
〇2022年度大阪市立大学全学共通科目一覧（読替対応表）

前期 後期 前期 後期

1 ナビゲーション科目 キャリア・学習デザイン科目 - 市民・学生のための大学評価論 読替 全 市民・学生のための大学評価論 専任 西垣 順子 火4 全

2 ナビゲーション科目 キャリア・学習デザイン科目 - 現代社会におけるキャリアデザイン 読替 全 現代社会におけるキャリアデザイン 専任 飯吉 弘子 木2 全

3 ナビゲーション科目 キャリア・学習デザイン科目 - 現代社会と大学 読替 兼子 佳久 全 大学でどう学ぶか 専任 飯吉 弘子 水5 全

4 ナビゲーション科目 キャリア・学習デザイン科目 - 学びのデータから見る大阪市大 読替 全 学びのデータから見る大学 専任 平 知宏 木4 全

5 ナビゲーション科目 キャリア・学習デザイン科目 - グローバル経営論 ○ 専任 火5 全Ⅱ～Ⅳ(工以外) （グローバル経営論）

6 ナビゲーション科目 キャリア・学習デザイン科目 - 社会と会計 読替 全(商は除く) 社会と会計 専任 廣瀬 喜貴 金5 全

8 ナビゲーション科目 リベラルアーツ科目 人文科学 プレゼンテーション技法 読替 全ⅠⅡ プレゼンテーション技法 専任 橋本 智也 火3 全

9 ナビゲーション科目 リベラルアーツ科目 人文科学 哲学入門 読替 全 哲学入門 専任 佐金 武 火4 全

10 ナビゲーション科目 リベラルアーツ科目 人文科学 倫理学入門 読替 全 倫理学入門 専任 土屋 貴志 木3 全

11 ナビゲーション科目 リベラルアーツ科目 人文科学 日本史の見方 読替 全 日本史の見方 専任 磐下 徹 水3 全

12 ナビゲーション科目 リベラルアーツ科目 人文科学 東洋史の見方 読替 全 東洋史の見方 専任 平田 茂樹 木2 全

13 ナビゲーション科目 リベラルアーツ科目 人文科学 西洋史の見方 読替 全 西洋史の見方 専任 向井 伸哉 火4 全

14 ナビゲーション科目 リベラルアーツ科目 社会科学 考古学入門 読替 全 考古学入門 専任 岸本 直文 火2 全

15 ナビゲーション科目 リベラルアーツ科目 社会科学 心理学への招待 読替 全 心理学入門 専任 佐伯 大輔 月3 全

16 ナビゲーション科目 リベラルアーツ科目 社会科学 心理学への招待 読替 全 心理学入門 専任 橋本 博文 月4 全

17 ナビゲーション科目 リベラルアーツ科目 社会科学 心理学への招待 読替 全 心理学入門 非常勤 田端 拓哉 金1 全

18 ナビゲーション科目 リベラルアーツ科目 社会科学 現代社会学入門 読替 全 現代社会学入門 専任 川野 英二 火2 全

19 ナビゲーション科目 リベラルアーツ科目 社会科学 現代経済学入門 読替 全 現代経済学入門 非常勤 三原 裕子 金2 全

20 ナビゲーション科目 リベラルアーツ科目 社会科学 現代の地理学 読替 全 現代地理学入門 専任 山﨑 孝史 火4 全

21 ナビゲーション科目 リベラルアーツ科目 社会科学 文化人類学入門 読替 全 文化人類学入門 専任 多和田 裕司 火3 全

22 ナビゲーション科目 リベラルアーツ科目 社会科学 観光研究入門 読替 全 観光研究入門 専任 天野 景太 水3 全

23 ナビゲーション科目 リベラルアーツ科目 社会科学 法学の基礎 読替 全（法以外） 法学入門 専任 阿部 昌樹 木2 全

24 ナビゲーション科目 リベラルアーツ科目 自然科学 政治学の基礎 読替 全（法以外） 政治学入門 非常勤 成 鎮宇 月2 全

25 ナビゲーション科目 リベラルアーツ科目 自然科学 数学の考え方１ 読替 全文　H（人）N

26 ナビゲーション科目 リベラルアーツ科目 自然科学 数学の考え方２ 休講 全文　H（人）N

27 ナビゲーション科目 リベラルアーツ科目 自然科学 ﾆｭｰﾄﾝからｱｲﾝｼｭﾀｲﾝへ 読替 全文　H（人）N 物理学への招待 非常勤 濱端 広充 木2 全

28 ナビゲーション科目 リベラルアーツ科目 自然科学 ミクロとマクロの世界 読替 全文　H（人）N 物理学への招待 特任 石原 秀樹 火３ 全

29 ナビゲーション科目 リベラルアーツ科目 自然科学 化学の世界 読替 全文　H（人）N 化学への招待 専任 藤井 律子 月3 全

30 ナビゲーション科目 リベラルアーツ科目 自然科学 現代の分子科学 読替 全文　H（人）N 化学への招待 特任 中沢 浩 火3 全

31 ナビゲーション科目 リベラルアーツ科目 自然科学 生物学への招待 読替 全文　H（人）N 生物学への招待 専任
山口 良弘
後藤 慎介

（松沢 慶将）
水3 全

32 ナビゲーション科目 リベラルアーツ科目 自然科学 植物科学入門 読替 全文　H（人）N 植物の科学 専任
曽我 康一
若林 和幸

水2 全

配当クラス

数学への招待 特任 河内 明夫 月2 全
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赤字：再履修等
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33 ナビゲーション科目 リベラルアーツ科目 自然科学 地球の科学

34 主題科目 環境・都市と生命 人間と環境 地球学入門

35 主題科目 環境・都市と生命 人間と環境 技術と環境 読替 全 技術と環境 専任 重川 直輝 水５ 全

36 主題科目 環境・都市と生命 人間と環境 開発と環境 読替 全 国際開発の課題 専任 森脇 祥太 水3 全

37 主題科目 環境・都市と生命 人間と環境 人間と居住環境 読替 全 人間と居住環境 専任 岡本 滋史 金4 全

38 主題科目 環境・都市と生命 都市と人間 環境と経済 読替 全 環境と経済 専任 除本 理史 木２ 全

39 主題科目 環境・都市と生命 都市と人間 都市生活と人間福祉 読替 全 都市生活と人間福祉 専任 鵜浦　直子 金5 全

40 主題科目 環境・都市と生命 都市と人間 現代都市論 読替 全 現代都市論 専任 高塚 創 木4 全

41 主題科目 環境・都市と生命 都市と人間 都市の経済とビジネス 読替 全 都市の経済とビジネス 専任 近 勝彦 金4 金

42 主題科目 環境・都市と生命 都市と人間 国際地域経済と都市 読替 全 国際地域経済と都市 専任 有賀 敏之 木4 全

43 主題科目 環境・都市と生命 都市と人間 都市・地域政策 読替 全 都市・地域政策 専任 久末 弥生 金3 全

44 主題科目 環境・都市と生命 都市と人間 市大都市研究の最前線 読替 全 都市研究の最前線 専任 全 泓奎 金4 全

45 主題科目 環境・都市と生命 都市と人間 コミュニティ防災 読替 全 コミュニティ防災 専任 生田 英輔 水5 全

46 主題科目 環境・都市と生命 都市と人間 地域実践演習 ○ 専任 遠藤 徹 月2 全

47 主題科目 環境・都市と生命 都市と人間 地域実践演習 ○ 専任 松本 淳 木1 全

48 主題科目 環境・都市と生命 都市と人間 地域実践演習 ○ 専任 天野 景太 水4 全

49 主題科目 環境・都市と生命 生命と人間 都市の社会史 読替 全 都市の社会史 非常勤 守田 まどか 集中 全

50 主題科目 環境・都市と生命 生命と人間 戦争と人間 読替 全 戦争と人間 専任 佐賀 朝 火2 全

51 主題科目 環境・都市と生命 生命と人間 生命と進化 読替 全 生命と進化 専任 小柳 光正 水5 全

52 主題科目 環境・都市と生命 生命と人間 現代の医療 読替 全 現代の医療 専任 内田 潤次 水5 全

53 主題科目 環境・都市と生命 生命と人間 人体を考える 読替 全 人体を考える 専任 植松 智 金5 全

54 主題科目 環境・都市と生命 生命と人間 健康へのアプローチ 読替 全 健康へのアプローチ 専任 古澤 直人 金5 全

55 主題科目 人間と社会 現代社会と人間 生命と環境 読替 全 生命と環境 専任
増井 良治
水野 寿朗

金5 全

56 主題科目 人間と社会 現代社会と人間 国際ビジネス演習 読替 全Ⅱ～Ⅳ 国際ビジネス 専任 二宮 麻里 火5 全

57 主題科目 人間と社会 現代社会と人間 現代文化の社会学 読替 全 現代文化の社会学 専任 笹島 秀晃 火4 全

58 主題科目 人間と社会 現代社会と人間 現代の経営 読替 全 現代の経営 専任 高橋 信弘 木1 全

59 主題科目 人間と社会 現代社会と人間 社会科学のフロンティア(1部） 読替 全 社会科学のフロンティア 専任 杉田 菜穂 木3 全

60 主題科目 人間と社会 現代社会と人間 日本国憲法 読替 全 日本国憲法 専任 阿部 和文 木1 全

61 主題科目 人間と社会 現代社会と人間 日本国憲法 読替 全 日本国憲法 非常勤 安田 善紀 月5 全

62 主題科目 人間と社会 現代社会と人間 都市的世界の社会学 読替 全 都市的世界の社会学 専任 伊地 知紀子 水4 全

63 主題科目 人間と社会 現代社会と人間 教育と文化 読替 全 教育と文化 専任 弘田 陽介 木3 全

64 主題科目 人間と社会 現代社会と人間 現代の社会問題 読替 全 現代の社会問題 非常勤 渡辺 拓也 金５ 全

65 主題科目 人間と社会 現代社会と人間 家族と社会 読替 全 家族と社会 専任 平山 亮 木4 全

地球学への招待 非常勤 山口 覚 火1 全読替 全文　H（人）N
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66 主題科目 人間と社会 現代社会と人間 世界のなかの日本経済 読替 全 世界のなかの日本経済 専任 小川 亮 火4 全

