中級 1年 医 L8307 永富　央章 281

外国 英語Ⅰコミュニケーション/中級 1年 医 L8308 高橋　一馬 304

外国 【遠隔】英語Ⅰコミュニケーション/中級 1年 医 L8309 中沢　まゆ子 301

外国 英語Ⅰコミュニケーション/初級 1年 医 L8310 大谷　修樹 380

外国 英語Ⅰコミュニケーション/初級 1年 医 L8311 田中　秀治 280

外国 英語Ⅰコミュニケーション/初級 1年 医 L8312 齋藤　広明 1111

外国 英語Ⅰコミュニケーション/初級 1年 医 L8313 野末　幸子 381

外国 英語Ⅰコミュニケーション/初級 1年 医 L8314 徳永　和博 282

外国 英語Ⅰコミュニケーション/初級 1年 医 L8315 大橋　千暁 205

182

基礎 情報科学基礎及び初級プログラミング演習/再履修 J L8115 若林　哲史 1221 ○ L8115 基礎 プログラミング言語Ⅰ/1年 E301～345 L8507 北　英彦 （情）第4

基礎 基礎微分積分学Ⅱ/1年 E346～ L8316 川中　普晴 （工）14番 基礎 基礎微分積分学Ⅱ/1年 M L8508 吉川　高正 （工）17番

　　　　　　　　　　　　　　　　　L8114 ○ 基礎 電子計算機プログラミング及び演習/再履修 M L8114 鎌田　泰成 1211

基礎 【遠隔】生物学基礎Ⅱ/1年 L8317 鳥丸　猛 他 1131･190

5

時限
１　・　２　限 ３　・　４　限 ５　・　６　限

8:50 10:30 13:00

水

指
定
な
し

人

教

医

工

生



16:10 17:50 19:30

領域 授業科目/テーマ等 授業コード 教員 教室 領域 授業科目/テーマ等 授業コード 教員 教室 領域 授業科目/テーマ等 授業コード 教員 教室
クラス
指定 曜日

外国 英語Ⅰ大学基礎/再履修・編入生 初級 L8701 伊藤　怜 202 キャリア ★【遠隔】ビジネスキャリア入門/ビジネスキャリア L8901 小室　銘子 301 AL 教養セミナー L8904 和田　正法 1111

異文 異文化理解Ⅰ演習（ロシア語）ｂ L8702 山路　明日太 182 地域 日本理解特殊講義/留学生と学ぶ日本【開放】 L8902 正路　真一 (国)視聴覚室

キャリア ★インターンシップ入門/インターンシップ L8703 長岡　みか 1201 国際 国際理解実践/留学生支援実践 L8903 風間　惇希 1121

地域 日本学/芸能にみる日本らしさ L8704 前田　憲司 1131

国際 ★こころのサポート/こころのサポート L8705 望木　郁代 1211

基礎 プログラミング言語Ⅰ/1年 E346～ L8706 北　英彦 （情）第4

基礎 基礎数学演習Ⅱ/再履修 E L8707 高瀬　治彦 他 281

6

７　・　８　限 １１　・　１２　限
時限

14:40 16:20 18:00
９　・　１０　限

指
定
な
し

水

人

教

医

工

生



10:20 12:00 14:30

曜日
クラス
指定 領域 授業科目/テーマ等 授業コード 教員 教室 領域 授業科目/テーマ等 授業コード 教員 教室 領域 授業科目/テーマ等 授業コード 教員 教室

AL 教養セミナー【英語】 L9101 サコラヴスキー 1111 AL 教養セミナー【英語】 L9301 サコラヴスキー 1111 外国 英語Ⅱ発展Ｂ L9501 マクダニエル 101

異文 異文化理解Ⅰ基礎（ドイツ語Ａ）ｂ/再履修・編入生 L9102 稲葉　瑛志 381 外国 英語Ⅱ発展Ｄ L9302 マクダニエル 101 異文 異文化理解Ⅰ基礎（ドイツ語Ａ）ｂ/再履修・編入生 L9502 高橋　美穂 1111

