
２．全学教育科目開講科目表
　79ページより新カリキュラム、116ページより旧カリキュラム、134ページに教職に関する科目の科目表が掲載されています。

　　令令和和４４年年度度入入学学者者はは、、新新カカリリキキュュララムム科科目目表表をを見見てて履履修修計計画画をを立立ててててくくだだささいい。。

　学問論演習については、前掲「１５．学問論演習履修方法」（48ページ）を確認してください。

※開講期：「セメ」はセメスター開講、「Q」はクォーター開講です。

※開放科目については、後掲「３．開放科目について」（135ページ）を参照してください。

※「挑創」欄は、東北大学挑創カレッジの各プログラムにおいて対象となる科目を示します(詳細は16ページを参照）。

２２－－１１．．新新カカリリキキュュララムム科科目目表表（（１１・・２２セセメメススタターー開開講講科科目目分分））
［基盤科目］（学問論・人文科学）

授授業業科科目目名名
単
位

授業題目 担当教員 講義コード 開講期
曜日
講時

開講クラス 挑創

学問論　Introduction to
Academic Learning

串本　剛 CB13104 1セメ 月3 全

学問論　Introduction to
Academic Learning

戸村　理 CB13105 1セメ 月3 全

学問論　Introduction to
Academic Learning

山内　保典 CB14102 1セメ 月4 全

学問論　Introduction to
Academic Learning

松河　秀哉 CB14103 1セメ 月4 全

学問論　Introduction to
Academic Learning

佐藤　智子 CB15103 1セメ 月5 全

学問論　Introduction to
Academic Learning

小島　奈々惠 CB15104 1セメ 月5 全

未定 未定 CB54209 2セメ 金4 国際学士コース(＊)

記号論理学入門
Introduction to Elementary
Symbolic Logic

篠澤　和久 CB22101 1セメ 火2
文教理工（6～14
組）

GL1

記号論理学入門
Introduction to Elementary
Symbolic Logic

篠澤　和久 CB22201 2セメ 火2 文系　工 GL1

知覚の哲学入門：世界と心の関
係を考える
An Introduction into Philosophy
of Perception: Thinking about
the Relation between World and
Mind

佐藤　透 CB22102 1セメ 火2
文教理工（6～14
組）

哲学への招待 荻原　理 CB22202 2セメ 火2 文系　工

知覚の哲学入門：世界と心の関
係を考える
An Introduction into Philosophy
of Perception: Thinking about
the Relation between World and
Mind

佐藤　透 CB31201 2セメ 水1
文教医保歯工（1～
5、13～16組）農

アーレントと革命の哲学
Hannah Arendt and the
Philosophy of Revolution

森　一郎 CB31202 2セメ 水1
文教医保歯工（1～
5、13～16組）農

ニーチェ『ツァラトゥストラはこう
言った』を読む
Reading Nietzsche: Thus Spoke
Zarathustra

森　一郎 CB22103 1セメ 火2
文教理工（6～14
組）

ものの二つの知り方 戸島　貴代志 CB42101 1セメ 木2
法経医薬工（1～5、
15～16組）農

未定 澤田　哲生 CB42126 1セメ 木2
法経医薬工（1～5、
15～16組）農

ニーチェ『ツァラトゥストラはこう
言った』を読む
Reading Nietzsche: Thus Spoke
Zarathustra

森　一郎 CB22203 2セメ 火2 文系　工

生命と倫理 Introduction to
Biomedical Ethics

浅井　篤 CB31203 2セメ 水1
文教医保歯工（1～
5、13～16組）農

2倫倫理理学学((EEtthhiiccss))

※旧科目読替先：「思想と倫
理の世界」、「哲学・倫理学」

人
文
科
学

学学問問論論
((IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo
AAccaaddeemmiicc  LLeeaarrnniinngg))

※旧科目読替先：「基礎ゼ
ミ」

論論理理学学((LLooggiicc))

※旧科目読替先：「論理学」

哲哲学学((PPhhiilloossoopphhyy))

※旧科目読替先：「思想と倫
理の世界」、「哲学・倫理学」

学
問
論

2

2

2

※開講クラス欄に（＊）印のあるものは、英語で授業が行われます。国際学士コース以外の学生が再履修等で履修する場合は、他組
履修になりますので、必要な手続きをしてください（詳細は14ページを参照）。

群

　令令和和３３年年度度以以前前入入学学者者はは、、３３セセメメススタターー以以降降開開講講科科目目ににつついいててはは旧旧カカリリキキュュララムム科科目目表表をを参参照照ししててくくだだささいい。。
１１・・２２セセメメススタターー開開講講科科目目をを履履修修ししたたいい場場合合はは、、新新カカリリキキュュララムム科科目目表表及及びび1199ペペーージジのの科科目目読読替替表表をを確確認認ししててくくだだささいい。。

※※同同一一名名称称のの授授業業科科目目はは、、授授業業題題目目がが異異ななっってていいたたととししててもも、、重重複複ししてて履履修修すするるここととははででききまませせんんののでで、、注注意意ししててくくだだささいい。。
（（例例：：「「論論理理学学」」はは学学部部別別でで複複数数ククララスス開開講講ががあありりまますすがが、、ここののううちち１１つつししかか履履修修ででききまませせんん。。））
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［基盤科目］（人文科学）

授授業業科科目目名名
単
位

授業題目 担当教員 講義コード 開講期
曜日
講時

開講クラス 挑創

中国大衆文化の理解 佐野　正人 CB22104 1セメ 火2
文教理工（6～14
組）

『レ・ミゼラブル』を読む 森田　直子 CB22204 2セメ 火2 文系　工

文学への誘い―「比較」という視
点から―

仁平　政人 CB31204 2セメ 水1
文教医保歯工（1～
5、13～16組）農

『レ・ミゼラブル』を読む 森田　直子 CB31205 2セメ 水1
文教医保歯工（1～
5、13～16組）農

世界の宗教文化 木村　敏明 CB22105 1セメ 火2
文教理工（6～14
組）

【国際共修】仏教と日本 オリオン　クラウタウ CB22205 2セメ 火2 文系　工

Buddhism: Thought and
Practice in Modern Japan and
Asia

クリントン　ゴダー
ル

CB51201 2セメ 金1
法経理保歯薬工（6
～12組）

映画から何を読み取るか 勝山　稔 CB42102 1セメ 木2
法経医薬工（1～5、
15～16組）農

映画から何を読み取るか 勝山　稔 CB22206 2セメ 火2 文系　工

美術史の世界―西洋・東洋・日
本
The world of art history-
Western, Eastern, Japanese

長岡　龍作、足達
薫、杉本　欣久

CB31206 2セメ 水1
文教医保歯工（1～
5、13～16組）農

デジタル時代の教育
Education in the deigital age

佐藤　克美 CB22106 1セメ 火2
文教理工（6～14
組）

現代大学論
The Modern University

杉本　和弘、他 CB22107 1セメ 火2
文教理工（6～14
組）

GL1

情報社会に対応した教育 堀田　龍也 CB42103 1セメ 木2
法経医薬工（1～5、
15～16組）農

情報社会と教育 / Information
Society and Education

松河　秀哉 CB22207 2セメ 火2 文系　工

学び合いの理論と技法～思考
を深め、発想を拡げるファシリ
テーション基礎演習
Cooperative Learning Theory
and Techniques : Basic exercise
of facilitation to deepen
thoughts and expand ideas

佐藤　智子 CB31207 2セメ 水1
文教医保歯工（1～
5、13～16組）農

モノから見る世界史
Materials and History

菅原　歩 CB22108 1セメ 火2
文教理工（6～14
組）

GL2

東北大学の歴史
History of Tohoku University

中川　学 CB22109 1セメ 火2
文教理工（6～14
組）

概説東北大学史
History of Tohoku University

高橋　禎雄 CB22110 1セメ 火2
文教理工（6～14
組）

食と農の戦後史
The postwar history of food and
agriculture in Japan

伊藤　房雄 CB42104 1セメ 木2
法経医薬工（1～5、
15～16組）農

現代社会におけるイスラーム法
Islamic law in the modern world

大河原　知樹 CB42105 1セメ 木2
法経医薬工（1～5、
15～16組）農

東北大学の歴史
History of Tohoku University

中川　学 CB42106 1セメ 木2
法経医薬工（1～5、
15～16組）農

日本近世政治思想の歴史的展
開
Historical development of
Japanese early modern political
thought

高橋　禎雄 CB22208 2セメ 火2 文系　工

歴史学/History (Introductory
Seminar）

鹿又　喜隆 CB31208 2セメ 水1
文教医保歯工（1～
5、13～16組）農

レーニンからプーチンへ　-　20
～21世紀ロシア・ソ連の歴史
From Lenin to Putin - History
of Russia and Soviet Union: 20-
21-th centuries

寺山　恭輔 CB31209 2セメ 水1
文教医保歯工（1～
5、13～16組）農

教教育育学学((EEdduuccaattiioonn))

※旧科目読替先：「教育学」

歴歴史史学学((HHiissttoorryy))

※旧科目読替先：「歴史学」
「歴史と人間社会」

2

2

2

2

2

文文学学((LLiitteerraattuurree))

※旧科目読替先：「文学の
世界」、「文学」

宗宗教教学学((RReelliiggiioouuss
SSttuuddiieess))

※旧科目読替先：「宗教学」

芸芸術術((FFiinnee  AArrtt))

※旧科目読替先：「芸術の
世界」

群

人
文
科
学
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［基盤科目］（人文科学・社会科学）

授授業業科科目目名名
単
位

授業題目 担当教員 講義コード 開講期
曜日
講時

開講クラス 挑創

日本語を活用して学ぶ英文法 小川　芳樹 CB22111 1セメ 火2
文教理工（6～14
組）

日本語科学への招待
甲田　直美、
小河原　義朗

CB22112 1セメ 火2
文教理工（6～14
組）

言語学概論：自然言語の普遍
性・可変性と獲得可能性

小川　芳樹 CB22209 2セメ 火2 文系　工

受験英語の規範文法から普遍
文法へ：理論と実験の役割
From Prescriptive Grammar for
an Entrance Examination to
Universal Grammar: Roles of
Theory and Experiment

木山　幸子、
島　越郎

CB42107 2セメ 火2 文系　工

心と健康 Mind and Health 福土　審 CB22113 1セメ 火2 教理工（6～14組）

心理学の基礎知識とその応用 坂井　信之 CB42108 1セメ 火2
文教理工（6～14
組）

心理物理学入門 松宮　一道 CB42109 1セメ 木2
法経医薬工（1～5、
15～16組）農

脳科学から紐解く学習と心理
Learning Psychology from Brain
Science

細田　千尋 CB22210 2セメ 火2 文系　工

人の発達とケア/Human
Development and Care

宮下　光令 CB31210 2セメ 水1
文教医保歯工（1～
5、13～16組）農

食と農からみる現代社会 徳川　直人 CB22114 1セメ 火2
文教理工（6～14
組）

メディアと社会
Media and Society

坂田　邦子 CB42110 1セメ 木2
法経医薬工（1～5、
15～16組）農

Education and Sustainable
Development Goals (SDGs)

劉　靖 CB21222 2セメ 火1 国際学士コース(＊)

コミュニケーションとアイデンティ
ティの社会学
Sociology of Communication
and Identity

小松　丈晃 CB22211 2セメ 火2 文系　工

ボランティアとNPO・NGOの社
会学
Sociology of Volunteering,
Nonprofits, and NGOs

岡田　彩 CB31211 2セメ 水1
文教医保歯工（1～
5、13～16組）農

食料・農業・農村と環境問題 角田　毅 CB51202 2セメ 金1
法経理保歯薬工（6
～12組）

西洋経済史入門
Introduction to the Economic
History of Western Europe

川名　洋 CB22115 1セメ 火2
文教理工（6～14
組）

マーケティング・リサーチ入門～
データを通して市場を知る

石垣　司 CB42111 1セメ 木2
法経医薬工（1～5、
15～16組）農

Social Entrepreneurship: An
Introduction

Jeremy Ryan
September

CB31223 2セメ 水1 国際学士コース(＊)

日本国憲法
Japanese constitution

曽我　洋介 CB54201 2セメ 金4 全（文系優先）

日本国憲法
Japanese constitution

曽我　洋介 CB55201 2セメ 金5 全

法法学学((LLaaww))

※旧科目読替先：「法学」

2
判例を読む
Read the Judicial Precedent

温　笑侗 CB22116 1セメ 火2
文教理工（6～14
組）

政治学入門 東島　雅昌 CB22117 1セメ 火2
文教理工（6～14
組）

政治学の道案内 横田　正顕 CB42112 1セメ 木2
法経医薬工（1～5、
15～16組）農

日本の政治を分析する 河村　和徳 CB22212 2セメ 火2 文系　工

社
会
科
学

群

人
文
科
学

社社会会学学((SSoocciioollooggyy))

※旧科目読替先：「社会学」
「社会の構造」

心心理理学学((PPssyycchhoollooggyy))

※旧科目読替先：「心理
学」

2

2

言言語語学学・・日日本本語語科科学学
((LLiinngguuiissttiiccss  aanndd
JJaappaanneessee  LLaanngguuaaggee
SScciieenncceess))

※旧科目読替先：「言語学」

2

2日日本本国国憲憲法法((JJaappaanneessee
CCoonnssttiittuuttiioonnaall  LLaaww))

※旧科目読替先：「日本国
憲法」

政政治治学学((PPoolliittiiccss))

※旧科目読替先：「政治学」

経経済済とと社社会会((EEccoonnoommyy
aanndd  SSoocciieettyy))

※旧科目読替先：「経済学」
「経済と社会」

2

2
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[基盤科目](自然科学)

授授業業科科目目名名
単
位

授業題目 担当教員 講義コード 開講期
曜日
講時

開講クラス 挑創

線線形形代代数数学学入入門門
((IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo
LLiinneeaarr  AAllggeebbrraa))

※旧科目読替先：「数学
概論B」

2

線型代数学入門
Introduction to Linear Algebra

高橋　淳也 CB23201 2セメ 火3 文系 CD3

線形代数学概要 船野　敬 CB11101 1セメ 月1 保薬 CD3

線形代数学  
Linear Algebra 

川﨑　菜穂 CB31101 1セメ 水1 理（生）医農① CD3

線形代数学概論
linear algebra

花村　昌樹 CB31102 1セメ 水1 理（生）医農② CD3

１変数関数の微分積分学 
Single variable calculus

尾形　庄悦 CB24101 1セメ 火4 文系保（看）① CD3

微分積分学入門 
Introduction to calculus

高橋　淳也 CB24102 1セメ 火4 文系保（看）② CD3

Foundations of Calculus DAHAN Xavier CB24221 2セメ 火4 国際学士コース(＊) CD3

１変数および多変数の微積分
Single variable and multi-variable
calculus

須川　敏幸 CB32201 2セメ 水2 理（生）医保歯薬農① CD3

1変数関数および多変数関数の微
分積分学 
Single variable and multivariable
calculus

田中　太初 CB32202 2セメ 水2 理（生）医保歯薬農② CD3

1変数関数および多変数関数の微
分積分学 
Single variable calculus and
multivariable calculus

高村　博之 CB32203 2セメ 水2 理（生）医保歯薬農③ CD3

1変数関数および多変数関数の微
分積分学 
Single variable calculus and
multivariable calculus

石田　正典 CB32204 2セメ 水2 理（生）医保歯薬農④ CD3

1変数関数および多変数関数の微
分積分学
Single variable and multivariable
calculus

東根　一樹 CB32205 2セメ 水2 理（生）医保歯薬農⑤ CD3

確率・統計の基礎 
Foundations of probability and
statistics

尾畑　伸明 CB43101 1セメ 木3 保（看） CD2

数理統計学入門
Introduction to Mathematical
Statistics

阿部　圭宏 CB24201 2セメ 火4 文系 CD2

確率・統計の基礎 / Foundations
of probability and statistics

尾畑　伸明 CB52101 1セメ 金2 教医薬① CD2

確率・統計の基礎 / Foundations
of probability and statistics

鎌田　博行　 CB52102 1セメ 金2 教医薬② CD2

確率・統計の基礎 / Foundations
of probability and statistics

尾畑　伸明 CB43201 2セメ 木3 教保（放検）歯 CD2

群

自
然
科
学

数
学

2

2

2

2

2

線線形形代代数数学学概概論論
((FFoouunnddaattiioonnss  ooff
LLiinneeaarr  AAllggeebbrraa))

※旧科目読替先：「線形
代数学概要」

解解析析学学入入門門
((IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo
CCaallccuulluuss))

※旧科目読替先：「数学
概論A」

解解析析学学概概論論
((FFoouunnddaattiioonnss  ooff
CCaallccuulluuss))

※旧科目読替先：「数学
概論C」「解析学概要」

統統計計学学入入門門
((IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo
SSttaattiissttiiccss))

※旧科目読替先：「数学
概論D」

数数理理統統計計学学概概論論
((FFoouunnddaattiioonnss  ooff
PPrroobbaabbiilliittyy  &&
SSttaattiissttiiccss))

※旧科目読替先：「数理
統計学概要」
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[基盤科目](自然科学)

授授業業科科目目名名
単
位

授業題目 担当教員 講義コード 開講期
曜日
講時

開講クラス 挑創

物物理理学学入入門門
((IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo
PPhhyyssiiccss))
※旧科目読替先：「物理
学概論」

2

物理的な考え方への招待 冨田　知志 CB33101 1セメ 水3 文系

基礎物理学 (力学)
Basic physics (Mechanics)

石徹白　晃治 CB21101 1セメ 火1 医

力学　（未履修クラス） 
Classical Mechanics

須藤　彰三 CB21102 1セメ 火1 保歯（未履修）

力学(物理履修クラス)
Mechanics (for students who took
a physics class in high school )

佐久間　由香 CB21103 1セメ 火1 保歯（既履修）

物理学概論I 
Foundations of Physics I

岩佐　直仁 CB21104 1セメ 火1 薬

力学 / Mechanics 関口　仁子 CB21105 1セメ 火1 農①

物理学概論Ⅰ
Introduction to physics 1

三輪　浩司 CB21106 1セメ 火1 農②

電磁気学 (未履修クラス） 
Electromagnetism

須藤　彰三 CB24202 2セメ 火4 医保歯薬①

電磁気学 大西　宏明 CB24203 2セメ 火4 医保歯薬②

地球環境と化学 飛田　博実 CB24207 2セメ 火4 文系

物質の科学 斎藤　芳郎 CB44201 2セメ 木4 文系

地球環境と化学 飛田　博実 CB52206 2セメ 金2 保歯

現代生命科学入門
Introduction to Modern Life
Sciences

水野　健作 CB24106 1セメ 火4 文系 保（看）

現代生命科学入門
Introduction to Modern Life
Sciences

水野　健作 CB33105 1セメ 水3 文系

人類の宇宙観の変遷と、最新科学
で明らかになった宇宙像 
[Trainsition of our view of the
universe, and the latest view of
the univrse clarified by
technology and science]

西山　正吾 CB23202 2セメ 火3 文教経

天文学の基礎知識 
An Introduction to Modern
Astronomy

李　宇珉 CB24208 2セメ 火4 文系 医保

地地球球環環境境科科学学概概論論
((IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo
EEnnvviirroonnmmeennttaall  EEaarrtthh
SScciieennccee))

※旧科目読替先：「地球
環境科学概論」

2

サイエンスの視点から見る地球環
境の変遷史と地球の形成進化史

境田　太樹 CB24108 1セメ 火4 文系 保歯

人間と自然の世界における地理
的なパターンとプロセスの探求 
Exploring geographical patterns
and processes in the physical and
human worlds

埴淵　知哉、
目代　邦康

CB24109 1セメ 火4 文系 保歯

人間と自然の世界における地理
的なパターンとプロセスの探求 
Exploring geographical patterns
and processes in the physical and
human worlds

埴淵　知哉、
高橋　信人

CB24209 2セメ 火4 文系 医保

群

2

自
然
科
学

物物理理学学概概論論ⅡⅡ
((FFoouunnddaattiioonnss  ooff
PPhhyyssiiccss  IIII))

※旧科目読替先：「物理
学B（理・工学部以外）」

生生命命科科学学入入門門
((IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo
BBiioollooggyy))

※旧科目読替先：「生命
科学概論」

2

物物理理学学概概論論ⅠⅠ
((FFoouunnddaattiioonnss  ooff
PPhhyyssiiccss  II))

※旧科目読替先：「物理
学A（理・工学部以外）」

2

2

2

宇
宙
地
球
科
学

物
理
学

化化学学概概論論
((IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo
CChheemmiissttrryy))

※旧科目読替先：「化学
概論」

2化
学

生
物
学

地地理理学学概概論論
((IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo
GGeeooggrraapphhyy))

※旧科目読替先：なし

天天文文学学概概論論
((IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo
AAssttrroonnoommyy))

※旧科目読替先：「天文
学概論」
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[基盤科目](学際科目)

授授業業科科目目名名
単
位

授業題目 担当教員 講義コード 開講期
曜日
講時

開講クラス 挑創

インクルージョン社会
Inclusive Society

大隅　典子，他 CB22118 1セメ 火2 文系 SD

ジェンダーの社会学 
Sociology of Gender

妙木　忍 CB31214 2セメ 水1
文教医保歯工（1～5、
13～16組）農

SD

インクルージョン社会
Inclusive Society

大隅　典子，他 CB31215 2セメ 水1
文教医保歯工（1～5、
13～16組）農

SD

多文化共生社会へのアプローチ
を探る/Exploring an Approach to
Intercultural Cohesion

杉本　和弘 CB51204 2セメ 金1
法経理保歯薬工（6～
12組）

GL2
SD

エネルギーや資源と持続可能性 
Energy, Resource and
Sustainability

新堀　雄一 CB42113 1セメ 木2 文系

持続可能性と資源循環 
Sustainablity and  Resources
Recycling

劉　庭秀 CB31216 2セメ 水1
文教医保歯工（1～5、
13～16組）農

エネルギーや資源と持続可能性
Energy, resources and
sustainability

上髙原　理暢、他 CB31217 2セメ 水1
文教医保歯工（1～5、
13～16組）農

エネルギーや資源と持続可能性
Energy, resources, and
sustainability

遊佐　訓孝 CB51205 2セメ 金1
法経理保歯薬工（6～
12組）

エネルギーや資源と持続可能性
Energy, resources and
sustainability

上髙原　理暢、他 CB51206 2セメ 金1
法経理保歯薬工（6～
12組）

身体運動のしくみ(基礎機能解剖
学)/System of basic human
movement.

藤本　敏彦 CB22119 1セメ 火2 文系

生命と自然
Life and nature

佐藤　修正、
植田　美那子、
倉永　英里奈、
田村　宏治、
近藤　倫生、
彦坂　幸毅、
熊野　岳

CB42114 1セメ 木2 文系

Life and Nature: Dynamics of the
Earth-The evolution of the
universe, the earth, and life

渡邉　由美子 CB22231 2セメ 火2 国際学士コース(＊)

スポーツとライフサイエンス 永富　良一 CB31218 2セメ 水1
文教医保歯工（1～5、
13～16組）農

分子と遺伝子からみた生命と社会 田嶋　玄一 CB31219 2セメ 水1
文教医保歯工（1～5、
13～16組）農

自然と環境 / Nature and
Environment

村上　太一、他 CB22121 1セメ 火2 文系 SD

環境問題考　Discussions on
environmental issues

青木　俊明 CB22120 1年次1Q 火2木2 文系 SD

社会と自然環境 井元　智子 CB51207 2セメ 金1
法経理保歯薬工（6～
12組）

SD

環境問題入門 / Introduction to
Environmental Problems

大窪　和明 CB31220 1年次4Q 水1金1 法経理保歯工農 SD

ネットワーク科学概論 Introduction
to Network Science

佐藤　正弘 CB42115 1セメ 木2 文系

初歩からのデータサイエンス 
Data Science For Beginners

和田　裕一、他 CB22122 2セメ 水1
文教医保歯工（1～5、
13～16組）農

ビッグヒストリーで紡ぐ社会と自然
科学/Big History: connecting
natural science to society

中村　教博、芳賀
満、石田　章純

CB31221 2セメ 水1
文教医保歯工（1～5、
13～16組）農

あなたの選択：事例で考える学び
と研究における倫理
Academic Integrity

山内　保典 CB31222 2セメ 水1
文教医保歯工（1～5、
13～16組）農

高度メディア社会論 堀田　龍也、他 CB51208 2セメ 金1
法経理保歯薬工（6～
12組）

群

学
際
科
目

エエネネルルギギーーやや資資源源とと
持持続続可可能能性性((EEnneerrggyy,,
RReessoouurrcceess  aanndd
SSuussttaaiinnaabbiilliittyy))

※旧科目読替先：「科学
技術とエネルギー」

2

イインンククルルーージジョョンン社社会会
((IInncclluussiivvee  SSoocciieettyy))

※旧科目読替先：「ジェ
ンダーと人間社会」

2社
会

エ
ネ
ル
ギ
ー

2自自然然とと環環境境((NNaattuurree

aanndd  EEnnvviirroonnmmeenntt))

※旧科目読替先：「自然
と環境」

2生
命

環
境

情情報報とと人人間間・・社社会会
((IInnffoorrmmaattiioonn  SScciieennccee
aanndd  TTeecchhnnoollooggyy  iinn
HHuummaann  LLiiffee  aanndd
SSoocciieettyy))

※旧科目読替先：「科学
と情報」

2情
報

生生命命とと自自然然((LLiiffee  aanndd
NNaattuurree))

※旧科目読替先：「生命
と自然」
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[基盤科目](学際科目)

授授業業科科目目名名
単
位

授業題目 担当教員 講義コード 開講期
曜日
講時

開講クラス 挑創

自然科学総合実験
中村　教博、
田嶋　玄一、他

CB23105 1セメ 火3火4 工（1～5、15組）

自然科学総合実験
中村　教博、
田嶋　玄一、他

CB43105 1セメ 木3木4 医保（放）歯

自然科学総合実験
中村　教博、
田嶋　玄一、他

CB53101 1セメ 金3金4 工（6～10、16組）

自然科学総合実験
中村　教博、
田嶋　玄一、他

CB23204 2セメ 火3火4 理

自然科学総合実験
中村　教博、
田嶋　玄一、他

CB43206 2セメ 木3木4 保（看）薬農

自然科学総合実験
中村　教博、
田嶋　玄一、他

CB53202 2セメ 金3金4 工（11～14組）

文文科科系系ののたためめのの自自然然
科科学学総総合合実実験験
((IInnttrroodduuccttoorryy  SScciieennccee
EExxppeerriimmeennttss  ffoorr  tthhee
HHuummaanniittiieess))

※旧科目読替先：「文科系
のための自然科学総合実
験-1/2」

2

文科系のための自然科学総合実
験

田嶋　玄一、
冨田　知志、他

CB24112 1セメ 火4火5 文系

学
際
科
目

自自然然科科学学総総合合実実験験
((IInnttrroodduuccttoorryy  SScciieennccee
EExxppeerriimmeennttss))

※旧科目読替先：「自
然科学総合実験-
1/2」

2融
合
型
理
科
実
験

群
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[基盤科目](学際科目)

授授業業科科目目名名
単
位

授業題目 担当教員 講義コード 開講期
曜日
講時

開講クラス 挑創

スポーツの科学（バドミントン） 玉川　明朗 CB21119 1セメ 火1 理

ソフトボールで学ぶチームマネー
ジメント　Softball “Team
management” and Second part is
Coaching“

藤本　敏彦 CB21120 1セメ 火1 理 GL3

卓球　Table Tennis 甲斐　健人 CB21121 1セメ 火1 理

スポーツの科学（バドミントン） 玉川　明朗 CB22132 1セメ 火2 保

卓球　Table Tennis 甲斐　健人 CB22133 1セメ 火2 保

弓道（射と礼の技法）  佐藤　明 CB22134 1セメ 火2 保

スポーツの科学（バドミントン） 玉川　明朗 CB32118 1セメ 水2 医歯薬

ソフトボール/Softball 門間　陽樹 CB32119 1セメ 水2 医歯薬

サッカー/Soccer(Associated
football)

永富　良一 CB32120 1セメ 水2 医歯薬

卓球/Table tennis 藤本　敏彦 CB32121 1セメ 水2 医歯薬 GL3

タグラグビー/Tag rugby 鷲谷　洋輔 CB32122 1セメ 水2 医歯薬

フィットネス/Fitness 坂本　譲 CB32123 1セメ 水2 医歯薬

タグラグビー/Tag rugby 鷲谷　洋輔 CB43110 1セメ 木3 文教

卓球　Table Tennis 甲斐　健人 CB43111 1セメ 木3 文教

スポーツの科学（バドミントン） 玉川　明朗 CB43112 1セメ 木3 文教

スポーツの科学（バドミントン） 玉川　明朗 CB23216 2セメ 火3 法

ソフトボールで学ぶチームマネー
ジメント　Softball “Team
management” and Second part is
Coaching“

藤本　敏彦 CB23217 2セメ 火3 法 GL3

スポーツの科学（バドミントン） 玉川　明朗 CB43210 2セメ 木3 経

テニス／Tennis 門間　陽樹 CB43211 2セメ 木3 経

サッカー/Soccer(Associated
football)

永富　良一 CB43212 2セメ 木3 経

弓道（射と礼の技法）  佐藤　明 CB43213 2セメ 木3 経

ソフトボール 内丸　仁 CB43214 2セメ 木3 経

スポーツ競技とコミュニケーション
（卓球）

大倉　峰雄 CB43215 2セメ 木3 経

テニス／Tennis 門間　陽樹 CB53206 2セメ 金3 農

卓球/Table tennis 藤本　敏彦 CB53207 2セメ 金3 農 GL3

弓道（射と礼の技法）  佐藤　明 CB53208 2セメ 金3 農

テニス／Tennis 飛内　聖永 CB53209 2セメ 金3 農

体と健康 加藤　幸成 CB88117 1セメ 集中 文教薬

体と健康 今井　啓道 CB88214 2セメ 集中 経理（生）

体と健康 眞栁　弦 CB88219 2セメ 集中 歯工（15～16組）農

体と健康 菅野　恵美 CB88217 2セメ 集中 保工（11～12組）

体と健康 齋木　佳克 CB88220 2セメ 集中 法医

体と健康 和田　基 CB88215 2セメ 集中 理（化）工（1～5組）

体と健康 正宗　淳 CB88216 2セメ 集中 理（数）工（6～10組）

体と健康 亀井　尚 CB88218 2セメ 集中
理（物地）工（13～14
組）

身身体体のの文文化化とと科科学学
((SSppoorrttss  aanndd  HHeeaalltthh
SScciieenncceess))