67 主題科目 人間と社会 現代社会と人間 現代社会と健康 読替 全 現代社会と健康 専任 吉川 貴仁 火5 全

68 主題科目 人間と社会 現代社会と人間 現代社会と健康 読替 全 現代社会と健康 専任 吉川 貴仁 火5 全

69 主題科目 人間と社会 現代社会と人間 現代社会と健康 読替 全 現代社会と健康 専任 吉川 貴仁 水1 全

70 主題科目 人間と社会 現代社会と人間 現代社会と健康 読替 全 現代社会と健康 専任 吉川 貴仁 水1 全

71 主題科目 人間と社会 現代社会と人間 メディアの社会学 読替 全 メディアの社会学 専任 石田 佐恵子 水2 全

72 主題科目 人間と社会 社会と人権 測定・実験で学ぶ人間と社会 読替 全 測定・実験で学ぶ人間と社会 専任 平 知宏 木4 全

73 主題科目 人間と社会 社会と人権 現代の部落問題 読替 全 現代の部落問題 非常勤 齋藤 直子 金1 全

74 主題科目 人間と社会 社会と人権 メディアと人権 読替 全 メディアと人権 非常勤 中村 一成 金2 全

75 主題科目 人間と社会 社会と人権 部落解放のフロンティア 読替 全 部落解放のフロンティア 非常勤 齋藤 直子 金2 全

76 主題科目 人間と社会 社会と人権 部落差別の成立と展開 読替 全 部落差別の成立と展開 専任 廣岡 浄進 金1 全

77 主題科目 人間と社会 社会と人権 グローバル化と人権 読替 全 グローバル化と人権 非常勤 瀬戸徐映里奈 金1 全

78 主題科目 人間と社会 社会と人権 障がい者と人権Ⅰ 読替 全 障がい者と人権A 非常勤 松波 めぐみ 金2 全

79 主題科目 人間と社会 社会と人権 障がい者と人権Ⅱ 読替 全 障がい者と人権B 非常勤 松波 めぐみ 金2 全

80 主題科目 人間と社会 社会と人権 ジェンダーと現代社会Ⅰ 読替 全 ジェンダー論入門 専任 古久保さくら 金1 全

81 主題科目 人間と社会 社会と人権 ジェンダーと現代社会Ⅱ 読替 全 ジェンダーと現代社会 専任 古久保さくら 金2 全

82 主題科目 人間と社会 社会と人権 ｴｽﾆｯｸ･ｽﾀﾃﾞｨ入門編 読替 全 エスニック・スタディ 専任 明戸 隆浩 金2 全

83 主題科目 人間と社会 社会と人権 クィアスタディーズ入門 読替 全 クィアスタディーズ 専任 新ヶ江 章友 金2 全

84 主題科目 人間と社会 社会と人権 企業と人権 読替 全 企業と人権 非常勤 松岡 秀紀 金1 全

85 主題科目 人間と社会 社会と人権 地球市民と人権 読替 全 地球市民と人権 専任 阿久澤麻理子 金2 全

86 主題科目 人間と社会 社会と人権 労働と人権 読替 全 労働と人権 特任 川村 道子 金2 全

87 主題科目 人間と社会 心と社会 平和と人権 読替 全 平和と人権 専任 新ヶ江 章友 金2 全

88 主題科目 人間と社会 心と社会 文化と社会の心理 読替 全 文化と社会の心理 非常勤 田端 拓哉 金2 全

89 主題科目 人間と社会 心と社会 認知のしくみ 読替 全 認知のしくみ 専任 山 祐嗣 火3 全

90 主題科目 人間と社会 心と社会 人間と宗教 読替 全 人間と宗教 専任 仲原 孝 木4 全

91 主題科目 人間と社会 心と社会 行動と学習の心理 読替 全 行動と学習の心理 非常勤 片山 綾 火4 全

92 主題科目 人間と社会 心と社会 教育と発達の心理学 読替 全 教育と発達の心理学 専任 西垣 順子 火2 全

93 主題科目 歴史と文化 歴史と文化・芸術 心理学・認知科学と人間 読替 全 心理学・認知科学と人間 専任 平 知宏 火4 全

94 主題科目 歴史と文化 歴史と文化・芸術 日本社会の歴史 読替 全 日本社会の歴史 専任 仁木 宏 水3 全

95 主題科目 歴史と文化 歴史と文化・芸術 東洋社会の歴史 読替 全 東洋社会の歴史 専任 渡辺 健哉 木2 全

96 主題科目 歴史と文化 歴史と文化・芸術 西洋社会の歴史 読替 全 西洋社会の歴史 専任 草生 久嗣 火3 全

97 主題科目 歴史と文化 歴史と文化・芸術 現代の歴史 読替 全 現代の歴史 専任 北村 昌史 水2 全

98 主題科目 歴史と文化 歴史と文化・芸術 ことばの歴史 読替 全 ことばの歴史 専任 丹羽 哲也 木2 全
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99 主題科目 歴史と文化 歴史と文化・芸術 アーツマネジメント 読替 全 アーツマネジメント 専任 菅原 真弓 月2 全

100 主題科目 歴史と文化 歴史と文化・芸術 日本の古典文学Ⅰ 読替 全 専任 小林 直樹 木2 全

101 主題科目 歴史と文化 歴史と文化・芸術 日本の古典文学Ⅱ 読替 全 専任 山本 真由子 火3 全

102 主題科目 歴史と文化 歴史と文化・芸術 東洋の文学

103 主題科目 歴史と文化 歴史と文化・芸術 西洋の文学

104 主題科目 歴史と文化 歴史と文化・芸術 日本の近代文学 読替 全 日本の近代文学 専任 奥野 久美子 月2 全

105 主題科目 歴史と文化 歴史と文化・芸術 芸術の世界 読替 全 芸術の世界 専任 高梨 友宏 月2 全

106 主題科目 歴史と文化 歴史と文化・芸術 東洋美術の流れ

107 主題科目 歴史と文化 歴史と文化・芸術 西洋美術の流れ

108 主題科目 歴史と文化 歴史と文化・芸術 音楽の諸相 読替 全 音楽の諸相 専任 増田 聡 水3 全

109 主題科目 歴史と文化 地域と文化 視覚文化の世界 ○ 非常勤 石川 優 木2

110 主題科目 歴史と文化 地域と文化 都市の地理学 読替 全 都市の地理学 専任 菅野 拓 月3 全

111 主題科目 歴史と文化 地域と文化 音楽と対話 読替 全 音楽と対話 専任 沼田 里衣 火4 全

112 主題科目 歴史と文化 地域と文化 環境と文化 読替 全 環境と文化 専任 祖田 亮次 木4 全

113 主題科目 歴史と文化 地域と文化 観光と文化 読替 全 観光と文化 専任 天野 景太 水3 全

114 主題科目 歴史と文化 地域と文化 日本事情ⅠＡ 読替 全 日本事情A 専任 堀 まどか 火4 全

115 主題科目 歴史と文化 地域と文化 日本事情ⅠＢ 読替 全 日本事情B 専任 堀 まどか 火4 全

116 主題科目 歴史と文化 大阪学 英語で学ぶ日本事情 読替 全 英語で学ぶ日本事情 非常勤 坂 知尋 水2 全

117 主題科目 歴史と文化 大阪学 歴史のなかの大阪 読替 全 歴史のなかの大阪 専任 齊藤 紘子 月3 全

118 主題科目 歴史と文化 大阪学 大阪の自然 読替 全 大阪の自然 専任 三田村 宗樹 金5 全

119 主題科目 歴史と文化 大阪学 大阪の都市づくり 読替 全 大阪の都市づくり 専任 小林 祐貴 金５ 全

120 主題科目 自然と情報 自然と人間 大阪落語への招待 読替 全 大阪落語への招待 専任 久堀 裕朗 水5 全

121 主題科目 自然と情報 自然と人間 現代科学と人間 読替 全 現代科学と人間 専任
吉川 徹朗
宮田 真人

木4 全

122 主題科目 自然と情報 自然と人間 心と脳 読替 全 心と脳 専任 川邉 光一 月2 全

123 主題科目 自然と情報 情報と人間 植物と人間（演習） 読替 全 植物と人間 専任
山田 敏弘
厚井 聡

小口 理一
集中 全

124 主題科目 自然と情報 情報と人間 情報基礎 読替 全 情報リテラシー 専任 永田 好克 月1 HⅠ食・居・人　EⅠ

125 主題科目 自然と情報 情報と人間 情報基礎 読替 全 情報リテラシー 専任 Tran Thi Hong 月1 HⅠ食・居・人　EⅠ

126 主題科目 自然と情報 情報と人間 情報基礎 読替 全 情報リテラシー 専任 中島 重義 月1 HⅠ食・居・人　EⅠ

127 主題科目 自然と情報 情報と人間 情報基礎 読替 全 情報リテラシー 非常勤 西村 雄一郎 月2 LⅠ（哲・人・言・文）

128 主題科目 自然と情報 情報と人間 情報基礎 読替 全 情報リテラシー 非常勤 西村 雄一郎 月3 SⅠ数・物・化・生・地・生化

129 主題科目 自然と情報 情報と人間 情報基礎 読替 全 情報リテラシー 専任 大西 克実 月3 SⅠ数・物・化・生・地・生化

130 主題科目 自然と情報 情報と人間 情報基礎 読替 全 情報リテラシー 非常勤 野口 典正 水1 JⅠ　MⅠ医・理・作

全 美術史 非常勤 村田 隆志 金4

非常勤 筒井 香代子 火3 全

読替 全

日本の古典文学

読替 全 世界の文学
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131 主題科目 自然と情報 情報と人間 情報基礎 読替 全 情報リテラシー 専任 永田 好克 水1 JⅠ　MⅠ医・理・作

132 主題科目 自然と情報 情報と人間 情報基礎 読替 全 情報リテラシー 専任
戸出 英樹
北條  仁志

水1 JⅠ　MⅠ医・理・作

133 主題科目 自然と情報 情報と人間 情報基礎 読替 全 情報リテラシー 専任 藤本 まなと 水2 CⅠ

134 主題科目 自然と情報 情報と人間 情報基礎 読替 全 情報リテラシー 非常勤 野口 典正 水2 CⅠ

135 主題科目 自然と情報 情報と人間 情報基礎 読替 全 情報リテラシー 専任 吉田 大介 金1 TⅠ都・建・化

136 主題科目 自然と情報 情報と人間 プログラミング入門 読替 全 プログラミング入門A・プログラミング入門Ｂ

137 主題科目 自然と情報 情報と人間 プログラミング入門 読替 全 プログラミング入門A・プログラミング入門Ｂ

138 主題科目 自然と情報 情報と人間 プログラミング入門 読替 全 プログラミング入門A・プログラミング入門Ｂ

139 主題科目 自然と情報 情報と人間 プログラミング入門 読替 全 プログラミング入門A・プログラミング入門Ｂ

140 主題科目 自然と情報 情報と人間 地図と地理情報 読替 全 地図と地理情報 専任 木村 義成 火2 全

141 主題科目 自然と情報 情報と人間 情報化の光と影 読替 全 情報と社会 専任 国友 明彦 木2 全

142 主題科目 自然と情報 情報と人間 社会と統計 読替 全 社会と統計 専任 藤井 輝明 金3 全

143 主題科目 ｿｰｼｬﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ ｿｰｼｬﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ データリテラシー 読替 全 データリテラシー 専任 橋本 智也 木3 全