異文 ★異文化理解Ⅰ基礎（ドイツ語Ｂ）ｂ/再履修・編入生 L9103 山﨑　祐人 305 異文 異文化理解Ⅰ基礎（ドイツ語Ａ）ｂ/再履修・編入生 L9303 竹添　敦子 402 異文 ★異文化理解Ⅰ基礎（ドイツ語Ｂ）ｂ/再履修・編入生 L9503 竹添　敦子 410

異文 異文化理解Ⅰ演習（中国語）ｂ/再履修・編入生 L9104 野口　武 382 異文 ★異文化理解Ⅰ基礎（ドイツ語Ｂ）ｂ/再履修・編入生 L9304 林　英哉 404 異文 異文化理解Ⅰ演習（中国語）ｂ/再履修・編入生 L9504 何　憶鴿 181

基礎 基礎微分積分学Ⅰ/再履修生 L9105 堀江　太郎 1321 異文 異文化理解Ⅰ演習（中国語）ｂ/再履修・編入生 L9305 野口　武 382 地域 日本文学Ｂ/忍者像の形成と変遷 L9505 吉丸　雄哉 1301

地域 日本文学Ａ/日本古典文学入門 L9106 亀田　夕佳 281 地域 日本史Ｂ/忍者の歴史 L9306 山田　雄司 190 地域 日本国憲法/暮らしと憲法 L9506 中山　顕 190

国際 国際理解特殊講義/英語でエッセイ【開放】【英語】 L9107 マクダニエル (国)演習室3･4 国際 政治学Ｇ/東アジア国際政治 L9307 古瀬　啓之 183 国際 哲学Ｉ/科学史・科学論 L9507 鈴木　秀憲 182

科学 ★生物学/英語で読む鯨類学入門 L9108 吉岡　基 206 国際 ★文化と空間Ａ/空間と権力 L9308 北川　眞也 205 国際 倫理学Ｆ/倫理学の発展 L9508 伊野　連 206

科学 ★心理学Ｆ/心理学の基礎を学ぶ L9309 中西　千織 282 国際 ★心理学Ａ/心理学の考え方の理解 L9509 松浦　均 120

科学 ★環境地理学Ｃ/地域と環境 L9310 谷口　智雅 410 科学 ★心理学Ｆ/心理学の基礎を学ぶ L9510 中西　千織 282

AL 教養セミナー/1年 文1～17 L9109 守山　紗弥加 1121 DS データサイエンスⅡ/1年 法 L9311 嶋　恵一 （人）会議室 異文 異文化理解Ⅰ基礎（ドイツ語Ａ）ｂ/1年 文 L9502 高橋　美穂 1111

AL 教養セミナー/1年 文18～32 L9110 福田　知子 1131 異文 異文化理解Ⅰ基礎（ドイツ語Ａ）ｂ/1年 法 L9511 長縄　寛 304

AL 教養セミナー/1年 文33～48 L9111 太城　康良 1301 異文 ★異文化理解Ⅰ基礎（ドイツ語Ｂ）ｂ/1年 L9503 竹添　敦子 410

AL 教養セミナー/1年 文49～63 L9112 玉利　健悟 1221 異文 異文化理解Ⅰ演習（フランス語）ｂ/1年 文 L9512 グットマン 280

AL 教養セミナー/1年 文64～78 L9113 庄司　貴由 1201 異文 【遠隔】異文化理解Ⅰ演習（フランス語）ｂ/1年 法 L9513 ダメム 301

AL 教養セミナー/1年 文79～ L9114 野呂　雄一 1231 異文 異文化理解Ⅰ演習（中国語）ｂ/1年 L9504 何　憶鴿 181

異文 異文化理解Ⅰ演習（中国語）ｂ/1年 L9514 胡　蓉 105

異文 異文化理解Ⅰ演習（中国語）ｂ/1年 L9515 祖　建 202

異文 異文化理解Ⅰ演習（中国語）ｂ/1年 L9516 白石　將人 381

異文 異文化理解Ⅰ演習（中国語）ｂ/1年 L9517 野口　武 382

異文 異文化理解Ⅰ演習（中国語）ｂ/1年 L9518 花尻　奈緒子 281

DS データサイエンスⅡ/74期 国・社 L9115 山守　一徳 419 AL 教養セミナー/74期 家 L9312 庄司　貴由 1201 異文 異文化理解Ⅰ基礎（ドイツ語Ａ）ｂ/74期 L9511 長縄　寛 304