※旧科目読替先：なし

2

身体の文化と科学

甲斐　健人、鷲谷
洋輔、玉川　明
朗、門間　陽樹、
永富　良一

CB15209 2セメ 月5 全

学
際
科
目

群

ススポポーーツツＡＡ
((SSppoorrttss  AA))

※旧科目読替先：「ス
ポーツA」

1

体体とと健健康康((HHeeaalltthh))

※旧科目読替先：「体と
健康」

2

保
健
体
育

（
実
技

）

保
健
体
育

（
講
義

）
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［先進科目］（現代素養科目）情報教育

授授業業科科目目名名
単
位

授業題目 担当教員 講義コード 開講期
曜日
講時

開講クラス 挑創

情報とデータの基礎
Information and data literacy

北村　成史、
市地　慶

CB12107 1セメ 月2 保 CD1

情報とデータの基礎
Information and data literacy

長谷川　剛 CB21107 1セメ 火1
工（6～10組）
学籍番号奇数

CD1

情報とデータの基礎
Information and data literacy

全　眞嬉 CB21108 1セメ 火1
工（6～10組）
学籍番号偶数

CD1

情報とデータの基礎
Information and data literacy

岩﨑　淳也 CB23106 1セメ 火3 医 CD1

情報とデータの基礎
Information and data literacy

鈴木　敏彦 CB31110 1セメ 水1 歯 CD1

情報とデータの基礎
Information and data literacy

伊藤　健洋 CB32111 1セメ 水2 経 学籍番号奇数 CD1

情報とデータの基礎
Information and data literacy

全　眞嬉 CB32112 1セメ 水2 経 学籍番号偶数 CD1

情報とデータの基礎
Information and data literacy

全　眞嬉 CB33109 1セメ 水3 農（1、2組） CD1

情報とデータの基礎
Information and data literacy

伊藤　健洋 CB33108 1セメ 水3 薬農（3組） CD1

情報とデータの基礎
Information and data literacy

酒井　正夫、
湯田　恵美

CB34102 1セメ 水4 文（1、2組） CD1

情報とデータの基礎
Information and data literacy

三石　大、
長谷川　真吾

CB34103 1セメ 水4 文（3組）教 CD1

情報とデータの基礎
Information and data literacy

大野　晋、
後藤　伴延

CB42116 1セメ 木2 理（2、3組） CD1

情報とデータの基礎
Information and data literacy

小泉　英介、
静谷　啓樹

CB43106 1セメ 木3 法 学籍番号奇数 CD1

情報とデータの基礎
Information and data literacy

磯邊　秀司 CB43107 1セメ 木3 法 学籍番号偶数 CD1

情報とデータの基礎 大竹　雄 CB44107 1セメ 木4 工（15～16組） CD1

情報とデータの基礎 阿部　亨 CB51111 1セメ 金1 理（1、4組） CD1

情報とデータの基礎
Information and data literacy

藤原　直哉 CB51112 1セメ 金1 理（5、6組） CD1

情報とデータの基礎
Information and data literacy

丸山　伸伍 CB53102 1セメ 金3 工（11、12組） CD1

情報とデータの基礎
Information and data literacy

村上　太一 CB53103 1セメ 金3 工（13、14組） CD1

情報とデータの基礎
Information and data literacy

長江　剛志 CB54103 1セメ 金4
工（1～5組）
学籍番号奇数

CD1

情報とデータの基礎
Information and data literacy

狩川　大輔 CB54102 1セメ 金4
工（1～5組）
学籍番号偶数

CD1

Information and data literacy DAHAN Xavier CB41216 2セメ 木1 国際学士コース(＊) CD1

データ科学・AI概論
Introduction to Data Science and
Artificial Intelligence

長濱　澄 CB25201 2セメ 火5 全 CD1

データ科学・AI概論
Introduction to Data Science and
Artificial Intelligence

三石　大、
大山　智也

CB25202 2セメ 火5 全 CD1

機機械械学学習習アアルルゴゴリリズズムム
概概論論((IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo
AAllggoorriitthhmmss  ffoorr  MMaacchhiinnee
LLeeaarrnniinngg))
※旧科目読替先：「機械学
習アルゴリズム概論」

2

機械学習アルゴリズム概論
Introduction to algorithms for
machine learning

鈴木　顕 CB15201
2/4/6/8

セメ
月5 全 CD1

実実践践的的機機械械学学習習ⅠⅠ
((HHaannddss--oonn  MMaacchhiinnee
LLeeaarrnniinngg  II))
※旧科目読替先：「実践的
機械学習Ⅰ」

2

実践的 機械学習Ⅰ
Practical Machine Learning I

篠原　歩 CB55101
1/3/5/7

セメ
金5 全 CD1

実実践践的的機機械械学学習習ⅡⅡ
((HHaannddss--oonn  MMaacchhiinnee
LLeeaarrnniinngg  IIII))
※旧科目読替先：「実践的
機械学習Ⅱ」

2

実践的機械学習 II
Practical Machine Learning II

篠原　歩 CB55202
2/4/6/8

セメ
金5 全 CD1

情情報報教教育育特特別別講講義義（（ＡＡＩＩをを
めめぐぐるる人人間間とと社社会会のの過過
去去・・現現在在・・未未来来））  ((SSppeecciiaall
LLeeccttuurree  ooff  IInnffoorrmmaattiioonn  SScciieennccee
aanndd  TTeecchhnnoollooggyy  EEdduuccaattiioonn  ((PPaasstt,,
PPrreesseenntt,,  aanndd  FFuuttuurree  ooff  HHuummaanniittyy
aanndd  OOuurr  SSoocciieettyy  wwiitthh  AAII))))

※旧科目読替先：「ＡＩをめぐる
人間と社会の過去・現在・未来
」

2

AIをめぐる人間と社会の過去・現
在・未来
Past, present, and future of
humanity and our society with AI

鈴木　潤、
大林　武、
赤間　怜奈

CB45201
2/4/6/8

セメ
木5 全 CD1

2情
報
教
育

現
代
素
養
科
目

情情報報ととデデーータタのの基基礎礎
((IInnffoorrmmaattiioonn  aanndd  DDaattaa
LLiitteerraaccyy))

※旧科目読替先：「情報
基礎A」「情報基礎B」

デデーータタ科科学学・・AAII概概論論
((IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  DDaattaa
SScciieennccee  aanndd  AArrttiiffiicciiaall
IInntteelllliiggeennccee))
※旧科目読替先：「Pythonによ
るデータ科学入門」

2

群
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［先進科目］（現代素養科目）情報教育・国際教育

授授業業科科目目名名
単
位

授業題目 担当教員 講義コード 開講期
曜日
講時

開講クラス 挑創

情
報
教
育

情情報報教教育育特特別別講講義義（（AAII・・
デデーータタ科科学学研研究究のの現現場場））
((SSppeecciiaall  LLeeccttuurree  ooff  IInnffoorrmmaattiioonn
SScciieennccee  aanndd  TTeecchhnnoollooggyy
EEdduuccaattiioonn    ((MMaatthheemmaattiiccss・・AAII・・
DDaattaa  SScciieennccee  --  WWiittnneessssiinngg

DDaattaa--ddrriivveenn  RReesseeaarrcchh))))

※旧科目読替先：「数理・AI・
データ科学－データ生成・活
用の現場に立会う－」

2

数理・AI・データ科学　－データ生
成・活用の現場に立ち会う－
Mathematics AI Data Science -
Witnessing Data-driven Research –

早川　美徳、
大林　武、
湯田　恵美

CB25101
1/3/5/7

セメ
火5 全 CD1

【国際共修】Practicum in Education
for International
Understanding　(English) /
国際理解教育の実践（英語)

髙橋　美能 CB23107
1/3/5/7

セメ
火3 全 GL3

冷戦史(日本語)
The Cold War (Japanese)

竹林　修一 CB15202
2/4/6/8

セメ
月5 全 GL2

国際問題プレゼンテーション(日本
語）
Making Presentations on
International Affairs (Japanese)

勝間田　弘 CB43207
2/4/6/8

セメ
木3 全 GL2

東日本大震災の経験を未来につな
ぐ（日本語）
Pass the Experience of the Great
East Japan Earthquake on to the
Future(Japanese)

松原　久、
髙橋　結

CB13101
1/3/5/7

セメ
月3 全 GL3

Society and Foreign Language
Education in Japan (English)
日本の社会と外国語教育（英語）

米澤　由香子 CB42117
1/3/5/7

セメ
木2 全 GL2

【国際共修】Promoting Human
Rights Education　（English）/人権
教育の促進（英語）

髙橋　美能 CB23205
2/4/6/8

セメ
火3 全 GL3

【国際共修】Japanese Corporate
Culture, Decision-Making(English)
日本の企業文化と意思決定(英語）

末松　千秋 CB12108
1/3/5/7

セメ
月2 全 GL1

【国際共修】Universities in
Japan and the World (English) 日本
と世界の大学(英語）

米澤　彰純 CB15101
1/3/5/7

セメ
月5 全 GL1

【国際共修】Japanese Corporate
Culture, Employment
Practices (English)
日本の企業文化と雇用慣行 (英語)

末松　千秋 CB12201
2/4/6/8

セメ
月2 全 GL1

【国際共修】Japanese Universities
and Students (English)
日本の大学と大学生（英語）

渡部　由紀 CB25203
2/4/6/8

セメ
火5 全 GL2

【国際共修】多言語で読む源氏物
語（日本語）
　Reading The Tale of Genji in
Multipl Languages: Intercultural
Co-learning Seminar（Japanese)

佐藤　勢紀子 CB43208
2/4/6/8

セメ
木3 全 GL2

【国際共修】多文化理解実践（日本
語） / Multicultural Understanding
（Japanese）

渡部　留美 CB15102
1/3/5/7

セメ
月5 全 GL2

【国際共修】映像に見る日本語と
日本文化(日本語）/Japanese
Culture and Social System in
Japanese Movies（Japanese）

中村　渉 CB24113
1/3/5/7

セメ
火4 全 GL2

【国際共修】日本語の文法を外から
見て考える（日本語）/Japanese
Language in Contrast -
International Co-learning Seminar-
(Japanese)

上原　聡 CB32113
1/3/5/7

セメ
水2 全 GL2

近代日本の画家たちが描いた東ア
ジア（日本語）
Representation of East　Asia in
Modern Japanese Paintings
（Japanese）

朱　琳 CB33110
1/3/5/7

セメ
水3 全 GL2

2

2国
際
教
育

現
代
素
養
科
目

文文化化理理解解((UUnnddeerrssttaannddiinngg
CCuullttuurree  ))

※旧科目読替先：「日本
社会・文化Ａ」

2

国国際際教教養養特特定定課課題題
((SSppeecciiaall  TTooppiiccss  oonn
GGlloobbaall  IIssssuueess))

※旧科目読替先：「国際
教養」

2

群

国国際際事事情情((UUnnddeerrssttaannddiinngg
IInntteerrnnaattiioonnaall  IIssssuueess))

※旧科目読替先：「国際
教養」

国国際際教教養養PPBBLL
((PPBBLL  iinn  GGlloobbaall  IIssssuueess))

※旧科目読替先：「課題
解決型（ＰＢＬ）演習Ａ」
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［先進科目］（現代素養科目）国際教育

授授業業科科目目名名
単
位

授業題目 担当教員 講義コード 開講期
曜日
講時

開講クラス 挑創

【国際共修】Leaning about Japan
through　Japanese literature
（English）　文学で学ぶ日本 (英語)

虫明　美喜 CB44108
1/3/5/7

セメ
木4 全 GL2

言語としての手話入門(日本語）
［Introduction to　Japan Sign
Language］（Japanese）

小泉　政利、
松崎　丈

CB55102
1/3/5/7

セメ
金5 全 GL2

【国際共修】歌に学ぶ日本の言葉と
心（日本語）/Japanese Language
and Culture in Songs -International
Co-learning Seminar- (Japanese)

上原　聡 CB25204
2/4/6/8

セメ
火5 全 GL2

近代日本の画家たちが描いた東ア
ジア（日本語）/ Representation of
East　Asia in Modern Japanese
Paintings（Japanese）

朱　琳 CB33206
2/4/6/8

セメ
水3 全 GL2

アメリカン・ポピュラー・ミュージック
（日本語）/ American Popular
Music (Japanese)

竹林　修一 CB45202
2/4/6/8

セメ
木5 全 GL2

【国際共修】留学生と作るフットサル
チーム / Futsal team building with
international students.　(English
and Japanese)

藤本　敏彦 CB54202
2/4/6/8

セメ
金4 全 GL2

言語としての手話入門(日本語）
［Introduction to　Japan Sign
Language］（Japanese）

小泉　政利、
松崎　丈

CB55203
2/4/6/8

セメ
金5 全 GL2

Perspectives of Intercultural
Communication:  Japanese
Communication and Culture
（English）/ 異文化コミュニケーショ
ンの視点から：日本人のコミュニ
ケーションと文化　（英語)

山本　喜久江 CB13102
1/3/5/7

セメ
月3 全 GL1

【国際共修】Understanding Miyagi's
Traditional Culture (The Sendai
Tanabata Festival and
more)(English) / 宮城の伝統文化
理解（仙台七夕まつり）（英語開講）

坂本　友香 CB45101
1/3/5/7

セメ
木5 全 GL2

【国際共修】Understanding Japan
through Miyagi’s Traditional
Culture (Sparrow Dance) （English）
/ 宮城の伝統文化すずめ踊りを通
して、日本を知る（英語）

小嶋　緑 CB34105
１年次

以上１Q
水4
木1

全 GL2

【国際共修】Understanding Japan
through Miyagi’s Traditional
Culture (Sparrow Dance) （English）
宮城の伝統文化すずめ踊りを通し
て、日本を知る（英語）

新見　有紀子 CB34106
１年次

以上１Q
水4
木1

全 GL2

【国際共修】Understanding Japan
through Traditional Japanese
Culture (English)　日本の伝統文化
を通じた日本理解（英語開講）

坂本　友香 CB22217
2/4/6/8

セメ
火2 全 GL2

【国際共修】外から見た日本の社会
（日本語）／Japanese Society from
an External Viewpoint（Japanese)

中村　渉 CB24210
2/4/6/8

セメ
火4 全 GL2

【国際共修】Understanding Japan
through Traditional Japanese
Culture (English)　日本の伝統文化
を通じた日本理解（英語開講）

坂本　友香 CB24220
2/4/6/8

セメ
火4 全 GL2

Deepening one's understanding of
oneself and others: Trying to
understand each other (English)
自他理解を深める：お互いをわかろ
うとすること（英語）

小島　奈々恵 CB35201
2/4/6/8

セメ
水5 全 GL2

【国際共修】日本語と英語で読む日
本文学　Reading Japanese
Literature in English and Japanese

虫明　美喜 CB44203
2/4/6/8

セメ
木4 全 GL1

群

現
代
素
養
科
目

国
際
教
育

2

2文文化化理理解解((UUnnddeerrssttaannddiinngg
CCuullttuurree  ))

※旧科目読替先：「日本
社会・文化Ａ」

文文化化とと社社会会のの探探求求
((EExxpplloorriinngg  CCuullttuurree  aanndd
SSoocciieettyy  ))

※旧科目読替先：「日本
社会・文化B」
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［先進科目］（現代素養科目）国際教育

授授業業科科目目名名
単
位

授業題目 担当教員 講義コード 開講期
曜日
講時

開講クラス 挑創

【国際共修】コミュニケーションスキ
ルアップのための演劇的ワーク
ショップ（日本語）　Theatrical
workshop for improving
communication skills　（Japanese)

虫明　元 CB13103
1/3/5/7

セメ
月3 全 GL1

留学生との日本文化やプロジェクト
を通した交流（日本語）Exchange
with international students through
Japanese culture and projects
（Japanese）

渡部　留美 CB21109
1/3/5/7

セメ
火1 全 GL1

【国際共修】日本文化とコミュニケー
ション（日本語）　Japanese Culture
and Communication: Intercultural
Co-learning Seminar（Japanese)

佐藤　勢紀子 CB23108
1/3/5/7

セメ
火3 全 GL2

【国際共修】日本言語文化の不思
議発見　Unique Aspects of
Japanese Language and Culture

バックレイ　厚子 CB24114
1/3/5/7

セメ
火4 全 GL3

【国際共修】マルチメディア（マン
ガ・アニメ）で自文化紹介・異文化
理解（日本語）　Multimedia Based
Introduction of culture and
Intercultural understanding
(Japanese)

林　雅子 CB34104
1/3/5/7

セメ
水4 全 GL2

自他理解を深める：より良い対人関
係のために（日本語）
Deepening one's understanding of
oneself and others: For better
interpersonal relationships
(Japanese)

小島　奈々恵 CB35101
1/3/5/7

セメ
水5 全 GL2

【国際共修】操作する言語とメディ
ア・リテラシー（日本語）

宿利　由希子 CB15203
2/4/6/8

セメ
月5 全 GL1

【国際共修】日本言語文化の不思
議発見　Unique Aspects of
Japanese Language and Culture

バックレイ　厚子 CB34201
2/4/6/8

セメ
水4 全 GL3

【国際共修】異文化間コミュニケー
ションを通して世界を知ろう（日本
語）
Connecting to the World through
Intercultural Communication
（Japanese）

末松　和子 CB22123
1/3/5/7

セメ
火2 全 GL3

【国際共修】多様なバックグラウンド
を持つ他者とともに学ぶ協働プロ
ジェクト　（日本語）/Cooperative
Project with Students from
Different Backgrounds (Japanese)

髙橋　美能 CB42118
1/3/5/7

セメ
木2 全 GL1

【国際共修】留学生の出身国・地域
を日本から見る（日本語）　Seeing
Home Country and Area from
Japan : Intermediate Co-learning
Seminar（Japanese）

三島　敦子 CB54104
1/3/5/7

セメ
金4 全 GL1

【国際共修】演劇的手法による豊か
な人間関係構築のためのワーク
ショップ（日本語）　Workshop for
fostering interpersonal relationships
through theatrical methods
（Japanese)

虫明　元 CB13202
2/4/6/8

セメ
月3 全 GL3

【国際共修】ウインターコースを企画
する（日本語）/Advanced　Seminar:
Planning KEYAKI winter program
in 2022（Japanese)

虫明　美喜 CB15204
2/4/6/8

セメ
月5 全 GL3

【国際共修】仙台の商店街を活性
化して仙台全体を盛り上げよう（日
本語）　Economic revitalization of
Sendai and its shopping districts
（Japanese）

渡部　留美 CB22218
2/4/6/8

セメ
火2 全 GL3

【国際共修】Exploring Miyagi Local
Companies through Interviews
（English)～宮城の地元企業へのイ
ンタビューを通して、地方企業の魅
力を探る　多文化PBL（英語）

小嶋　緑 CB23206
2/4/6/8

セメ
火3 全 GL3

【国際共修】Learn about and solve
problems of local companies in
Sendai（English）（仙台地元企業に
ついて学び、課題を解決しよう）（英
語）

新見　有紀子 CB44204
2/4/6/8

セメ
木4 全 GL3

現
代
素
養
科
目

国
際
教
育

多多文文化化PPBBLL
((PPBBLL  iinn  MMuullttiiccuullttuurraall
EEnnvviirroonnmmeenntt))

※旧科目読替先：「課題
解決型（ＰＢＬ）演習Ｂ」

2

2

群

多多文文化化間間ココミミュュニニケケーー
シショョンン((MMuullttiiccuullttuurraall
CCoommmmuunniiccaattiioonn))

※旧科目読替先：「グ
ローバル・コミュニケー
ション」
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［先進科目］（現代素養科目）国際教育

授授業業科科目目名名
単
位

授業題目 担当教員 講義コード 開講期
曜日
講時

開講クラス 挑創

多多文文化化PPBBLL
((PPBBLL  iinn  MMuullttiiccuullttuurraall
EEnnvviirroonnmmeenntt))

※旧科目読替先：「課題
解決型（ＰＢＬ）演習Ｂ」

2

【国際共修】留学生の出身国・地域
を日本から見る（日本語）　Seeing
Home Country and Area from
Japan : Intermediate Co-learning
Seminar（Japanese）

三島　敦子 CB53203
2/4/6/8

セメ
金3 全 GL1

教育者を志す人の異文化間トレー
ニング (日本語)
Intercultural Training for Future
Educators (Japanese)

渡部　由紀 CB22124
1/3/5/7

セメ
火2 全 GL2

【国際共修】異文化コミュニケーショ
ン学応用 ：パーソナルリーダーシッ
プ（ＰＬ）　Personal Leadership
（Japanese)

山本　喜久江 CB22219
2/4/6/8

セメ
火2 全 GL3

【国際共修】大学生活に役立つ敬
語・日本語～留学生の視点から日
本語を考える～（日本語）
Honorifics and Japanese useful for
university life: Exploring Japanese
from the perspective of
international students (Japanese)

林　雅子 CB34202
2/4/6/8

セメ
水4 全 GL3

東北大学の歴史をさぐる（日本語）
【History of Tohoku
University(Japanese)】

高橋　禎雄 CB42206
2/4/6/8

セメ
木2 全 GL2

【国際共修】おもしろい話とことば
（英語）

宿利　由希子 CB14101
1/3/5/7

セメ
月4 全 GL1

グローバルゼミ（日本語）
Global Seminar (Japanese)

渡部　由紀 CB25102
1/3/5/7

セメ
火5 全 GLS

グローバルゼミ（日本語）
Global Seminar (Japanese)

新見　有紀子 CB25103
1/3/5/7

セメ
火5 全 GLS

グローバルゼミ（日本語）
Global Seminar (Japanese)

三隅　多恵子 CB25104
1/3/5/7

セメ
火5 全 GLS

グローバルゼミ（日本語）
Global Seminar (Japanese)

小嶋　緑 CB25116
1/3/5/7

セメ
火5 全 GLS

グローバルゼミ（日本語）
Global Seminar (Japanese)

渡部　留美 CB45102
1/3/5/7

セメ
木5 全 GLS

グローバルゼミ（日本語）
Global Seminar (Japanese)

米澤　由香子 CB45103
1/3/5/7

セメ
木5 全 GLS

【国際共修】グローバルコミュニケー
ション・スキル（日本語）
Interpersonal Communication
（Japanese)

山本　喜久江 CB13203
2/4/6/8

セメ
月3 全 GL2

【国際共修】グローバルコミュニケー
ション・スキル（日本語）
Interpersonal Communication
（Japanese)

山本　喜久江 CB21213
2/4/6/8

セメ
火1 全 GL2

グローバルゼミ（日本語）
Global Seminar (Japanese)

米澤　由香子 CB25205
2/4/6/8

セメ
火5 全 GLS

グローバルゼミ（日本語）
Global Seminar (Japanese)

新見　有紀子 CB25206
2/4/6/8

セメ
火5 全 GLS

【国際共修】Business Global
Leadership and Career design on
Japanese Company（English)　日本
企業の人事管理システムとキャリア
デザイン講座（英語）

竹内　上人 CB11108
1/3/5/7

セメ
月1 全 GL3

【国際共修】グローバルコミュニケー
ション・スキル（日本語）
Interpersonal Communication
（Japanese)

山本　喜久江 CB23109
1/3/5/7

セメ
火3 全 GL2

【国際共修】Business Global
Leadership and Career design on
Japanese Company（English)　日本
企業の人事管理システムとキャリア
デザイン講座（英語）

竹内　上人 CB11201
2/4/6/8

セメ
月1 全 GL3

Facing your career: Meet Senpai
and create your own model
(English)
キャリアと向き合う：先輩に会い、自
身のキャリアモデルをつくる（英語）

米澤　由香子、
門間　由記子

CB15205
2/4/6/8

セメ
月5 全 GL3

キキャャリリアア関関連連学学習習((GGlloobbaall
CCaarreeeerr))

※旧科目読替先：「グ
ローバルキャリアＡ」

多多文文化化特特定定課課題題((SSppeecciiaall
TTooppiiccss  oonn  MMuullttiiccuullttuurraall
SSoocciieettyy))

※旧科目読替先：「異文
化理解」

ググロローーババルル学学習習((GGlloobbaall
SSeemmiinnaarr))

※旧科目読替先：「グ
ローバル人材基礎演習」

2

2

2

現
代
素
養
科
目

国
際
教
育

群
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［先進科目］（現代素養科目）国際教育

授授業業科科目目名名
単
位

授業題目 担当教員 講義コード 開講期
曜日
講時

開講クラス 挑創

【国際共修】Development of global
competency through international
collaborative projects (English) 　国
際的な協働を通してグローバル・コ
ンピテンシーを身につける（英語）

末松　和子 CB35102
1/3/5/7

セメ
水5 全 GL3

【国際共修】Development of global
competency through international
collaborative projects (English) 　国
際的な協働を通してグローバル・コ
ンピテンシーを身につける（英語）

末松　和子 CB35202
2/4/6/8

セメ
水5 全 GL3

【国際共修】Advanced Global
Seminar (English)

渡部　由紀 CB45203
2/4/6/8

セメ
木5 全 GLS

【国際共修】Seminar for developing
a sustainable society (English)

渡邉　由美子 CB45204
2/4/6/8

セメ
木5 全 GL3

【国際共修】異文化コミュニケ
ーション学基礎：理論と実践演習
（日本語）　Interultural
Communication Basics （Japanese）

山本　喜久江 CB21110
1/3/5/7

セメ
火1 全 GL2

研究者と学ぶ科学英語実習講座
English in Science & Technology

田代　学 CB45104
1/3/5/7

セメ
木5 全 GL1

Japanese Communication and
Culture:Perspectives of
Intercultural Communication
（English)　日本人のコミュニケー
ションと文化：異文化コミュニケー
ションの観点から（英語）

山本　喜久江 CB14212
2/4/6/8

セメ
月4 全 GL1

研究者と学ぶ科学英語実習講座
English in Science & Technology

田代　学 CB25207
2/4/6/8

セメ
火5 全 GL1

海海外外長長期期研研修修（（１１単単位位～～
６６単単位位））((SSttuuddyy--aabbrrooaadd
SSeemmeesstteerr))

※旧科目読替先：なし

1
～

６ 派遣交換留学（大学間）認定科目
（日本語）

渡部　由紀

CB88901
CB88902
CB88903
CB88904
CB88905
CB88906

通年集中 集中 全

スタディアブロードプログラム（現地
研修）（日本語）
Study Abroad Program -Onsite
(Japanese)

髙橋　美能、
坂本　友香、
小嶋　緑、
渡部　由紀、
米澤　由香子

CB88101
1/3/5/7

セメ
集中 全 GL4

スタディアブロードプログラム（オン
ライン研修）(日本語）
Study Abroad Program -Online
（Japanese)

髙橋　美能、
坂本　友香、
小嶋　緑、
渡部　由紀、
米澤　由香子

CB88102
1/3/5/7

セメ
集中 全 GL4

スタディアブロードプログラム（現地
研修）（日本語）
Study Abroad Program -Onsite
(Japanese)

髙橋　美能、
坂本　友香、
小嶋　緑、
渡部　由紀、
米澤　由香子

CB88103
2/4/6/8

セメ
集中 全 GL4

スタディアブロードプログラム（オン
ライン研修）(日本語）
Study Abroad Program -Online
（Japanese)

髙橋　美能、
坂本　友香、
小嶋　緑、
渡部　由紀、
米澤　由香子

CB88201
2/4/6/8

セメ
集中 全 GL4

Fundamentals of Interdisciplinary
STEM Seminar
理工系学際基礎セミナー

DAHAN Xavier CB88221
2/4/6/8

セメ
集中 国際学士コース(＊) GL4

スタディアブロードプログラム（現地
研修）（日本語）
Study Abroad Program -Onsite
(Japanese)

髙橋　美能、
坂本　友香、
小嶋　緑、
渡部　由紀、
米澤　由香子

CB88104
1/3/5/7

セメ
集中 全 GL4

スタディアブロードプログラム（オン
ライン研修）(日本語）
Study Abroad Program -Online
（Japanese)

髙橋　美能、
坂本　友香、
小嶋　緑、
渡部　由紀、
米澤　由香子

CB88105
1/3/5/7

セメ
集中 全 GL4

ブリッジングプログラム（日本語）

髙橋　美能、
小嶋　緑、
米澤　由香子、
船山　亜意

CB88118 1セメ 集中 全 GL4

海海外外短短期期研研修修（（基基礎礎ＡＡ））
((SSttuuddyy--aabbrrooaadd  PPrrooggrraamm
AA))

※旧科目読替先：「海外
研修（基礎１）」

海海外外短短期期研研修修（（基基礎礎ＢＢ））
((SSttuuddyy--aabbrrooaadd  PPrrooggrraamm
BB))

※旧科目読替先：「海外
研修（基礎２）」

ググロローーババルルPPBBLL
((GGlloobbaall  LLeeaaddeerrsshhiipp
DDeevveellooppmmeenntt  tthhrroouugghh
PPBBLL))

※旧科目読替先：「課題
解決型（ＰＢＬ）演習Ｂ」

ググロローーババルル特特定定課課題題
((SSppeecciiaall  TTooppiiccss  oonn
GGlloobbaall  LLeeaaddeerrsshhiipp))

※旧科目読替先：「グ
ローバルキャリアＢ」

群
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［先進科目］（現代素養科目）国際教育

授授業業科科目目名名
単
位

授業題目 担当教員 講義コード 開講期
曜日
講時

開講クラス 挑創

スタディアブロードプログラム（現地
研修）（日本語）
Study Abroad Program -Onsite
(Japanese)