144 主題科目 ｿｰｼｬﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ ｿｰｼｬﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ ｿｰｼｬﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ入門 読替 全 ー 特任 小村 みち 集中 全

145 主題科目 ｿｰｼｬﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ ｿｰｼｬﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ ｿｰｼｬﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ入門 休講 全 ー

146 主題科目 ｿｰｼｬﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ ｿｰｼｬﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ コミュニケーション概論 休講 全 ー

147 主題科目 ｿｰｼｬﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ ｿｰｼｬﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 芸術とｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 休講 全 ー

148 主題科目 ｿｰｼｬﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ ｿｰｼｬﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 国際協働演習 読替 全 ー 特任 小村 みち 水1 全

149 主題科目 ｿｰｼｬﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ ｿｰｼｬﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 国際協働演習 読替 全 ー 特任 中井 一芳 水5 全

150 主題科目 ｿｰｼｬﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ ｿｰｼｬﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 国際協働演習 読替 全 ー 特任 布施 邦子 金1 全

151 主題科目 ｿｰｼｬﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ ｿｰｼｬﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ ﾌﾟﾛｸﾞﾚｯｼﾌﾞ・ｽﾋﾟｰｷﾝｸﾞ ○ 特任 布施 邦子 火1 全 ー

152 主題科目 ｿｰｼｬﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ ｿｰｼｬﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ ﾌﾟﾛｸﾞﾚｯｼﾌﾞ・ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ 休講 全 ー

153 主題科目 ｿｰｼｬﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ ｿｰｼｬﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ Socially Innovative Global Classroom (SIGLOC) 読替 全 ー 専任 中島 義裕 集中 全

154 主題科目 ｿｰｼｬﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ ｿｰｼｬﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ Socially Innovative Global Classroom (SIGLOC) 読替 全 ー 専任 中島 義裕 集中 全

155 主題科目 ｿｰｼｬﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ ｿｰｼｬﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ Socially Innovative Global Classroom (SIGLOC) 読替 全 ー 専任 中島 義裕 集中 全

156 主題科目 ｿｰｼｬﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ ｿｰｼｬﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ Field Research: Social Innovation 読替 全 ー 特任 中井 一芳 集中 全

157 主題科目 ｿｰｼｬﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ ｿｰｼｬﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ Practicum: Social Innovation for Global Citizen 読替 全 ー 特任 中井 一芳 木4 全

158 主題科目 ｿｰｼｬﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ ｿｰｼｬﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ Introduction to Japanese Culture 読替 全 ー 特任 小村 みち 水2 全

159 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 数学 Japan Studies: Language and Society 読替 全 ー 非常勤 千代間 泉 水3 全

160 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 数学 線形代数Ⅰ 読替 SⅠ数 線形代数1 専任 尾角 正人 金１ SⅠ数

161 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 数学 線形代数Ⅰ 読替 SⅠ物 線形代数1 専任 古澤 昌秋 金1 SⅠ物  

162 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 数学 線形代数Ⅰ 読替
SⅠ（化・生・地）
HⅠ（環）

線形代数1 専任 加藤 信 金3
SⅠ（化・生・地・生化）
HⅠ（居）

163 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 数学 線形代数Ⅰ 読替 TⅠ（化） 線形代数1 専任 加藤 信 金2 TⅠ（化）
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164 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 数学 線形代数Ⅰ 読替 TⅠ電・機・情 線形代数1 専任 神田 遼 金3
SⅠ（化・生・地・生化）
HⅠ（居）

165 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 数学 線形代数Ⅰ 読替 TⅠ建（都） 線形代数1 特任 枡田 幹也 金2 TⅠ建（都）

166 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 数学 線形代数Ⅱ 読替 SⅠ数 線形代数2A 専任 神田 遼 火2 SⅠ数

167 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 数学 線形代数Ⅱ 読替
SⅠ物
TⅠ電・機・情

線形代数2A 専任 佐野 昂迪 水3 SⅠ物

168 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 数学 線形代数Ⅱ 読替
SⅠ（化・生・地）
TⅠ電・機・情
HⅠ（環）

線形代数2A 専任 橋本 光靖 火2 SⅠ（化・地・生化）

169 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 数学 線形代数Ⅱ 読替 TⅠ電・機・情 （化） 線形代数2A 専任 神田 遼 水3 TⅠ（化）

170 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 数学 線形代数Ⅱ 読替 TⅠ電・機・情 ・建（都） 線形代数2A 特任 金信 泰造 水4 TⅠ建（都）

171 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 数学 解析Ⅰ 読替 SⅠ数 微積分1A 専任 阿部 健 火3 SⅠ数

172 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 数学 解析Ⅰ 読替
SⅠ物
TⅠ電・機・情
HⅠ（環）

微積分1A 専任 橋本 光靖 火3 SⅠ物

173 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 数学 解析Ⅰ 読替
SⅠ（化・生・地）
TⅠ電・機・情
HⅠ（環）

微積分1A 専任 古澤 昌秋 火3 SⅠ（化・生・地・生化）

174 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 数学 解析Ⅰ 読替
TⅠ（建・都・化）
TⅠ電・機・情
HⅠ（環）

微積分1A 専任 山名 俊介 月3 TⅠ（建・都・化）

175 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 数学 解析Ⅱ 読替 SⅠ数 微積分2 専任 伊師 英之 月3 SⅠ数

176 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 数学 解析Ⅱ 読替 SⅠ物 微積分2 専任 宮地 兵衛 月3 SⅠ物

177 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 数学 解析Ⅱ 読替
SⅠ（化・生・地）
HⅠ（環）

微積分2 専任 小池 貴之 月3 SⅠ（化・生・地・生化）

178 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 数学 解析Ⅱ 読替 TⅠ電・情・機（化） 微積分2 専任 吉田 雅通 月3 SⅠ（化・生・地・生化）

179 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 数学 解析Ⅱ 読替 TⅠ（建・都・化） 微積分2 専任 小池 貴之 月4 TⅠ（建・都・化）

180 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 数学 解析Ⅲ ○ 専任 高橋　太 火１
SⅡ物（化・生・地）
TⅡ（都）

（常微分方程式）

181 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 数学 解析Ⅲ ○ 専任 神田 遼 火１
TⅡ（電・情・建）
HⅡ（環）

（常微分方程式）

182 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 数学 解析Ⅲ ○ 特任 金信 泰造 火１ TⅡ機（化） （常微分方程式）

183 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 数学 解析Ⅳ ○ 専任 橋本 義規 火１
SⅡ物（化・地）
TⅡ(機）

（複素解析）

184 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 数学 解析Ⅳ ○ 専任 高橋 太 火１
TⅡ（電・情・化・建・都）
HⅡ（環）

（複素解析）

185 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 数学 応用数学A ○ 専任 砂川 秀明 月１
SⅡ（物・化）
TⅡ機

（確率統計）

186 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 数学 応用数学A ○ 専任 吉田 雅通 月１
SⅡ（生・地）
TⅡ（化・建・都）

（確率統計）

187 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 数学 応用数学A ○ 専任 山名 俊介 月１
TⅡ（電・情）
HⅡ（環）

（確率統計）

188 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 数学 応用数学B ○ 専任 橋本 義規 月１
SⅡ（物）
TⅡ（機・電）

（応用数学）

189 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 数学 応用数学B ○ 専任 阿部 健 月１
SⅡ（化・生・地）
TⅡ（情・化・建・都）
HⅡ（環）

（応用数学）

190 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 数学 応用数学C ○ 特任 佐官 謙一 金４

SⅡ（物・化・生・地）
TⅡ（機・電・情・化・建）TⅢ
（都)
HⅡ（環）

（数値解析）

191 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 数学 基礎数学A 読替 CEⅠa 基礎数学A 専任 山名 俊介 火2 CⅠ EⅠ

192 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 数学 基礎数学A 読替 CEⅠb 基礎数学A 専任 秋吉 宏尚 火2 CⅠ EⅠ

193 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 数学 基礎数学A 読替 CEⅠc 基礎数学A 専任 古澤 昌秋 火2 CⅠ EⅠ
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194 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 数学 基礎数学A 読替 CEⅠd 基礎数学A 専任 佐野 昂迪 火2 CⅠ EⅠ

195 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 数学 基礎数学A 読替 HⅠ 基礎数学A 専任 砂川 秀明 火2 HⅠ食（環）

196 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 数学 基礎数学B 読替 CEⅠa 基礎数学B 専任 宮地 兵衛 火4 CⅠ EⅠ

197 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 数学 基礎数学B 読替 CEⅠb 基礎数学B 専任 尾角 正人 火4 CⅠ EⅠ

198 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 数学 基礎数学B 読替 CEⅠc 基礎数学B 専任 佐野 昂迪 火4 CⅠ EⅠ

199 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 数学 基礎数学B 読替 CEⅠd 基礎数学B 専任 橋本 光靖 火4 CⅠ EⅠ

200 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 数学 基礎数学B 読替 HⅠ 基礎数学B 専任 大仁田 義裕 火4 HⅠ（居）

201 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 物理学 統計学M 休講 MⅠ ー

202 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 物理学 基礎物理学Ⅰ 読替 SⅠ物 基礎力学A1 専任 有馬 正樹 火2・金4 SⅠ物

203 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 物理学 基礎物理学Ⅰ 読替
SⅠ（数・化・生・地）
TⅠ電・機・建（情）

基礎力学A1 非常勤 安井 幸則 火2・金4 SⅠ（数・化） TⅠ（建）

204 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 物理学 基礎物理学Ⅱ 読替
SⅠ物（数・化・生・地）
TⅠ電（機・情）

基礎電磁気学A1 専任 西中 崇博　 月4・木1 SⅠ物（数・化）

205 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 物理学 基礎物理学Ⅰ-A 読替
SⅠ物
TⅠ電

基礎力学A2 専任 有馬 正樹 金3 SⅠ物

206 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 物理学 基礎物理学Ⅱ-A ○ 専任 常定 芳基 月2
SⅡ物
TⅡ（電）

（基礎電磁気学A2）

207 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 物理学 基礎物理学Ⅰ-E 読替 TⅠ（都・化） 基礎力学C 専任 吉野 裕高 水3 TⅠ（都・化）

208 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 物理学 基礎物理学Ⅰ-E 読替
SⅠ（数・化・生） S低（地）
H低（食・環）

基礎力学C 非常勤 濱端 広充 水3 SⅠ（生・地・生化）

209 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 物理学 基礎物理学Ⅱ-E 読替
S低（地） SⅠ（数・化・生・選）
H低（食・環）

基礎電磁気学C 特任 糸山 浩　 月4 SⅠ（数・化・生・地・生化）

210 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 物理学 基礎物理学Ⅱ-E 読替 TⅠ（化・建） 基礎電磁気学C 非常勤 濱端 広充 月1 TⅠ（化・建）