AL 教養セミナー/74期 美中・教 L9313 玉利　健悟 1221 異文 ★異文化理解Ⅰ基礎（ドイツ語Ｂ）ｂ/74期 L9503 竹添　敦子 410

AL 教養セミナー/74期 英初・心 L9314 福田　知子 1131 異文 【遠隔】異文化理解Ⅰ演習（フランス語）ｂ/74期 L9513 ダメム 301

AL 教養セミナー/74期 理初・美初 L9315 綾野　誠紀 1211 異文 異文化理解Ⅰ演習（中国語）ｂ/74期 L9504 何　憶鴿 181

AL 教養セミナー/74期 理中・英中 L9316 大野　研 1301 異文 異文化理解Ⅰ演習（中国語）ｂ/74期 L9514 胡　蓉 105

AL 教養セミナー/74期 特 L9317 和田　正法 1121 異文 異文化理解Ⅰ演習（中国語）ｂ/74期 L9515 祖　建 202

異文 異文化理解Ⅰ演習（中国語）ｂ/74期 L9516 白石　將人 381

異文 異文化理解Ⅰ演習（中国語）ｂ/74期 L9517 野口　武 382

異文 異文化理解Ⅰ演習（中国語）ｂ/74期 L9518 花尻　奈緒子 281

異文 異文化理解Ⅰ基礎（ドイツ語Ａ）ｂ/1年 L9102 稲葉　瑛志 381 AL 教養セミナー/1年 医1～25 L9312 庄司　貴由 1201 健康 スポーツ健康科学ｂ/サッカー 1年 医1～50 L9519 藤田　一豊

異文 ★異文化理解Ⅰ基礎（ドイツ語Ｂ）ｂ/1年 L9103 山﨑　祐人 305 AL 教養セミナー/1年 医26～49 L9313 玉利　健悟 1221 健康 スポーツ健康科学ｂ/ソフトボール 1年 医1～50 L9520 細野　信幸

異文 異文化理解Ⅰ演習（フランス語）ｂ/1年 L9116 グットマン 280 AL 教養セミナー/1年 医50～68 L9314 福田　知子 1131 健康 スポーツ健康科学ｂ/バスケットボール 1年 医1～50 L9521 西村　泰一

異文 異文化理解Ⅰ演習（中国語）ｂ/1年 L9104 野口　武 382 AL 教養セミナー/1年 医69～87 L9315 綾野　誠紀 1211 健康 スポーツ健康科学ｂ/ニュースポーツ 1年 医1～50 L9522 大木　雅人

異文 異文化理解Ⅰ演習（中国語）ｂ/1年 L9117 湯浅　陽子 402 AL 教養セミナー/1年 医88～106 L9316 大野　研 1301 健康 スポーツ健康科学ｂ/フィットネス 1年 医1～50 L9523 井村　久美子

AL 教養セミナー/1年 医107～ L9317 和田　正法 1121

AL 教養セミナー/1年 S25～32 L9109 守山　紗弥加 1121 基礎 基礎線形代数学Ⅰ/1年 A L9318 堀江　太郎 1321 基礎 基礎線形代数学Ⅰ/1年 C546～ L9524 玉城　政和 1221

AL 教養セミナー/1年 S19～24 L9110 福田　知子 1131 基礎 基礎線形代数学Ⅱ/1年 M L9525 丸山　直樹 他 （工）28番

AL 教養セミナー/1年 S33～ L9111 太城　康良 1301 基礎 基礎物理学Ⅱ/1年 S L9526 木村　明洋 1321

AL 教養セミナー/1年 S1～6 L9112 玉利　健悟 1221

AL 教養セミナー/1年 S7～12 L9113 庄司　貴由 1201

AL 教養セミナー/1年 S13～18 L9114 野呂　雄一 1231

AL 教養セミナー/1年 資166～ L9109 守山　紗弥加 1121 異文 異文化理解Ⅰ基礎（ドイツ語Ａ）ｂ/1年 L9303 竹添　敦子 402 健康 スポーツ健康科学ｂ/サッカー 1年 資・共 L9519 藤田　一豊