髙橋　美能、
坂本　友香、
小嶋　緑、
渡部　由紀、
米澤　由香子

CB88106
2/4/6/8

セメ
集中 全 GL4

スタディアブロードプログラム（オン
ライン研修）(日本語）
Study Abroad Program -Online
（Japanese)

髙橋　美能、
坂本　友香、
小嶋　緑、
渡部　由紀、
米澤　由香子

CB88202
2/4/6/8

セメ
集中 全 GL4

FL　現地研修（日本語） 末松　和子 CB88107
1/3/5/7

セメ
集中 全

GL4
PS

FL　オンライン（日本語） 末松　和子 CB88112
1/3/5/7

セメ
集中 全

GL4
PS

FL　現地研修（日本語） 末松　和子 CB88203
2/4/6/8

セメ
集中 全

GL4
PS

FL　オンライン（日本語） 末松　和子 CB88211
2/4/6/8

セメ
集中 全

GL4
PS

FL　現地研修（日本語） 末松　和子 CB88108
1/3/5/7

セメ
集中 全

GL4
PS

FL　オンライン（日本語） 末松　和子 CB88109
1/3/5/7

セメ
集中 全

GL4
PS

FL　現地研修（日本語） 末松　和子 CB88204
2/4/6/8

セメ
集中 全

GL4
PS

FL　オンライン（日本語） 末松　和子 CB88205
2/4/6/8

セメ
集中 全

GL4
PS

海外体験プログラム（現地研修）日
本語
Study Abroad Experience -Onsite
（Japanese）

髙橋　美能、
小嶋　緑

CB88113
1/3/5/7

セメ
集中 全 GL4

海外体験プログラム（オンライン）日
本語
Study Abroad Experience -Online
（Japanese）

髙橋　美能、
小嶋　緑

CB88110
1/3/5/7

セメ
集中 全 GL4

海外体験プログラム（現地研修）日
本語
Study Abroad Experience -Onsite
（Japanese）

髙橋　美能、
小嶋　緑

CB88206
2/4/6/8

セメ
集中 全 GL4

海外体験プログラム（オンライン）日
本語
Study Abroad Experience -Online
（Japanese）

髙橋　美能、
小嶋　緑

CB88207
2/4/6/8

セメ
集中 全 GL4

海外体験プログラム（現地研修）日
本語
Study Abroad Experience -Onsite
（Japanese）

髙橋　美能、
小嶋　緑

CB88114
1/3/5/7

セメ
集中 全 GL4

海外体験プログラム（オンライン）日
本語
Study Abroad Experience -Online
（Japanese）

髙橋　美能、
小嶋　緑

CB88111
1/3/5/7

セメ
集中 全 GL4

海外体験プログラム（現地研修）日
本語
Study Abroad Experience -Onsite
（Japanese）

髙橋　美能、
小嶋　緑

CB88208
2/4/6/8

セメ
集中 全 GL4

海外体験プログラム（オンライン）日
本語
Study Abroad Experience -Online
（Japanese）

髙橋　美能、
小嶋　緑

CB88209
2/4/6/8

セメ
集中 全 GL4

現
代
素
養
科
目

国
際
教
育

海海外外短短期期研研修修（（展展開開ＡＡ））
((FFaaccuullttyy--lleedd  PPrrooggrraamm  AA))

※旧科目読替先：「海外
研修（展開１）」

海海外外短短期期研研修修（（展展開開ＢＢ））
((FFaaccuullttyy--lleedd  PPrrooggrraamm  BB))

※旧科目読替先：「海外
研修（展開２）」

海海外外短短期期研研修修（（発発展展ＢＢ））
((IInntteerrnnaattiioonnaall
EExxpplloorraattiioonn  BB))

※旧科目読替先：「海外
研修（展開２）」

1

2

海海外外短短期期研研修修（（発発展展ＡＡ））
((IInntteerrnnaattiioonnaall
EExxpplloorraattiioonn  AA))

※旧科目読替先：「海外
研修（展開１）」

海海外外短短期期研研修修（（基基礎礎ＢＢ））
((SSttuuddyy--aabbrrooaadd  PPrrooggrraamm
BB))

※旧科目読替先：「海外
研修（基礎２）」

2

1

2

群
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［先進科目］（現代素養科目）キャリア教育

授授業業科科目目名名
単
位

授業題目 担当教員 講義コード 開講期
曜日
講時

開講
クラス

挑創

アアンントトレレププレレナナーー入入門門塾塾
((IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  EEnnttrreepprreenneeuurriiaall
SSkkiillllss))
※旧科目読替先：「アントレプレナー
入門塾　基礎編」

2
ベンチャービジネス基礎論
Venture Business Basic Theory

高浦　康有、
白田　良晴

CB25105
1/3/5/7

セメ
火5 全 EL

ラライイフフ・・キキャャリリアアデデザザイインンＡＡ
((CCaarreeeerr  DDeessiiggnn  AA))
※旧科目読替先：なし

2
これからの学生生活を考える
Think about student life

髙橋　修 CB55103
1/3/5/7

セメ
金5 全 EL

イインンタターーンンシシッッププ事事前前研研修修
((IInntteerrnnsshhiipp  PPrreeppaarraattiioonn  CCoouurrssee))
※旧科目読替先：なし

1
インターンシップ事前研修
Intership preparation

門間　由記子、
猪股　歳之

CB35103
1年次以

上1Q
水5 全 EL

キキャャリリアア教教育育特特別別講講義義（（河河北北新新
報報・・東東北北をを拓拓くく新新聞聞論論））((SSppeecciiaall
LLeeccttuurree  ooff  CCaarreeeerr  EEdduuccaattiioonn
((OOppeenniinngg  uupp  TToohhookkuu''ssFFuuttuurree
TThhrroouugghh  tthhee  NNeewwss))
※旧科目読替先：「東北の「みらい」
を拓く新聞論」

2

キャリア教育特別講義（河北新
報・東北を拓く新聞論）
Career Education Special Lecture
(Opening up Tohoku's future
through the news)

猪股　歳之 CB15206
2/4/6/8

セメ
月5 全 GL3

ラライイフフ・・キキャャリリアアデデザザイインンＢＢ
((CCaarreeeerr  DDeessiiggnn  BB))
※旧科目読替先：なし

2

自己理解を深め、将来のキャリア
を考える
Deepen self-understanding and
think about future careers

猪股　歳之 CB25208
2/4/6/8

セメ
火5 全 EL

キキャャリリアア教教育育特特別別講講義義（（デデジジタタルル
アアンントトレレププレレナナーーシシッッププ研研修修））
((SSppeecciiaall  LLeeccttuurree  ooff  CCaarreeeerr
EEdduuccaattiioonn
((DDiiggiittaallEEnnttrreepprreenneeuurrsshhiipp  SSeemmiinnaarr))))

2
Introduction to entrepreneurship
with XR technology：XR技術で始
める起業入門

未定 CB25209
2/4/6/8

セメ
火5 全 GL3

イインンタターーンンシシッッププ実実習習ＡＡ
((IInntteerrnnsshhiipp  PPrraaccttiiccee  CCoouurrssee  AA))
※旧科目読替先：「インターンシップ
実習」

1
インターンシップ実習 A
Internship training  A

門間　由記子、
猪股　歳之

CB35203
2/4/6/8

セメ
水5 全 EL

社社会会起起業業家家・・NNPPOO入入門門ゼゼミミ
((IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  SSoocciiaall
EEnnttrreepprreenneeuurrss  aanndd  NNoonn--PPrrooffiitt
OOrrggaanniizzaattiioonnss))
※旧科目読替先：「めざせ！社会起
業家」

2
めざせ！社会起業家
How to Become a Social
Entrepreneur

高浦　康有 CB53204
2/4/6/8

セメ
金3 全 EL

汎汎用用的的技技能能ワワーーククシショョッッププ
((TTrraannssffeerraabbllee  SSkkiillllss  WWoorrkksshhoopp))
※旧科目読替先：「汎用的技能ワー
クショップ：認知的能力」

2

汎用的技能ワークショップ：認知
的能力
Transferable Skills Workshop:
Cognitive abilities

山内　保典 CB55204
2/4/6/8

セメ
金5 全 EL

キキャャリリアア教教育育特特別別講講義義（（読読売売新新
聞聞・・ジジャャーーナナリリズズムムとと社社会会））
((SSppeecciiaall  LLeeccttuurree  ooff  CCaarreeeerr  EEdduuccaattiioonn

((JJoouurrnnaalliissmm  aanndd  HHuummaannSSoocciieettyy))))
※旧科目読替先：「新聞から見た現
代社会」

2

キャリア教育特別講義（読売新
聞・ジャーナリズムと社会）
Career Education Special Lecture
(Journalism and Human Society)

猪股　歳之 CB55205
2/4/6/8

セメ
金5 全 GL3

キキャャリリアア教教育育特特別別講講義義（（専専門門職職
キキャャリリアアののたためめのの口口腔腔保保健健学学総総
論論））
※旧科目読替先：「口腔保健学総
論」

2

専門職キャリアのための口腔保健
学総論
Oral Health for Career Education
of Health Professionals, Care
Workers and Teachers

小関　健由、他 CB55206
2/4/6/8

セメ
金5 全

イインンタターーンンシシッッププ実実習習ＢＢ
((IInntteerrnnsshhiipp  PPrraaccttiiccee  CCoouurrssee  BB))
※旧科目読替先：なし

2
インターンシップ実習 B
Internship training  B

門間　由記子、
猪股　歳之

CB88210
2/4/6/8

セメ
集中 全 EL

群
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［先進科目］（先端学術科目）カレント・トピックス科目

授授業業科科目目名名
単
位

授業題目 担当教員 講義コード 開講期
曜日
講時

開講
クラス

挑創

ななががれれのの科科学学――流流体体力力学学のの基基
礎礎――
((FFlluuiidd  SScciieennccee  --IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo
FFlluuiidd  MMeecchhaanniiccss--))

2
ながれの科学-流体力学の基礎-
Fluid Science -Introduction to
Fluid Mechanics-

田中　仁 CB15105
1/3/5/7

セメ
月5 全

AAII構構築築をを目目指指すすPPyytthhoonn文文法法ととププ
ロロググララミミンンググのの基基礎礎
((BBaassiicc  PPYYTTHHOONN  pprrooggrraammiinngg
tteecchhnniiqquueess  ffoorr  AAII  ccoonnssttrruuccttiioonn))

2
AI構築を目指すPython文法とプ
ログラミングの基礎

中瀨　博之 CB25108
1/3/5/7

セメ
火5 全

暮暮ららししののジジェェンンダダーー学学
((GGeennddeerr  iinn  hhuummaann  lliivviinngg))

2
暮らしのジェンダー学
Gender in human living

小川　真理子、他 CB25109
1/3/5/7

セメ
火5 全

人人とと海海ののつつななががりり((RReellaattiioonnsshhiipp
bbeettwweeeenn  hhuummaann  lliiffee  aanndd  tthhee  sseeaa))

2
人と海のつながり / Relationship
between human life and the sea

田中　仁 CB25119
1/3/5/7

セメ
火5 全

群群論論のの初初歩歩をを読読むむ((IInnttrroodduuccttiioonn
ttoo  GGrroouupp  TThheeoorryy))

2 群論の初歩を読む 日笠　健一 CB45105
1/3/5/7

セメ
木5 全

創創造造性性をを高高めめるるフファァシシリリテテーーシショョ
ンンのの基基礎礎技技術術((BBaassiicc  ffaacciilliittaattiioonn
sskkiillllss  ttoo  eennhhaannccee  yyoouurr  ccrreeaattiivviittyy))

2
ファシリテーションツールの基礎
技術

中瀨　博之 CB45106
1/3/5/7

セメ
木5 全

人人文文科科学学ののメメソソドドロロジジーーををめめぐぐっっ
てて((tthhee  MMeetthhooddoollooggyy  ooff  tthhee
HHuummaanniittiieess))

2
人文科学のメソドロジー（方法論）
をめぐって

尾崎　彰宏 CB45107
1/3/5/7

セメ
木5 全

学学生生生生活活概概論論
((IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  CCoolllleeggee  LLiiffee))

2

学生生活概論―学生が出会う大
学生活の危機と予防
Introduction to student life:
Crises and coping methods for
your student life

池田　忠義、
中島　正雄、
長友　周悟、
小島　奈々惠、
中岡　千幸、
佐藤　静香、
松川　春樹、
鈴木　大輔

CB25106
１年次以

上１Q
火5金5 全

東東日日本本大大震震災災のの教教訓訓をを活活かかししたた
実実践践的的防防災災学学((AAccttiioonn  oorriieenntteedd
RReesseeaarrcchh  oonn  DDiissaasstteerr  SScciieennccee))

0.5
【東北大学ＭＯＯＣ】東日本大震
災の教訓を活かした実践的防災
学

中島　平、
八木　秀文、
今村　文彦、
佐藤　翔輔

CB88119
1年次以

上2Q
集中 全

銀銀河河考考古古学学入入門門((IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo
GGaallaaccttiicc  AArrcchhaaeeoollooggyy::GGaallaaxxyy
FFoorrmmaattiioonn  aanndd  EEvvoolluuttiioonn))

0.5
【東北大学ＭＯＯＣ】銀河考古学
入門 ～銀河の形成と進化を辿る
～

中島　平、
八木　秀文、
千葉　柾司

CB88120
1年次以

上1Q
集中 全

mmeemmeennttoo  mmoorrii——死死をを想想ええ——
((mmeemmeennttoo  mmoorrii))

0.5
【東北大学ＭＯＯＣ】memento
mori -死を想え-

中島　平、
八木　秀文、
鈴木　岩弓

CB88121
1年次以

上2Q
集中 全

人人文文科科学学ののメメソソドドロロジジーーををめめぐぐっっ
てて((tthhee  MMeetthhooddoollooggyy  ooff  tthhee
HHuummaanniittiieess))

2
人文科学のメソドロジー（方法論）
をめぐって

尾崎　彰宏 CB15210
2/4/6/8

セメ
月5 全

東東北北大大生生ののたためめののハハロローーワワーークク 2 東北大生のためのハローワーク 田村　光平 CB25210
2/4/6/8

セメ
火5 全

ギギリリシシアア・・ロローーママ美美術術とと仏仏教教美美術術
～～神神々々のの変変容容をを追追うう～～((GGrreeeekk
RRoommaann  AArrtt  aanndd  BBuuddddhhiisstt  AArrtt::  TThhee
ddiiffffuussiioonn  ooffHHeelllleenniissttiicc  iiccoonnooggrraapphhyy
iinnttoo  tthhee  EEaasstt))

2
ギリシア・ローマ美術と仏教美術
～神々の変容を追う

芳賀　満 CB25211
2/4/6/8

セメ
火5 全

外外積積代代数数ととベベククトトルル解解析析入入門門
((IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  eexxtteerriioorr  aallggeebbrraa
aanndd  vveeccttoorr  ccaallccuulluuss))

2 外積代数とベクトル解析入門 日笠　健一 CB25219
2/4/6/8

セメ
火5 全

中中級級アアカカデデミミッックク・・ラライイテティィンンググ
((IInntteerrmmeeddiiaattee  AAccaaddeemmiicc  WWrriittiinngg))

2

現代的課題に関する文献講読と
レポート作成 
Reading and Writing on Current
Topics

串本　剛、
酒井　聡樹、
渡辺　正夫、
有光　秀行

CB25220
2/4/6/8

セメ
火5 全

暮暮ららししののジジェェンンダダーー学学
((GGeennddeerr  iinn  hhuummaann  lliivviinngg))

2
暮らしのジェンダー学
Gender in human living

小川　真理子、他 CB45209
2/4/6/8

セメ
火5 全

群

※新カリキュラム「先進科目類先端学術科目カレント・トピックス科目群」に開講する授業科目は、そのまま旧カリキュラム「展開科目類総
合科学カレントトピックス科目群」として読み替えることが可能です。

先
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科
目

カ
レ
ン
ト
・
ト
ピ

ッ
ク
ス
科
目

─ 95 ─



［先進科目］（先端学術科目）カレント・トピックス科目

授授業業科科目目名名
単
位

授業題目 担当教員 講義コード 開講期
曜日
講時

開講
クラス

挑創

イインンタターーネネッットトをを誰誰がが守守るるののかか
((WWhhoo  ddoossee  pprrootteecctt  JJaappaanneessee
iinntteerrnneett  ssyysstteemm..))

2 インターネットを誰が守るのか？ 藤本　敏彦 CB33208
2/4/6/8

セメ
水3 全

キキャャリリアアワワーーククシショョッッププ
((CCaarreeeerr  ddeevveellooppmmeenntt  wwoorrkksshhoopp))

2

キャリアワークショップ「問題解決
のための思考法」/Career
Workshop: Problem-solving
thinking

杉本　和弘、他 CB42207
2/4/6/8

セメ
木2 全

社社会会体体験験ワワーーククシショョッッププ((SSoocciiaall
eexxppeerriieennccee  wwoorrkksshhoopp))

2

社会体験ワークショップ「地方創
生とSDGｓを通じて自分のキャリア
を考えよう」～七十七銀行と大和
総研の現役社員による社会体験
のための実践的授業～
Social Experience Workshop

杉本　和弘、他 CB44205
2/4/6/8

セメ
木4 全

動動かかししてて学学ぶぶ数数理理統統計計学学
((LLeeaarrnniinngg  SSttaattiissttiiccss  bbyy
PPrrooggrraammmmiinngg  aanndd  VViissuuaalliizzaattiioonn))

2 動かして学ぶ数理統計学 田村　光平 CB45206
2/4/6/8

セメ
木5 全

野野菜菜栽栽培培をを通通じじたた「「双双方方向向」」ででのの
文文章章力力養養成成へへののトトラライイ((TTrraaiinniinngg
ooff  wwrriittiinngg  sskkiillllss  tthhrroouugghh  vveeggeettaabbllee
ccuullttiivvaattiioonn,,uussiinngg  iinntteerraaccttiivviittyy))

2

双方向性の活用による野菜栽培
を通じた文章力・観察力養成
Training of writing and
observation skill through
vegetable cultivation by
interactivity

渡辺　正夫 CB45205
2/4/6/8

セメ
木5 全

ががんんとと老老化化のの生生物物学学
((BBiioollooggyy  ooff  CCaanncceerr  aanndd  AAggiinngg))

2
がんと老化の生物学
Biology of cancer and aging

水野　健作 CB45207
2/4/6/8

セメ
木5 全

物物理理学学のの最最前前線線とと現現代代社社会会、、そそ
ししてて未未来来社社会会
((MMooddeerrnn  aanndd  ffuuttuurree  ssoocciieettiieess  tthhaatt
wwiillll  bbee  ccrreeaatteedd  bbyytthhee  ffoorreeffrroonntt  ooff
pphhyyssiiccss))

2

物理学とは何だろうか？現代社会
および未来社会における物理学
の役割
What is physics? The role of
physics in modern and future
society.

須藤　彰三 CB45208
2/4/6/8

セメ
木5 全

物物理理のの思思想想とと美美学学((CCoonncceeppttss  aanndd
AAeesstthheettiiccss  ooff  PPhhyyssiiccss))

2 物理の思想と美学 日笠　健一 CB45210
2/4/6/8

セメ
木5 全

SSDDGGss入入門門
((IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  SSDDGGss))

2 SDGs入門
泉　貴子、劉　庭
秀

CB55207
2/4/6/8

セメ
金5 全 SD

東東北北大大学学ののひひととびびとと((TThhee  WWoorrkk
aanndd  LLiiffeessttyylleess  ooff  tthhee  PPeeooppllee  ooff
TToohhookkuu  UUnniivveerrssiittyy))

2
東北大学のひとびと
History and members of Tohoku
University

加藤　諭、
安達　宏昭、
中川　学、
曽根原　理、
高橋　禎雄

CB55208
2/4/6/8

セメ
金5 全

こここころろとと体体のの健健康康ををつつななぐぐ
((JJooiinniinngg  mmeennttaall  aanndd  pphhyyssiiccaall  hheeaalltthh
ttooggeetthheerr))

2
こころと体の健康をつなぐ
Advanced Seminar : Joining the
mind and body

藤本　敏彦 CB55209
2/4/6/8

セメ
金5 全

解解明明：：オオーーロロララのの謎謎
((MMyysstteerryy  ooff  AAuurroorraa))

0.5
【東北大学ＭＯＯＣ】解明:オーロ
ラの謎　/ Mystery of Aurora

中島　平、
八木　秀文、
小原　隆博

CB88222
1年次以

上4Q
集中 全

進進化化発発生生学学入入門門((IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo
EEvvoolluuttiioonnaarryy  DDeevveellooppmmeennttaall
BBiioollooggyy::HHooww  DDiinnoossaauurrss  EEvvoollvveedd  iinnttoo
BBiirrddss))

0.5
【東北大学ＭＯＯＣ】進化発生学
入門 －恐竜が鳥に進化した仕組
み－

中島　平、
八木　秀文、
田村　宏治

CB88223
1年次以

上3Q
集中 全

放放射射線線安安全全社社会会入入門門～～リリススククのの
知知見見をを暮暮ららししにに～～((IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo
rraaddiiaattiioonn  ssaaffeettyy--rriisskk  aasssseessssmmeenntt
ffoorr  oouurr  lliiffee  aanndd  ssoocciieettyy))

0.5
【東北大学ＭＯＯＣ】放射線安全
社会入門 ～リスクの知見を暮らし
に～

中島　平、
八木　秀文、
新堀　雄一、
田村　裕和、
細井　義夫

CB88224
1年次以

上3Q
集中 全

化化粧粧心心理理学学((PPssyycchhoollooggyy  ooff
ccoossmmeettiicc  bbeehhaavviioorr))

0.5
【東北大学ＭＯＯＣ】化粧で学ぶ
心理学

中島　平、
八木　秀文、
阿部　恒之

CB88225
1年次以

上4Q
集中 全

群

※新カリキュラム「先進科目類先端学術科目カレント・トピックス科目群」に開講する授業科目は、そのまま旧カリキュラム「展開科目類総
合科学カレントトピックス科目群」として読み替えることが可能です。

先
端
学
術
科
目

カ
レ
ン
ト
・
ト
ピ

ッ
ク
ス
科
目

─ 96 ─



［先進科目］（先端学術科目）フロンティア科目

授授業業科科目目名名
単
位

授業題目 担当教員 講義コード 開講期
曜日
講時

開講
クラス

挑創

医医工工学学基基礎礎((FFuunnddaammeennttaallss  ooff
BBiioommeeddiiccaall  EEnnggiinneeeerriinngg))

2 医工学基礎 田中　真美 CB25110
1/3/5/7

セメ
火5 全

mmeemmeennttoo  mmoorrii——死死をを想想ええ——
((mmeemmeennttoo  mmoorrii))

2 memento mori－死を想え－ 尾崎　彰宏 CB25112
1/3/5/7

セメ
火5 全

未未来来のの電電子子・・通通信信・・情情報報技技術術をを
目目指指すす学学術術研研究究のの最最前前線線
((RReesseeaarrcchh  FFrroonnttiieerrss  oonn
EElleeccttrroonniiccss,,  CCoommmmuunniiccaattiioonn,,  aanndd
IInnffoorrmmaattiioonn  TTeecchhnnoollooggiieess))

2
未来の電子・通信・情報技術を目
指す学術研究の最前線

中野　圭介、
末松　憲治

CB55104
1/3/5/7

セメ
金5 全

ミミカカタタのの科科学学((SScciieennttiiffiicc  sskkiillllss
uussiinngg  aannaallooggiieess))

2 メタマテリアルが拓く新しい世界

冨田　知志、
菊池　伸明、
大野　誠吾、
金森　義明

CB55105
1/3/5/7

セメ
金5 全

流流れれのの科科学学((TThhee  SScciieennccee  ooff
FFlluuiidd  FFlloowwss))

2
流れの科学　–私たちの生活や社
会を支える身近な科学-

下山　幸治、他 CB25111
1年次以

上1Q
火5金5 全

２２１１世世紀紀のの経経営営学学研研究究((BBuussiinneessss
MMaannaaggeemmeenntt  RReesseeaarrcchh  iinn  2211tthh
CCeennttuurryy))

2 21世紀の経営学研究 金　熙珍 CB15207
2/4/6/8

セメ
月5 全

食食資資源源とと安安全全((FFoooodd  RReessoouurrcceess
aanndd  SSaaffeettyy))

2
食資源と安全
Food resources and food safety

片山　知史、
藤井　智幸、
山下　まり、
牧野　知之、
北柴　大泰、
野地　智法、
北澤　春樹、
盧　尚建、
小川　智久、
西谷　豪、
金子　淳

CB15208
2/4/6/8

セメ
月5 全

生生命命科科学学研研究究のの最最前前線線
((FFrroonnttiieerrss  ooff  LLiiffee  SScciieennccee
RReesseeaarrcchh))

2
生命科学研究の最前線
Frontiers of Life Science
Research

田中　良和、他 CB15211
2/4/6/8

セメ
月5 全

薬薬とと体体ののササイイエエンンスス((SScciieennccee  ooff
mmeeddiicciinnaall  ddrruugg  aanndd  hhuummaann  bbooddyy))

2
薬と体のサイエンス
[The Science of Medicine and the
Body]

土井　隆行、
中林　孝和

CB55210
2/4/6/8

セメ
金5 全

エエイイジジンンググをを科科学学すするる((SScciieenncciinngg
tthhee  aaggiinngg))

2
エイジングを科学する
The Science of Aging

堀内　久徳、他 CB25213
1年次以

上3Q
火5金5 全

群

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
科
目

先
端
学
術
科
目

※新カリキュラム「先進科目類先端学術科目フロンティア科目群」に開講する授業科目は、そのまま旧カリキュラム「展開科目類総合科
学総合科目群」として読み替えることが可能です。
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[言語科目]（外国語）

授授業業科科目目名名
単
位

授業題目 担当教員 講義コード 開講期
曜日
講時

開講クラス

ハーリー　マーク CB12110 1セメ 月2 理農①

パスクアル　メアリー　アン CB12111 1セメ 月2 理農②

フィリップス　マックス CB12112 1セメ 月2 理農③

プライス　バージニア CB12113 1セメ 月2 理農④

石幡　直樹 CB12114 1セメ 月2 理農⑤

岸　浩介 CB12115 1セメ 月2 理農⑥

小原　豊志 CB12116 1セメ 月2 理農⑦

タケダ　ジェシー CB12117 1セメ 月2 理農⑧

カヴァナ　バリー CB12118 1セメ 月2 理農⑨

北原　良夫 CB12119 1セメ 月2 理農⑩

メレス　リチャード CB12120 1セメ 月2 理農⑪

竹林　修一 CB12121 1セメ 月2 理農⑫

ビダリ　サミクシャ CB21122 1セメ 火1
文工（1～5、15～
16組）①

ハーリー　マーク CB21123 1セメ 火1
文工（1～5、15～
16組）②

藤掛　由実子 CB21124 1セメ 火1
文工（1～5、15～
16組）③

北原　良夫 CB21125 1セメ 火1
文工（1～5、15～
16組）④

堤　博一 CB21126 1セメ 火1
文工（1～5、15～
16組）⑤

菊地　朗 CB21127 1セメ 火1
文工（1～5、15～
16組）⑥

江藤　裕之 CB21128 1セメ 火1
文工（1～5、15～
16組）⑦

スクラ　ビンセント CB21129 1セメ 火1
文工（1～5、15～
16組）⑧

スプリング　ライアン CB21130 1セメ 火1
文工（1～5、15～
16組）⑨

三浦　隆行 CB21131 1セメ 火1
文工（1～5、15～
16組）⑩

中村　佐知子 CB21132 1セメ 火1
文工（1～5、15～
16組）⑪

竹林　修一 CB21133 1セメ 火1
文工（1～5、15～
16組）⑫

メレス　リチャード CB21134 1セメ 火1
文工（1～5、15～
16組）⑬

藤掛　由実子 CB22135 1セメ 火2 医歯薬①

メレス　リチャード CB22136 1セメ 火2 医歯薬②

桜井　静 CB22137 1セメ 火2 医歯薬③

中村　佐知子 CB22138 1セメ 火2 医歯薬④

スクラ　ビンセント CB22139 1セメ 火2 医歯薬⑤

タケダ　ジェシー CB22140 1セメ 火2 医歯薬⑥

菊地　朗 CB23119 1セメ 火3 工（6～14組）①

プライス　バージニア CB23120 1セメ 火3 工（6～14組）②

藤掛　由実子 CB23121 1セメ 火3 工（6～14組）③

竹森　その子 CB23122 1セメ 火3 工（6～14組）④

川平　芳夫 CB23123 1セメ 火3 工（6～14組）⑤

江藤　裕之 CB23124 1セメ 火3 工（6～14組）⑥

スクラ　ビンセント CB23125 1セメ 火3 工（6～14組）⑦

桜井　静 CB23126 1セメ 火3 工（6～14組）⑧

タケダ　ジェシー CB23127 1セメ 火3 工（6～14組）⑨

三浦　隆行 CB23128 1セメ 火3 工（6～14組）⑩

中村　佐知子 CB23129 1セメ 火3 工（6～14組）⑪

英英語語ⅠⅠ－－ＡＡ
((EEnngglliisshh  II--AA))