211 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 物理学 基礎物理学Ⅲ ○ 専任 矢野 英雄 水１ SⅡ物（数・化・生・地） （基礎熱力学）

212 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 物理学 基礎物理学Ⅲ ○ 非常勤 寺本 吉輝 水１ TⅡ電 （基礎熱力学）

213 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 物理学 基礎物理学Ⅲ ○ 特任 石原 秀樹 水2 TⅡ（機・情） （基礎熱力学）

214 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 物理学 基礎物理学Ⅲ ○ 専任 鐘本 勝一 水１ TⅡ（化・建・都） （基礎熱力学）

215 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 物理学 基礎物理学Ⅳ ○ 専任 有馬 正樹 水１
SⅡ物（数・化・生・地）
TⅡ（機）TⅣ（建）

（基礎量子力学A）

216 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 物理学 基礎物理学Ⅳ-Ｅ ○ 特任 糸山 浩　 水１
SⅡ（数・化・生・地）
TⅡ（機・化・情） TⅣ（建）

（基礎量子力学B）

217 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 物理学 物理学M 読替 MⅠ 物理学基礎 非常勤 中川 道夫 水2 MⅠ医（理・作）

218 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 物理学 入門物理学Ⅰ 読替
TⅠ（化）
H低（食・環）

入門物理学1 非常勤 大田 武志 火1
TⅠ（化）
HⅠ（居）

219 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 物理学 入門物理学Ⅰ 読替
SⅠ（数・化・生） S低（地）
NⅠ

入門物理学1 非常勤 大田 武志 火2 SⅠ（数・化・生・地・生化） TⅠ（建）

220 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 物理学 入門物理学Ⅱ 読替 SⅠ（数・化・生） S低（地） 入門物理学2 特任 寺谷 義道 火2 SⅠ（数・化・生・地・生化）

221 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 化学 入門物理学Ⅱ 読替
TⅠ（化）
H低（食・環）

入門物理学2 専任 板垣 直之 火2
TⅠ（建・化）
HⅠ（居）

222 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 化学 基礎物理化学A 読替 SⅠ化 基礎物理化学A 専任 中嶋 拓也 金2 SⅠ化

223 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 化学 基礎物理化学A 読替
HⅠ（食・環）
TⅡ（都）
TⅠ（機・電・情・建）

基礎物理化学A 非常勤 池田 徹 火1
TⅠ（建・都）
HⅠ（居）

224 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 化学 基礎物理化学A 読替 MⅠ 基礎物理化学A 非常勤 手木 芳男 月2 MⅠ医

225 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 化学 基礎物理化学A 読替
SⅠ（数・物・生・地）
TⅠ（機・電・情・建）

基礎物理化学A 非常勤 手木 芳男 金2 SⅠ（数・物・生・地・生化）
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226 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 化学 基礎物理化学B 読替 SⅠ（数・物・生・地） 基礎物理化学B 専任 吉野 治一 金1 SⅠ（数・物・生・地・生化）

227 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 化学 基礎物理化学B 読替 SⅠ化 基礎物理化学B 専任 藤原 亮正 金3 SⅠ化

228 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 化学 基礎物理化学B 読替 TⅠ（建・都・電） 基礎物理化学B 非常勤 手木 芳男 金2 TⅠ（建・都） 

229 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 化学 基礎物理化学B 読替 HⅠ（食・環） 基礎物理化学B 非常勤 宮崎 裕司 水2 HⅠ食（居）

230 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 化学 基礎有機化学Ⅰ 読替 SⅠ化 基礎有機化学A 専任 佐藤 哲也 火1 SⅠ化

231 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 化学 基礎有機化学Ⅰ 読替 SⅠ（数・物・生・地） 基礎有機化学A 非常勤 堀川 学 火2 SⅠ（数・物・生・地） TⅠ（建）

232 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 化学 基礎有機化学Ⅱ 読替 SⅠ化 基礎有機化学B 専任 西村 貴洋 金1 SⅠ化

233 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 化学 基礎有機化学Ⅱ 読替 SⅠ（数・物・生・地） 基礎有機化学B 専任 円谷 健 金2 SⅠ生化（数・物・生・地）

234 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 化学 基礎有機化学 読替 TⅠ（機・建･電・都） 基礎有機化学 専任 未定 月1 TⅠ（化）

235 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 化学 基礎有機化学Ｍ 読替 MⅠ 基礎有機化学 非常勤 藤岡 弘道 月2 MⅠ医

236 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 化学 基礎無機化学 ○ 専任 西岡 孝訓 水・２ SⅡ化 （基礎無機・分析化学A）

237 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 化学 基礎無機化学 ○ 特任 小林  克彰 火・４
SⅡ（数・物・生・地）
TⅡ（機・電・建・都・情）

（基礎無機・分析化学A）

238 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 化学 基礎無機化学 休講 MⅠ

239 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 化学 基礎分析化学 ○ 専任 柚山 健一 金・３ SⅡ化 （基礎無機・分析化学B）

240 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 化学 基礎分析化学 ○ 非常勤 鎌田 賢司 金・３
SⅡ（数・物・生・地）
TⅡ（電・建・都）
HⅡ（食・環）

（基礎無機・分析化学B）

241 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 生物学 入門化学 ○ 専任 舘祥 光他
NⅠ
SⅠ（数・物・生・地）

（入門化学）

242 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 生物学 生物学概論A ○ 専任
安房田 智司
（十川 俊平）

水・1
SⅠ
TⅠ（建・電）
TⅡ（機）TⅢ（都）

（生物学1）

243 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 生物学 生物学概論A 読替
TⅠ（化）
H低（食・環）

生物学1 非常勤 宮崎 洋祐 月4
TⅠ（建・都・化）
HⅠ（居）

244 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 生物学 生物学概論B ○ 非常勤
豊永 拓真

（植松 千代美）
水・２

SⅠ
TⅠ（電・建）
ＴⅢ（都）
H低（食・環）

（生物学2）

245 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 生物学 生物学概論C ○ 専任
渕側 太郎
寺北 明久

水・２
SⅡ
TⅡ（建・電）

（生物学A）

246 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 生物学 生物学概論D ○ 専任 中村 太郎 水・２
SⅡ
TⅡ（機・電）TⅣ（建）TⅢ（都）
HⅡ（食）

（生物学B）

247 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 生物学 生物学概論M 読替 MⅠ

248 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 地球学 生物学概論Ⅲ 読替 ＮⅠ

249 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 地球学 一般地球学A-Ⅰ 読替 SⅠ地S低（数・物・化・生） 地球学基礎A 専任 柵山 徹也 水2 SⅠ地

250 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 地球学 一般地球学A-Ⅱ 読替 SⅠ地S低（数・物・化・生） 地球学基礎B 専任 井上 淳 水2 SⅠ地

251 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 地球学 一般地球学B-Ⅰ 読替
TⅠ（機・建・電）TⅡ（都）
H低（環）

地球学入門 非常勤 升本 眞二 火2
SⅠ（生・生化）
TⅠ（建・都）

252 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 図形科学 一般地球学B-Ⅱ 読替
TⅠ（機・建・電・都）
H低（環）

地球学入門 非常勤 升本 眞二 火1 SⅠ（数・物・化）TⅠ（化）HⅠ（居）

253 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 図形科学 図形科学Ⅰ ○ 専任 小林 祐貴 月２
TⅡ(情)
HⅠ環

ー

254 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 図形科学 図形科学Ⅰ 読替 TⅠ建(電） （建築図形科学１） 専任 小林 祐貴 金3 TⅠ建（工学部専門科目）

255 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 図形科学 図形科学Ⅰ 読替 TⅠ(都） （図形科学１） 専任 小林 祐貴 金4 TⅠ(都）（工学部専門科目）

生物学C 非常勤 西 泰明 木1 MⅠ医（理・作）
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256 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 共通基礎 図形科学Ⅱ ○ 専任 小林 祐貴 月・２
TⅡ(情)
TⅠ建(電・都）
HⅠ環

ー

257 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 共通基礎 基礎文章力向上セミナーＳ ○ 非常勤 大山 大樹 水3 SⅠ ー

258 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 共通基礎 基礎文章力向上セミナーＳ ○ 非常勤 大山 大樹 水3 SⅠ ー

259 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 共通基礎 基礎文章力向上セミナーT ○ 非常勤 石川 優 月・４ TⅡ<15～20名抽選> ー

260 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 共通基礎 基礎文章力向上セミナーT ○ 非常勤 佐伯 綾那 火・４ TⅡ<15～20名抽選> ー