AL 教養セミナー/1年 資101～113 L9110 福田　知子 1131 異文 異文化理解Ⅰ基礎（ドイツ語Ａ）ｂ/1年 L9319 稲葉　瑛志 381 健康 スポーツ健康科学ｂ/ソフトボール 1年 資・共 L9520 細野　信幸

AL 教養セミナー/1年 資140～152 L9111 太城　康良 1301 異文 ★異文化理解Ⅰ基礎（ドイツ語Ｂ）ｂ/1年 L9304 林　英哉 404 健康 スポーツ健康科学ｂ/バスケットボール 1年 資・共 L9521 西村　泰一

AL 教養セミナー/1年 資127～139 L9112 玉利　健悟 1221 異文 異文化理解Ⅰ演習（フランス語）ｂ/1年 L9320 山本　覚 301 健康 スポーツ健康科学ｂ/ニュースポーツ 1年 資・共 L9522 大木　雅人

AL 教養セミナー/1年 資114～126 L9113 庄司　貴由 1201 異文 異文化理解Ⅰ演習（中国語）ｂ/1年 L9305 野口　武 382 健康 スポーツ健康科学ｂ/フィットネス 1年 資・共 L9523 井村　久美子

AL 教養セミナー/1年 資153～165 L9114 野呂　雄一 1231 異文 異文化理解Ⅰ演習（中国語）ｂ/1年 L9321 祖　建 202 DS 【遠隔】データサイエンスⅡ/1年 海 L9527 金岩　稔 419

異文 異文化理解Ⅰ演習（中国語）ｂ/1年 L9322 胡　蓉 105

異文 異文化理解Ⅰ演習（中国語）ｂ/1年 L9323 花尻　奈緒子 281
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16:10 17:50

領域 授業科目/テーマ等 授業コード 教員 教室 領域 授業科目/テーマ等 授業コード 教員 教室
クラス
指定 曜日

外国 英語Ⅱ発展Ｂ L9701 マクダニエル 101 異文 異文化理解Ⅱ演習（ドイツ語Ａ）/再履修・編入生 L9901 高橋　美穂 （人）アクティブラーニング2

異文 異文化理解Ⅰ基礎（ドイツ語Ａ）ｂ/再履修・編入生 L9702 長縄　寛 304 異文 異文化理解Ⅱ演習（ドイツ語Ｂ）/再履修・編入生 L9902 稲葉　瑛志 381

異文 ★異文化理解Ⅰ基礎（ドイツ語Ｂ）ｂ/再履修・編入生 L9703 山﨑　祐人 305 キャリア ★キャリア教育入門/キャリア形成 L9903 吉田　智美 1201

異文 異文化理解Ⅰ演習（中国語）ｂ/再履修・編入生 L9704 野口　武 382 地域 ★医学医療Ｄ/暮らしと看護 L9904 西出　りつ子 他 (医)基礎第2講義室