※旧科目読替先：「英
語A1-1/2」

Academic Reading and Vocabulary1英
語

群

外
国
語
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[言語科目]（外国語）

授授業業科科目目名名
単
位 授業題目 担当教員 講義コード 開講期

曜日
講時

開講クラス

スプリング　ライアン CB23130 1セメ 火3 工（6～14組）⑫

フィリップス　マックス CB31111 1セメ 水1 教経保①

ビダリ　サミクシャ CB31112 1セメ 水1 教経保②

ブレスリック　スティーブン CB31113 1セメ 水1 教経保③

下館　和巳 CB31114 1セメ 水1 教経保④

江藤　裕之 CB31115 1セメ 水1 教経保⑤

竹林　修一 CB31116 1セメ 水1 教経保⑥

スクラ　ビンセント CB31117 1セメ 水1 教経保⑦

メレス　リチャード CB31118 1セメ 水1 教経保⑧

三浦　隆行 CB31119 1セメ 水1 教経保⑨

スプリング　ライアン CB31120 1セメ 水1 教経保⑩

カヴァナ　バリー CB31121 1セメ 水1 教経保⑪

中村　佐知子 CB31122 1セメ 水1 教経保⑫

ブレスリック　スティーブン CB32124 1セメ 水2 法①

スクラ　ビンセント CB32125 1セメ 水2 法②

中村　佐知子 CB32126 1セメ 水2 法③

竹林　修一 CB32127 1セメ 水2 法④

莉々　紀子 CB41113 1セメ 木1 理①

堤　博一 CB41114 1セメ 木1 理②

竹内　利光 CB41115 1セメ 木1 理③

高橋　大厚 CB41116 1セメ 木1 理④

竹林　修一 CB41117 1セメ 木1 理⑤

三浦　隆行 CB41118 1セメ 木1 理⑥

スプリング　ライアン CB41119 1セメ 木1 理⑦

中村　佐知子 CB41120 1セメ 木1 理⑧

堤　博一 CB42121 1セメ 木2 保歯①

渡部　学 CB42122 1セメ 木2 保歯②

竹内　利光 CB42123 1セメ 木2 保歯③

桜井　静 CB42124 1セメ 木2 保歯④

中村　佐知子 CB42125 1セメ 木2 保歯⑤

ハーリー　マーク CB43113 1セメ 木3 工（6～14組）①

パスクアル　メアリー　アン CB43114 1セメ 木3 工（6～14組）②

小野　尚之 CB43115 1セメ 木3 工（6～14組）③

渡部　学 CB43116 1セメ 木3 工（6～14組）④

竹森　その子 CB43117 1セメ 木3 工（6～14組）⑤

スプリング　ライアン CB43118 1セメ 木3 工（6～15組）⑥

タケダ　ジェシー CB43119 1セメ 木3 工（6～16組）⑦

三浦　隆行 CB43120 1セメ 木3 工（6～17組）⑧

桜井　静 CB43121 1セメ 木3 工（6～14組）⑨

竹林　修一 CB43122 1セメ 木3 工（6～14組）⑩

中村　佐知子 CB43123 1セメ 木3 工（6～14組）⑪

莉々　紀子 CB43124 1セメ 木3 工（6～14組）⑫

英英語語ⅠⅠ－－ＢＢ
((EEnngglliisshh  II--BB))

※旧科目読替先：「英
語B1-1/2」

Academic Listening and Speaking

英英語語ⅠⅠ－－ＡＡ
((EEnngglliisshh  II--AA))

※旧科目読替先：「英
語A1-1/2」

Academic Reading and Vocabulary外
国
語

英
語

1

1

群
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[言語科目]（外国語）

授授業業科科目目名名
単
位 授業題目 担当教員 講義コード 開講期

曜日
講時

開講クラス

プライス　バージニア CB44110 1セメ 木4 農①

カリド　フリハ CB44111 1セメ 木4 農②

小野　尚之 CB44112 1セメ 木4 農③

竹森　その子 CB44113 1セメ 木4 農④

プライス　バージニア CB51116 1セメ 金1 経医薬①

ビダリ　サミクシャ CB51117 1セメ 金1 経医薬②

設楽　宏二 CB51118 1セメ 金1 経医薬③

エチェニケ　ディアズ　ラザロ CB51119 1セメ 金1 経医薬④

柴田　和枝 CB51120 1セメ 金1 経医薬⑤

小泉　有紀子 CB51121 1セメ 金1 経医薬⑥

秋葉　勉 CB51122 1セメ 金1 経医薬⑦

髙橋　真彦 CB51123 1セメ 金1 経医薬⑧

竹内　利光 CB51124 1セメ 金1 経医薬⑨

妙木　忍 CB51125 1セメ 金1 経医薬⑩

スプリング　ライアン CB51126 1セメ 金1 経医薬⑪

三浦　隆行 CB51127 1セメ 金1 経医薬⑫

ビダリ　サミクシャ CB52108 1セメ 金2
工（1～5組、15～
16組）①

エチェニケ　ディアズ　ラザロ CB52109 1セメ 金2
工（1～5組、15～
16組）②

小泉　有紀子 CB52110 1セメ 金2
工（1～5組、15～
16組）③

髙橋　真彦 CB52111 1セメ 金2
工（1～5組、15～
16組）④

妙木　忍 CB52112 1セメ 金2
工（1～5組、15～
16組）⑤

カヴァナ　バリー CB52113 1セメ 金2
工（1～5組、15～
16組）⑥

桜井　静 CB52114 1セメ 金2
工（1～5組、15～
16組）⑦

タケダ　ジェシー CB52115 1セメ 金2
工（1～5組、15～
16組）⑧

竹森　その子 CB53105 1セメ 金3 文教法①

パスクアル　メアリー　アン CB53106 1セメ 金3 文教法②

設楽　宏二 CB53107 1セメ 金3 文教法③

エチェニケ　ディアズ　ラザロ CB53108 1セメ 金3 文教法④

堤　博一 CB53109 1セメ 金3 文教法⑤

妙木　忍 CB53110 1セメ 金3 文教法⑥

岡田　毅 CB53111 1セメ 金3 文教法⑦

カヴァナ　バリー CB53112 1セメ 金3 文教法⑧

桜井　静 CB53113 1セメ 金3 文教法⑨

タケダ　ジェシー CB53114 1セメ 金3 文教法⑩

北原　良夫 CB53115 1セメ 金3 文教法⑪

フィリップス　マックス CB13205 2セメ 月3 理医①

カンポス　ミゲル CB13206 2セメ 月3 理医②

グッチェ　フランク CB13207 2セメ 月3 理医③

菊地　朗 CB13208 2セメ 月3 理医④

ジスク　マシュー CB13209 2セメ 月3 理医⑤

中山　真里子 CB13210 2セメ 月3 理医⑥

カヴァナ　バリー CB13211 2セメ 月3 理医⑦

英英語語ⅠⅠ－－ＢＢ
((EEnngglliisshh  II--BB))

※旧科目読替先：「英
語B1-1/2」

Academic Listening and Speaking

英英語語ⅡⅡ－－ＡＡ
((EEnngglliisshh  IIII--AA))

※旧科目読替先：「英
語A2-1/2」

Integrated Academic Reading and
Writing

外
国
語

英
語

1

1

群
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[言語科目]（外国語）

授授業業科科目目名名
単
位 授業題目 担当教員 講義コード 開講期

曜日
講時

開講クラス

三浦　隆行 CB13212 2セメ 月3 理医⑧

タケダ　ジェシー CB13213 2セメ 月3 理医⑨

竹林　修一 CB13214 2セメ 月3 理医⑩

中村　佐知子 CB13215 2セメ 月3 理医⑪

フィリップス　マックス CB14213 2セメ 月4 文教歯薬①

グッチェ　フランク CB14214 2セメ 月4 文教歯薬②

ビダリ　サミクシャ CB14215 2セメ 月4 文教歯薬③

菊地　朗 CB14216 2セメ 月4 文教歯薬④

堤　博一 CB14217 2セメ 月4 文教歯薬⑤

ジスク　マシュー CB14218 2セメ 月4 文教歯薬⑥

中村　佐知子 CB14219 2セメ 月4 文教歯薬⑦

スプリング　ライアン CB14220 2セメ 月4 文教歯薬⑧

カヴァナ　バリー CB14221 2セメ 月4 文教歯薬⑨

タケダ　ジェシー CB14222 2セメ 月4 文教歯薬⑩

三浦　隆行 CB14223 2セメ 月4 文教歯薬⑪

パスクアル　メアリー　アン CB22227 2セメ 火2 保①

藤掛　由実子 CB22228 2セメ 火2 保②

目黒　志帆美 CB22229 2セメ 火2 保③

メレス　リチャード CB22230 2セメ 火2 保④

藤掛　由実子 CB23218 2セメ 火3 工（6～14組）①

目黒　志帆美 CB23219 2セメ 火3 工（6～14組）②

竹森　その子 CB23220 2セメ 火3 工（6～14組）③

山下　博司 CB23221 2セメ 火3 工（6～14組）④

岡光　信子 CB23222 2セメ 火3 工（6～14組）⑤

石幡　直樹 CB23223 2セメ 火3 工（6～14組）⑥

川平　芳夫 CB23224 2セメ 火3 工（6～14組）⑦

中村　佐知子 CB23225 2セメ 火3 工（6～14組）⑧

スプリング　ライアン CB23226 2セメ 火3 工（6～14組）⑨

北原　良夫 CB23227 2セメ 火3 工（6～14組）⑩

タケダ　ジェシー CB23228 2セメ 火3 工（6～14組）⑪

竹林　修一 CB23229 2セメ 火3 工（6～14組）⑫

渡部　学 CB32216 2セメ 水2
工（1～5、15～16
組）①

莉々　紀子 CB32217 2セメ 水2
工（1～5、15～16
組）②

ビダリ　サミクシャ CB32218 2セメ 水2
工（1～5、15～16
組）③

中村　佐知子 CB32219 2セメ 水2
工（1～5、15～16
組）④

桜井　静 CB32220 2セメ 水2
工（1～5、15～16
組）⑤

竹林　修一 CB32221 2セメ 水2
工（1～5、15～16
組）⑥

北原　良夫 CB32222 2セメ 水2
工（1～5、15～16
組）⑦

メレス　リチャード CB32223 2セメ 水2
工（1～5、15～16
組）⑧

ブレスリック　スティーブン CB33217 2セメ 水3 法経①

フィリップス　マックス CB33218 2セメ 水3 法経②

竹森　その子 CB33219 2セメ 水3 法経③

英英語語ⅡⅡ－－ＡＡ
((EEnngglliisshh  IIII--AA))

※旧科目読替先：「英
語A2-1/2」

Integrated Academic Reading and
Writing

外
国
語

英
語

1

群
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[言語科目]（外国語）

授授業業科科目目名名
単
位 授業題目 担当教員 講義コード 開講期

曜日
講時

開講クラス

渡部　学 CB33220 2セメ 水3 法経④

岡光　信子 CB33221 2セメ 水3 法経⑤

江藤　裕之 CB33222 2セメ 水3 法経⑥

メレス　リチャード CB33223 2セメ 水3 法経⑦

カヴァナ　バリー CB33224 2セメ 水3 法経⑧

カリド　フリハ CB33225 2セメ 水3 法経⑨

桜井　静 CB33226 2セメ 水3 法経⑩

北原　良夫 CB33227 2セメ 水3 法経⑪

ハーリー　マーク CB34203 2セメ 水4 農①

プライス　バージニア CB34204 2セメ 水4 農②

渡部　学 CB34205 2セメ 水4 農③

スプリング　ライアン CB34206 2セメ 水4 農④

竹内　利光 CB41208 2セメ 木1 理①

ハーリー　マーク CB41209 2セメ 木1 理②

中山　真里子 CB41210 2セメ 木1 理③

竹林　修一 CB41211 2セメ 木1 理④

スクラ　ビンセント CB41212 2セメ 木1 理⑤

中村　佐知子 CB41213 2セメ 木1 理⑥

スプリング　ライアン CB41214 2セメ 木1 理⑦

三浦　隆行 CB41215 2セメ 木1 理⑧

カンポス　ミゲル CB42211 2セメ 木2 文教保①

竹内　利光 CB42212 2セメ 木2 文教保②

グッチェ　フランク CB42213 2セメ 木2 文教保③

スクラ　ビンセント CB42214 2セメ 木2 文教保④

スプリング　ライアン CB42215 2セメ 木2 文教保⑤

タケダ　ジェシー CB42216 2セメ 木2 文教保⑥

桜井　静 CB42217 2セメ 木2 文教保⑦

竹林　修一 CB42218 2セメ 木2 文教保⑧

メレス　リチャード CB42219 2セメ 木2 文教保⑨

中村　佐知子 CB42220 2セメ 木2 文教保⑩

三浦　隆行 CB42221 2セメ 木2 文教保⑪

プライス　バージニア CB43216 2セメ 木3 工（6～14組）①

ハーリー　マーク CB43217 2セメ 木3 工（6～14組）②

竹森　その子 CB43218 2セメ 木3 工（6～14組）③

カンポス　ミゲル CB43219 2セメ 木3 工（6～14組）④

渡部　学 CB43220 2セメ 木3 工（6～14組）⑤

中村　佐知子 CB43221 2セメ 木3 工（6～14組）⑥

竹林　修一 CB43222 2セメ 木3 工（6～14組）⑦

桜井　静 CB43223 2セメ 木3 工（6～14組）⑧

スプリング　ライアン CB43224 2セメ 木3 工（6～14組）⑨

スクラ　ビンセント CB43225 2セメ 木3 工（6～14組）⑩

タケダ　ジェシー CB43226 2セメ 木3 工（6～14組）⑪

三浦　隆行 CB43227 2セメ 木3 工（6～14組）⑫

英英語語ⅡⅡ－－ＡＡ
((EEnngglliisshh  IIII--AA))

※旧科目読替先：「英
語A2-1/2」

Integrated Academic Reading and
Writing

外
国
語

英
語

群

英英語語ⅡⅡ－－ＢＢ
((EEnngglliisshh  IIII--BB))

※旧科目読替先：「英
語B2-1/2」

Integrated Academic Listening and
Speaking

1

1
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[言語科目]（外国語）

授授業業科科目目名名
単
位 授業題目 担当教員 講義コード 開講期

曜日
講時

開講クラス

ハーリー　マーク CB52207 2セメ 金2
工（1～5、15～16
組）農①

パスクアル　メアリー　アン CB52208 2セメ 金2
工（1～5、15～16
組）農②

ビダリ　サミクシャ CB52209 2セメ 金2
工（1～5、15～16
組）農③

エチェニケ　ディアズ　ラザロ CB52210 2セメ 金2
工（1～5、15～16
組）農④

竹内　利光 CB52211 2セメ 金2
工（1～5、15～16
組）農⑤

設楽　宏二 CB52212 2セメ 金2
工（1～5、15～16
組）農⑥

髙橋　真彦 CB52213 2セメ 金2
工（1～5、15～16
組）農⑦

スクラ　ビンセント CB52214 2セメ 金2
工（1～5、15～16
組）農⑧

カヴァナ　バリー CB52215 2セメ 金2
工（1～5、15～16
組）農⑨

タケダ　ジェシー CB52216 2セメ 金2
工（1～5、15～16
組）農⑩

桜井　静 CB52217 2セメ 金2
工（1～5、15～16
組）農⑪

三浦　隆行 CB52218 2セメ 金2
工（1～5、15～16
組）農⑫

パスクアル　メアリー　アン CB53210 2セメ 金3 法経①

エチェニケ　ディアズ　ラザロ CB53211 2セメ 金3 法経②

竹森　その子 CB53212 2セメ 金3 法経③

設楽　宏二 CB53213 2セメ 金3 法経④

小泉　有紀子 CB53214 2セメ 金3 法経⑤

髙橋　真彦 CB53215 2セメ 金3 法経⑥

スクラ　ビンセント CB53216 2セメ 金3 法経⑦

桜井　静 CB53217 2セメ 金3 法経⑧

タケダ　ジェシー CB53218 2セメ 金3 法経⑨

岡田　毅 CB53219 2セメ 金3 法経⑩

カヴァナ　バリー CB53220 2セメ 金3 法経⑪

パスクアル　メアリー　アン CB54203 2セメ 金4 医歯薬①

エチェニケ　ディアズ　ラザロ CB54204 2セメ 金4 医歯薬②

小泉　有紀子 CB54205 2セメ 金4 医歯薬③

高橋　大厚 CB54206 2セメ 金4 医歯薬④

スクラ　ビンセント CB54207 2セメ 金4 医歯薬⑤

タケダ　ジェシー CB54208 2セメ 金4 医歯薬⑥

英
語

外
国
語

Integrated Academic Listening and
Speaking

1英英語語ⅡⅡ－－ＢＢ
((EEnngglliisshh  IIII--BB))

※旧科目読替先：「英
語B2-1/2」

群
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[言語科目]（外国語）

授授業業科科目目名名
単
位

授業題目名 担当教員 講義コード 開講期
曜日
講時

開講クラス 挑創

基礎ドイツ語
German as a foreign language

清水　翔太 CB21111 1セメ 火1金4 法経① PS

基礎ドイツ語Ⅰ
Basic German I

カン　ミンギョン、
野内　清香

CB21112 1セメ 火1金4 法経② PS

基礎ドイツ語 Ｉ
Basic German I

遠藤　スサンネ CB21113 1セメ 火1金4 法経③ PS

基礎ドイツ語演習 I
Grundlagen Deutsch I

森本　浩一、
嶋崎　順子

CB22125 1セメ 火2木3
工（1～5、15～16
組）①

PS

基礎ドイツ語演習Ⅰ
Basic German I, seminar

鈴木　道男、
菊池　克己

CB22126 1セメ 火2木3
工（1～5、15～16
組）②

PS

基礎ドイツ語I
Basic German I

窪　俊一、
野内　清香

CB22127 1セメ 火2木3
工（1～5、15～16
組）③

PS

基礎ドイツ語演習I
Basic German I

佐藤　雪野、
摂津　隆信

CB23110 1セメ 火3木1 保歯薬農① PS

基礎ドイツ語演習Ⅰ
Basic German I, seminar

藤田　恭子、
嶋崎　順子

CB23111 1セメ 火3木1 保歯薬農② PS

基礎ドイツ語I
Basic German I

窪　俊一、
野内　清香

CB23112 1セメ 火3木1 保歯薬農③ PS

基礎ドイツ語 Ｉ
Basic German I

遠藤　スサンネ CB23113 1セメ 火3木1 保歯薬農④ PS

基礎ドイツ語演習I
Grundlagen Deutsch I

杉浦　謙介 CB24115 1セメ 火4金2 工（6～14組）① PS

基礎ドイツ語演習Ⅰ
Basic German I, seminar

鈴木　道男 CB24116 1セメ 火4金2 工（6～14組）② PS

基礎ドイツ語演習I
Basic German I

佐藤　雪野 CB24117 1セメ 火4金2 工（6～14組）③ PS

基礎ドイツ語Ⅰ
Basic German I

カン　ミンギョン CB24118 1セメ 火4金2 工（6～14組）④ PS

基礎ドイツ語Ⅰ
Basic German I

松崎　裕人、
カン　ミンギョン

CB51113 1セメ 水2金1 文教① PS

基礎ドイツ語演習I
Grundlagen Deutsch I

押領司　史生、
嶋崎　啓

CB51114 1セメ 水2金1 文教② PS

基礎ドイツ語演習I
Grundlagen Deutsch I

木戸　紗織、
ナロック　ハイコ

CB51115 1セメ 水2金1 文教③ PS

基礎ドイツ語Ⅰ
Basic German I

松崎　裕人、
カン　ミンギョン

CB53104 1セメ 水3金3 理医① PS

基礎ドイツ語演習 I
Grundlagen Deutsch I

押領司　史生、
窪　俊一

CB33111 1セメ 水3金3 理医② PS

基礎ドイツ語演習Ⅰ
Basic German I, seminar

藤田　恭子 CB33112 1セメ 水3金3 理医③ PS

基礎ドイツ語 Ｉ
Basic German I

遠藤　スサンネ CB33113 1セメ 水3金3 理医④ PS

基礎ドイツ語演習I
Grundlagen Deutsch I

杉浦　謙介 CB33114 1セメ 水3金3 理医⑤ PS

基礎ドイツ語
German as a foreign language

清水　翔太 CB21214 2セメ 火1金4 法経① PS

基礎ドイツ語Ⅱ
Basic German II

カン　ミンギョン、
野内　清香

CB21215 2セメ 火1金4 法経② PS

未定 未定 CB21216 2セメ 火1金4 法経③ PS

基礎ドイツ語演習 II
Grundlagen Deutsch II

森本　浩一、
嶋崎　順子

CB22220 2セメ 火2木3
工（1～5、15～16
組）①

PS

基礎ドイツ語演習 II
Basic German II, seminar

鈴木　道男、
菊池　克己

CB22221 2セメ 火2木3
工（1～5、15～16
組）②

PS

基礎ドイツ語II
Basic German II

窪　俊一、
野内　清香

CB22222 2セメ 火2木3
工（1～5、15～16
組）③

PS

基礎ドイツ語演習II
Basic German II

佐藤　雪野、
摂津　隆信

CB23207 2セメ 火3木1 保歯薬農① PS

基礎ドイツ語演習 II
Basic German II, seminar

藤田　恭子、
嶋崎　順子

CB23208 2セメ 火3木1 保歯薬農② PS

基礎ドイツ語II
Basic German II

窪　俊一、
野内　清香

CB23209 2セメ 火3木1 保歯薬農③ PS

未定 未定 CB23210 2セメ 火3木1 保歯薬農④ PS

基礎ドイツ語演習II
Grundlagen Deutsch II

杉浦　謙介 CB24211 2セメ 火4金2 工（6～14組）① PS

基礎ドイツ語演習 II
Basic German II, seminar

鈴木　道男 CB24212 2セメ 火4金2 工（6～14組）② PS

群

外
国
語

初
修
語

（
ド
イ
ツ
語

）

2

2

基基礎礎ドドイイツツ語語ⅠⅠ
((BBaassiicc  GGeerrmmaann  II))

※旧科目読替先：「基礎ドイ
ツ語Ⅰ-1/2」

基基礎礎ドドイイツツ語語ⅡⅡ
((BBaassiicc  GGeerrmmaann  IIII))

※旧科目読替先：「基礎ドイ
ツ語Ⅱ-1/2」
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[言語科目]（外国語）

授授業業科科目目名名
単
位

授業題目名 担当教員 講義コード 開講期
曜日
講時

開講クラス 挑創

未定 未定 CB24213 2セメ 火4金2 工（6～14組）③ PS

基礎ドイツ語Ⅱ
Basic German II

カン　ミンギョン CB24214 2セメ 火4金2 工（6～14組）④ PS

基礎ドイツ語Ⅱ
Basic German II

松崎　裕人、
カン　ミンギョン

CB51209 2セメ 水2金1 文教① PS

基礎ドイツ語演習II
Grundlagen Deutsch II

押領司　史生、
嶋崎　啓

CB51210 2セメ 水2金1 文教② PS

基礎ドイツ語演習I
Grundlagen Deutsch I

ナロック　ハイコ、
木戸　紗織

CB32211 2セメ 水2金1 文教③ PS

基礎ドイツ語Ⅱ
Basic German II

松崎　裕人、
カン　ミンギョン

CB53205 2セメ 水3金3 理医① PS

基礎ドイツ語演習 II
Grundlagen Deutsch II

押領司　史生、
窪　俊一

CB33209 2セメ 水3金3 理医② PS

未定 未定 CB33210 2セメ 水3金3 理医③ PS

基礎ドイツ語 II
Basic German II

遠藤　スサンネ CB33211 2セメ 水3金3 理医④ PS

基礎ドイツ語演習II
Grundlagen Deutsch II

杉浦　謙介 CB33212 2セメ 水3金3 理医⑤ PS

入門フランス語（1）
 French for beginners (1)

寺本　成彦、
深井　陽介

CB21114 1セメ 火1金4 法経① PS

入門フランス語（1）
French for beginners(1)

坂巻　悦子、
ベレック　クロエ

CB21115 1セメ 火1金4 法経② PS

初めてのフランス語（１）
French for beginners (1)

中本　武志、
ベレック　クロエ

CB22128 1セメ 火2木3
工（1～5組、15～
16組）

PS

初めてのフランス語（１）
French for beginners (1)

中本　武志 CB23114 1セメ 火3木1 保歯薬農① PS

入門フランス語（1）
French for beginners (1)

寺本　成彦、
坂巻　康司

CB23115 1セメ 火3木1 保歯薬農② PS

フランス語入門（I-１）
ベレック　クロエ、
深井　陽介

CB24119 1セメ 火4金2 工（6～14組）① PS

初めてのフランス語（1）
French for beginners (1)

阿部　宏、
ヤン　メヴェル

CB24120 1セメ 火4金2 工（6～14組）② PS

フランス語入門（I-１）
深井　陽介、
ベレック　クロエ

CB32114 1セメ 水2金1 文教① PS

初めてのフランス語（１）
French for beginners (1)

坂巻　康司、
村山　茂

CB32115 1セメ 水2金1 文教② PS

フランス語入門（I-１）
ベレック　クロエ、
深井　陽介

CB33115 1セメ 水3金3 理医① PS

入門フランス語（１）
French for beginners  (1)

寺本　弘子、
ベレック　クロエ

CB33116 1セメ 水3金3 理医② PS

入門フランス語（2） 
French for beginners (2)

寺本　成彦、
深井　陽介

CB21217 2セメ 火1金4 法経① PS

入門フランス語（2）
French for beginners (2)

坂巻　悦子、
ベレック　クロエ

CB21218 2セメ 火1金4 法経② PS

初めてのフランス語（２）
French for beginners (2)

中本　武志、
ベレック　クロエ

CB22223 2セメ 火2木3
工（1～5組、15～
16組）

PS

初めてのフランス語（３）
French for beginners (3)

中本　武志 CB23211 2セメ 火3木1 保歯薬農① PS

入門フランス語（2）
 French for beginners (2)

寺本　成彦、
坂巻　康司

CB23212 2セメ 火3木1 保歯薬農② PS

フランス語入門（II-１）
ベレック　クロエ、
深井　陽介

CB24215 2セメ 火4金2 工（6～14組）① PS

初めてのフランス語（2）
French for beginners (2)

阿部　宏、
ヤン　メヴェル

CB24216 2セメ 火4金2 工（6～14組）② PS

フランス語入門（II-１）
深井　陽介、
ベレック　クロエ

CB32212 2セメ 水2金1 文教① PS

初めてのフランス語（2）
French for beginners (2)

坂巻　康司、
村山　茂

CB32213 2セメ 水2金1 文教② PS

フランス語入門（II-１）
ベレック　クロエ、
深井　陽介

CB33213 2セメ 水3金3 理医① PS

入門フランス語（2）
French for beginners (2)

寺本　弘子、
ベレック　クロエ

CB33214 2セメ 水3金3 理医② PS

2

2
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基基礎礎ドドイイツツ語語ⅡⅡ
((BBaassiicc  GGeerrmmaann  IIII))

※旧科目読替先：「基礎ドイ
ツ語Ⅱ-1/2」

基基礎礎フフラランンスス語語ⅠⅠ
((BBaassiicc  FFrreenncchh  II))

※旧科目読替先：「基礎フ
ランス語Ⅰ-1/2」

基基礎礎フフラランンスス語語ⅡⅡ
((BBaassiicc  FFrreenncchh  IIII))

※旧科目読替先：「基礎フ
ランス語Ⅱ-1/2」
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[言語科目]（外国語）

授授業業科科目目名名
単
位 授業題目名 担当教員 講義コード 開講期

曜日
講時

開講クラス 挑創

基基礎礎ロロシシアア語語ⅠⅠ
((BBaassiicc  RRuussssiiaann  II))
※旧科目読替先：「基礎
ロシア語Ⅰ-1/2」

2
ロシア語入門Ⅰ
Elementary Course of Russian
Grammar for Japanese-speaking
Students I

柳田　賢二 CB25113 1セメ 火5金5 全 PS

基基礎礎ロロシシアア語語ⅡⅡ
((BBaassiicc  RRuussssiiaann  IIII))
※旧科目読替先：「基礎
ロシア語Ⅱ-1/2」

2
ロシア語入門Ⅱ
Elementary Course of Russian
Grammar for Japanese-speaking
Students II

柳田　賢二 CB25214 2セメ 火5金5 全 PS

スペイン語の世界へのイントロダク
ションⅠ/ Introduction to the
Spanish World (I)

エディ　モンティージャ CB21116 1セメ 火1金4 法経① PS

スペイン語入門Ⅰ
Introduction to Spanish I

ビクトール・マルティ CB21117 1セメ 火1金4 法経② PS

スペイン語の第一歩
Basic Spanish -The first step

西井　園枝 CB21118 1セメ 火1金4 法経③ PS

基礎スペイン語　I・１ アンヘリカ　イーチグ CB22129 1セメ 火2木3
工（1～5組、15～
16組）①

PS

スペイン語の入門（文法中心）
Introduction to Spanish (focus on
grammar)

田林　洋一 CB22130 1セメ 火2木3
工（1～5組、15～
16組）②

PS

スペイン語コミュニケーション能力ト
レーニングと文化ワークショップ

セシリア　シルバ CB23116 1セメ 火3木1 保歯薬農① PS

Improving Students'
Communication in Spanish

リダ　サンチェス CB23117 1セメ 火3木1 保歯薬農② PS

スペイン語コミュニケーション能力ト
レーニングと文化ワークショップ

セシリア　シルバ CB24121 1セメ 火4金2 工（6～14組）① PS

基礎スペイン語　I アンヘリカ　イーチグ CB24122 1セメ 火4金2 工（6～14組）② PS

スペイン語の世界へのイントロダク
ションⅠ/ Introduction to the
Spanish World (I)

エディス　コダカ、
エディ　モンティージャ

CB24123 1セメ 火4金2 工（6～14組）③ PS

スペイン語世界への扉Ⅰ/ A door
to the Spanish world (I)

吉田　栄人 CB32116 1セメ 水2金1 文教① PS

スペイン語の入門（文法中心）
Introduction to Spanish (focus on
grammar)

田林　洋一 CB32117 1セメ 水2金1 文教② PS

スペイン語入門 (Introduction to
the Spanish Language)

山内　玲 CB33117 1セメ 水3金3 理医① PS

スペイン語入門Ⅰ
Introduction to Spanish I

ビクトール・マルティ CB33118 1セメ 水3金3 理医② PS

スペイン語の世界へのイントロダク
ションII / Introduction to the
Spanish World (II)