261 基礎教育科目 基礎教育科目（講義） 共通基礎 基礎文章力向上セミナーT ○ 非常勤 渡辺 拓也 木・４ TⅡ<15～20名抽選> ー

262 基礎教育科目 基礎教育科目（実験） 物理学 基礎文章力向上セミナーH ○ 非常勤 渡辺 拓也 月・5 生 ー

263 基礎教育科目 基礎教育科目（実験） 物理学 入門物理学実験 読替
S低（数・化・生・地）
HⅠ食（環）

入門物理学実験 専任
石川 修六

（寺谷 義道）
（澤田 崇広）

火4・火5 SⅠ（数・化・生・地・生化）TⅠ（都・建）

264 基礎教育科目 基礎教育科目（実験） 物理学 基礎物理学実験Ⅰ 読替 SⅠ物 基礎物理学実験1A 専任
伊藤 洋介

（寺本 吉輝）
（丸山 稔）

水3～5 SⅠ物

265 基礎教育科目 基礎教育科目（実験） 物理学 基礎物理学実験Ⅰ 読替
S低（数・化・生・地）
TⅠ電（機・都・建・化）HⅠ
（環）

基礎物理学実験1A 専任
山本 和弘
（丸山 稔）

[湯井 悟志]
水3～5 SⅠ（数・化・生・地・生化） TⅠ（化）

266 基礎教育科目 基礎教育科目（実験） 物理学 基礎物理学実験Ⅱ ○ 専任
小原 顕

（丸山 稔）
月３～５

TⅡ電（情）
SⅡ（化）

（基礎物理学実験2A）

267 基礎教育科目 基礎教育科目（実験） 化学 基礎物理学実験Ⅱ ○ 専任
岩崎 昌子

（寺本 吉輝）
月３～５

SⅡ物（数・生・地）
ＴⅡ(機）

（基礎物理学実験2B）

268 基礎教育科目 基礎教育科目（実験） 化学 基礎化学実験Ⅰ 読替 TⅠ化 基礎化学実験 専任 吉野 治一他 火4・火5 TⅠ化 SⅠ（物）

269 基礎教育科目 基礎教育科目（実験） 化学 基礎化学実験Ⅰ 読替
S低（数・物・生・地）
SⅠ化（選）
TⅠ（都）

基礎化学実験 専任 臼杵 克之助他 水4・水5 SⅠ（数・生・地・生化） TⅠ（都）

270 基礎教育科目 基礎教育科目（実験） 化学 基礎化学実験Ⅰ 読替
TⅡ（情）
HⅠ食（環）

基礎化学実験 専任 吉野 治一他 火4・火5 HⅠ食（居）

271 基礎教育科目 基礎教育科目（実験） 化学 基礎化学実験Ⅰ 読替
TⅠ(電・建)
TⅡ（機）

基礎化学実験 専任 吉野 治一他 金4・金5 TⅠ（建）

272 基礎教育科目 基礎教育科目（実験） 化学 基礎化学実験Ⅱ ○ 専任
館祥光,塩見大
輔，三枝栄子

月３～５
SⅡ化
TⅡ（化）

ー

273 基礎教育科目 基礎教育科目（実験） 生物学 生物学実験A ○ 専任 水野寿朗 他 金３・４
SⅠ生（地）
S低（化・数・物）
TⅡ（建・機・化・都）

（生物学実験A）

274 基礎教育科目 基礎教育科目（実験） 生物学 生物学実験B 読替 専任 館祥光　他 TⅠ化 生物学実験B 非常勤 粕谷 英一 火4・火5 TⅠ化

275 基礎教育科目 基礎教育科目（実験） 地球学 生物学実験B 読替
SⅠ生(地）S低(数・物・化）
HⅠ食

生物学実験B 専任 増井 良治 水4・水5 SⅠ生（数・物・化・地・生化）

276 基礎教育科目 基礎教育科目（実験） 地球学 地球学実験A 読替
SⅠ地 S低（数・物・化・生）
TⅡ（機）

地球学実験A 専任 根本 達也 金4・金5 SⅠ地（数・物・化）

277 英語 地球学実験B 読替 SⅠ地 S低（数・物・化・生） 地球学実験B 専任 足立 奈津子 金4・金5 SⅠ地（数・物・化・生・生化）

278 英語 College English Ⅰ ○

279 英語 Freshman English Ⅰ ○

280 英語 College English Ⅱ ○

281 英語 Freshman English Ⅱ ○

282 英語 College English Ⅲ ○

283 英語 Freshman English Ⅲ ○

284 英語 College English Ⅳ ○

285 英語 Freshman English Ⅳ ○

別紙のとおり
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286 英語 College English Ⅴ ○

287 英語 Sophomore EnglishⅠ ○

288 英語 College English Ⅵ ○

289 英語 Sophomore EnglishⅡ ○

290 英語 ACE：Intensive Reading 読替

291 英語 AE：Reading 読替 Reading 専任 山崎 雅人 火2 全

292 英語 AE：Reading 読替 Reading 専任 田中 一彦 火4 全

293 英語 ACE：TOＥIC650 読替

294 英語 AE：TOＥIC 読替 TOEIC L&R 非常勤 川端 淳司 火2 全

295 英語 ACE：TOEFL80 読替

296 英語 AE：TOEFL Ⅰ 読替 TOEFL A 非常勤 川端 淳司 火1 全

297 英語 ACE:TOEFL80+ 読替

298 英語 AE：TOEFL Ⅱ 読替 TOEFL B 非常勤 川端 淳司 火1 全

299 英語 ACE：Films 読替

300 英語 ACE：Media English 読替

301 英語 AE：Global Understanding Ⅱ：Media English 読替 Media English　 専任 山本 修 火2 全

302 英語 ACE：Critical Writing 読替

303 英語 AE：Writing 読替 Writing A 専任 辻 香代 火2 全

304 英語 ACE：Presentation 読替

305 英語 AE：Presentation 読替 Presentation 特任 David Chen 火1 全

306 英語 ACE：Literature 読替

307 英語 AE：Global Understanding Ⅰ：Literature 読替 Literature 専任 田中 孝信 火4 全

308 英語 ACE：Discussion 読替

309 英語 AE：Discussion 読替 Discussion 特任 David Chen 火3 全

310 英語 AE：Discussion 読替 Discussion 特任 Jim Mansfield 火3 全

311 英語 ACE:Comparative Culture 読替

312 英語 AE：Global Understanding Ⅳ：Comparative Culture 読替 Comparative Culture 特任 Jim Mansfield 火1 全

313 英語 ACE：Global Understanding II: Communicative Grammar 読替

314 英語 AE：Global Understanding Ⅲ：Communicative Grammar 読替 Communicative Grammar 専任 豊田 純一 火4 全

315 英語 ACE：Global Understanding Ⅴ：ESDa 読替

316 英語 AE：Global Understanding Ⅴ：ESDa 読替 ESD A 特任 Elizabeth Leigh 火4 全

317 英語 ACE：Global Understanding Ⅵ：ESDb 読替

318 英語 AE：Global Understanding Ⅵ：ESDb 読替

別紙のとおり
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319 英語 ACE：Global Understanding Ⅶ：ESDc 読替

320 ドイツ語 AE：Global Understanding Ⅶ：ESDc 読替 ESD B 専任 野田 三貴 火2 全

321 ドイツ語 ドイツ語基礎１ 読替 EⅠ ドイツ語入門A（基礎） 非常勤 假谷　祥子 月4 EⅠ

322 ドイツ語 ドイツ語基礎１ 読替 CⅠ・SⅠ・ＴⅠ ドイツ語入門A（基礎） 非常勤 竹内　一高 月5 CⅠ・SⅠ・ＴⅠ

323 ドイツ語 ドイツ語基礎１ 読替 LⅠ ドイツ語基礎1 非常勤 三上　雅子 水5 LⅠ

324 ドイツ語 ドイツ語基礎１ 読替 JⅠ ドイツ語基礎1 非常勤 中村　恵 水5 JⅠ・EⅠ

325 ドイツ語 ドイツ語基礎２ 読替 EⅠ ドイツ語入門B（会話） 非常勤 神野　ゆみこ 水5 EⅠ

326 ドイツ語 ドイツ語基礎２ 読替 CⅠ・SⅠ・ＴⅠ ドイツ語入門B（会話） 非常勤 廣瀬　ゆう子 木3 CⅠ・SⅠ・ＴⅠ

327 ドイツ語 ドイツ語基礎２ 読替 LⅠ ドイツ語基礎1 専任 信國　萌 水5 LⅠ

328 ドイツ語 ドイツ語基礎２ 読替 JⅠ ドイツ語基礎1 非常勤 井口　真一 木4 JⅠ・EⅠ

329 ドイツ語 ドイツ語基礎３ 読替 EⅠ ドイツ語初級A（基礎） 非常勤 神野　ゆみこ 水5 EⅠ

330 ドイツ語 ドイツ語基礎３ 読替 CⅠ・SⅠ・ＴⅠ ドイツ語初級A（基礎） 非常勤 廣瀬　ゆう子 木3 CⅠ・SⅠ・ＴⅠ

331 ドイツ語 ドイツ語基礎３ 読替 LⅠ ドイツ語基礎2 非常勤 三上　雅子 水5 LⅠ

332 ドイツ語 ドイツ語基礎３ 読替 JⅠ ドイツ語基礎2 非常勤 中村　恵 水5 JⅠ・EⅠ

333 ドイツ語 ドイツ語基礎４ 読替 EⅠ ドイツ語初級B（会話） 非常勤 神野　ゆみこ 水5 EⅠ

334 ドイツ語 ドイツ語基礎４ 読替 CⅠ・SⅠ・ＴⅠ ドイツ語初級B（会話） 非常勤 廣瀬　ゆう子 木3 CⅠ・SⅠ・ＴⅠ

335 ドイツ語 ドイツ語基礎４ 読替 LⅠ ドイツ語基礎2 専任 信國　萌 木4 LⅠ

336 ドイツ語 ドイツ語基礎４ 読替 JⅠ ドイツ語基礎2 非常勤 井口　真一 木4 JⅠ・EⅠ

337 ドイツ語 ドイツ語応用１Ａ 読替 LⅠ ドイツ語応用1 専任 海老根　剛 月4 LⅠ

338 ドイツ語 ドイツ語応用１Ａ 読替 JⅠ・EⅠ ドイツ語応用1 非常勤 神竹　道士 月4 JⅠ・EⅠ

339 ドイツ語 ドイツ語応用２Ａ 読替 LⅠ ドイツ語応用2 専任 海老根　剛 月4 LⅠ

340 ドイツ語 ドイツ語応用２Ａ 読替 JⅠ・EⅠ ドイツ語応用2 非常勤 神竹　道士 月4 JⅠ・EⅠ

341 ドイツ語 ドイツ語応用１Ｂ ○ 特任 エルトレ 水4 CⅡa

342 ドイツ語 ドイツ語応用１Ｂ ○ 非常勤 田島 昭洋 水4 CⅡb

343 ドイツ語 ドイツ語応用２Ｂ ○ 特任 エルトレ 水4 CⅡa

344 ドイツ語 ドイツ語応用２Ｂ ○ 非常勤 田島 昭洋 水4 CⅡb

345 ドイツ語 ドイツ語特修１ａ ○ 特任 エルトレ 木3 全Ⅱ～Ⅳ

346 ドイツ語 ドイツ語特修１ｂ ○ 非常勤 田島 昭洋 月3 全Ⅱ～Ⅳ

347 ドイツ語 ドイツ語特修２ ○ 特任 エルトレ 木3 全Ⅱ～Ⅳ

348 ドイツ語 ドイツ語特修３ａ ○ 非常勤 武田 良材 水4 全Ⅱ～Ⅳ

349 ドイツ語 ドイツ語特修３ｂ ○ 非常勤 田島 昭洋 水3 全Ⅱ～Ⅳ

350 ドイツ語 ドイツ語特修４ ○ 非常勤 武田 良材 水4 全Ⅱ～Ⅳ

351 ドイツ語 ドイツ語特修５ ○ 非常勤 江川 英明 金3 全Ⅱ～Ⅳ
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352 ドイツ語 ドイツ語特修６ ○ 非常勤 江川 英明 金3 全Ⅱ～Ⅳ