異文 異文化理解Ⅱ演習（中国語） L9705 何　憶鴿 181 国際 倫理学Ｉ/古代中国の諸思想 L9905 西　信康 280

地域 日本国憲法/暮らしと憲法 L9706 中山　顕 190 国際 こころのサポート/こころのサポート L9906 鈴木　英一郎 1231

国際 倫理学Ｉ/古代中国の諸思想 L9707 西　信康 280 科学 化学Ａ/化学に関する話題 L9907 森　大輔 他 182

国際 宗教学Ｃ/新宗教について考える L9708 久間　泰賢 205 科学 化学Ｂ/先端医療工学を学ぶ L9908 宮本　啓一 410

国際 東洋史Ｂ/万里の長城と中国史 L9709 仲山　茂 403 科学 国際保健と地域医療/世界の地域保健と医療 L9909 堀　浩樹 他 (医)臨床第3講義室

国際 社会学Ａ/社会学史・近代社会論 L9710 林原　玲洋 206 科学 生物資源学Ａ/環境と動物との関わり L9910 伴　智美 他 403

国際 経済学Ｇ/観光と環境の経済学 L9711 朝日　幸代 （人）会議室

異文 異文化理解Ⅱ演習（ドイツ語Ａ） L9901 高橋　美穂 （人）アクティブラーニング2

異文 異文化理解Ⅱ演習（ドイツ語Ｂ） L9902 稲葉　瑛志 381

AL 教養セミナー/74期 社初・音初・技中 L9712 福田　知子 1131 基礎 基礎地学Ａ L9911 伊藤　信成 282

AL 教養セミナー/74期 国初・保中 L9713 庄司　貴由 1201

AL 教養セミナー/74期 数中・保初・音中 L9714 玉利　健悟 1221

AL 教養セミナー/74期 数初・幼 L9715 和田　正法 1121

AL 教養セミナー/74期 国中・社中・技初 L9716 森山　貴之 1211

健康 スポーツ健康科学ｂ/サッカー 1年 医51～ L9717 藤田　一豊

健康 スポーツ健康科学ｂ/ソフトボール 1年 医51～ L9718 細野　信幸

健康 スポーツ健康科学ｂ/バスケットボール 1年 医51～ L9719 西村　泰一

健康 スポーツ健康科学ｂ/ニュースポーツ 1年 医51～ L9720 大木　雅人

健康 スポーツ健康科学ｂ/フィットネス 1年 医51～ L9721 井村　久美子

異文 異文化理解Ⅰ基礎（ドイツ語Ａ）ｂ/1年 L9702 長縄　寛 304 基礎 基礎物理学Ⅱ/1年 E L9912 元垣内　敦司 （工）27番

異文 異文化理解Ⅰ基礎（ドイツ語Ａ）ｂ/1年 L9722 林　英哉 404

異文 ★異文化理解Ⅰ基礎（ドイツ語Ｂ）ｂ/1年 L9703 山﨑　祐人 305

異文 異文化理解Ⅰ演習（フランス語）ｂ/1年 L9723 山本　覚 301

異文 異文化理解Ⅰ演習（中国語）ｂ/1年 L9704 野口　武 382

異文 異文化理解Ⅰ演習（中国語）ｂ/1年 L9724 胡　蓉 105

異文 異文化理解Ⅰ演習（中国語）ｂ/1年 L9725 祖　建 202

異文 異文化理解Ⅰ演習（中国語）ｂ/1年 L9726 花尻　奈緒子 281

異文 異文化理解Ⅰ演習（中国語）ｂ/1年 L9727 湯浅　陽子 402

異文 異文化理解Ⅰ演習（中国語）ｂ/1年 L9728 白石　將人 381

AL 教養セミナー/1年 共301～314 L9712 福田　知子 1131 基礎 物理学基礎Ⅰ/再履修 L9913 竹田　真帆人 1321

AL 教養セミナー/1年 共315～328 L9713 庄司　貴由 1201

AL 教養セミナー/1年 共329～342 L9714 玉利　健悟 1221

AL 教養セミナー/1年 共343～356 L9715 和田　正法 1121

AL 教養セミナー/1年 共357～ L9716 森山　貴之 1211

健康 スポーツ健康科学ｂ/サッカー 1年 生・海 L9717 藤田　一豊

健康 スポーツ健康科学ｂ/ソフトボール 1年 生・海 L9718 細野　信幸

健康 スポーツ健康科学ｂ/バスケットボール 1年 生・海 L9719 西村　泰一

健康 スポーツ健康科学ｂ/ニュースポーツ 1年 生・海 L9720 大木　雅人

健康 スポーツ健康科学ｂ/フィットネス 1年 生・海 L9721 井村　久美子
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10:20 12:00 14:30

曜日
クラス
指定 領域 授業科目/テーマ等 授業コード 教員 教室 領域 授業科目/テーマ等 授業コード 教員 教室 領域 授業科目/テーマ等 授業コード 教員 教室

外国 英語Ⅱ発展Ａｂ L0101 サコラヴスキー （環）PBL1 外国 英語Ⅰコミュニケーション/再履修・編入生 初級 L0301 齋藤　広明 1111 外国 英語Ⅰコミュニケーション/再履修・編入生 初級 L0501 田中　秀治 280