エディ　モンティージャ CB21219 2セメ 火1金4 法経① PS

スペイン語入門Ⅱ
Introduction to Spanish II

ビクトール・マルティ CB21220 2セメ 火1金4 法経② PS

スペイン語の第一歩
Basic Spanish -The first step

西井　園枝 CB21221 2セメ 火1金4 法経③ PS

基礎スペイン語II アンヘリカ　イーチグ CB22224 2セメ 火2木3
工（1～5組、15～
16組）①

PS

スペイン語の入門（文法中心）
Introduction to Spanish (focus on
grammar)

田林　洋一 CB22225 2セメ 火2木3
工（1～5組、15～
16組）②

PS

スペイン語コミュニケーション能力ト
レーニングと文化ワークショップ

セシリア　シルバ CB23213 2セメ 火3木1 保歯薬農① PS

Improving Students'
Communication in Spanish

リダ　サンチェス CB23214 2セメ 火3木1 保歯薬農② PS

スペイン語コミュニケーション能力ト
レーニングと文化ワークショップ

セシリア　シルバ CB24217 2セメ 火4金2 工（6～14組）① PS

基礎スペイン語II アンヘリカ　イーチグ CB24218 2セメ 火4金2 工（6～14組）② PS

スペイン語の世界へのイントロダク
ションII / Introduction to the
Spanish World (II)

エディス　コダカ、
エディ　モンティージャ

CB24219 2セメ 火4金2 工（6～14組）③ PS

スペイン語世界への扉Ⅱ/ A door
to the Spanish world (II)

吉田　栄人 CB32214 2セメ 水2金1 文教① PS

スペイン語の入門（文法中心）
Introduction to Spanish (focus on
grammar)

田林　洋一 CB32215 2セメ 水2金1 文教② PS

スペイン語入門 (Introduction to
the Spanish Language)

山内　玲 CB33215 2セメ 水3金3 理医① PS

スペイン語入門Ⅱ
Introduction to Spanish II

ビクトール・マルティ CB33216 2セメ 水3金3 理医② PS
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基基礎礎ススペペイインン語語ⅠⅠ
((BBaassiicc  SSppaanniisshh  II))

※旧科目読替先：「基礎
スペイン語Ⅰ-1/2」

基基礎礎ススペペイインン語語ⅡⅡ
((BBaassiicc  SSppaanniisshh  IIII))

※旧科目読替先：「基礎
スペイン語Ⅱ-1/2」

2

2

初
修
語

（
ス
ペ
イ
ン
語

）

─ 106 ─



[言語科目]（外国語）

授授業業科科目目名名
単
位

授業題目名 担当教員 講義コード 開講期
曜日
講時

開講クラス 挑創

初級中国語
趙　秀敏、
浦山　きか

CB21135 1セメ 火1金4 法① PS

基礎中国語Ⅰ
Basic Chinese Ⅰ

未定、
上野　稔弘

CB21136 1セメ 火1金4 法② PS

基礎中国語Ⅰ
浦山　きか、
王　軒

CB21137 1セメ 火1金4 経① PS

基礎中国語Ⅰ
Basic Chinese Ⅰ

解　澤春、
未定

CB21138 1セメ 火1金4 経② PS

中国語初級
Basic Chinese I

上野　稔弘、
金　敬雄

CB21139 1セメ 火1金4 経③ PS

初級中国語
王　效紅、
馬　双燕

CB21140 1セメ 火1金4 経④ PS

基礎中国語Ⅰ
王　軒、
付　小京

CB22141 1セメ 火2木3
工（1～5、15～
16組）①

PS

初級中国語
浦山　きか、
趙　秀敏

CB22142 1セメ 火2木3
工（1～5、15～
16組）②

PS

基礎中国語Ⅰ
Basic Chinese Ⅰ

王　效紅、
尹　得霞

CB22143 1セメ 火2木3
工（1～5、15～
16組）③

PS

基礎中国語Ⅰ
鄭　英、
屈　明昌

CB22144 1セメ 火2木3
工（1～5、15～
16組）④

PS

基礎中国語Ⅰ 趙　秀敏 CB23131 1セメ 火3木1 保歯薬農① PS

基礎中国語Ⅰ
Basic Chinese Ⅰ

王　軒、
未定

CB23132 1セメ 火3木1 保歯薬農② PS

基礎中国語Ⅰ
Basic Chinese Ⅰ

未定、
尹　得霞

CB23133 1セメ 火3木1 保歯薬農③ PS

初級中国語
解　澤春、
付　小京

CB23134 1セメ 火3木1 保歯薬農④ PS

基礎中国語Ⅰ
浦山　きか、
王　軒

CB24124 1セメ 火4金2 工（6～14組）① PS

基礎中国語Ⅰ
王　軒、
程　艶春

CB24125 1セメ 火4金2 工（6～14組）② PS

基礎中国語Ⅰ
王　效紅、
浦山　きか

CB24126 1セメ 火4金2 工（6～14組）③ PS

基礎中国語Ⅰ
Basic Chinese Ⅰ

未定、
井上　浩一

CB24127 1セメ 火4金2 工（6～14組）④ PS

初級中国語
解　澤春、
馬　双燕

CB24128 1セメ 火4金2 工（6～14組）⑤ PS

初歩中国語
Basic Chinese

馬　双燕、
楊　世英

CB24129 1セメ 火4金2 工（6～14組）⑥ PS

初級中国語
土屋　育子、
王　效紅

CB32128 1セメ 水2金1 文教① PS

基礎中国語Ⅰ
程　艶春、
未定

CB32129 1セメ 水2金1 文教② PS

初級中国語
Basic Chinese

付　小京、
井上　浩一

CB32130 1セメ 水2金1 文教③ PS

基礎中国語Ⅰ
Basic Chinese Ⅰ

王　軒、
未定

CB33119 1セメ 水3金3 理医① PS

基礎中国語Ⅰ
張　立波、
程　艶春

CB33120 1セメ 水3金3 理医② PS

基礎中国語Ⅰ
程　艶春、
金　敬雄

CB33121 1セメ 水3金3 理医③ PS

基礎中国語Ⅰ
屈　明昌、
鄭　英

CB33122 1セメ 水3金3 理医④ PS

初級中国語
趙　秀敏、
未定

CB21223 2セメ 火1金4 法① PS

基礎中国語Ⅱ
Basic Chinese Ⅱ

未定、
上野　稔弘

CB21224 2セメ 火1金4 法② PS

基礎中国語II
浦山　きか、
王　軒

CB21225 2セメ 火1金4 経① PS

基礎中国語Ⅱ
Basic Chinese Ⅱ

解　澤春、
未定

CB21226 2セメ 火1金4 経② PS

中国語初級
Basic Chinese 2

上野　稔弘、
金　敬雄

CB21227 2セメ 火1金4 経③ PS

初級中国語
未定、
馬　双燕

CB21228 2セメ 火1金4 経④ PS

基礎中国語Ⅱ
王　軒、
未定

CB22232 2セメ 火2木3
工（1～5、15～
16組）①

PS

初級中国語
浦山　きか、
趙　秀敏

CB22233 2セメ 火2木3
工（1～5、15～
16組）②

PS

基礎中国語Ⅱ
Basic Chinese Ⅱ

王　效紅、
尹　得霞

CB22234 2セメ 火2木3
工（1～5、15～
16組）③

PS

基礎中国語Ⅱ
鄭　英、
屈　明昌

CB22235 2セメ 火2木3
工（1～5、15～
16組）④

PS

群

基基礎礎中中国国語語ⅠⅠ
((BBaassiicc  CChhiinneessee  II))

※旧科目読替先：「基礎中国語Ⅰ-
1/2」

外
国
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基基礎礎中中国国語語ⅡⅡ
((BBaassiicc  CChhiinneessee  IIII))

※旧科目読替先：「基礎中国語Ⅱ-
1/2」
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[言語科目]（外国語・諸外国語）

授授業業科科目目名名
単
位

授業題目名 担当教員 講義コード 開講期
曜日
講時

開講クラス 挑創

基礎中国語Ⅱ 趙　秀敏 CB23232 2セメ 火3木1 保歯薬農① PS

基礎中国語Ⅱ
Basic Chinese Ⅱ

王　軒、
未定

CB23233 2セメ 火3木1 保歯薬農② PS

基礎中国語Ⅱ
Basic Chinese Ⅱ

未定、
尹　得霞

CB23234 2セメ 火3木1 保歯薬農③ PS

初級中国語
解　澤春、
未定

CB23235 2セメ 火3木1 保歯薬農④ PS

基礎中国語II
未定、
王　軒

CB24222 2セメ 火4金2 工（6～14組）① PS

基礎中国語II
王　軒、
未定

CB24223 2セメ 火4金2 工（6～14組）② PS

基礎中国語Ⅱ
王　效紅、
浦山　きか

CB24224 2セメ 火4金2 工（6～14組）③ PS

基礎中国語Ⅱ
Basic Chinese Ⅱ

未定、
井上　浩一

CB24225 2セメ 火4金2 工（6～14組）④ PS

初級中国語
解　澤春、
馬　双燕

CB24226 2セメ 火4金2 工（6～14組）⑤ PS

初歩中国語
Basic Chinese

馬　双燕、
楊　世英

CB24227 2セメ 火4金2 工（6～14組）⑥ PS

初級中国語
土屋　育子、
未定

CB32225 2セメ 水2金1 文教① PS

基礎中国語Ⅱ
程　艶春、
未定

CB32226 2セメ 水2金1 文教② PS

初級中国語
Basic Chinese

付　小京、
井上　浩一

CB32227 2セメ 水2金1 文教③ PS

基礎中国語Ⅱ
Basic Chinese Ⅱ

王　軒、
未定

CB33228 2セメ 水3金3 理医① PS

基礎中国語Ⅱ
未定、
程　艶春

CB33229 2セメ 水3金3 理医② PS

基礎中国語Ⅱ
程　艶春、
金　敬雄

CB33230 2セメ 水3金3 理医③ PS

基礎中国語Ⅱ
屈　明昌、
鄭　英

CB33231 2セメ 水3金3 理医④ PS

基礎韓国語の理解(1)
佐野　正人、
金　鉉哲

CB25114 1セメ 火5木5 文系 PS

基礎韓国語の理解(1) 金　鉉哲 CB25115 1セメ 火5金5 全 PS

基礎韓国語の理解(2)
佐野　正人、
金　鉉哲

CB25215 2セメ 火5木5 文系 PS

基礎韓国語の理解(2) 金　鉉哲 CB25216 2セメ 火5金5 全 PS

ギギリリシシアア語語ⅠⅠ((GGrreeeekk  II))
※旧科目読替先：「ギリシァ語Ⅰ」

2
古典ギリシア語入門
Elementary Ancient Greek

文　景楠 CB55106 1セメ 金5 全

ギギリリシシアア語語ⅡⅡ((GGrreeeekk  IIII))
※旧科目読替先：「ギリシァ語Ⅱ」

2
古典ギリシア語入門
Elementary Ancient Greek

文　景楠 CB55211 2セメ 金5 全

ササンンススククリリッットト語語ⅠⅠ((SSaannsskkrriitt  II))
※旧科目読替先：「サンスクリット語
Ⅰ」

2
サンスクリット語基礎演習Sanskrit
（Introductory Seminar 1）

笠松　直 CB25117 1セメ 火5 全

ササンンススククリリッットト語語ⅡⅡ((SSaannsskkrriitt  IIII))
※旧科目読替先：「サンスクリット語
Ⅱ」

2
サンスクリット語基礎演習Sanskrit
（Introductory Seminar 2）

笠松　直 CB25217 2セメ 火5 全

ララテテンン語語ⅠⅠ((LLaattiinn  II))
※旧科目読替先：「ラテン語Ⅰ」

2
ラテン語文法入門・文法基礎／
Introductory Course of Latin
Grammar

宮崎　正美 CB55107 1セメ 金5 全

ララテテンン語語ⅡⅡ((LLaattiinn  IIII))
※旧科目読替先：「ラテン語Ⅱ」

2
ラテン語文法および読解／ Latin
grammar and reading

宮崎　正美 CB55212 2セメ 金5 全

モモンンゴゴルル語語ⅠⅠ((MMoonnggoolliiaann  II))
※旧科目読替先：「モンゴル語Ⅰ」

2 初級モンゴル語１ 岡　洋樹 CB25118 1セメ 火5 全

モモンンゴゴルル語語ⅡⅡ((MMoonnggoolliiaann  IIII))
※旧科目読替先：「モンゴル語Ⅱ」

2 初級モンゴル語2 岡　洋樹 CB25218 2セメ 火5 全

チチェェココ語語ⅠⅠ((CCzzeecchh  II))
※旧科目読替先：「チェコ語Ⅰ」

2
初級チェコ語Ⅰ　Elementary
Czech I

佐藤　雪野 CB55108 1セメ 金5 全

チチェェココ語語ⅡⅡ((CCzzeecchh  IIII))
※旧科目読替先：「チェコ語Ⅱ」

2
初級チェコ語II　Elementary
Czech II

佐藤　雪野 CB55213 2セメ 金5 全

アアララビビアア語語ⅠⅠ((AArraabbiicc  II))
※旧科目読替先：「アラビア語Ⅰ」

2 アラビア語Ⅰ/Arabic I 大河原　知樹 CB55109 1セメ 金5 全

アアララビビアア語語ⅡⅡ((AArraabbiicc  IIII))
※旧科目読替先：「アラビア語Ⅱ」

2 アラビア語Ⅱ/Arabic II 大河原　知樹 CB55214 2セメ 金5 全

群

外
国
語

諸
外
国
語

基基礎礎朝朝鮮鮮語語ⅠⅠ
((BBaassiicc  KKoorreeaann  II))
※旧科目読替先：「基礎朝鮮語Ⅰ-
1/2」

基基礎礎朝朝鮮鮮語語ⅡⅡ
((BBaassiicc  KKoorreeaann  IIII))
※旧科目読替先：「基礎朝鮮語Ⅱ-
1/2」

初
修
語

（
朝
鮮
語

）

基基礎礎中中国国語語ⅡⅡ
((BBaassiicc  CChhiinneessee  IIII))

※旧科目読替先：「基礎中国語Ⅱ-
1/2」

初
修
語

（
中
国
語

）

2

2

2
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群 授授業業科科目目名名 単位 授業題目 担当教員 講義コード 開講期
曜日
講時

開講クラス

BBaassiicc  JJaappaanneessee  II
※旧科目読替先：「Basic
Japanese 1」

4 Japanese for beginners
内山　敦子、
林　雅子、
菅谷　奈津恵

CB42209 2セメ
月4火5
木2金3

国際学士コースのみ

日日本本語語ＡＡ
((JJaappaanneessee  AA))
※旧科目読替先：「日本
語A-1/2」

1
上級日本語会話
Advanced Japanese
Speaking/Conversation

齋藤　麻恵子 CB42119 1セメ 木2 全外国人留学生

日日本本語語ＢＢ
((JJaappaanneessee  BB))
※旧科目読替先：「日本
語B-1/2」

1
上級日本語会話
Advanced Japanese
Speaking/Conversation

齋藤　麻恵子 CB42208 2セメ 木2 全外国人留学生

日日本本語語ＣＣ
((JJaappaanneessee  CC))
※旧科目読替先：「日本
語C-1/2」

1
中上級日本語会話
Upper-Intermediate Japanese
Speaking/Conversation

鈴木　寛子 CB41112 1セメ 木1 全外国人留学生

日日本本語語ＤＤ
((JJaappaanneessee  DD))
※旧科目読替先：「日本
語D-1/2」

1
中上級日本語会話
Upper-Intermediate Japanese
Speaking/Conversation

鈴木　寛子 CB41207 2セメ 木1 全外国人留学生

日日本本語語ＥＥ
((JJaappaanneessee  EE))
※旧科目読替先：「日本
語E-1/2」

1
上級日本語聴解
Advanced Japanese Listening
Comprehension

宿利　由希子 CB22131 1セメ 火2 全外国人留学生

日日本本語語ＦＦ
((JJaappaanneessee  FF))
※旧科目読替先：「日本
語F-1/2」

1
上級日本語聴解
Advanced Japanese Listening
Comprehension

宿利　由希子 CB22226 2セメ 火2 全外国人留学生

日日本本語語ＧＧ
((JJaappaanneessee  GG))
※旧科目読替先：「日本
語G-1/2」

1
上級日本語作文
Advanced Japanese
Writing/Composition

齋藤　麻恵子 CB43109 1セメ 木3 全外国人留学生

日日本本語語ＨＨ
((JJaappaanneessee  HH))
※旧科目読替先：「日本
語H-1/2」

1
上級日本語作文
Advanced Japanese
Writing/Composition

齋藤　麻恵子 CB43209 2セメ 木3 全外国人留学生

日日本本語語ＩＩ
((JJaappaanneessee  II))
※旧科目読替先：「日本
語I-1/2」

1
上級日本語読解
Advanced Japanese Reading
Comprehension

菅谷　奈津恵 CB23118 1セメ 火3 全外国人留学生

日日本本語語ＪＪ
((JJaappaanneessee  JJ))
※旧科目読替先：「日本
語J-1/2」

1
上級日本語読解
Advanced Japanese Reading
Comprehension

菅谷　奈津恵 CB23215 2セメ 火3 全外国人留学生

［言語科目］（日本語）

日
本
語
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[学術基礎科目](基礎社会科学・基礎数学)

群 授授業業科科目目名名
単
位

授業題目 担当教員 講義コード 開講期
曜日
講時

開講クラス 挑創

経経済済学学入入門門BB
((IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  EEccoonnoommiiccss
BB))

2

経済学入門B 若林　緑 CB23136 1セメ 火3
医（医）、工（1～
10、15～16組）

GL1

刑刑事事学学入入門門ⅠⅠ～～ササイイ
ババーー空空間間をを含含むむ安安全全なな
社社会会のの確確保保にに向向けけたた近近
年年のの課課題題ににつついいてて～～
((IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo
CCrriimmiinnoollooggyy  II--  RReecceenntt
IIssssuueess  iinn  EEnnssuurriinnggaa  SSaaffee
SSoocciieettyy  IInncclluuddiinngg  CCyybbeerrsspp))

2
サイバー犯罪を含む最近の犯罪
から身を守る方法、行政の防犯施
策等の活用方法等
How to protect yourself from
recent crimes, including
cybercrime, and how to utilize
government crime prevention
measures, etc.

坪原　和洋 CB32131 1セメ 水2 全（法を除く）

刑刑事事学学入入門門ⅡⅡ～～IIoottのの進進
化化等等にによよりり複複雑雑高高度度化化しし
たた社社会会ににおおけけるる安安全全施施策策
のの作作りり方方～～((IInnttrroodduuccttiioonn
ttoo  CCrriimmiinnoollooggyy  IIII--  HHooww  ttoo
ccrreeaattee  ssaaffeettyymmeeaassuurreess  iinn  aa
ssoocciieettyy  tthhaatt  hhaass  bbeeccoomm))

2
サイバー犯罪を含む最近の犯罪
から身を守る方法、防犯施策の企
画・立案の基礎と実際等
How to protect yourself from
recent crimes, including
cybercrime, and the basics of
planning and implementation of
crime prevention measures,etc.

坪原　和洋 CB32228 2セメ 水2 全（法を除く）

経経済済学学入入門門AA
((IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  EEccoonnoommiiccss
AA))

2 価値と価格の経済理論
Economic Theory of Value and
Price

佐々木　伯朗 CB41217 2セメ 木1
医（医）、工（1～
10、15～16組）

線形代数学 
Linear Algebra, A

尾形　庄悦 CB32101 1セメ 水2 理① CD3

線形代数学 
Linear Algebra, A

竹内　潔 CB32102 1セメ 水2 理② CD3

線形代数学 
Linear Algebra, A

見村　万佐人 CB32103 1セメ 水2 理③ CD3

線形代数学 高瀬　幸一 CB32104 1セメ 水2 理④ CD3

線形代数学 
Linear Algebra, A

田谷　久雄 CB32105 1セメ 水2 理⑤ CD3

線形代数学 
Linear Algebra, A

入江　佑樹 CB41101 1セメ 木1
経工（11～16組）
①

CD3

線形代数学 
Linear Algebra, A

宗政　昭弘 CB41102 1セメ 木1
経工（11～16組）
②

CD3

線形代数学 
Linear Algebra, A

島倉　裕樹 CB41103 1セメ 木1
経工（11～16組）
③

CD3

線形代数学 
Linear Algebra, A

石田　正典 CB41104 1セメ 木1
経工（11～16組）
④

CD3

線形代数学 
Linear Algebra, A

入江　佑樹 CB51101 1セメ 金1 工（1～10組）① CD3

線形代数学 
Linear Algebra, A

宗政　昭弘 CB51102 1セメ 金1 工（1～10組）② CD3

線形代数学 
Linear Algebra, A

島倉　裕樹 CB51103 1セメ 金1 工（1～10組）③ CD3

線形代数学 
Linear Algebra, A

船野　敬 CB51104 1セメ 金1 工（1～10組）④ CD3

線形代数学 
Linear Algebra, A

長谷川　浩司 CB51105 1セメ 金1 工（1～10組）⑤ CD3

線形代数学 
Linear Algebra, A

山内　卓也 CB51106 1セメ 金1 工（1～10組）⑥ CD3

未定 未定 CB23230 2セメ 火3
国際学士コース
(＊)

CD3

線形代数学
Linear Algebra, B

清水　信 CB21201 2セメ 火1 工（1～10組）① CD3

線形代数学
Linear Algebra, B

奥山　武志 CB21202 2セメ 火1 工（1～10組）② CD3

線形代数学B
Linear Algebra, B

遊佐　訓孝、
飛田　健次、
飯塚　淳

CB21203 2セメ 火1 工（1～10組）③ CD3

線形代数学
Linear Algebra, B

鬼沢　直哉 CB21204 2セメ 火1 工（1～10組）④ CD3

線形代数学
Linear Algebra, B

吉澤　晋 CB21205 2セメ 火1 工（1～10組）⑤ CD3

線形代数学
Linear Algebra, B

田中　和之 CB21206 2セメ 火1 工（1～10組）⑥ CD3

基
礎
社
会
科
学

基
礎
数
学

2

2

線線形形代代数数学学ＡＡ((LLiinneeaarr
AAllggeebbrraa  AA))

※旧科目読替先：「線形
代数学A」

線線形形代代数数学学ＢＢ((LLiinneeaarr
AAllggeebbrraa  BB))

※旧科目読替先：「線形
代数学B」
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[学術基礎科目](基礎数学)

群 授授業業科科目目名名
単
位

授業題目 担当教員 講義コード 開講期
曜日
講時

開講クラス 挑創

線形代数学
Linear Algebra, B

尾形　庄悦 CB32206 2セメ 水2 理① CD3

線形代数学
Linear Algebra, B

竹内　潔 CB32207 2セメ 水2 理② CD3

線形代数学
Linear Algebra, B

見村　万佐人 CB32208 2セメ 水2 理③ CD3

線形代数学 高瀬　幸一 CB32209 2セメ 水2 理④ CD3

線形代数学
Linear Algebra, B

田谷　久雄 CB32210 2セメ 水2 理⑤ CD3

線形代数学
Linear Algebra, B

中川　善直 CB42201 2セメ 木2
経工（11～16組）
①

CD3

線形代数学
Linear Algebra, B

安藤　大輔 CB42202 2セメ 木2
経工（11～16組）
②

CD3

線形代数学
Linear Algebra, B

山田　正太郎、
井上　亮、
福本　潤也

CB42203 2セメ 木2
経工（11～16組）
③

CD3

1変数関数の微分積分学
Single variable calculus

岡部　真也 CB11102 1セメ 月1 経理① CD3

1変数関数の微分積分学
Single variable calculus

塩谷　隆 CB11103 1セメ 月1 経理② CD3

1変数関数の微分積分学
Single variable calculus

未定 CB11104 1セメ 月1 経理③ CD3

1変数関数の微分積分学
Single variable calculus

楯　辰哉 CB11105 1セメ 月1 経理④ CD3

1変数関数の微分積分学
Single variable calculus

曽　道智 CB11106 1セメ 月1 経理⑤ CD3

１変数関数の微分積分学基礎
Fundamentals of single variable
calculus

瀬野　裕美 CB41105 1セメ 木1 工（1～10組）① CD3

1変数関数の微分積分学
Single variable calculus

福泉　麗佳 CB41106 1セメ 木1 工（1～10組）② CD3

1変数関数の微分積分学
Single variable calculus

村上　斉 CB41107 1セメ 木1 工（1～10組）③ CD3

1変数関数の微分積分学
Single variable calculus

原田　昌晃 CB41108 1セメ 木1 工（1～10組）④ CD3

1変数関数の微分積分学
Single variable calculus

横田　巧 CB41109 1セメ 木1 工（1～10組）⑤ CD3

1変数関数の微分積分学
Single variable calculus

山崎　武 CB41110 1セメ 木1 工（1～10組）⑥ CD3

1変数関数の微分積分学
Single variable calculus

田中　太初 CB51107 1セメ 金1 工（11～16組）① CD3

1変数関数の微分積分学
Single variable calculus

須川　敏幸 CB51108 1セメ 金1 工（11～16組）② CD3

1変数関数の微分積分学
Single variable calculus

福泉　麗佳 CB51109 1セメ 金1 工（11～16組）③ CD3

1変数関数の微分積分学
Single variable calculus

正宗　淳 CB51110 1セメ 金1 工（11～16組）④ CD3

Calculus of functions of the real
variable

DAHAN Xavier CB52219 2セメ 金2
国際学士コース
(＊)

CD3

多変数関数の微分積分学
Multivariable calculus

田中　太初 CB21207 2セメ 火1 工（11～16組）① CD3

多変数関数の微分積分学
Multivariable calculus

須川　敏幸 CB21208 2セメ 火1 工（11～16組）② CD3

多変数関数の微分積分学
Multivariable calculus

塩谷　隆 CB21209 2セメ 火1 工（11～16組）③ CD3

多変数関数の微分積分学
Multivariable calculus

未定 CB21210 2セメ 火1 工（11～16組）④ CD3

多変数関数の微分積分学基礎
Fundamentals of multivariable
calculus

瀬野　裕美 CB41201 2セメ 木1 工（1～10組）① CD3

多変数関数の微分積分学
Multivariable calculus

福泉　麗佳 CB41202 2セメ 木1 工（1～10組）② CD3

多変数関数の微分積分学
Multivariable calculus

村上　斉 CB41203 2セメ 木1 工（1～10組）③ CD3

多変数関数の微分積分学
Multivariable calculus

原田　昌晃 CB41204 2セメ 木1 工（1～10組）④ CD3

多変数関数の微分積分学
Multivariable calculus

楯　辰哉 CB41205 2セメ 木1 工（1～10組）⑤ CD3

多変数関数の微分積分学
Multivariable calculus

山崎　武 CB41206 2セメ 木1 工（1～10組）⑥ CD3

多変数関数の微分積分学
Multivariable calculus

塩谷　隆 CB52201 2セメ 金2 経理① CD3

基
礎
数
学

2

2

線線形形代代数数学学ＢＢ((LLiinneeaarr
AAllggeebbrraa  BB))

※旧科目読替先：「線形
代数学B」

解解析析学学ＡＡ
((CCaallccuulluuss  AA))

※旧科目読替先：「解析
学A」

解解析析学学ＢＢ
((CCaallccuulluuss  BB))

※旧科目読替先：「解析
学B」

2
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[学術基礎科目](基礎数学・基礎物理学)

群 授授業業科科目目名名
単
位

授業題目 担当教員 講義コード 開講期
曜日
講時

開講クラス 挑創

多変数関数の微分積分学
Multivariable calculus

石田　正典 CB52202 2セメ 金2 経理② CD3

多変数関数の微分積分学
Multivariable calculus

田谷　久雄 CB52203 2セメ 金2 経理③ CD3

多変数関数の微分積分学基礎
Fundamentals of multivariable
calculus

瀬野　裕美 CB52204 2セメ 金2 経理④ CD3

多変数関数の微分積分学
Multivariable calculus

田中　太初 CB52205 2セメ 金2 経理⑤ CD3

質点と剛体の力学
Classical Mechanics of Particles
and Rigid Bodies

松枝　宏明 CB12101 1セメ 月2 工（11～16組）①

質点と剛体の力学
Classical Mechanics of Particles
and Rigid Bodies

中村　修一 CB12102 1セメ 月2 工（11～16組）②

質点と剛体の力学
Classical Mechanics of Particles
and Rigid Bodies

今宿　晋 CB12103 1セメ 月2 工（11～16組）③

質点と剛体の力学/Classical
Mechanics of Particles and Rigid
Bodies

木村　宏之 CB12104 1セメ 月2 工（11～16組）④

質点と剛体の力学
Classical Mechanics of Particles
and Rigid Bodies

飛田　健次、
遊佐　訓孝

CB44101 1セメ 木4 工（1～5組）①

質点と剛体の力学
Classical Mechanics of Particles
and Rigid Bodies

田村　雄介 CB44102 1セメ 木4 工（1～5組）②

質点と剛体の力学
Classical Mechanics of Particles
and Rigid Bodies

中村　崇司 CB44103 1セメ 木4 工（1～5組）③

質点と剛体の力学
Classical Mechanics of Particles
and Rigid Bodies

角田　匡清 CB44104 1セメ 木4 工（6～10組）①

物理学　Ａ / Physics A 加藤　俊顕 CB44105 1セメ 木4 工（6～10組）②

物理学A / Physics A 石鍋　隆宏 CB44106 1セメ 木4 工（6～10組）③

力学 / Mechanics 清水　格 CB52103 1セメ 金2 理（物理2組）

力学 / Mechanics 矢部　康男 CB52104 1セメ 金2 理（物理3組）

力学 / Classical Mechanics 泉田　渉 CB52105 1セメ 金2 理（数地）

物理学A 井上　邦雄 CB52106 1セメ 金2 理（化）

力学
Classical Mechanics

須藤　彰三 CB52107 1セメ 金2 理（生）

未定 未定 CB12202 2セメ 月2
国際学士コース
（既履修）(＊)

未定 未定 CB23231 2セメ 火3
国際学士コース
（未履修）(＊)