353 ドイツ語 ドイツ語特修７ ○ 非常勤 武田 良材 水3 全Ⅱ～Ⅳ

354 ドイツ語 ドイツ語特修８ ○ 非常勤 武田 良材 水3 全Ⅱ～Ⅳ

355 ドイツ語 ドイツ語特修９ ○ 非常勤 江川 英明 金4 全Ⅱ～Ⅳ

356 フランス語 ドイツ語特修１０ ○ 非常勤 江川 英明 金4 全Ⅱ～Ⅳ

357 フランス語 フランス語基礎１ 読替 EⅠ フランス語入門A（基礎） 非常勤 酒井 美貴 月4 EⅠ

358 フランス語 フランス語基礎１ 読替 CⅠ・SⅠ・ＴⅠ フランス語入門A（基礎） 非常勤 鈴木田 研二 月5 CⅠ・SⅠ・ＴⅠ

359 フランス語 フランス語基礎１ 読替 LⅠ フランス語基礎1 専任 原野 葉子 水5 LⅠ

360 フランス語 フランス語基礎１ 読替 JⅠ フランス語基礎1 非常勤 藤田 あゆみ 水5 JⅠ・EⅠ

361 フランス語 フランス語基礎２ 読替 EⅠ フランス語入門B（会話） 非常勤 大山 大樹 水5 EⅠ

362 フランス語 フランス語基礎２ 読替 CⅠ・SⅠ・ＴⅠ フランス語入門B（会話） 非常勤 藤本 智成 木3 CⅠ・SⅠ・ＴⅠ

363 フランス語 フランス語基礎２ 読替 LⅠ フランス語基礎1 専任 大山 万容 月4 LⅠ

364 フランス語 フランス語基礎２ 読替 JⅠ フランス語基礎1 非常勤 秋吉 孝浩 月4 JⅠ・EⅠ

365 フランス語 フランス語基礎３ 読替 EⅠ フランス語初級A（基礎） 非常勤 酒井 美貴 月4 EⅠ

366 フランス語 フランス語基礎３ 読替 CⅠ・SⅠ・ＴⅠ フランス語初級A（基礎） 非常勤 鈴木田 研二 月5 CⅠ・SⅠ・ＴⅠ

367 フランス語 フランス語基礎３ 読替 LⅠ フランス語基礎2 専任 白田 由樹 水5 LⅠ

368 フランス語 フランス語基礎３ 読替 JⅠ フランス語基礎2 非常勤 藤田 あゆみ 水5 JⅠ・EⅠ

369 フランス語 フランス語基礎４ 読替 EⅠ フランス語初級B（会話） 非常勤 大山 大樹 水5 EⅠ

370 フランス語 フランス語基礎４ 読替 CⅠ・SⅠ・ＴⅠ フランス語初級B（会話） 非常勤 藤本 智成 木3 CⅠ・SⅠ・ＴⅠ

371 フランス語 フランス語基礎４ 読替 LⅠ フランス語基礎2 専任 原野 葉子 月4 LⅠ

372 フランス語 フランス語基礎４ 読替 JⅠ フランス語基礎2 非常勤 秋吉 孝浩 月4 JⅠ・EⅠ

373 フランス語 フランス語応用１Ａ 読替 LⅠ フランス語応用1 専任 白田 由樹 木4 LⅠ

374 フランス語 フランス語応用１Ａ 読替 JⅠ・EⅠ フランス語応用1 非常勤 藤本 智成 木4 JⅠ・EⅠ

375 フランス語 フランス語応用２Ａ 読替 LⅠ フランス語応用2 専任 福島 祥行 木4 LⅠ

376 フランス語 フランス語応用２Ａ 読替 JⅠ・EⅠ フランス語応用2 非常勤 藤本 智成 木4 JⅠ・EⅠ

377 フランス語 フランス語応用１Ｂ ○ 非常勤 谷口 永里子 水4 CⅡa

378 フランス語 フランス語応用１Ｂ ○ 特任 ジュリアン・ムナン 水4 CⅡb

379 フランス語 フランス語応用２Ｂ ○ 非常勤 谷口 永里子 水4 CⅡa

380 フランス語 フランス語応用２Ｂ ○ 特任 ジュリアン・ムナン 水4 CⅡb

381 フランス語 フランス語特修１ ○ 非常勤 大山 大樹 木5 全Ⅱ～Ⅳ

382 フランス語 フランス語特修２ ○ 非常勤 藤田 あゆみ 火3 全Ⅱ～Ⅳ

383 フランス語 フランス語特修３ ○ 非常勤 藤本 智成 金3 全Ⅱ～Ⅳ

384 フランス語 フランス語特修４ ○ 特任 ジュリアン・ムナン 火2 全Ⅱ～Ⅳ
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385 フランス語 フランス語特修５ ○ 特任 ジュリアン・ムナン 火2 全Ⅱ～Ⅳ

386 フランス語 フランス語特修６ ○ 専任 白田 由樹 木5 全Ⅱ～Ⅳ

387 フランス語 フランス語特修７ ○ 専任 原野 葉子 火4 全Ⅱ～Ⅳ

388 フランス語 フランス語特修８ ○ 専任 大山 万容 火4 全Ⅱ～Ⅳ

389 フランス語 フランス語特修９ 休講

390 中国語 フランス語特修１０ 休講

391 中国語 中国語基礎１ 読替 EⅠ 中国語入門A（基礎） 非常勤 大野 陽介 水5 EⅠ

392 中国語 中国語基礎１ 読替 CⅠ・SⅠ・ＴⅠ 中国語入門A（基礎） 非常勤 田淵 欣也 月5 CⅠ・SⅠ・ＴⅠ

393 中国語 中国語基礎１ 読替 JⅠ 中国語基礎1 専任 松浦 恆雄 月4 JⅠ・EⅠ

394 中国語 中国語基礎１ 読替 LⅠ 中国語基礎1 専任 清原 文代 水5 LⅠ

395 中国語 中国語基礎２ 読替 EⅠ 中国語入門B（会話） 非常勤 王 秉玉 月4 EⅠ

396 中国語 中国語基礎２ 読替 CⅠ・SⅠ・ＴⅠ 中国語入門B（会話） 非常勤 馮 艶 木3 CⅠ・SⅠ・ＴⅠ

397 中国語 中国語基礎２ 読替 JⅠ 中国語基礎1 非常勤 西川 芳樹 月4 JⅠ・EⅠ

398 中国語 中国語基礎２ 読替 LⅠ 中国語基礎1 非常勤 市成 直子 木4 LⅠ

399 中国語 中国語基礎３ 読替 EⅠ 中国語初級A（基礎） 非常勤 大野 陽介 水5 EⅠ

400 中国語 中国語基礎３ 読替 CⅠ・SⅠ・ＴⅠ 中国語初級A（基礎） 非常勤 田淵 欣也 月5 CⅠ・SⅠ・ＴⅠ

401 中国語 中国語基礎３ 読替 JⅠ 中国語基礎2 専任 松浦 恆雄 月4 JⅠ・EⅠ

402 中国語 中国語基礎３ 読替 LⅠ 中国語基礎2 専任 清原 文代 水5 LⅠ

403 中国語 中国語基礎４ 読替 CⅠ・SⅠ・ＴⅠ 中国語初級B（会話） 専任 馮 艶 木3 CⅠ・SⅠ・ＴⅠ

404 中国語 中国語基礎４ 読替 EⅠ 中国語初級B（会話） 非常勤 王 秉玉 月4 EⅠ

405 中国語 中国語基礎４ 読替 LⅠ 中国語基礎2 非常勤 市成 直子 木4 LⅠ

406 中国語 中国語基礎４ 読替 JⅠ 中国語基礎2 非常勤 西川 芳樹 水5 JⅠ・EⅠ

407 中国語 中国語応用１Ａ 読替 LⅠ 中国語応用1 非常勤 韓 艶玲 月4 LⅠ

408 中国語 中国語応用１Ａ 読替 JⅠ・EⅠ 中国語応用1 非常勤 趙 晟 木4 JⅠ・EⅠ

409 中国語 中国語応用２Ａ 読替 LⅠ 中国語応用2 非常勤 韓 艶玲 月4 LⅠ

410 中国語 中国語応用２Ａ 読替 JⅠ・EⅠ 中国語応用2 非常勤 趙 晟 木4 JⅠ・EⅠ

411 中国語 中国語応用１Ｂ ○ 非常勤 岩田 弥生 水4 CⅡa

412 中国語 中国語応用１Ｂ ○ 非常勤 後藤 裕也 水4 CⅡb

413 中国語 中国語応用１Ｂ ○ 非常勤 史 彤春 水4 CⅡc

414 中国語 中国語応用１Ｂ ○ 非常勤 西川 芳樹 水4 CⅡd

415 中国語 中国語応用１Ｂ ○ 非常勤 大野 陽介 水4 CⅡe

416 中国語 中国語応用１Ｂ ○ 専任 張 新民 水4 CⅡf

417 中国語 中国語応用１Ｂ ○ 非常勤 畑 忍 水4 CⅡg
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418 中国語 中国語応用１Ｂ ○ 非常勤 馮 艶 水4 CⅡh