国際 国際理解特殊講義/世界遺産と私たち【開放】【英語】 L0102 マホニー (国)視聴覚室 外国 英語Ⅱ発展Ａｂ L0302 サコラヴスキー （環）PBL1 異文 異文化理解Ⅰ演習（スペイン語）ｂ L0502 伊藤　ゆかり 281

異文 異文化理解Ⅰ基礎（スペイン語）ｂ L0303 伊藤　ゆかり 281 異文 異文化理解Ⅰ演習（ポルトガル語）ｂ L0503 重松　由美 182

異文 異文化理解Ⅰ基礎（ポルトガル語）ｂ L0304 重松　由美 182 異文 異文化理解Ⅰ演習（ポルトガル語）ｂ L0504 瀧藤　千恵美 1211

異文 異文化理解Ⅰ基礎（ポルトガル語）ｂ L0305 瀧藤　千恵美 1211 異文 異文化理解Ⅱ総合（中国語） L0505 胡　蓉 181

異文 異文化理解Ⅲ応用（中国語Ｂ）【開放】 L0306 何　憶鴿 教養教育4号館3階　第8演習室 異文 異文化理解Ⅲ応用（中国語Ａ）【開放】 L0506 何　憶鴿 教養教育4号館3階　第8演習室

地域 日本理解特殊講義/起業マインドの醸成 L0307 八神　寿徳 他 教養教育PBL演習室2 キャリア ★キャリア教育入門/キャリア形成 L0507 山崎　直美 1201

国際 比較文化論/「日本人論」の批評 L0308 グットマン 102 国際 哲学Ｇ/哲学的思考の実践 L0508 野上　志学 205

国際 経済学Ｇ/生鮮食料品の流通 L0309 常　清秀 105 国際 【遠隔】倫理学Ｈ/東洋の倫理思想 L0509 片倉　望 419

国際 環境学Ａ/環境問題と地球【開放】【英語】 L0310 マホニー (国)視聴覚室 国際 西洋史Ｃ/安全保障 L0510 野村　耕一 （人）202教室

国際 国際理解特殊講義/国際協力入門 L0311 奥田　久春 他 1321 国際 地域学/オセアニアの教育事情 L0511 奥田　久春 1321

科学 生物学/暮らしの中の放射線 L0312 加藤　信哉 203

科学 医学医療Ｂ/健康科学 L0313 小林　由直 他 1121

DS データサイエンスⅡ/1年 法 L0314 深井　英喜 (人）会議室

健康 スポーツ健康科学ｂ/サッカー 74期 美・家・英・特・幼 L0512 片山　靖富

健康 スポーツ健康科学ｂ/ソフトボール 74期 美・家・英・特・幼 L0513 伊藤　昌裕

健康 スポーツ健康科学ｂ/ニュースポーツ 74期 美・家・英・特・幼 L0514 佐藤　武尊

健康 スポーツ健康科学ｂ/バドミントン 74期 美・家・英・特・幼 L0515 伊藤　敏裕

外国 英語Ⅰコミュニケーション/中級 1年 看 L0103 伊藤　怜 202 健康 スポーツ健康科学ｂ/サッカー 1年 看 L0512 片山　靖富

外国 英語Ⅰコミュニケーション/中級 1年 看 L0104 山本　伸 205 健康 スポーツ健康科学ｂ/ソフトボール 1年 看 L0513 伊藤　昌裕

外国 英語Ⅰコミュニケーション/中級 1年 看 L0105 永富　央章 380 健康 スポーツ健康科学ｂ/ニュースポーツ 1年 看 L0514 佐藤　武尊

外国 英語Ⅰコミュニケーション/中級 1年 看 L0106 林　浩士 304 健康 スポーツ健康科学ｂ/バドミントン 1年 看 L0515 伊藤　敏裕

外国 英語Ⅰコミュニケーション/初級 1年 看 L0107 齋藤　広明 1111

外国 英語Ⅰコミュニケーション/初級 1年 看 L0108 大谷　修樹 282

外国 英語Ⅰコミュニケーション/初級 1年 看 L0109 徳永　和博 404

外国 英語Ⅰコミュニケーション/初級 1年 看 L0110 田中　秀治 280

外国 英語Ⅰコミュニケーション/中級 1年 E L0103 伊藤　怜 202 外国 英語Ⅰコミュニケーション/中級 1年 S･M･A･J L0315 山本　伸 205 基礎 基礎線形代数学Ⅱ/1年 S L0516 古関　春隆 1301