連続体の力学と波動
Introductory Continuum
Mechanics and Wave Motion

白井　正文 CB14201 2セメ 月4 工（6～16組）①

連続体の力学と波動
Introductory Continuum
Mechanics and Wave Motion

須藤　彰三 CB14202 2セメ 月4 工（6～16組）②

質点と剛体の力学
Classical Mechanics of Particles
and Rigid Bodies

虻川　匡司 CB14203 2セメ 月4 工（6～16組）③

連続体の力学と波動
Introductory Continuum
Mechanics and Wave Motion

菅原　克明 CB14204 2セメ 月4 工（6～16組）④

連続体の力学と波動
Introductory Continuum
Mechanics and Wave Motion

齋藤　真器名 CB14205 2セメ 月4 工（6～16組）⑤

物理学B
松山　成男、
狩川　大輔

CB24204 2セメ 火4 工（1～5組）①

連続体の力学と波動
Introductory Continuum
Mechanics and Wave Motion

茂田　正哉 CB24205 2セメ 火4 工（1～5組）②

2基
礎
物
理
学

物物理理学学ＢＢ
((PPhhyyssiiccss  BB))

※旧科目読替先：「物理
学Ｂ（理・工学部）」

2

物物理理学学ＡＡ
((PPhhyyssiiccss  AA))

※旧科目読替先：「物理
学Ａ（理・工学部）」

2解解析析学学ＢＢ
((CCaallccuulluuss  BB))

※旧科目読替先：「解析
学B」

基
礎
数
学
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[学術基礎科目](基礎物理学・基礎化学)

群 授授業業科科目目名名
単
位

授業題目 担当教員 講義コード 開講期
曜日
講時

開講クラス 挑創

連続体の力学と波動
Introductory Continuum
Mechanics and Wave Motion

佐藤　宇史 CB24206 2セメ 火4 工（1～5組）③

力学（質点系と剛体、相対運動、
振動と波動）/Mechanics (system
of particles, rigid body, relative
motion, oscillation and waves)

市川　温子 CB43202 2セメ 木3 理（物理2組）

力学 / Mechanics 杉本　周作 CB43203 2セメ 木3 理（物理3組）

物理学Ｂ 若林　裕助 CB43204 2セメ 木3 理（数地）

連続体の力学と波動
Introductory Continuum
Mechanics and Wave Motion

須藤　彰三 CB43205 2セメ 木3 理（化生）

物理のための数学の基礎
Basic mathematics for physics

石川　洋 CB24103 1セメ 火4 理（物2、3組）

基礎物理数学 / Basic
Mathematics for Physics

今井　良宗 CB24104 1セメ 火4 理（数地生）医

基礎物理数学
Basic Mathematics for Physics

岩佐　直仁 CB33102 1セメ 水3 工（1～5組）①

基礎物理数学
Basic Mathematics for Physics

佐貫　智行 CB33103 1セメ 水3 工（1～5組）②

基礎物理数学 / Basic
Mathematics for Physics

今井　良宗 CB33104 1セメ 水3 工（15～16組）

化学結合論 美齊津　文典 CB23101 1セメ 火3 理（化）

基礎化学結合論 福村　知昭 CB23102 1セメ 火3 理（数、物2組）

化学の基礎 豊田　耕三 CB23104 1セメ 火3 理（地生）

化学結合論 飛田　博実 CB23103 1セメ 火3 理（物3組）

化学結合論 飛田　博実 CB31103 1セメ 水1 医

化学入門:原子・分子から固体まで
/Introduction to chemistry from
atoms, molecules to solids

橋本　久子 CB31104 1セメ 水1 工（1～5組）①

化学入門:原子・分子から固体まで
/Introduction to chemistry from
atoms, molecules to solids

山下　琢磨 CB31108 1セメ 水1 工（1～5組）②

基礎化学結合論 叶　深 CB31105 1セメ 水1 工（6～10組）①

化学入門:原子・分子から固体まで
/Introduction to chemistry from
atoms, molecules to solids

坂本　良太 CB31106 1セメ 水1 工（6～10組）②

原子・分子の構造と化学結合 木野　康志 CB31107 1セメ 水1 工（6～10組）③

化学入門:原子・分子から固体まで
/Introduction to chemistry from
atoms, molecules to solids

菅　恵嗣 CB32107 1セメ 水2 工（11～12組）

化学入門:原子・分子から固体まで
/Introduction to chemistry from
atoms, molecules to solids

岸本　直樹 CB32108 1セメ 水2 工（13～14組）

化学入門:原子・分子から固体まで
/Introduction to chemistry from
atoms, molecules to solids

佐藤　雄介 CB32106 1セメ 水2 工（15～16組）

基礎化学結合論 田中　良和 CB32109 1セメ 水2 農①

分子の構造と化学結合
Molecular structure and chemical
bonds

藤井　智幸 CB32110 1セメ 水2 農②

量子論と化学結合の基礎
Fundamentals of quantum
mechanics and chemical bonds.

中林　孝和 CB12105 1年次1Q 月2木4 薬

Introduction to Chemistry, Atoms
and Molecules

Mott Derrick CB32224 2セメ 水2
国際学士コース
(＊)

化学熱力学入門 藤井　朱鳥 CB14206 2セメ 月4 理（化）

化学熱力学入門 金野　智浩 CB31212 2セメ 水1 薬

化学熱力学入門
Introduction to chemical
thermodynamics

柴田　穣 CB33201 2セメ 水3 工（6～10組）

化学熱力学入門 石丸　泰寛 CB33203 2セメ 水3 工（11～12組）

化学熱力学入門
Introduction to chemical
thermodynamics

前山　俊彦 CB33202 2セメ 水3 工（13～14組）

2

2

化化学学ＡＡ
((CChheemmiissttrryy  AA))

※旧科目読替先：「化学
A」

2物物理理学学ＢＢ
((PPhhyyssiiccss  BB))

※旧科目読替先：「物理
学Ｂ（理・工学部）」

基
礎
物
理
学

化化学学ＢＢ
((CChheemmiissttrryy  BB))

※旧科目読替先：「化学
B」

基
礎
化
学

2

基基礎礎物物理理数数学学((BBaassiicc
MMaatthheemmaattiiccss  ffoorr
PPhhyyssiiccss))

※旧科目読替先：「物理
学Ｄ」
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[学術基礎科目](基礎化学・基礎生物学)

群 授授業業科科目目名名
単
位

授業題目 担当教員 講義コード 開講期
曜日
講時

開講クラス 挑創

化化学学ＢＢ
((CChheemmiissttrryy  BB))
※旧科目読替先：「化学
B」

2

Introduction to Physical
Chemistry

Mott Derrick CB43228 2セメ 木3
国際学士コース
(＊)

化学Ｃ
Chemistry C

重野　真德 CB12106 1年次2Q 月2木4 薬

有機化学 中村　達 CB14207 2セメ 月4 理（数物）

有機化学 飛田　博実 CB14208 2セメ 月4 理（地生）

有機化学 林　雄二郎 CB14209 2セメ 月4 医

有機化学
Organic Chemistry

有本　博一 CB14210 2セメ 月4 農①

有機化学 佐々木　誠 CB14211 2セメ 月4 農②

有機化学入門
Introduction to organic chemistry

岩渕　好治、
長澤　翔太

CB33205 2セメ 水3 工（1～5組）

有機化学入門
Introduction to organic chemistry

南後　恵理子 CB33204 2セメ 水3 工（15～16組）

化学C（有機化学） 岩本　武明 CB42205 2セメ 木2 理（化）

有機化学入門
Introduction to organic chemistry

飛田　博実 CB44202 2セメ 木4 工（11～12組）

生命科学A
Life science A

松沢　厚 CB24107 1セメ 火4 医保薬

応用生命科学入門　—細胞学、生
化学、遺伝学の基礎—
/Introduction for applied life
science -basis on cytology,
biochemistry and genetics

高橋　計介、他 CB33106 1セメ 水3 工

生命を支える分子と細胞 田嶋　玄一 CB33107 1セメ 水3 工

生命科学Ａ
Life science A

福田　光則、
安部　健太郎、
小金澤　雅之

CB43102 1セメ 木3
理（化(生物既履
修)、生）

生命科学Ａ
Life Science A

田口　友彦、
杉本　亜砂子、
竹内　秀明

CB43103 1セメ 木3
理（数物地、化(生
物未履修)）

生命科学A
Life Science A

佐藤　幹、
安藤　杉尋

CB43104 1セメ 木3 農

人体を対象とした細胞生物学
Cell Biology of the Human Body

笹野　泰之、他 CB53201 2セメ 金3 歯

未定 未定 CB44207 2セメ 木4
国際学士コース
(＊)

生命科学の基礎
Life Science, Basic

堀内　久徳、他 CB34101 1セメ 水4 歯薬

細胞生物学
Cell biology

堂浦　克美、他 CB41111 1セメ 木1 医

生体分子の構成とその変化、分子
機構および生命と疾患の理解のた
めの生化学、分子生物学入門
Understanding of bimolecular
components and mechanisms

高橋　和広、
菅原　明、
村山　和隆

CB21211 2セメ 火1 保

ノーベル賞でたどる生命科学研究

稲葉　謙次、
髙橋　聡、
松井　敏高、
鎌形　清人

CB22213 2セメ 火2
理（数物化地）工
（6～14組）

生化学/ Biochemistry
竹内　秀明、
田口　友彦、
牧野　能士

CB22214 2セメ 火2 理（生）

生命現象に関する基礎知識の習
得と理解
Learning and Understanding of the
basics of life phenomenon

原　健士朗、
上本　吉伸、
金山　喜則、
中嶋　正道

CB22215 2セメ 火2 農

生生命命科科学学ＣＣ
((BBiioollooggyy  CC))
※旧科目読替先：「生命
科学C」

2
人体の構造と機能
Structure and function of human
body

虫明　元 CB54101 1セメ 金4 医歯

基
礎
化
学

2

2

2

生生命命科科学学ＡＡ
((BBiioollooggyy  AA))

※旧科目読替先：「生命
科学A」

生生命命科科学学ＢＢ
((BBiioollooggyy  BB))

※旧科目読替先：「生命
科学B」

基
礎
生
物
学

化化学学ＣＣ
((CChheemmiissttrryy  CC))

※旧科目読替先：「化学
C」
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[学術基礎科目](基礎宇宙地球科学)

群 授授業業科科目目名名
単
位

授業題目 担当教員 講義コード 開講期
曜日
講時

開講クラス 挑創

地球の活動，地球表層環境の変
遷，地球生命史
Living earth, evolution of
organisms, and environmental
changes in the Earth's surface.

井龍　康文、
鈴木　紀毅

CB24110 1セメ 火4 医薬農

地球と生命のシステムを理解する
Understanding Earth and Life
system

武藤　潤、
浅海　竜司

CB31109 1セメ 水1 理工（11～16組）

地球科学全般
掛川　武、
平野　直人

CB11107 1セメ 月1
工（6～10、13～14
組）

地球を構成する物質と地学現象 辻森　樹 CB24111 1セメ 火4 医薬農

固体地球の進化
Evolution of Solid Earth

長濱　裕幸 CB13201 2セメ 月3
工（11～12組、15
～16組）

未定 未定 CB13216 2セメ 月3
国際学士コース
(＊)

地球と生命の物質科学/Material
Science of Earth and life

古川　善博、
大藤　弘明

CB31213 2セメ 水1 理

太陽系の起源と比較惑星学
Planetary science and the origin of
solar system

中村　智樹 CB23203 1年次3Q 火3木4 工（1～5組）

地理学基礎論
Fundamentals of Geography

中谷　友樹、
大月　義徳

CB22216 2セメ 火2 理工（13～14組）

地理学基礎論
Fundamentals of Geography

中谷　友樹、
堀　和明

CB51203 2セメ 金1
理薬工（13～16
組）農

天天文文学学
((AAssttrroonnoommyy))
※旧科目読替先：「天文
学」

2

天文学：ビッグバンから太陽系外
惑星まで

田中　秀和 CB21212 2セメ 火1 歯農

2

2

2

地地球球シシスステテムム科科学学
((EEaarrtthh  SSyysstteemm  SScciieennccee))

※旧科目読替先：「地球
システム科学」

地地球球物物質質科科学学
((MMiinneerraallooggyy,,  PPeettrroollooggyy  &&
GGeeoocchheemmiissttrryy))

※旧科目読替先：「地球
物質科学」

地地理理学学((GGeeooggrraapphhyy))
※旧科目読替先：「自然
地理学」

基
礎
宇
宙
地
球
科
学
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２２－－２２．．旧旧カカリリキキュュララムム科科目目表表（（３３セセメメススタターー以以降降開開講講科科目目分分））
［基幹科目］（人間論・社会論）、［展開科目］（人文科学・社会科学）

授授業業科科目目名名
単
位

授業題目 担当教員 講義コード 開講期
曜日
講時

開講クラス 挑創

西洋美術を通してみる思想・宗
教・社会

尾崎　彰宏 CB41301 3セメ 木1
文教経理医保歯薬
工（6～10、13～16
組）農

西洋美術を通してみる思想・宗
教・社会

尾崎　彰宏 CB32403 4セメ 水2 医保歯工

東日本大震災と地方自治 河村　和徳 CB41307 3セメ 木1
文教経理医保歯薬
工（6～10、13～16
組）農

投票環境の向上方策と選挙管理
の課題を学ぶ

河村　和徳 CB24401 4セメ 火4 工（6～14組）農

論論理理学学((LLooggiicc)) 2 記号論理学入門 / Introduction
to Elementary Symbolic Logic

篠澤　和久 CB32301 3セメ 水2 理保薬工農 GL1

知覚の哲学入門：世界と心の関
係を考える/An Introduction into
Philosophy of Perception:
Thinking about the Relation
between World and Mind

佐藤　透 CB32302 3セメ 水2 理保薬工農

アーレントと革命の哲学 Hannah
Arendt and the Philosophy of
Revolution

森　一郎 CB32303 3セメ 水2 理保薬工農

ヴォルテールの哲学コントを読む 森田　直子 CB32304 3セメ 水2 理保薬工農

世界の大衆文化の理解 佐野　正人 CB32401 4セメ 水2 医保歯工

Buddhism: Thought and Practice
in Modern Japan and Asia

クリントン　ゴダール CB43301 3セメ 木3 文系 理薬農

【国際共修】近代におけるオカル
ティズムの歴史

オリオン　クラウタウ CB32402 4セメ 水2 医保歯工

２１世紀型スキル２．０　と　「つな
がり」

有本　昌弘 CB41302 3セメ 木1
文教経理医保歯薬
工（6～10、13～16
組）農

教育についてモノ申すための教
育制度論／Understanding the
Education System to Speak out
on Education

井本　佳宏 CB32404 4セメ 水2 医保歯工

History of Art in Ancient
Eurasia ~ Diffusion of Classical
Greek Art into Central Asia

芳賀　満 CB23312 3セメ 火3 国際学士コース(＊)

近代日本と中国――自己認識と
他者理解

朱　琳 CB41303 3セメ 木1
文教経理医保歯薬
工（6～10、13～16
組）農

GL2

東北アジア史の中の遊牧民モン
ゴル The Nomadic Mongols in
Northeast Asian History

岡　洋樹 CB41304 3セメ 木1
文教経理医保歯薬
工（6～10、13～16
組）農

ボランティアとNPO・NGOの社会
学 Sociology of Volunteering,
Nonprofits, and NGOs

岡田　彩 CB32307 3セメ 水2 理保薬工農

メディアと社会 Media and
Society

坂田　邦子 CB41305 3セメ 木1
文教経理医保歯薬
工（6～10、13～16
組）農

相互行為の不思議な世界 徳川　直人 CB32405 4セメ 水2 医保歯工

「知」のしくみを探る Exploring
the Mechanism of Perception,
Cognition, and Memory

和田　裕一 CB32305 3セメ 水2 理保薬工農

こころの不思議 Introduction to
Psychology

邑本　俊亮 CB43302 3セメ 木3 文系 理薬農

法法学学((LLaaww)) 2 法学入門――社会と法の繋がり
を理解し、考える Introduction to
Law: Understanding and thinking
about the relationship between
society and law.

北島　周作、他 CB24303 3セメ 火4 全

日日本本国国憲憲法法((JJaappaanneessee
CCoonnssttiittuuttiioonnaall  LLaaww))

2
日本国憲法
Japanese constitution

曽我　洋介 CB24302 3セメ 火4 全（理系優先）

比較政治学: 民主主義と権威主
義における統治術の変貌

東島　雅昌 CB24304 3セメ 火4 全

国際関係論の基礎 Basics of
International Relations

勝間田　弘 CB43303 3セメ 木3 文系　理薬工農 GL2

食と農の経済と政策
Economy and policies for food
and agriculture

石井　圭一 CB24301 3セメ 火4 文教法理保薬

政府の経済的役割 Economic
role of governments

佐々木　伯朗 CB41306 3セメ 木1
文教経理医保歯薬
工（6～10、13～16
組）農

2

経経済済学学((EEccoonnoommiiccss)) 2

社
会
科
学

2

政政治治学学((PPoolliittiiccss))

人
文
科
学

哲哲学学・・倫倫理理学学
((PPhhiilloossoopphhyy))

文文学学((LLiitteerraattuurree))

宗宗教教学学((RReelliiggiioonn))

教教育育学学((EEdduuccaattiioonn))

歴歴史史学学((HHiissttoorryy))

人
間
論

社
会
論

芸芸術術のの世世界界((WWoorrlldd  ooff
FFiinnee  AArrttss))

群

2

2

2

社社会会学学((SSoocciioollooggyy))

心心理理学学((PPssyycchhoollooggyy))

2

2

2

法法・・政政治治とと社社会会((LLaaww,,
PPoolliittiiccss  aanndd  SSoocciieettyy))

2

2

─ 116 ─



［展開科目］（社会科学・自然科学）

授授業業科科目目名名
単
位

授業題目 担当教員 講義コード 開講期
曜日
講時

開講クラス 挑創

文化人類学 川口　幸大 CB24314 3セメ 火4 全

シベリアの人類学 Anthropology
of Siberia

高倉　浩樹 CB32306 3セメ 水2 理保薬工農

解解析析学学ＢＢ
((CCaallccuulluuss  BB))

2
Multivariate Calculus DAHAN Xavier CB24324 3セメ 火4 国際学士コース(＊) CD3

常微分方程式
Ordinary differential equations

船野　敬 CB21301 3セメ 火1 工（6～14組）①

常微分方程式
Ordinary Differential Equations

田中　和之 CB21302 3セメ 火1 工（6～14組）②

常微分方程式
Ordinary Differential Equations

岩渕　司 CB21303 3セメ 火1 工（6～14組）③

常微分方程式
Ordinary Differential Equations

田中　敏 CB21304 3セメ 火1 工（6～14組）④

常微分方程式
Ordinary Differential Equations

藤江　健太郎 CB21305 3セメ 火1 工（6～14組）⑤

常微分方程式
Ordinary Differential Equations

長谷川　浩司 CB31301 3セメ 水1 理①

常微分方程式
Ordinary Differential Equations

Cavallina Lorenzo CB31302 3セメ 水1 理②

常微分方程式
Ordinary Differential Equations

本多　正平 CB31303 3セメ 水1
工（1～5組、15～16
組）①

常微分方程式
Ordinary Differential Equations

石田　正典 CB31304 3セメ 水1
工（1～5組、15～16
組）②

常微分方程式
Ordinary Differential Equations

田嶋　和明 CB31305 3セメ 水1
工（1～5組、15～16
組）③

常微分方程式
Ordinary Differential Equations

和田　正樹 CB31306 3セメ 水1
工（1～5組、15～16
組）④

Ordinary Differential Equations DAHAN Xavier CB23401 4セメ 火3 国際学士コース(＊)

複素関数論入門
Introduction to complex analysis

竹内　潔 CB12301 3セメ 月2 理①

複素関数論入門/
Introduction to complex analysis

花村　昌樹 CB12302 3セメ 月2 理②

複素関数論入門
Introduction to complex analysis

山内　卓也 CB12303 3セメ 月2 理③

複素函数論入門
Introduction to complex analysis

石田　正典 CB31401 4セメ 水1
工（1～5、11～16
組）

線形代数学概要 船野　敬 CB11301 3セメ 月1 歯 CD3

Overview of Linear Algebra
Marcin
SCHROEDER

CB24323 3セメ 火4 国際学士コース(＊) CD3

線線形形代代数数学学ＢＢ((LLiinneeaarr
AAllggeebbrraa  BB))

2
Linear Algebra B

Marcin
SCHROEDER

CB52301 3セメ 金2 国際学士コース(＊) CD3

確率・統計の基礎
Basics of Mathematical Statistics

針谷　祐 CB23301 3セメ 火3 経保薬農① CD2

確率・統計の基礎
Foundations of probability and
statistics

百合草　寿哉 CB23302 3セメ 火3 経保薬農② CD2

数理統計学入門
Introduction to Mathematical
Statistics

赤間　陽二 CB21306 3セメ 火1
経理医保工（1～5、
15～16組）①

CD2

確率と統計
Probability and Statistics

黒木　玄 CB21307 3セメ 火1
経理医保工（1～5、
15～16組）②

CD2

確率・統計の基礎
Foundations of probability and
statistics

田代　賢志郎 CB21308 3セメ 火1
経理医保工（1～5、
15～16組）③

CD2

確率・統計の基礎
Foundations of probability and
statistics

百合草　寿哉 CB21309 3セメ 火1
経理医保工（1～5、
15～16組）④

CD2

確率・統計の基礎
Foundations of probability and
statistics

尾畑　伸明 CB33301 3セメ 水3 工（6～14組）① CD2

確率と統計
Probability and Statistics

黒木　玄 CB33302 3セメ 水3 工（6～14組）② CD2

確率・統計の基礎
Foundations of probability and
statistics

田代　賢志郎 CB33303 3セメ 水3 工（6～14組）③ CD2

確率・統計の基礎 田嶋　和明 CB33304 3セメ 水3 工（6～14組）④ CD2

未定 未定 CB21425 4セメ 火1 国際学士コース(＊) CD2

線線形形代代数数学学概概要要
((FFoouunnddaattiioonnss  ooff  LLiinneeaarr
AAllggeebbrraa))

2

数数理理統統計計学学概概要要
((FFoouunnddaattiioonnss  ooff
PPrroobbaabbiilliittyy  &&  SSttaattiissttiiccss))

2

自
然
科
学

数
学

数数理理統統計計学学((PPrroobbaabbiilliittyy
&&  SSttaattiissttiiccss))

2

群

社
会
科
学

解解析析学学ＣＣ
((CCaallccuulluuss  CC))

2

解解析析学学ＤＤ
((CCaallccuulluuss  DD))

2

文文化化人人類類学学((CCuullttuurraall
AAnntthhrrooppoollooggyy))

2
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［展開科目］（自然科学）

授授業業科科目目名名
単
位

授業題目 担当教員 講義コード 開講期
曜日
講時

開講クラス 挑創

物物理理学学ＢＢ
((PPhhyyssiiccss  BB))

2
未定 未定 CB42336 3セメ 木2 国際学士コース(＊)

物理学C / Physics C 手束　展規 CB22301 3セメ 火2 工（6～10組、13組）

熱力学/ thermodynamics 齋藤　真器名 CB22302 3セメ 火2 工（14～16組）

基礎電磁気学 松井　広志 CB22303 3セメ 火2 医保歯薬農

熱力学/Thermodynamics 若林　裕助 CB23303 3セメ 火3 理（物理2組）

熱力学 下谷　秀和 CB23304 3セメ 火3 理（物理3組）

古典電磁気学
Classical electromagnetism

柏木　茂 CB23305 3セメ 火3 理（数化地生）

未定 未定 CB31327 3セメ 水1 国際学士コース(＊)

熱力学 / Thermodynamics 岡島　淳之介 CB41308 3セメ 木1 工（1～5組）

熱力学 下谷　秀和 CB41309 3セメ 木1 工（11組）

熱力学 / Thermodynamics 山本　英明 CB41310 3セメ 木1 工（12組）

物物理理学学ＤＤ
((PPhhyyssiiccss  DD))

2
物理学D /Physics D 今井　良宗 CB24305 3セメ 火4 理（化）保

化学熱力学入門 高橋　英明 CB42301 3セメ 木2 工（1～5組）①

化学熱力学入門
Introduction to chemical
thermodynamics

西原　洋知 CB42302 3セメ 木2 工（1～5組）②

化学熱力学入門 盛田　伸一 CB42303 3セメ 木2
保工（1～5組③、15
～16組）

化学熱力学 森田　明弘 CB44301 3セメ 木4 理（数物地生）

Introduction to organic
chemistry

Mott Derrick CB33308 3セメ 水3 国際学士コース(＊)

有機化学入門
Introduction to organic
chemistry

森本　展行、
山本　雅哉

CB42304 3セメ 木2
工（6～10、13、14
組）

生生命命科科学学ＢＢ
((BBiioollooggyy  BB))

2

Essential Cell Biology (Spring
2022)

市之瀬　敏晴、岡
本　泰典、奥村　正
樹、楠山　譲二、工
藤　雄大、佐藤　伸
一、千葉　杏子、松
林　英明

CB22321 3セメ 火2 国際学士コース(＊)

Seeing biological world through
cilia's eyes

稲葉　一男 CB41319 3セメ 木1 国際学士コース(＊)

進化生物学(生命科学Ｃ） 
Evolutionary Biology (Life
Science C)

河田　雅圭、酒井
聡樹、牧　雅之、千
葉　聡

CB42305 3セメ 木2 理（生）

生命と化学 / Life and Chemistry
髙橋　聡、和田　健
彦、永次　史、門倉
広

CB42306 3セメ 木2
理（数物化地）保薬
工（13～16組）

地地球球シシスステテムム科科学学((EEaarrtthh
SSyysstteemm  SScciieennccee))

2 地球の活動，地球表層環境の変
遷，地球生命史
Living earth, evolution of
organisms, and environmental
changes in the Earth's surface.