419 中国語 中国語応用２Ｂ ○ 非常勤 岩田 弥生 水4 CⅡa

420 中国語 中国語応用２Ｂ ○ 非常勤 後藤 裕也 水4 CⅡb

421 中国語 中国語応用２Ｂ ○ 非常勤 史 彤春 水4 CⅡc

422 中国語 中国語応用２Ｂ ○ 非常勤 西川 芳樹 水4 CⅡd

423 中国語 中国語応用２Ｂ ○ 非常勤 大野 陽介 水4 CⅡe

424 中国語 中国語応用２Ｂ ○ 専任 張 新民 水4 CⅡf

425 中国語 中国語応用２Ｂ ○ 非常勤 畑 忍 水4 CⅡg

426 中国語 中国語応用２Ｂ ○ 非常勤 馮 艶 水4 CⅡh

427 中国語 中国語特修１ ○ 非常勤 范 紫江 木2 全Ⅱ～Ⅳ

428 中国語 中国語特修２ ○ 非常勤 范 紫江 木2 全Ⅱ～Ⅳ

429 中国語 中国語特修３ ○ 非常勤 浦山 あゆみ 月5 全Ⅱ～Ⅳ

430 中国語 中国語特修４ ○ 非常勤 浦山 あゆみ 月5 全Ⅱ～Ⅳ

431 中国語 中国語特修５ ○ 専任 張 新民 水5 全Ⅱ～Ⅳ

432 中国語 中国語特修６ ○ 非常勤 張 新民 水5 全Ⅱ～Ⅳ

433 中国語 中国語特修７ ○ 非常勤 周 敏潔 水4 全Ⅱ～Ⅳ

434 中国語 中国語特修８ ○ 非常勤 周 敏潔 水4 全Ⅱ～Ⅳ

435 中国語 中国語特修９ 休講

436 ロシア語 中国語特修１０ 休講

437 ロシア語 ロシア語基礎１ 読替 EⅠ ロシア語入門A（基礎） 非常勤 岸田 旭弘 水5 EⅠ

438 ロシア語 ロシア語基礎１ 読替 CⅠ・SⅠ・ＴⅠ ロシア語入門A（基礎） 非常勤 岸田 旭弘 木3 CⅠ・SⅠ・ＴⅠ

439 ロシア語 ロシア語基礎１ 読替 LⅠ・JⅠ ロシア語基礎1 特任 [江村 公] 水5 LⅠ・JⅠ・EⅠ

440 ロシア語 ロシア語基礎２ 読替 EⅠ ロシア語入門B（会話） 非常勤 松下 則子 月4 EⅠ

441 ロシア語 ロシア語基礎２ 読替 CⅠ・SⅠ・ＴⅠ ロシア語入門B（会話） 非常勤 松下 則子 月5 CⅠ・SⅠ・ＴⅠ

442 ロシア語 ロシア語基礎２ 読替 LⅠ・JⅠ ロシア語基礎1 非常勤 岸田 旭弘 木4 LⅠ・JⅠ・EⅠ

443 ロシア語 ロシア語基礎３ 読替 EⅠ ロシア語初級A（基礎） 非常勤 岸田 旭弘 水5 EⅠ

444 ロシア語 ロシア語基礎３ 読替 CⅠ・SⅠ・ＴⅠ ロシア語初級A（基礎） 非常勤 岸田 旭弘 木3 CⅠ・SⅠ・ＴⅠ

445 ロシア語 ロシア語基礎３ 読替 LⅠ・JⅠ ロシア語基礎2 特任 [江村 公] 水5 LⅠ・JⅠ・EⅠ

446 ロシア語 ロシア語基礎４ 読替 EⅠ ロシア語初級B（会話） 非常勤 松下 則子 月4 EⅠ

447 ロシア語 ロシア語基礎４ 読替 CⅠ・SⅠ・ＴⅠ ロシア語初級B（会話） 非常勤 松下 則子 月5 CⅠ・SⅠ・ＴⅠ

448 ロシア語 ロシア語基礎４ 読替 LⅠ・JⅠ ロシア語基礎2 非常勤 岸田 旭弘 木4 LⅠ・JⅠ・EⅠ

449 ロシア語 ロシア語応用１Ａ 読替 LⅠ・JⅠ・EⅠ ロシア語応用1 非常勤 バクン エレーナ 月4 LⅠ・JⅠ・EⅠ

450 ロシア語 ロシア語応用２Ａ 読替 LⅠ・JⅠ・EⅠ ロシア語応用2 非常勤 バクン エレーナ 月4 LⅠ・JⅠ・EⅠ
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451 ロシア語 ロシア語応用１Ｂ ○ 特任 オリガクラシナ 水4 CⅡ

452 ロシア語 ロシア語応用２Ｂ ○ 特任 オリガクラシナ 水4 CⅡ

453 ロシア語 ロシア語特修１ ○ 特任 江村 公 水3 全Ⅱ～Ⅳ

454 ロシア語 ロシア語特修２ ○ 特任 江村 公 水3 全Ⅱ～Ⅳ

455 ロシア語 ロシア語特修３ ○ 非常勤 ジュマグロワ・アイヌーラ 木3 全Ⅱ～Ⅳ

456 朝鮮語 ロシア語特修４ ○ 非常勤 ジュマグロワ・アイヌーラ 木3 全Ⅱ～Ⅳ

457 朝鮮語 朝鮮語基礎１ 読替 EⅠ 朝鮮語入門A（基礎） 非常勤 尹 恵彦 月4 EⅠ

458 朝鮮語 朝鮮語基礎１ 読替 CⅠ・SⅠ・ＴⅠ 朝鮮語入門A（基礎） 非常勤 尹 恵彦 月5 CⅠ・SⅠ・ＴⅠ

459 朝鮮語 朝鮮語基礎１ 読替 LⅠ・JⅠ 朝鮮語基礎1 非常勤 金 美順 月4 LⅠ・JⅠ・EⅠ

460 朝鮮語 朝鮮語基礎２ 読替 EⅠ 朝鮮語入門B（会話） 非常勤 許 聖一 水5 EⅠ

461 朝鮮語 朝鮮語基礎２ 読替 CⅠ・SⅠ・ＴⅠ 朝鮮語入門B（会話） 非常勤 飯田 華子 木3 CⅠ・SⅠ・ＴⅠ

462 朝鮮語 朝鮮語基礎２ 読替 LⅠ・JⅠ 朝鮮語基礎1 非常勤 金 宝英 水5 LⅠ・JⅠ・EⅠ

463 朝鮮語 朝鮮語基礎３ 読替 EⅠ 朝鮮語初級A（基礎） 非常勤 尹 恵彦 月4 EⅠ

464 朝鮮語 朝鮮語基礎３ 読替 CⅠ・SⅠ・ＴⅠ 朝鮮語初級A（基礎） 非常勤 尹 恵彦 月5 CⅠ・SⅠ・ＴⅠ

465 朝鮮語 朝鮮語基礎３ 読替 LⅠ・JⅠ 朝鮮語基礎2 非常勤 金 美順 月4 LⅠ・JⅠ・EⅠ

466 朝鮮語 朝鮮語基礎４ 読替 EⅠ 朝鮮語初級B（会話） 非常勤 許 聖一 水5 EⅠ

467 朝鮮語 朝鮮語基礎４ 読替 CⅠ・SⅠ・ＴⅠ 朝鮮語初級B（会話） 非常勤 飯田 華子 木3 CⅠ・SⅠ・ＴⅠ

468 朝鮮語 朝鮮語基礎４ 読替 LⅠ・JⅠ 朝鮮語基礎2 非常勤 金 宝英 水5 LⅠ・JⅠ・EⅠ

469 朝鮮語 朝鮮語応用１Ａ 読替 LⅠ・JⅠ・EⅠ 朝鮮語応用1 専任 宋 恵媛 木4 LⅠ・JⅠ・EⅠ

470 朝鮮語 朝鮮語応用２Ａ 読替 LⅠ・JⅠ・EⅠ 朝鮮語応用2 専任 宋 恵媛 木4 LⅠ・JⅠ・EⅠ

471 朝鮮語 朝鮮語応用１Ｂ ○ 非常勤 許 聖一 水4 CⅡ

472 朝鮮語 朝鮮語応用２Ｂ ○ 非常勤 許 聖一 水4 CⅡ

473 朝鮮語 朝鮮語特修１ ○ 非常勤 河 建佑 月4 全Ⅱ～Ⅳ

474 朝鮮語 朝鮮語特修２ ○ 非常勤 河 建佑 月4 全Ⅱ～Ⅳ

475 朝鮮語 朝鮮語特修３ ○ 非常勤 金 宝英 水3 全Ⅱ～Ⅳ

476 日本語 朝鮮語特修４ ○ 非常勤 金 宝英 水3 全Ⅱ～Ⅳ

477 日本語 日本語１Ａ 読替 全 日本語１Ａ 非常勤 大山 大樹 金4 全

478 日本語 日本語１Ａ 読替 全 日本語１Ａ 非常勤 大山 大樹 金5 全

479 日本語 日本語１Ｂ 読替 全 日本語１B 非常勤 大山 大樹 水1 全

480 日本語 日本語１Ｂ 読替 全 日本語１B 非常勤 大山 大樹 水2 全

481 日本語 日本語２Ａ 読替 全 日本語２Ａ 非常勤 永井 泉 月2 全

482 日本語 日本語２Ａ 読替 全 日本語２Ａ 非常勤 永井 泉 木2 全

483 日本語 日本語２Ｂ 読替 全 日本語２Ｂ 非常勤 永井 泉 月2 全
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484 日本語 日本語２Ｂ 読替 全 日本語２Ｂ 非常勤 永井 泉 木2 全

485 日本語 日本語３Ａ 読替 全 日本語３Ａ 専任 堀 まどか 火3 全

486 日本語 日本語３Ｂ 読替 全 日本語３Ｂ 専任 堀 まどか 火3 全

487 日本語 日本語４Ａ 休講

488 日本語 日本語４Ｂ 休講

489 日本語 日本語５Ａ 休講

490 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学講義 日本語５Ｂ 休講

491 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学講義 健康運動科学 読替 全 専任 横山 久代 月4 CⅠ

492 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学講義 健康運動科学 読替 全 専任 横山 久代 月5 HⅠ・LⅠ・JⅠ

493 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学講義 健康運動科学 読替 全 専任 松竹 貴大 月2 SⅠ

494 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学講義 スポーツ実践科学 読替 全 専任 鈴木 雄太 月2 SⅠ

495 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学講義 スポーツ実践科学 読替 全 専任 荻田 亮 月3 TⅠ・EⅠ

496 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学講義 スポーツ実践科学 読替 全 専任 鈴木 雄太 月3 TⅠ・EⅠ

497 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学講義 体力トレーニング科学 読替 全 専任 今井 大喜 月4 CⅠ

498 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学講義 体力トレーニング科学 読替 全 専任 今井 大喜 月5 HⅠ・LⅠ・JⅠ

499 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学講義 体力トレーニング科学 読替 全 専任 岡﨑 和伸 月3 TⅠ・EⅠ

500 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 体力トレーニング科学 読替 全 専任 岡﨑 和伸 月4 MⅠ

501 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 アーチェリー１ 読替 全 非常勤 渡辺 一志 集中

502 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 アーチェリー２ 休講

503 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 ゴルフ１ 読替 全 非常勤 上野 聖志 火1 LⅠa

504 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 ゴルフ１ 読替 全 非常勤 上野 聖志 火2 LⅠb

505 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 ゴルフ１ 読替 全 非常勤 上野 聖志 火1 JⅠa・TⅠ都・SⅠ地

506 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 ゴルフ１ 読替 全 非常勤 上野 聖志 火2 MⅠ医

507 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 サッカー１ 読替 全 専任 松竹 貴大 火5 TⅠ建

508 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 サッカー１ 読替 全 専任 松竹 貴大 火1 JⅠa・TⅠ都・SⅠ地

509 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 サッカー１ 読替 全 専任 松竹 貴大 火2 MⅠ医

510 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 サッカー１ 読替 全 専任 松竹 貴大 木4 CⅠb・SⅠ生・生化

511 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 サッカー１ 読替 全 専任 松竹 貴大 木5

512 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 ジョギング・マラソン１ 読替 全 専任 岡﨑 和伸 木2 CⅠa

513 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 ジョギング・マラソン２ 休講

514 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 ソフトボール１ 休講

515 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 ソフトボール２ 休講

516 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 タグラグビー１ 読替 全 専任 鈴木 雄太 木2 CⅠa

健康・スポーツ科学実習

健康・スポーツ科学概論



前期 後期 前期 後期
配当クラス基幹教育科目 科目名 職種 授業代表教員名

開講期・曜日・時限

開講 職種 授業代表教員名

開講期・曜日・時限
配当クラス

赤字：再履修等

大阪市立大学科目 大阪公立大学科目（読替科目）

科目区分 科目群 主題 全学共通科目 科目名

517 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 タグラグビー１ 読替 全 専任 鈴木 雄太 木5 CⅠc・EⅠc

518 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 ダンス１ 読替 全 非常勤 加藤 真由子 木1 HⅠ

519 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 ダンス１ 読替 全 非常勤 加藤 真由子 木2 EⅠa・ＭⅠリハ

520 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 ダンス１ 読替 全 非常勤 加藤 真由子 火1 JⅠa・TⅠ都・SⅠ地

521 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 ダンス１ 読替 全 非常勤 加藤 真由子 火2 MⅠ医

522 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 テニス１ 読替 全 非常勤 山下 陽平 木1 HⅠ