外国 英語Ⅰコミュニケーション/中級 1年 E L0104 山本　伸 205 外国 英語Ⅰコミュニケーション/中級 1年 S･M･A･J L0316 大野　京子 403 基礎 基礎物理学Ⅰ/1年 M L0517 早川　聡一郎 （工）15番

外国 英語Ⅰコミュニケーション/中級 1年 E L0105 永富　央章 380 外国 英語Ⅰコミュニケーション/中級 1年 S･M･A･J L0317 高橋　一馬 181

外国 英語Ⅰコミュニケーション/中級 1年 E L0106 林　浩士 304 外国 英語Ⅰコミュニケーション/中級 1年 S･M･A･J L0318 林　浩士 304

外国 英語Ⅰコミュニケーション/初級 1年 E L0107 齋藤　広明 1111 外国 英語Ⅰコミュニケーション/初級 1年 S･M･A･J L0319 吉村　愛子 402

外国 英語Ⅰコミュニケーション/初級 1年 E L0108 大谷　修樹 282 外国 英語Ⅰコミュニケーション/初級 1年 S･M･A･J L0320 大谷　修樹 282

外国 英語Ⅰコミュニケーション/初級 1年 E L0109 徳永　和博 404 外国 英語Ⅰコミュニケーション/初級 1年 S･M･A･J L0321 徳永　和博 404

外国 英語Ⅰコミュニケーション/初級 1年 E L0110 田中　秀治 280

基礎 基礎微分積分学Ⅱ/1年 S L0111 肥田野　万里子 1301

基礎 基礎物理学Ⅱ/1年 J L0112 仲本　朝基 190

外国 英語Ⅰコミュニケーション/中級 1年 生・海 L0103 伊藤　怜 202 DS データサイエンスⅡ/1年 資 L0322 白水　貴 他 1221 外国 英語Ⅰコミュニケーション/中級 1年 資・共 L0518 永富　央章 380

外国 英語Ⅰコミュニケーション/中級 1年 生・海 L0104 山本　伸 205 外国 英語Ⅰコミュニケーション/中級 1年 資・共 L0519 伊藤　怜 202

外国 英語Ⅰコミュニケーション/中級 1年 生・海 L0105 永富　央章 380 外国 英語Ⅰコミュニケーション/中級 1年 資・共 L0520 大野　京子 403

外国 英語Ⅰコミュニケーション/中級 1年 生・海 L0106 林　浩士 304 外国 英語Ⅰコミュニケーション/初級 1年 資・共 L0521 吉村　愛子 402

外国 英語Ⅰコミュニケーション/初級 1年 生・海 L0107 齋藤　広明 1111 外国 英語Ⅰコミュニケーション/初級 1年 資・共 L0522 野末　幸子 203

外国 英語Ⅰコミュニケーション/初級 1年 生・海 L0108 大谷　修樹 282

外国 英語Ⅰコミュニケーション/初級 1年 生・海 L0109 徳永　和博 404

外国 英語Ⅰコミュニケーション/初級 1年 生・海 L0110 田中　秀治 280
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16:10 17:50