井龍　康文、
鈴木　紀毅

CB24306 3セメ 火4 工（11～16組）

自然地理学 中村　洋介 CB31307 3セメ 水1 理農

自然地理学 中村　洋介 CB33305 3セメ 水3 理薬

天天文文学学((AAssttrroonnoommyy)) 2 天文学の概論 千葉　柾司 CB33306 3セメ 水3 理歯薬

地球惑星物理学
Geophysics

加藤　雄人、杉本
周作、趙　大鵬

CB22304 3セメ 火2 理医歯薬農

地球惑星物理学概論
Introduction to Earth and
Planetary Physics

須賀　利雄、木戸
元之、小原　隆博

CB24307 3セメ 火4 工（6～16組）

自自然然科科学学総総合合実実験験－－１１
((IInnttrroodduuccttoorryy  SScciieennccee
EExxppeerriimmeennttss--11))

1

Introductory Science
Experiments -1

中村　教博，
田嶋　玄一、他

CB43313 2年次1Q 木3 国際学士コース(＊)

自自然然科科学学総総合合実実験験－－２２
((IInnttrroodduuccttoorryy  SScciieennccee
EExxppeerriimmeennttss--22))

1

Introductory Science
Experiment-2

中村　教博，
田嶋　玄一、他

CB43314 2年次2Q 木3 国際学士コース(＊)

2

宇
宙
地
球
科
学

自
然
科
学

理
科
実
験

自自然然地地理理学学
((PPhhyyssiiccaall  GGeeooggrraapphhyy))

地地球球惑惑星星物物理理学学
((GGeeoopphhyyssiiccss))

化化学学ＣＣ
((CChheemmiissttrryy  CC))

生
物
学

生生命命科科学学ＣＣ
((BBiioollooggyy  CC))

群

物
理
学 物物理理学学ＣＣ

((PPhhyyssiiccss  CC))
2

化化学学ＢＢ
((CChheemmiissttrryy  BB))

2

2

2

2

化
学
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［展開科目］（総合科学）総合科目・カレントトピックス科目、［共通科目］（転換・少人数科目）

授授業業科科目目名名
単
位

授業題目 担当教員 講義コード 開講期
曜日
講時

開講クラス 挑創

ラライイフフ・・キキャャリリアアデデザザイインン
ＤＤ((CCaarreeeerr  DDeessiiggnn  DD))

2
自分自身の進路選択を考える
Think about one's course choice

猪股　歳之、
冨田　京子

CB25301 3セメ 火5 全 EL

災災害害のの科科学学（（災災害害へへのの対対
応応））((IInnttrroodduuccttiioonn  ooff
DDiissaasstteerr  SScciieennccee
((rreessppoonnssee  aanndd
mmiittiiggaattiioonn))))

2

災害の科学－災害への対応 奥村　誠、他 CB45401
4/6/8
セメ

木5 全

災災害害のの科科学学（（災災害害のの発発生生
とと波波及及））((NNaattuurraall  hhaazzaarrddss
aanndd  tthheeiirr  iimmppaaccttss))

2

災害の科学（災害の発生と波及） 越村　俊一、他 CB55401
4/6/8
セメ

金5 全

フフィィーールルドドワワーークク実実践践：：地地
域域ととビビジジネネスス((PPrraaccttiiccee  ooff
aa  ffiieellddwwoorrkk::CCoommmmuunniittyy
aanndd  BBuussiinneessss))

2
フィールドワークを通して、仕事
や働き方について考える
Think about work and work
styles through fieldwork

猪股　歳之、
冨田　京子

CB13301
3/5/7
セメ

月3 全 EL

実実践践フフラランンスス語語ⅠⅠ
((PPrraaccttiiccaall  FFrreenncchh  II))

2 中級フランス語 Intermediate
French

深井　陽介 CB35301 3セメ 水5 全 PS

キキャャリリアア教教育育特特別別講講義義
（（デデジジタタルルアアンントトレレププレレ
ナナーーシシッッププ研研修修））((SSppeecciiaall
LLeeccttuurree  ooff  CCaarreeeerr
EEdduuccaattiioonn
((DDiiggiittaallEEnnttrreepprreenneeuurrsshhiipp
SSeemmiinnaarr))))

2

未定 未定 CB25405 4セメ 火5 国際学士コース(＊)

実実践践フフラランンスス語語ⅡⅡ
((PPrraaccttiiccaall  FFrreenncchh  IIII))

2 中級フランス語 Intermediate
French

深井　陽介 CB35401 4セメ 水5 全 PS

展展開開ドドイイツツ語語ⅢⅢ
((IInntteerrmmeeddiiaattee  GGeerrmmaann
IIIIII))

2
展開ドイツ語 III  
Intermediate German III

遠藤　スサンネ CB35501 5セメ 水5 全 PS

展展開開ドドイイツツ語語ⅣⅣ
((IInntteerrmmeeddiiaattee  GGeerrmmaann
IIVV))

2
展開ドイツ語 IV
Intermediate German IV

遠藤　スサンネ CB35601 6セメ 水5 全 PS

Chemistry in English
Breedlove Brian
Keith

CB15306 3セメ 月5 国際学士コース(＊)

Experimental discussion on
origami structures

槙原　幹十朗 CB15307 2年次2Q 月5金5 国際学士コース(＊)

総
合
科
目

基基礎礎ゼゼミミ
((IInnttrroodduuccttoorryy  SSeemmiinnaarr))

2

群

カ
レ
ン
ト
ト
ピ

ッ
ク
ス
科
目

転
換
・
少

人
数
科
目

総
合
科
学

─ 119 ─



[共通科目]（外国語）

授授業業科科目目名名
単
位

授業題目 担当教員 講義コード 開講期
曜日
講時

開講クラス

菊地　朗 CB11303 2年次1Q 月1 理薬①

ディエゴ　ダードン CB11304 2年次1Q 月1 理薬②

小原　俊文 CB11305 2年次1Q 月1 理薬③

岸　浩介 CB11306 2年次1Q 月1 理薬④

石幡　直樹 CB11307 2年次1Q 月1 理薬⑤

ワーナー　ピーター CB11308 2年次1Q 月1 理薬⑥

カヴァナ　バリー CB11309 2年次1Q 月1 理薬⑦

北原　良夫 CB11310 2年次1Q 月1 理薬⑧

三浦　隆行 CB11311 2年次1Q 月1 理薬⑨

メレス　リチャード CB11312 2年次1Q 月1 理薬⑩

ティンク　ジェイムズ CB13302 2年次1Q 月3 文教①

フィリップス　マックス CB13303 2年次1Q 月3 文教②

カンポス　ミゲル CB13304 2年次1Q 月3 文教③

グッチェ　フランク CB13305 2年次1Q 月3 文教④

ジスク　マシュー CB13306 2年次1Q 月3 文教⑤

ワーナー　ピーター CB13307 2年次1Q 月3 文教⑥

スクラ　ビンセント CB13308 2年次1Q 月3 文教⑦

カンポス　ミゲル CB14301 2年次1Q 月4 経①

グッチェ　フランク CB14302 2年次1Q 月4 経②

遊佐　重樹 CB14303 2年次1Q 月4 経③

中山　真里子 CB14304 2年次1Q 月4 経④

ジスク　マシュー CB14305 2年次1Q 月4 経⑤

カヴァナ　バリー CB14306 2年次1Q 月4 経⑥

タケダ　ジェシー CB14307 2年次1Q 月4 経⑦

金丸　芙美 CB22305 2年次1Q 火2 工（1～5、11～12組）①

目黒　志帆美 CB22306 2年次1Q 火2 工（1～5、11～12組）②

岡光　信子 CB22307 2年次1Q 火2 工（1～5、11～12組）③

斎藤　珠代 CB22308 2年次1Q 火2 工（1～5、11～12組）④

石幡　直樹 CB22309 2年次1Q 火2 工（1～5、11～12組）⑤

川平　芳夫 CB22310 2年次1Q 火2 工（1～5、11～12組）⑥

小原　豊志 CB22311 2年次1Q 火2 工（1～5、11～12組）⑦

ワーナー　ピーター CB22312 2年次1Q 火2 工（1～5、11～12組）⑧

斎藤　珠代 CB24315 2年次1Q 火4 農①

川平　芳夫 CB24316 2年次1Q 火4 農②

矢島　真澄美 CB24317 2年次1Q 火4 農③

岡光　信子 CB24318 2年次1Q 火4 農④

グッチェ　フランク CB41311 2年次1Q 木1 法①

山下　博司 CB41312 2年次1Q 木1 法②

中山　真里子 CB41313 2年次1Q 木1 法③

メレス　リチャード CB41314 2年次1Q 木1 法④

グッチェ　フランク CB42328 2年次1Q 木2 医歯①

金丸　芙美 CB42329 2年次1Q 木2 医歯②

小原　豊志 CB42330 2年次1Q 木2 医歯③

Integrated Writing

群

外
国
語

英
語

英英語語ＣＣ１１－－１１
((EEnngglliisshh  CC11--11))

0.5
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[共通科目]（外国語）

授授業業科科目目名名
単
位

授業題目 担当教員 講義コード 開講期
曜日
講時

開講クラス

莉々　紀子 CB42331 2年次1Q 木2 医歯④

カンポス　ミゲル CB43305 2年次1Q 木3 保①

斎藤　伸治 CB43306 2年次1Q 木3 保②

山下　博司 CB43307 2年次1Q 木3 保③

金丸　芙美 CB43308 2年次1Q 木3 保④

ハーリー　マーク CB44303 2年次1Q 木4 工（6～10、13～16組）①

莉々　紀子 CB44304 2年次1Q 木4 工（6～10、13～16組）②

フィリップス　マックス CB44305 2年次1Q 木4 工（6～10、13～16組）③

カンポス　ミゲル CB44306 2年次1Q 木4 工（6～10、13～16組）④

金丸　芙美 CB44307 2年次1Q 木4 工（6～10、13～16組）⑤

山下　博司 CB44308 2年次1Q 木4 工（6～10、13～16組）⑥

渡部　学 CB44309 2年次1Q 木4 工（6～10、13～16組）⑦

ジョン　ヒョンジョン CB44310 2年次1Q 木4 工（6～10、13～16組）⑧

中山　真里子 CB44311 2年次1Q 木4 工（6～10、13～16組）⑨

高橋　大厚 CB44312 2年次1Q 木4 工（6～10、13～16組）⑩

タケダ　ジェシー CB44313 2年次1Q 木4 工（6～10、13～16組）⑪

三浦　隆行 CB44314 2年次1Q 木4 工（6～10、13～16組）⑫

菊地　朗 CB11313 2年次2Q 月1 理薬①

ディエゴ　ダードン CB11314 2年次2Q 月1 理薬②

小原　俊文 CB11315 2年次2Q 月1 理薬③

岸　浩介 CB11316 2年次2Q 月1 理薬④

石幡　直樹 CB11317 2年次2Q 月1 理薬⑤

ワーナー　ピーター CB11318 2年次2Q 月1 理薬⑥

カヴァナ　バリー CB11319 2年次2Q 月1 理薬⑦

北原　良夫 CB11320 2年次2Q 月1 理薬⑧

三浦　隆行 CB11321 2年次2Q 月1 理薬⑨

メレス　リチャード CB11322 2年次2Q 月1 理薬⑩

ティンク　ジェイムズ CB13309 2年次2Q 月3 文教①

フィリップス　マックス CB13310 2年次2Q 月3 文教②

カンポス　ミゲル CB13311 2年次2Q 月3 文教③

グッチェ　フランク CB13312 2年次2Q 月3 文教④

ジスク　マシュー CB13313 2年次2Q 月3 文教⑤

ワーナー　ピーター CB13314 2年次2Q 月3 文教⑥

スクラ　ビンセント CB13315 2年次2Q 月3 文教⑦

カンポス　ミゲル CB14308 2年次2Q 月4 経①

グッチェ　フランク CB14309 2年次2Q 月4 経②

遊佐　重樹 CB14310 2年次2Q 月4 経③

中山　真里子 CB14311 2年次2Q 月4 経④

ジスク　マシュー CB14312 2年次2Q 月4 経⑤

カヴァナ　バリー CB14313 2年次2Q 月4 経⑥

タケダ　ジェシー CB14314 2年次2Q 月4 経⑦

金丸　芙美 CB22313 2年次2Q 火2 工（1～5、11～12組）①

目黒　志帆美 CB22314 2年次2Q 火2 工（1～5、11～12組）②
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[共通科目]（外国語）

授授業業科科目目名名
単
位

授業題目 担当教員 講義コード 開講期
曜日
講時

開講クラス

岡光　信子 CB22315 2年次2Q 火2 工（1～5、11～12組）③

斎藤　珠代 CB22316 2年次2Q 火2 工（1～5、11～12組）④

石幡　直樹 CB22317 2年次2Q 火2 工（1～5、11～12組）⑤

川平　芳夫 CB22318 2年次2Q 火2 工（1～5、11～12組）⑥

小原　豊志 CB22319 2年次2Q 火2 工（1～5、11～12組）⑦

ワーナー　ピーター CB22320 2年次2Q 火2 工（1～5、11～12組）⑧

斎藤　珠代 CB24319 2年次2Q 火4 農①

川平　芳夫 CB24320 2年次2Q 火4 農②

矢島　真澄美 CB24321 2年次2Q 火4 農③

岡光　信子 CB24322 2年次2Q 火4 農④

グッチェ　フランク CB41315 2年次2Q 木1 法①

山下　博司 CB41316 2年次2Q 木1 法②

中山　真里子 CB41317 2年次2Q 木1 法③

メレス　リチャード CB41318 2年次2Q 木1 法④

グッチェ　フランク CB42332 2年次2Q 木2 医歯①

金丸　芙美 CB42333 2年次2Q 木2 医歯②

小原　豊志 CB42334 2年次2Q 木2 医歯③

莉々　紀子 CB42335 2年次2Q 木2 医歯④

カンポス　ミゲル CB43309 2年次2Q 木3 保①

斎藤　伸治 CB43310 2年次2Q 木3 保②

山下　博司 CB43311 2年次2Q 木3 保③

金丸　芙美 CB43312 2年次2Q 木3 保④

ハーリー　マーク CB44315 2年次2Q 木4 工（6～10、13～16組）①

莉々　紀子 CB44316 2年次2Q 木4 工（6～10、13～16組）②

フィリップス　マックス CB44317 2年次2Q 木4 工（6～10、13～16組）③

カンポス　ミゲル CB44318 2年次2Q 木4 工（6～10、13～16組）④

金丸　芙美 CB44319 2年次2Q 木4 工（6～10、13～16組）⑤

山下　博司 CB44320 2年次2Q 木4 工（6～10、13～16組）⑥

渡部　学 CB44321 2年次2Q 木4 工（6～10、13～16組）⑦

ジョン　ヒョンジョン CB44322 2年次2Q 木4 工（6～10、13～16組）⑧

中山　真里子 CB44323 2年次2Q 木4 工（6～10、13～16組）⑨

高橋　大厚 CB44324 2年次2Q 木4 工（6～10、13～16組）⑩

タケダ　ジェシー CB44325 2年次2Q 木4 工（6～10、13～16組）⑪

三浦　隆行 CB44326 2年次2Q 木4 工（6～10、13～16組）⑫

ティンク　ジェイムズ CB34307 2年次1Q 水4 理薬①

パスクアル　メアリー　アン CB34308 2年次1Q 水4 理薬②

竹内　利光 CB34309 2年次1Q 水4 理薬③

渡部　学 CB34310 2年次1Q 水4 理薬④

菊地　朗 CB34311 2年次1Q 水4 理薬⑤

岡光　信子 CB34312 2年次1Q 水4 理薬⑥

矢島　真澄美 CB34313 2年次1Q 水4 理薬⑦

堀田　龍也 CB34314 2年次1Q 水4 理薬⑧

小川　芳樹 CB34315 2年次1Q 水4 理薬⑨
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[共通科目]（外国語）

授授業業科科目目名名
単
位

授業題目 担当教員 講義コード 開講期
曜日
講時

開講クラス

坂田　邦子 CB34316 2年次1Q 水4 理薬⑩

カンポス　ミゲル CB12401 2年次3Q 月2 文教①

岸　浩介 CB12402 2年次3Q 月2 文教②

遊佐　重樹 CB12403 2年次3Q 月2 文教③

小原　俊文 CB12404 2年次3Q 月2 文教④

金丸　芙美 CB12405 2年次3Q 月2 文教⑤

小原　豊志 CB12406 2年次3Q 月2 文教⑥

中山　真里子 CB12407 2年次3Q 月2 文教⑦

ティンク　ジェイムズ CB21401 2年次3Q 火1 工（6～14組）①

中村　佐知子 CB21402 2年次3Q 火1 工（6～14組）②

設楽　宏二 CB21403 2年次3Q 火1 工（6～14組）③

藤掛　由実子 CB21404 2年次3Q 火1 工（6～14組）④

ディエゴ　ダードン CB21405 2年次3Q 火1 工（6～14組）⑤

石幡　直樹 CB21406 2年次3Q 火1 工（6～14組）⑥

山下　博司 CB21407 2年次3Q 火1 工（6～14組）⑦

江藤　裕之 CB21408 2年次3Q 火1 工（6～14組）⑧

小原　豊志 CB21409 2年次3Q 火1 工（6～14組）⑨

メレス　リチャード CB21410 2年次3Q 火1 工（6～14組）⑩

三浦　隆行 CB21411 2年次3Q 火1 工（6～14組）⑪

北原　良夫 CB21412 2年次3Q 火1 工（6～14組）⑫

金丸　芙美 CB22402 2年次3Q 火2 農①

川平　芳夫 CB22403 2年次3Q 火2 農②

斎藤　珠代 CB22404 2年次3Q 火2 農③

設楽　宏二 CB22405 2年次3Q 火2 農④

菊地　朗 CB24404 2年次3Q 火4 工（1～5、15～16組）①

斎藤　珠代 CB24405 2年次3Q 火4 工（1～5、15～16組）②

川平　芳夫 CB24406 2年次3Q 火4 工（1～5、15～16組）③

岡光　信子 CB24407 2年次3Q 火4 工（1～5、15～16組）④

矢島　真澄美 CB24408 2年次3Q 火4 工（1～5、15～16組）⑤

山下　博司 CB24409 2年次3Q 火4 工（1～5、15～16組）⑥

石幡　直樹 CB24410 2年次3Q 火4 工（1～5、15～16組）⑦

金丸　芙美 CB24411 2年次3Q 火4 工（1～5、15～16組）⑧

フィリップス　マックス CB31420 2年次3Q 水1 医保歯①

莉々　紀子 CB31421 2年次3Q 水1 医保歯②

ビダリ　サミクシャ CB31422 2年次3Q 水1 医保歯③

下館　和巳 CB31423 2年次3Q 水1 医保歯④

小原　豊志 CB31424 2年次3Q 水1 医保歯⑤

江藤　裕之 CB31425 2年次3Q 水1 医保歯⑥

ジョン　ヒョンジョン CB31426 2年次3Q 水1 医保歯⑦

三浦　隆行 CB31427 2年次3Q 水1 医保歯⑧

ティンク　ジェイムズ CB34401 2年次3Q 水4 経①

ブレスリック　スティーブン CB34402 2年次3Q 水4 経②

矢島　真澄美 CB34403 2年次3Q 水4 経③
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[共通科目]（外国語）

授授業業科科目目名名
単
位

授業題目 担当教員 講義コード 開講期
曜日
講時

開講クラス

堀田　龍也 CB34404 2年次3Q 水4 経④

小川　芳樹 CB34405 2年次3Q 水4 経⑤

坂田　邦子 CB34406 2年次3Q 水4 経⑥

カヴァナ　バリー CB34407 2年次3Q 水4 経⑦

グッチェ　フランク CB41401 2年次3Q 木1 法①

菊地　朗 CB41402 2年次3Q 木1 法②

高橋　大厚 CB41403 2年次3Q 木1 法③

メレス　リチャード CB41404 2年次3Q 木1 法④

ティンク　ジェイムズ CB34317 2年次2Q 水4 理薬①

パスクアル　メアリー　アン CB34318 2年次2Q 水4 理薬②

竹内　利光 CB34319 2年次2Q 水4 理薬③

渡部　学 CB34320 2年次2Q 水4 理薬④

菊地　朗 CB34321 2年次2Q 水4 理薬⑤

岡光　信子 CB34322 2年次2Q 水4 理薬⑥

矢島　真澄美 CB34323 2年次2Q 水4 理薬⑦

堀田　龍也 CB34324 2年次2Q 水4 理薬⑧

小川　芳樹 CB34325 2年次2Q 水4 理薬⑨

坂田　邦子 CB34326 2年次2Q 水4 理薬⑩

カンポス　ミゲル CB12408 2年次4Q 月2 文教①

岸　浩介 CB12409 2年次4Q 月2 文教②

遊佐　重樹 CB12410 2年次4Q 月2 文教③

小原　俊文 CB12411 2年次4Q 月2 文教④

金丸　芙美 CB12412 2年次4Q 月2 文教⑤

小原　豊志 CB12413 2年次4Q 月2 文教⑥

中山　真里子 CB12414 2年次4Q 月2 文教⑦

ティンク　ジェイムズ CB21413 2年次4Q 火1 工（6～14組）①

中村　佐知子 CB21414 2年次4Q 火1 工（6～14組）②

設楽　宏二 CB21415 2年次4Q 火1 工（6～14組）③

藤掛　由実子 CB21416 2年次4Q 火1 工（6～14組）④

ディエゴ　ダードン CB21417 2年次4Q 火1 工（6～14組）⑤

石幡　直樹 CB21418 2年次4Q 火1 工（6～14組）⑥

山下　博司 CB21419 2年次4Q 火1 工（6～14組）⑦

江藤　裕之 CB21420 2年次4Q 火1 工（6～14組）⑧

小原　豊志 CB21421 2年次4Q 火1 工（6～14組）⑨

メレス　リチャード CB21422 2年次4Q 火1 工（6～14組）⑩

三浦　隆行 CB21423 2年次4Q 火1 工（6～14組）⑪

北原　良夫 CB21424 2年次4Q 火1 工（6～14組）⑫

金丸　芙美 CB22406 2年次4Q 火2 農①

川平　芳夫 CB22407 2年次4Q 火2 農②

斎藤　珠代 CB22408 2年次4Q 火2 農③

設楽　宏二 CB22409 2年次4Q 火2 農④

菊地　朗 CB24412 2年次4Q 火4 工（1～5、15～16組）①

斎藤　珠代 CB24413 2年次4Q 火4 工（1～5、15～16組）②
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[共通科目]（外国語）

授授業業科科目目名名
単
位

授業題目 担当教員 講義コード 開講期
曜日
講時

開講クラス

川平　芳夫 CB24414 2年次4Q 火4 工（1～5、15～16組）③

岡光　信子 CB24415 2年次4Q 火4 工（1～5、15～16組）④

矢島　真澄美 CB24416 2年次4Q 火4 工（1～5、15～16組）⑤

山下　博司 CB24417 2年次4Q 火4 工（1～5、15～16組）⑥

石幡　直樹 CB24418 2年次4Q 火4 工（1～5、15～16組）⑦

金丸　芙美 CB24419 2年次4Q 火4 工（1～5、15～16組）⑧

フィリップス　マックス CB31428 2年次4Q 水1 医保歯①

莉々　紀子 CB31429 2年次4Q 水1 医保歯②

ビダリ　サミクシャ CB31430 2年次4Q 水1 医保歯③

下館　和巳 CB31431 2年次4Q 水1 医保歯④

小原　豊志 CB31432 2年次4Q 水1 医保歯⑤

江藤　裕之 CB31433 2年次4Q 水1 医保歯⑥

ジョン　ヒョンジョン CB31434 2年次4Q 水1 医保歯⑦

三浦　隆行 CB31435 2年次4Q 水1 医保歯⑧

ティンク　ジェイムズ CB34408 2年次4Q 水4 経①

ブレスリック　スティーブン CB34409 2年次4Q 水4 経②

矢島　真澄美 CB34410 2年次4Q 水4 経③

堀田　龍也 CB34411 2年次4Q 水4 経④

小川　芳樹 CB34412 2年次4Q 水4 経⑤

坂田　邦子 CB34413 2年次4Q 水4 経⑥

カヴァナ　バリー CB34414 2年次4Q 水4 経⑦

グッチェ　フランク CB41405 2年次4Q 木1 法①

菊地　朗 CB41406 2年次4Q 木1 法②

高橋　大厚 CB41407 2年次4Q 木1 法③

メレス　リチャード CB41408 2年次4Q 木1 法④
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[共通科目]（外国語）

授授業業科科目目名名
単
位 授業題目名 担当教員 講義コード 開講期

曜日
講時

開講クラス 挑創

基基礎礎ドドイイツツ語語ⅡⅡ－－１１
((IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  GGeerrmmaann
IIII--11))

1
基礎ドイツ語Ⅱ-1
Basic German II-1

カン　ミンギョン CB25302 2年次1Q 火5木5
全　※10月入学
者向け

PS

基基礎礎ドドイイツツ語語ⅡⅡ－－２２
((IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  GGeerrmmaann
IIII--22))

1
基礎ドイツ語Ⅱ-2
Basic German II-2

カン　ミンギョン CB25303 2年次2Q 火5木5
全　※10月入学
者向け

PS

展開ドイツ語演習I
Advanced German I

藤田　恭子 CB25304 2年次1Q 火5 全 PS

展開ドイツ語Ⅰ－１
Deutsch für Fortgeschrittene I-1

松崎　裕人 CB31308 2年次1Q 水1 文教 PS

展開ドイツ語演習I
Fortgeschrittenes Deutsch I

押領司　史生 CB31309 2年次1Q 水1 文教 PS

展開ドイツ語 I-1  
Intermediate German I-1

遠藤　スサンネ CB31310 2年次1Q 水1 文系 PS

展開ドイツ語演習I
Fortgeschrittenes Deutsch I

菊池　克己 CB42309 2年次1Q 木2 文系 PS

展開ドイツ語演習I-1
Fortgeschrittenes Deutsch I-1

摂津　隆信 CB42307 2年次1Q 木2 法経 PS

展開ドイツ語演習 I-1
Fortgeschrittenes Deutsch I-1

嶋崎　順子 CB42308 2年次1Q 木2 法経 PS

展開ドイツ語演習I
Fortgeschrittenes Deutsch I

菊池　克己 CB45301 2年次1Q 木5 全 PS

展開ドイツ語演習I
Advanced German I

藤田　恭子 CB25305 2年次2Q 火5 全 PS

展開ドイツ語Ⅰ－2
Deutsch für Fortgeschrittene I-2

松崎　裕人 CB31311 2年次2Q 水1 文教 PS

展開ドイツ語演習I
Fortgeschrittenes Deutsch I

押領司　史生 CB31312 2年次2Q 水1 文教 PS

展開ドイツ語 I-2  
Intermediate German I-2

遠藤　スサンネ CB31313 2年次2Q 水1 文系 PS

展開ドイツ語演習I
Fortgeschrittenes Deutsch I

菊池　克己 CB42312 2年次2Q 木2 文系 PS

展開ドイツ語I-2
Fortgeschrittenes Deutsch I-2

摂津　隆信 CB42310 2年次2Q 木2 法経 PS

展開ドイツ語演習 I-2
Fortgeschrittenes Deutsch I-2

嶋崎　順子 CB42311 2年次2Q 木2 法経 PS

展開ドイツ語演習I
Fortgeschrittenes Deutsch I

菊池　克己 CB45302 2年次2Q 木5 全 PS

展開ドイツ語演習Ⅱ
Advanced German Ⅱ

藤田　恭子 CB25401 2年次3Q 火5 全 PS

展開ドイツ語Ⅱ－１
Deutsch für Fortgeschrittene Ⅱ-1

松崎　裕人 CB31402 2年次3Q 水1 文教 PS

展開ドイツ語演習Ⅱ
Fortgeschrittenes Deutsch Ⅱ

押領司　史生 CB31403 2年次3Q 水1 文教 PS

展開ドイツ語 II-1  
Intermediate German II-1

遠藤　スサンネ CB31404 2年次3Q 水1 文系 PS

展開ドイツ語演習II
Fortgeschrittenes Deutsch II

菊池　克己 CB42403 2年次3Q 木2 文系 PS

展開ドイツ語演習II-1
Fortgeschrittenes Deutsch II-1

摂津　隆信 CB42401 2年次3Q 木2 法経 PS

展開ドイツ語演習 II-1
Fortgeschrittenes Deutsch II-1

嶋崎　順子 CB42402 2年次3Q 木2 法経 PS

展開ドイツ語演習II
Fortgeschrittenes Deutsch II

菊池　克己 CB45402 2年次3Q 木5 全 PS

展開ドイツ語演習Ⅱ
Advanced German Ⅱ

藤田　恭子 CB25402 2年次4Q 火5 全 PS

展開ドイツ語Ⅱ－2
Deutsch für Fortgeschrittene Ⅱ-2

松崎　裕人 CB31405 2年次4Q 水1 文教 PS

展開ドイツ語演習I
Fortgeschrittenes Deutsch I

押領司　史生 CB31406 2年次4Q 水1 文教 PS

展開ドイツ語 II-2  
Intermediate German II-2

遠藤　スサンネ CB31407 2年次4Q 水1 文系 PS

展開ドイツ語演習II
Fortgeschrittenes Deutsch II

菊池　克己 CB42406 2年次4Q 木2 文系 PS

展開ドイツ語II-2
Fortgeschrittenes Deutsch II-2

摂津　隆信 CB42404 2年次4Q 木2 法経 PS

展開ドイツ語演習 II-1
Fortgeschrittenes Deutsch II-1

嶋崎　順子 CB42405 2年次4Q 木2 法経 PS

展開ドイツ語演習II
Fortgeschrittenes Deutsch II

菊池　克己 CB45403 2年次4Q 木5 全 PS

※ 2年次1Q／2Q開講の基礎初修語Ⅱ-1／Ⅱ-2は、10月入学者・再履修者等用です。

群

外
国
語

初
修
語

(

ド
イ
ツ
語

)
1展展開開ドドイイツツ語語ⅡⅡ－－２２

((GGeerrmmaann  iinn  PPrraaccttiiccee  IIII--22))

展展開開ドドイイツツ語語ⅠⅠ－－１１
((GGeerrmmaann  iinn  PPrraaccttiiccee  II--11))

展展開開ドドイイツツ語語ⅠⅠ－－２２
((GGeerrmmaann  iinn  PPrraaccttiiccee  II--22))

展展開開ドドイイツツ語語ⅡⅡ－－１１
((GGeerrmmaann  iinn  PPrraaccttiiccee  IIII--11))

1

1

1
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[共通科目]（外国語）

授授業業科科目目名名
単
位 授業題目名 担当教員 講義コード 開講期

曜日
講時

開講クラス 挑創

基基礎礎フフラランンスス語語ⅡⅡ－－１１
((IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  FFrreenncchh
IIII--11))

1
初めてのフランス語(2)
French for beginners (2)

坂巻　悦子、
村山　茂

CB25306 2年次1Q 火5木5
全　※10月入学
者向け

PS

基基礎礎フフラランンスス語語ⅡⅡ－－２２
((IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  FFrreenncchh
IIII--22))

1
初めてのフランス語(2)
French for beginners (2)

坂巻　悦子、
村山　茂

CB25307 2年次2Q 火5木5
全　※10月入学
者向け

PS

Vivre en France aujourd'hui  ヤン　メヴェル CB25308 2年次1Q 火5 全 PS

中級フランス語（1）
Intermediate French（1）

ベレック　クロエ CB31314 2年次1Q 水1 文教 PS

フランス語のテクストを読む （１）
Reading French ｔexts (1)

坂巻　康司 CB31315 2年次1Q 水1 文教 PS

中級フランス語（１）
Intermediate French (1)

寺本　成彦 CB42313 2年次1Q 木2 法経 PS

中級フランス語（1）
Intermediate French（1）

ベレック　クロエ CB42314 2年次1Q 木2 法経 PS

フランス語読解（I）
Intermediate French (I)

平手　伸昭 CB45303 2年次1Q 木5 全 PS

Vivre en France aujourd'hui  ヤン　メヴェル CB25309 2年次2Q 火5 全 PS

中級フランス語（2）
Intermediate French（2）

ベレック　クロエ CB31316 2年次2Q 水1 文教 PS

フランス語のテクストを読む （2）
Reading French ｔexts (2)

坂巻　康司 CB31317 2年次2Q 水1 文教 PS

中級フランス語（２）
Intermediate French (2)

寺本　成彦 CB42315 2年次2Q 木2 法経 PS

中級フランス語（2）
Intermediate French（2）

ベレック　クロエ CB42316 2年次2Q 木2 法経 PS

フランス語読解（I）
Intermediate French (I)

平手　伸昭 CB45304 2年次2Q 木5 全 PS

Vivre en France aujourd'hui  ヤン　メヴェル CB25403 2年次3Q 火5 全 PS

中級フランス語（3）
Intermediate French（3）

ベレック　クロエ CB31408 2年次3Q 水1 文教 PS

フランス語のテクストを読む （3）
Reading French ｔexts (3)

坂巻　康司 CB31409 2年次3Q 水1 文教 PS

中級フランス（３）
Intermediate French (3)

寺本　成彦 CB42407 2年次3Q 木2 法経 PS

中級フランス語（3）
Intermediate French（3）

ベレック　クロエ CB42408 2年次3Q 木2 法経 PS

フランス語読解（II）
Intermediate French (II)

平手　伸昭 CB45404 2年次3Q 木5 全 PS

Vivre en France aujourd'hui  ヤン　メヴェル CB25404 2年次4Q 火5 全 PS

中級フランス語（4）
Intermediate French（4）

ベレック　クロエ CB31410 2年次4Q 水1 文教 PS

フランス語のテクストを読む （4）
Reading French ｔexts (4)

坂巻　康司 CB31411 2年次4Q 水1 文教 PS

中級フランス（４）
Intermediate Frenche (4)

寺本　成彦 CB42409 2年次4Q 木2 法経 PS

中級フランス語（4）
Intermediate French（4）

ベレック　クロエ CB42410 2年次4Q 木2 法経 PS

フランス語読解（II）
Intermediate French (II)