523 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 テニス１ 読替 全 非常勤 山下 陽平 木2 EⅠa・ＭⅠリハ

524 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 テニス１ 読替 全 非常勤 山下 陽平 木2 CⅠa

525 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 テニス１ 読替 全 非常勤 松原 慶子 木3 JⅠb

526 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 テニス１ 読替 全 非常勤 松原 慶子 木4 CⅠb・SⅠ生・生化

527 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 テニス２ 休講

528 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 バスケットボール１ 読替 全 専任 荻田 亮 火5 TⅠ建

529 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 バスケットボール１ 読替 全 専任 荻田 亮 木1 HⅠ

530 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 バスケットボール１ 読替 全 専任 荻田 亮 木2 EⅠa・ＭⅠリハ

531 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 バスケットボール２ 休講

532 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 バレーボール１ 読替 全 非常勤 山本 辰生 火1 LⅠa

533 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 バレーボール１ 読替 全 非常勤 山本 辰生 火2 LⅠb

534 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 バレーボール１ 読替 全 非常勤 山本 辰生 火1 JⅠa・TⅠ都・SⅠ地

535 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 バレーボール１ 読替 全 非常勤 山本 辰生 火2 MⅠ医

536 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 バレーボール１ 読替 全 非常勤 山本 辰生 木3 JⅠb

537 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 バレーボール１ 読替 全 非常勤 山本 辰生 木4 CⅠb・SⅠ生・生化

538 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 バレーボール１ 読替 全 非常勤 山本 辰生 木5 CⅠc・EⅠc

539 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 バレーボール２ 休講

540 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 バドミントン１ 読替 全 非常勤 正岡 毅 木1 HⅠ

541 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 バドミントン１ 読替 全 非常勤 正岡 毅 木2 EⅠa・ＭⅠリハ

542 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 バドミントン１ 読替 全 非常勤 正岡 毅 木2 CⅠa

543 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 バドミントン１ 読替 全 非常勤 正岡 毅 木3 JⅠb

544 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 バドミントン１ 読替 全 非常勤 正岡 毅 木4 CⅠb・SⅠ生・生化

545 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 バドミントン１ 読替 全 非常勤 正岡 毅 木5 CⅠc・EⅠc

546 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 フットサル１ 読替 全 専任 今井 大喜 火1 JⅠa・TⅠ都・SⅠ地

547 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 フットサル１ 読替 全 専任 今井 大喜 火2 MⅠ医

548 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 フットサル１ 読替 全 専任 今井 大喜 木2 CⅠa

549 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 ラージボール卓球１ 読替 全 専任 横山 久代 火1 LⅠa

健康・スポーツ科学実習



前期 後期 前期 後期
配当クラス基幹教育科目 科目名 職種 授業代表教員名

開講期・曜日・時限

開講 職種 授業代表教員名

開講期・曜日・時限
配当クラス

赤字：再履修等

大阪市立大学科目 大阪公立大学科目（読替科目）

科目区分 科目群 主題 全学共通科目 科目名

550 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 ラージボール卓球１ 読替 全 専任 横山 久代 火2 LⅠb

551 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 ラージボール卓球１ 読替 全 専任 横山 久代 木5 CⅠc・EⅠc

552 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 フィジカル　フィットネス　エクササイズ1 読替 全 非常勤 渡部 悠香 木3 JⅠb

553 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 フィジカル　フィットネス　エクササイズ1 読替 全 非常勤 渡部 悠香 木4 CⅠb・SⅠ生・生化

554 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 フィジカル　フィットネス　エクササイズ1 読替 全 非常勤 渡部 悠香 木5 CⅠc・EⅠc

555 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 武道１ 休講

556 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 武道2 休講

557 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 体力トレーニング科学実験実習１ 休講

558 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 健康運動科学実験実習１ 休講

563 健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学実習 健康管理１ 読替 全 専任 横山 久代

健康・スポーツ科学実習



2022年度　FEI～Ⅳ時間割案 2022年度　SE (再履修)時間割案

FEI FEⅡ FEⅢ FEⅣ SEI SEⅡ

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

再履修クラス 月・３ (Jones) 再履修クラス 月・３ (Iles) 再履修クラス 月・４ (Dalby) 再履修クラス 月・４ (McAvoy) CⅡa 火・1 (熊懐) NⅡa 木・２ (廣田)
再履修クラス 月・５ (Jones) 再履修クラス 月・５ (Iles) 再履修クラス 月・４ (Quinn) 再履修クラス 月・４ (Thorson) CⅡb 火・1 (倉恒) NⅡb 木・２ (菊池)
再履修クラス 水・１ (Jones) 再履修クラス 水・１ (Strong) 再履修クラス 水・５ (McAvoy) 再履修クラス 月・４ (Walsh) CⅡc 火・1 辻 MⅡa 木・4 (岡本)
再履修クラス 水・４ (Jones) 再履修クラス 水・５ (Iles) 再履修クラス 水・４ (Thorson) 再履修クラス 月・５ [Chen] CⅡd 火・1 (筒井) MⅡb 木・4 (大口)
再履修クラス 水・５ (Walsh) 再履修クラス 水・５ (Lau) 再履修クラス 月・１ (Jones) 再履修クラス 水・４ (Hudgens) CⅡe 火・1 (前枝) MⅡc 木・4 (井狩)
再履修クラス 月・４ (Dalby) 再履修クラス 月・４ (Thorson) 再履修クラス 月・４ (McAvoy) 再履修クラス 水・４ (Micklas) CⅡf 火・1 (岡本) CⅡa 火・1 (齊藤)
再履修クラス 月・４ (Quinn) 再履修クラス 月・４ (Walsh) 再履修クラス 水・１ (Iles) 再履修クラス 水・４ (Selzer) CⅡg 火・1 (高) CⅡb 火・1 (高)
再履修クラス 水・４ (Jones) 再履修クラス 月・５ (Iles) 再履修クラス 水・５ (Lau) 再履修クラス 水・５ (Dalby) CⅡh 火・1 (齊藤) CⅡc 火・1 (岡本)
再履修クラス 水・５ (McAvoy) 再履修クラス 月・５ (Stepanczuk) 再履修クラス 月・３ (Jones) CⅡi 火・1 野田 CⅡd 火・1 内丸
再履修クラス 水・５ (Walsh) 再履修クラス 水・４ (Hudgens) 再履修クラス 月・５ (Jones) JⅡa 火・2 (熊懐) CⅡe 火・1 (倉恒)

再履修クラス 水・４ (Micklas) 再履修クラス 水・１ (Strong) JⅡb 火・2 (倉恒) CⅡf 火・1 (熊懐)
再履修クラス 水・４ (Selzer) 再履修クラス 水・４ (Thorson) JⅡc 火・2 (笹倉) CⅡg 火・1 (前枝)
再履修クラス 水・５ (Dalby) JⅡd 火・2 (筒井) CⅡh 火・1 (筒井)

JⅡe 火・2 (前枝) CⅡi 火・1 古賀

JⅡf 火・2 (高) JⅡa 火・2 (齊藤)

JⅡg 火・2 (齊藤) JⅡb 火・2 (高)

TⅡa 火・3 (熊懐) JⅡc 火・2 (倉恒)

TⅡb 火・3 豊田 JⅡd 火・2 (熊懐)

TⅡc 火・3 小倉 JⅡe 火・2 (笹倉)

TⅡd 火・3 山﨑 JⅡf 火・2 (筒井)

TⅡe 火・3 (前枝) JⅡg 火・2 (前枝)

TⅡf 火・3 (笹倉) TⅡa 火・3 (齊藤)

TⅡg 火・3 田中一 TⅡb 火・3 (高)

TⅡh 火・3 (岡本) TⅡc 火・3 (岡本)

TⅡi 火・3 (高) TⅡd 火・3 辻

TⅡj 火・3 (齊藤) TⅡe 火・3 (熊懐)

TⅡk 火・3 野田 TⅡf 火・3 (笹倉)

TⅡl 火・3 山本 TⅡg 火・3 田中一

HⅡa 木・1 (藤井) TⅡh 火・3 山﨑

HⅡb 木・1 (山口) TⅡi 火・3 (前枝)

HⅡc 木・1 (津田) TⅡj 火・3 山本

HⅡd 木・1 (北村) TⅡk 火・3 古賀

HⅡe 木・1 （木村） TⅡl 火・3 野田

NⅡa 木・1 (菊池) HⅡa 木・1 (廣田)

NⅡb 木・1 (廣田) HⅡb 木・1 (北村)

SⅡa 木・2 (藤井) HⅡc 木・1 (藤井)

SⅡb 木・2 内丸 HⅡd 木・1 (津田)

SⅡc 木・2 (津田) HⅡe 木・1 (山口)

SⅡd 木・2 (山口) SⅡa 木・2 (廣田)

SⅡe 木・2 古賀 SⅡb 木・2 (菊池)

SⅡf 木・2 (北村) SⅡc 木・2 （木村）

SⅡg 木・2 （木村） SⅡd 木・2 (北村)

EⅡa 木・3 山崎 SⅡe 木・2 (藤井)

EⅡb 木・3 （佐藤） SⅡf 木・2 (津田)

EⅡc 木・3 小倉 SⅡg 木・2 (山口)

EⅡd 木・3 (津田) EⅡa 木・3 (菊池)

EⅡe 木・3 (長嶺) EⅡb 木・3 (岡本)

EⅡf 木・3 (中村) EⅡc 木・3 (井狩)

EⅡg 木・3 （北村） EⅡd 木・3 （木村）

EⅡh 木・3 （木村） EⅡe 木・3 小倉

EⅡi 木・3 (藏薗) EⅡf 木・3 （佐藤）

MⅡa 木・3 (井狩) EⅡg 木・3 (長嶺)

MⅡb 木・3 (岡本) EⅡh 木・3 (中村)

MⅡc 木・3 (大口) EⅡi 木・3 (津田)

LⅡa 木・4 （佐藤） LⅡa 木・4 (岡本)

LⅡb 木・4 野末 LⅡb 木・4 (井狩)

LⅡc 木・4 高島 LⅡc 木・4 （木村）

LⅡd 木・4 (中村) LⅡd 木・4 高島

LⅡe 木・4 (長嶺) LⅡe 木・4 （佐藤）

LⅡf 木・4 (藏薗) LⅡf 木・4 (中村)

LⅡg 木・4 古賀 LⅡg 木・4 (長嶺)
再履修クラス 月・５ 山﨑 再履修クラス 月・５ 野田
再履修クラス 火・４ 田中一 再履修クラス 火・４ 田中一
再履修クラス 水・５ 山本 再履修クラス 水・５ 山本

担当教員クラス
開講期・曜日・時限

担当教員 クラス
開講期・曜日・時限

担当教員クラス
開講期・曜日・時限

担当教員 クラス
開講期・曜日・時限

担当教員 クラス
開講期・曜日・時限

担当教員 クラス
開講期・曜日・時限