領域 授業科目/テーマ等 授業コード 教員 教室 領域 授業科目/テーマ等 授業コード 教員 教室
クラス
指定 曜日

外国 英語Ⅰコミュニケーション/再履修・編入生 初級 L0701 野末　幸子 203 異文 異文化理解Ⅰ演習（朝鮮語）ｂ L0901 李　惠敏 304

異文 異文化理解Ⅰ基礎（朝鮮語）ｂ L0702 李　惠敏 304 健康 スポーツ健康科学ｂ/アダプテットスポーツ 〈注1〉 L0902 後藤　洋子

異文 異文化理解Ⅰ演習（ポルトガル語）ｂ L0703 瀧藤　千恵美 1211 キャリア ピアサポート実践/ピアサポート実践 L0903 風間　惇希 他 1121

キャリア ★インターンシップ入門/インターンシップ L0704 長岡　みか 1201

キャリア 学生生活支援実践/学生生活支援実践 L0705 鈴木　英一郎 1121

国際 ★社会学Ｂ/社会問題の論じ方 L0706 林原　玲洋 381

国際 国際理解特殊講義/立憲君主制 L0707 野村　耕一 （人）202教室

健康 スポーツ健康科学ｂ/サッカー 74期 国・社・数・理・音・保・技・学 L0708 片山　靖富

健康 スポーツ健康科学ｂ/ソフトボール 74期 国・社・数・理・音・保・技・学 L0709 伊藤　昌裕

健康 スポーツ健康科学ｂ/ニュースポーツ 74期 国・社・数・理・音・保・技・学 L0710 佐藤　武尊

健康 スポーツ健康科学ｂ/バドミントン 74期 国・社・数・理・音・保・技・学 L0711 伊藤　敏裕

外国 英語Ⅰコミュニケーション/中級 1年 C L0712 大野　京子 403

外国 英語Ⅰコミュニケーション/初級 1年 C L0713 吉村　愛子 402

外国 英語Ⅰコミュニケーション/初級 1年 C L0714 田中　秀治 280

基礎 数学基礎/再履修 L0904 大井　淳史 181
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1 本文中の略号は、次のとおりです。 2 領域 AL→アクティブ・ラーニング領域　　　外国→外国語教育領域　　　異文→異文化理解領域

＜クラス指定＞ 健康→健康科学領域　　　DS→データサイエンス領域　　　基礎→基礎教育領域　　キャリア→キャリア教育領域
学部 略号 地域→地域理解・日本理解領域　　　国際→国際理解・現代社会理解領域

文 科学→現代科学理解領域
法
各コース・専攻の
頭文字 3 ★ 受講人数制限のある授業を示す。
教
心 4
※略号＋初
※略号＋中 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。
医 受講人数制限があります。
看
A～D 6 【英語】 英語で実施する授業。
Ｓ
Ｍ 7 ＜注１＞ 体力の著しく劣る場合や障がいのために一般学生とともに受講することが困難な場合。
Ｅ
Ｃ 8 【遠隔】 学期を通してオンラインで授業を行うもの。
Ａ
Ｊ
資
共
生
海
A～D、
※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（9/5～9/9）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。

領域 授業科目名/テーマ 授業コード 教員

外国 英語ⅠＴＯＥＩＣ/集中再履修クラス 永富　央章
外国 英語ⅠＴＯＥＩＣ/集中再履修クラス 高橋　一馬
地域 ★三重学/食と観光実践 LCS32 志垣　智子 他
国際 環境学Ａ/環境内部監査員養成 LCS33 間島　順哉
国際 国際理解実践/Tri-U国際シンポ【開放】【英語】 正路　真一
国際 国際理解実践/海外フィールド研修【開放】 LCS35 松岡　知津子 他
国際 ★現代社会理解実践/次世代産業実践 LCS36 志垣　智子 他
基礎 生物学基礎Ⅰ/再履修 LCS37 松井　宏樹 他 生物資源学部再履修者対象。

2月15日（水）～2月17日（金）実施
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
生物圏生命化学科
海洋生物資源学科

共生環境学科

備考

第4は総合研究棟Ⅱ１F
総合研究棟Ⅱ２F

2月14日(火)～2月17日(金) 　各日1～8限。
詳細について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

実施期間・備考
3月6日(月)～3月9日(木)　2023（令和5）年度前期の単位として認定。
3月6日(月)～3月9日(木)　2023（令和5）年度前期の単位として認定。
詳細についてはウェブシラバス参照。

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

各コース・専攻の中等教育選修
各コース・専攻の初等教育選修
教育心理学専攻
教育学専攻

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。

学部で指定されたクラス

機械工学コース
総合工学コース
学部で指定されたクラス
看護学科
医学科

資源循環学科
情報工学コース
建築学コース
応用化学コース
電気電子工学コース