平手　伸昭 CB45405 2年次4Q 木5 全 PS

展展開開フフラランンスス語語ⅢⅢ－－１１
((FFrreenncchh  iinn  PPrraaccttiiccee  IIIIII--11))

1

フランス語中・上級 深井　陽介 CB24501 3年次1Q 火4 全 PS

展展開開フフラランンスス語語ⅢⅢ－－２２
((FFrreenncchh  iinn  PPrraaccttiiccee  IIIIII--22))

1

フランス語中・上級 深井　陽介 CB24502 3年次2Q 火4 全 PS

展展開開フフラランンスス語語ⅣⅣ－－１１
((FFrreenncchh  iinn  PPrraaccttiiccee  IIVV--11))

1

フランス語中・上級 深井　陽介 CB24601 3年次3Q 火4 全 PS

展展開開フフラランンスス語語ⅣⅣ－－２２
((FFrreenncchh  iinn  PPrraaccttiiccee  IIVV--22))

1

フランス語中・上級 深井　陽介 CB24602 3年次4Q 火4 全 PS

群

展展開開フフラランンスス語語ⅠⅠ－－１１
((FFrreenncchh  iinn  PPrraaccttiiccee  II--11))

外
国
語

初
修
語

(

フ
ラ
ン
ス
語

)

展展開開フフラランンスス語語ⅡⅡ－－２２
((FFrreenncchh  iinn  PPrraaccttiiccee  IIII--22))

1

展展開開フフラランンスス語語ⅠⅠ－－２２
((FFrreenncchh  iinn  PPrraaccttiiccee  II--22))

※ 2年次1Q／2Q開講の基礎初修語Ⅱ-1／Ⅱ-2は、10月入学者・再履修者等用です。

1

1展展開開フフラランンスス語語ⅡⅡ－－１１
((FFrreenncchh  iinn  PPrraaccttiiccee  IIII--11))

1
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[共通科目]（外国語）

授授業業科科目目名名
単
位 授業題目名 担当教員 講義コード 開講期

曜日
講時

開講クラス 挑創

中級ロシア語 I-1 川辺　博 CB15301 2年次1Q 月5 理系 PS

中級ロシア語Ⅰ－１
Intermediate Course of Russian
Grammar for Japanese-speaking
Students I-1

柳田　賢二 CB42317 2年次1Q 木2 文系 PS

中級ロシア語 I-2 川辺　博 CB15302 2年次2Q 月5 理系 PS

中級ロシア語Ⅰ－２
Intermediate Course of Russian
Grammar for Japanese-speaking
Students I-2

柳田　賢二 CB42318 2年次2Q 木2 文系 PS

中級ロシア語 II-1 川辺　博 CB15401 2年次3Q 月5 理系 PS

中級ロシア語Ⅱ－１
Intermediate Course of Russian
Grammar for Japanese-speaking
Students II-1

柳田　賢二 CB42411 2年次3Q 木2 文系 PS

中級ロシア語 II-2 川辺　博 CB15402 2年次4Q 月5 理系 PS

中級ロシア語Ⅱ－２
Intermediate Course of Russian
Grammar for Japanese-speaking
Students II-2

柳田　賢二 CB42412 2年次4Q 木2 文系 PS

展展開開ロロシシアア語語ⅢⅢ－－１１
((RRuussssiiaann  iinn  PPrraaccttiiccee  IIIIII--
11))

1
上級ロシア語Ⅰ－１
Advanced Course of Russian Grammar
for Japanese-speaking Students I-1

柳田　賢二 CB54501 3年次1Q 金4 全 PS

展展開開ロロシシアア語語ⅢⅢ－－２２
((RRuussssiiaann  iinn  PPrraaccttiiccee  IIIIII--
22))

1
上級ロシア語Ⅰ－２
Advanced Course of Russian Grammar
for Japanese-speaking Students I-2

柳田　賢二 CB54502 3年次2Q 金4 全 PS

展展開開ロロシシアア語語ⅣⅣ－－１１
((RRuussssiiaann  iinn  PPrraaccttiiccee  IIVV--
11))

1
上級ロシア語Ⅱ－１
Advanced Course of Russian Grammar
for Japanese-speaking Students II-1

柳田　賢二 CB54601 3年次3Q 金4 全 PS

展展開開ロロシシアア語語ⅣⅣ－－２２
((RRuussssiiaann  iinn  PPrraaccttiiccee  IIVV--
22))

1
上級ロシア語Ⅱ－２
Advanced Course of Russian Grammar
for Japanese-speaking Students II-2

柳田　賢二 CB54602 3年次4Q 金4 全 PS

群

展展開開ロロシシアア語語ⅡⅡ－－１１
((RRuussssiiaann  iinn  PPrraaccttiiccee  IIII--11))

展展開開ロロシシアア語語ⅡⅡ－－２２
((RRuussssiiaann  iinn  PPrraaccttiiccee  IIII--22))

展展開開ロロシシアア語語ⅠⅠ－－１１
((RRuussssiiaann  iinn  PPrraaccttiiccee  II--11))

展展開開ロロシシアア語語ⅠⅠ－－２２
((RRuussssiiaann  iinn  PPrraaccttiiccee  II--22))

外
国
語

初
修
語

（
ロ
シ
ア
語

）

1

1

1

1
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[共通科目]（外国語）

授授業業科科目目名名
単
位 授業題目名 担当教員 講義コード 開講期

曜日
講時

開講クラス 挑創

基基礎礎ススペペイインン語語ⅡⅡ－－１１
((IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  SSppaanniisshh  IIII--
11))

1

スペイン語入門 エディス　コダカ CB25310 2年次1Q 火5木5
全　※10月入
学者向け

PS

基基礎礎ススペペイインン語語ⅡⅡ－－２２
((IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  SSppaanniisshh  IIII--
22))

1

スペイン語入門 エディス　コダカ CB25311 2年次2Q 火5木5
全　※10月入
学者向け

PS

スペイン語中級文法
Intermediate Spanish Grammar

吉田　栄人 CB31318 2年次1Q 水1 文教 PS

スペイン語中級（文法中心）
Intermediate Spanish (focus on grammar)

田林　洋一 CB31319 2年次1Q 水1 文教 PS

中級スペイン語コミュニケーション能力と
文化ワークショップ

セシリア　シルバ CB42319 2年次1Q 木2 法経 PS

スペイン語中級I
Intermiediate Spanish I

山内　玲 CB42320 2年次1Q 木2 法経 PS

スペイン語中級（文法中心）
Intermediate Spanish (focus on grammar)

田林　洋一 CB42321 2年次1Q 木2 法経 PS

中級スペイン語コミュニケーション能力と
文化ワークショップ

ミゲル　カンポス CB45305 2年次1Q 木5 全 PS

スペイン語中級文法
Intermediate Spanish Grammar

吉田　栄人 CB31320 2年次2Q 水1 文教 PS

スペイン語中級（文法中心）
Intermediate Spanish (focus on grammar)

田林　洋一 CB31321 2年次2Q 水1 文教 PS

中級スペイン語コミュニケーション能力と
文化ワークショップ

セシリア　シルバ CB42322 2年次2Q 木2 法経 PS

スペイン語中級I
Intermiediate Spanish I

山内　玲 CB42323 2年次2Q 木2 法経 PS

スペイン語中級（文法中心）
Intermediate Spanish (focus on grammar)

田林　洋一 CB42324 2年次2Q 木2 法経 PS

中級スペイン語コミュニケーション能力と
文化ワークショップ

ミゲル　カンポス CB45306 2年次2Q 木5 全 PS

スペイン語で小説を読む
Reading a novel in Spanish

吉田　栄人 CB31412 2年次3Q 水1 文教 PS

スペイン語中級（文法中心）
Intermediate Spanish (focus on grammar)

田林　洋一 CB31413 2年次3Q 水1 文教 PS

中級スペイン語コミュニケーション能力と
文化ワークショップ

セシリア　シルバ CB42413 2年次3Q 木2 法経 PS

スペイン語中級II
Intermiediate Spanish II

山内　玲 CB42414 2年次3Q 木2 法経 PS

スペイン語中級（文法中心）
Intermediate Spanish (focus on grammar)

田林　洋一 CB42415 2年次3Q 木2 法経 PS

中級スペイン語コミュニケーション能力と
文化ワークショップ

ミゲル　カンポス CB45406 2年次3Q 木5 全 PS

スペイン語で小説を読む
Reading a novel in Spanish

吉田　栄人 CB31414 2年次4Q 水1 文教 PS

スペイン語中級（文法中心）
Intermediate Spanish (focus on grammar)

田林　洋一 CB31415 2年次4Q 水1 文教 PS

中級スペイン語コミュニケーション能力と
文化ワークショップ

セシリア　シルバ CB42416 2年次4Q 木2 法経 PS

スペイン語中級II
Intermiediate Spanish II

山内　玲 CB42417 2年次4Q 木2 法経 PS

スペイン語中級（文法中心）
Intermediate Spanish (focus on grammar)

田林　洋一 CB42418 2年次4Q 木2 法経 PS

中級スペイン語コミュニケーション能力と
文化ワークショップ

ミゲル　カンポス CB45407 2年次4Q 木5 全 PS

群

展展開開ススペペイインン語語ⅠⅠ－－１１
((SSppaanniisshh  iinn  PPrraaccttiiccee  II--11))

展展開開ススペペイインン語語ⅠⅠ－－２２
((SSppaanniisshh  iinn  PPrraaccttiiccee  II--22))

展展開開ススペペイインン語語ⅡⅡ－－１１
((SSppaanniisshh  iinn  PPrraaccttiiccee  IIII--11))

展展開開ススペペイインン語語ⅡⅡ－－２２
((SSppaanniisshh  iinn  PPrraaccttiiccee  IIII--22))

初
修
語

(

ス
ペ
イ
ン
語

)

外
国
語

※ 2年次1Q／2Q開講の基礎初修語Ⅱ-1／Ⅱ-2は、10月入学者・再履修者等用です。

1

1

1

1
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[共通科目]（外国語）

授授業業科科目目名名
単
位 授業題目名 担当教員 講義コード 開講期

曜日
講時

開講クラス 挑創

それぞれがより高いスペイン語運用能力
をめざして

セシリア　シルバ CB35302 2年次1Q 水5 全 PS

それぞれがより高いスペイン語運用能力
を目指して
One Level Higher of Spanish Proficiency
for Every Student

エディ　モンティー
ジャ

CB55301 2年次1Q 金5 全 PS

それぞれがより高いスペイン語運用能力
をめざして

セシリア　シルバ CB35303 2年次2Q 水5 全 PS

それぞれがより高いスペイン語運用能力
を目指して
One Level Higher of Spanish Proficiency
for Every Student

エディ　モンティー
ジャ

CB55302 2年次2Q 金5 全 PS

それぞれがより高いスペイン語運用能力
をめざして

セシリア　シルバ CB35402 2年次3Q 水5 全 PS

それぞれがより高いスペイン語運用能力
を目指して
One Level Higher of Spanish Proficiency
for Every Student

エディ　モンティー
ジャ

CB55402 2年次3Q 金5 全 PS

それぞれがより高いスペイン語運用能力
をめざして

セシリア　シルバ CB35403 2年次4Q 水5 全 PS

それぞれがより高いスペイン語運用能力
を目指して
One Level Higher of Spanish Proficiency
for Every Student

エディ　モンティー
ジャ

CB55403 2年次4Q 金5 全 PS

群

初
修
語

(

ス
ペ
イ
ン
語

)

外
国
語

1

1実実践践ススペペイインン語語ⅡⅡ－－２２
((PPeerrssoonnaalliizzeedd  IInntteerrmmeeddiiaattee
SSppaanniisshh  IIII--22))

1

実実践践ススペペイインン語語ⅠⅠ－－１１
((PPeerrssoonnaalliizzeedd  IInntteerrmmeeddiiaattee
SSppaanniisshh  II--11))

1

実実践践ススペペイインン語語ⅡⅡ－－１１
((PPeerrssoonnaalliizzeedd  IInntteerrmmeeddiiaattee
SSppaanniisshh  IIII--11))

実実践践ススペペイインン語語ⅠⅠ－－２２
((PPeerrssoonnaalliizzeedd  IInntteerrmmeeddiiaattee
SSppaanniisshh  II--22))
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[共通科目]（外国語）

授授業業科科目目名名
単
位

授業題目名 担当教員 講義コード 開講期
曜日
講時

開講クラス 挑創

基基礎礎中中国国語語ⅡⅡ－－１１
((IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  CChhiinneessee  IIII--11))

1
基礎中国語Ⅱ-1 王　軒 CB25313 2年次1Q 火5木5

全　※10月入
学者向け

PS

基基礎礎中中国国語語ⅡⅡ－－２２
((IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  CChhiinneessee  IIII--22))

1
基礎中国語Ⅱ-2 王　軒 CB25314 2年次2Q 火5木5

全　※10月入
学者向け

PS

中級中国語 王　效紅 CB13317 2年次1Q 月3 法① PS

展開中国語　/ Developing Chinese 未定 CB13316 2年次1Q 月3 法② PS

中級中国語 付　小京 CB31330 2年次1Q 水1 文教① PS

展開中国語　Ⅰ
Intermediate Chinese Ⅰ

井上　浩一 CB31329 2年次1Q 水1 文教② PS

中級中国語
Intermediate Mandarin Chinese

張　佩茹 CB31328 2年次1Q 水1 文教③ PS

スキルアップ中国語（Ⅰ） 屈　明昌 CB42339 2年次1Q 木2 経① PS

展開中国語Ⅰ-1 王　軒 CB42338 2年次1Q 木2 経② PS

中国語中級
Advanced Chinese I-1

上野　稔弘 CB42337 2年次1Q 木2 経③ PS

中級中国語 鄭　英 CB42340 2年次1Q 木2 経④ PS

展開中国語　Ⅰ
Intermediate Chinese Ⅰ

井上　浩一 CB45307 2年次1Q 木5 全 PS

中級中国語 王　效紅 CB13319 2年次2Q 月3 法① PS

展開中国語 / Developing Chinese 未定 CB13318 2年次2Q 月3 法② PS

中級中国語 付　小京 CB31333 2年次2Q 水1 文教① PS

展開中国語　Ⅰ
Intermediate Chinese Ⅰ

井上　浩一 CB31332 2年次2Q 水1 文教② PS

中級中国語
Intermediate Mandarin Chinese

張　佩茹 CB31331 2年次2Q 水1 文教③ PS

スキルアップ中国語（Ⅰ） 屈　明昌 CB42343 2年次2Q 木2 経① PS

展開中国語Ⅰ-2 王　軒 CB42342 2年次2Q 木2 経② PS

中国語中級
Advanced Chinese I-2

上野　稔弘 CB42341 2年次2Q 木2 経③ PS

中級中国語 鄭　英 CB42344 2年次2Q 木2 経④ PS

展開中国語　Ⅰ
Intermediate Chinese Ⅰ

井上　浩一 CB45308 2年次2Q 木5 全 PS

中級中国語 王　效紅 CB13402 2年次3Q 月3 法① PS

展開中国語 / Developing Chinese 未定 CB13401 2年次3Q 月3 法② PS

中級中国語 付　小京 CB31438 2年次3Q 水1 文教① PS

展開中国語　Ⅱ
Intermediate ChineseⅡ

井上　浩一 CB31437 2年次3Q 水1 文教② PS

中級中国語
Intermediate Mandarin Chinese

張　佩茹 CB31436 2年次3Q 水1 文教③ PS

スキルアップ中国語（Ⅱ） 屈　明昌 CB42424 2年次3Q 木2 経① PS

展開中国語Ⅱ-1 王　軒 CB42423 2年次3Q 木2 経② PS

中国語中級
Advanced Chinese II-1

上野　稔弘 CB42422 2年次3Q 木2 経③ PS

中級中国語 鄭　英 CB42425 2年次3Q 木2 経④ PS

展開中国語　Ⅱ
Intermediate ChineseⅡ

井上　浩一 CB45408 2年次3Q 木5 全 PS

中級中国語 王　效紅 CB13404 2年次4Q 月3 法① PS

展開中国語 / Developing Chinese 未定 CB13403 2年次4Q 月3 法② PS

中級中国語 付　小京 CB31441 2年次4Q 水1 文教① PS

展開中国語　Ⅱ
Intermediate ChineseⅡ

井上　浩一 CB31440 2年次4Q 水1 文教② PS

中級中国語
Intermediate Mandarin Chinese

張　佩茹 CB31439 2年次4Q 水1 文教③ PS

スキルアップ中国語（Ⅱ） 屈　明昌 CB42428 2年次4Q 木2 経① PS

展開中国語Ⅱ-2 王　軒 CB42427 2年次4Q 木2 経② PS

中国語中級
Advanced Chinese II-2

上野　稔弘 CB42426 2年次4Q 木2 経③ PS

中級中国語 鄭　英 CB42429 2年次4Q 木2 経④ PS

展開中国語　Ⅱ
Intermediate ChineseⅡ

井上　浩一 CB45409 2年次4Q 木5 全 PS

展展開開中中国国語語ⅡⅡ－－２２
((CChhiinneessee  iinn  PPrraaccttiiccee  IIII--22))

1

初
修
語

（
中
国
語

）

外
国
語

群

※ 2年次1Q／2Q開講の基礎初修語Ⅱ-1／Ⅱ-2は、10月入学者・再履修者等用です。

展展開開中中国国語語ⅠⅠ－－１１
((CChhiinneessee  iinn  PPrraaccttiiccee  II--11))

展展開開中中国国語語ⅠⅠ－－２２
((CChhiinneessee  iinn  PPrraaccttiiccee  II--22))

展展開開中中国国語語ⅡⅡ－－１１
((CChhiinneessee  iinn  PPrraaccttiiccee  IIII--11))

1

1

1
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[共通科目]（外国語・留学生対象科目）　

授授業業科科目目名名
単
位

授業題目名 担当教員 講義コード 開講期
曜日
講時

開講クラス 挑創

展展開開中中国国語語ⅢⅢ－－１１
((CChhiinneessee  iinn  PPrraaccttiiccee  IIIIII--11))

1
展開中国語Ⅲ 張　立波 CB44503 3年次1Q 木4 全 PS

展展開開中中国国語語ⅢⅢ－－２２
((CChhiinneessee  iinn  PPrraaccttiiccee  IIIIII--22))

1
展開中国語Ⅲ 張　立波 CB44504 3年次2Q 木4 全 PS

展展開開中中国国語語ⅣⅣ－－１１
((CChhiinneessee  iinn  PPrraaccttiiccee  IIVV--11))

1
展開中国語Ⅳ 張　立波 CB44603 3年次3Q 木4 全 PS

展展開開中中国国語語ⅣⅣ－－２２
((CChhiinneessee  iinn  PPrraaccttiiccee  IIVV--22))

1
展開中国語Ⅳ 張　立波 CB44604 3年次4Q 木4 全 PS

基基礎礎朝朝鮮鮮語語ⅡⅡ－－１１
((IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  KKoorreeaann  IIII--11))

1
基礎韓国語の理解(３) 金　鉉哲 CB35304 2年次1Q 水5金4

全　※10月入
学者向け

PS

基基礎礎朝朝鮮鮮語語ⅡⅡ－－２２
((IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  KKoorreeaann  IIII--22))

1
基礎韓国語の理解(４) 金　鉉哲 CB35305 2年次2Q 水5金4

全　※10月入
学者向け

PS

展開朝鮮語 権　来順 CB15303 2年次1Q 月5 全 PS

展開朝鮮語 権　来順 CB31322 2年次1Q 水1 文教 PS

分かりやすい実用韓国語(1) 金　鉉哲 CB42325 2年次1Q 木2 法経 PS

展開朝鮮語 権　来順 CB15304 2年次2Q 月5 全 PS

展開朝鮮語 権　来順 CB31323 2年次2Q 水1 文教 PS

分かりやすい実用韓国語(2) 金　鉉哲 CB42326 2年次2Q 木2 法経 PS

展開朝鮮語 権　来順 CB15403 2年次3Q 月5 全 PS

展開朝鮮語 権　来順 CB31416 2年次3Q 水1 文教 PS

分かりやすい実用韓国語（3） 金　鉉哲 CB42419 2年次3Q 木2 法経 PS

展開朝鮮語 権　来順 CB15404 2年次4Q 月5 全 PS

展開朝鮮語 権　来順 CB31417 2年次4Q 水1 文教 PS

分かりやすい実用韓国語（4） 金　鉉哲 CB42420 2年次4Q 木2 法経 PS

展展開開朝朝鮮鮮語語ⅢⅢ－－１１
((KKoorreeaann  iinn  PPrraaccttiiccee  IIIIII--11))

1
発展韓国語(1) 金　鉉哲 CB44501 3年次1Q 木4 全 PS

展展開開朝朝鮮鮮語語ⅢⅢ－－２２
((KKoorreeaann  iinn  PPrraaccttiiccee  IIIIII--22))

1
発展韓国語(2) 金　鉉哲 CB44502 3年次2Q 木4 全 PS

展展開開朝朝鮮鮮語語ⅣⅣ－－１１
((KKoorreeaann  iinn  PPrraaccttiiccee  IIVV--11))

1
発展韓国語(3) 金　鉉哲 CB44601 3年次3Q 木4 全 PS

展展開開朝朝鮮鮮語語ⅣⅣ－－２２
((KKoorreeaann  iinn  PPrraaccttiiccee  IIVV--22))

1
発展韓国語(4) 金　鉉哲 CB44602 3年次4Q 木4 全 PS

BBaassiicc  JJaappaanneessee  22
3

Japanese for advanced beginners
林　雅子、
菅谷　奈津恵、
内山　敦子

CB32308 3セメ
火1
水2
木5

国際学士コー
スのみ

IInntteerrmmeeddiiaattee  JJaappaanneessee
3

Intermediate Japanese
安住　ゆかり、
内山　敦子

CB31418 4セメ
火2
水1
水2

国際学士コー
スのみ

外
国
語

留
学
生

対
象
科
目

1

1

1

1展展開開朝朝鮮鮮語語ⅡⅡ－－２２
((KKoorreeaann  iinn  PPrraaccttiiccee  IIII--22))

展展開開朝朝鮮鮮語語ⅠⅠ－－１１
((KKoorreeaann  iinn  PPrraaccttiiccee  II--11))

展展開開朝朝鮮鮮語語ⅠⅠ－－２２
((KKoorreeaann  iinn  PPrraaccttiiccee  II--22))

展展開開朝朝鮮鮮語語ⅡⅡ－－１１
((KKoorreeaann  iinn  PPrraaccttiiccee  IIII--11))

初
修
語

（
朝
鮮
語

）

初
修
語

（
中
国
語

）

※ 2年次1Q／2Q開講の基礎初修語Ⅱ-1／Ⅱ-2は、10月入学者・再履修者等用です。

群
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授授業業科科目目名名 単位 授業題目 担当教員 講義コード 開講期
曜日
講時

開講クラス 挑創

スポーツの科学（バドミントン） 玉川　明朗 CB23306 3セメ 火3 工（6～10組）

ソフトボールで学ぶチームマネー
ジメント　Softball “Team
management” and Second part is
Coaching“

藤本　敏彦 CB23307 3セメ 火3 工（6～10組） GL3

サッカー
Soccer(Associated football)

永富　良一 CB23308 3セメ 火3 工（6～10組）

弓道（射と礼の技法）  佐藤　明 CB23309 3セメ 火3 工（6～10組）

卓球 伊勢　只義 CB23310 3セメ 火3 工（6～10組）

スポーツの科学（バドミントン） 玉川　明朗 CB31324 3セメ 水1 工（11～12組）

ソフトボール
Softball

門間　陽樹 CB31325 3セメ 水1 工（11～12組）

卓球 / Table tennis 藤本　敏彦 CB31326 3セメ 水1 工（11～12組） GL3

スポーツの科学（バドミントン） 玉川　明朗 CB34301 3セメ 水4 工（13～16組）

卓球 / Table tennis 藤本　敏彦 CB34302 3セメ 水4 工（13～16組） GL3

ソフトボール
Softball

門間　陽樹 CB34303 3セメ 水4 工（13～16組）

ラグビー
Rugby

吉田　雄大 CB34304 3セメ 水4 工（13～16組）

弓道（射と礼の技法）  佐藤　明 CB34305 3セメ 水4 工（13～16組）

サッカー 遠藤　壮 CB34306 3セメ 水4 工（13～16組）

タグラグビー
Tag rugby

鷲谷　洋輔 CB24308 3セメ 木4 工（1～5組）

卓球　Table Tennis 甲斐　健人 CB24309 3セメ 木4 工（1～5組）

スポーツの科学（バドミントン） 玉川　明朗 CB24310 3セメ 木4 工（1～5組）

ソフトボール
Softball

門間　陽樹 CB24311 3セメ 木4 工（1～5組）

サッカー
Soccer(Associated football)

永富　良一 CB24312 3セメ 木4 工（1～5組）

就職活動にも役立つボディーメイク
Body Make

兼平　智孝 CB23311 3セメ 火3 全

タグラグビー
Tag rugby

鷲谷　洋輔 CB24313 3セメ 火4 全

ボールゲームで学ぶチームマネー
ジメント　Ball game “Team
management” and Second part is
Coaching“

藤本　敏彦 CB33307 3セメ 水3 全 GL1

初心者合気道
Beginner Aikido

成田　眞寿美 CB43304 3セメ 木3 全 GL2

サッカー　Football 甲斐　健人 CB22401 4セメ 火2 全

就職活動にも役立つボディーメイク
Body Make

兼平　智孝 CB24402 4セメ 火4 全

タグラグビー
Tag rugby

鷲谷　洋輔 CB32406 4セメ 水2 全

初心者合気道
Beginner Aikido

成田　眞寿美 CB33401 4セメ 水3 全

ソフトボール
Softball

門間　陽樹 CB44401 4セメ 木4 全

サッカー
Soccer(Associated football)

永富　良一 CB44402 4セメ 木4 全

体体とと健健康康（（健健康康科科学学））
((HHeeaalltthh))

2
Health Science 永富　良一 CB44404 4セメ 木4

国際学士コース
(＊)

［共通科目］（保健体育）　　

※※「「体体とと健健康康（（健健康康科科学学））」」とと「「体体とと健健康康（（身身体体のの文文化化とと科科学学））」」はは同同じじ名名称称のの科科目目でですす。。どどちちららかか一一つつししかか履履修修ででききまませせんんののでで、、既既にに
修修得得済済のの場場合合はは注注意意ししててくくだだささいい。。

群

「「ススポポーーツツＡＡ」」はは種種目目分分けけがが必必要要ににななりりまますす。。授授業業開開始始第第１１週週目目にに種種目目のの希希望望受受付付・・調調整整をを行行いいまますすがが、、詳詳細細手手順順ににつついいててはは履履修修
登登録録前前ににＷＷｅｅｂｂにに案案内内をを掲掲載載ししまますすののでで、、確確認認ののううええ手手続続ききししててくくだだささいい。。

保
健
体
育

ススポポーーツツＡＡ
((SSppoorrttss  AA))

1

ススポポーーツツＢＢ
((SSppoorrttss  BB))

1
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２２－－３３．．教教職職にに関関すするる科科目目表表（（新新カカリリキキュュララムム・・旧旧カカリリキキュュララムム共共通通））

［教職に関する科目］　　

授授業業科科目目名名
単
位

授業題目 担当教員 講義コード 開講期
曜日
講時

開講クラス 挑創

学校教育と関連づけながら教育の本質や目的
に関する基礎的・基本的な事項を学ぶ。

大迫　章史 CB12109 1セメ 月2 全（歯を除く）

教育の歴史と思想 金井　徹 CB44109 1セメ 木4 全（歯を除く）

教育に関連する重要な概念、教育の理念や思
想、および学校教育の歴史的な成り立ちと社会
の変容との関わりについて理解する。

清多　英羽 CB88115 1セメ 集中 全（歯を除く）

学校教育の観点から教育の社会、制度、経営
に関する基礎的・基本的な事項を学ぶ。

大迫　章史 CB13204 2セメ 月3 全（歯を除く）

公教育制度の成立と展開 金井　徹 CB44206 2セメ 木4 全（歯を除く）

学校教育に関連する社会的、制度的、および
経営的な事項を扱いながら、学校教育と社会と
の関わり、およびその中での子供の人間形成
の在り方について学習する。

泉山　靖人 CB88213 2セメ 集中 全（歯を除く）

特別の支援を必要とする生徒に対する理解
Understanding the students who need special
support

佐々木　健
太郎

CB88301 3セメ 集中 全（歯を除く）

特別の支援を必要とする生徒に対する理解
Understanding the students who need special
support

佐々木　健
太郎

CB88302 3セメ 集中 全（歯を除く）

総合的な学習の時間及び特別活動の指導法
Teaching method: periods for integrated study
and specials activities

長島　康雄、
佐藤　邦宏

CB12304 3セメ 月2 全（歯を除く）

総合的な学習の時間及び特別活動の指導法
Teaching method: periods for integrated study
and specials activities

長島　康雄、
佐藤　邦宏

CB15305 3セメ 月5 全（歯を除く）

「特別活動」及び「総合的な学習の時間」の指
導法の研究

沼山　博 CB88303 3セメ 集中 全（歯を除く）

教育相談・生徒指導の基礎
Fundamentals of Educational Counseling and
Student Guidance

高木　源 CB11302 3セメ 月1 全（歯を除く）

教育相談・生徒指導の基礎、ならびに進路指
導の基礎

佐藤　宏平 CB42327 3セメ 木2 全（歯を除く）

学校における教育相談・生徒指導 中岡　千幸 CB88304 3セメ 集中 全（歯を除く）

教育相談・生徒指導Ⅱ 吉田　沙蘭 CB24403 4セメ 火4 全（歯を除く）

教育相談・生徒指導Ⅱ（進路指導を含む）
Educational counseling / student guidance II
(including career guidance)

長友　周悟 CB31419 4セメ 水1 全（歯を除く）

教育相談・生徒指導の実践 / Practice of
educational counseling and student guidance

若島　孔文 CB88401 4セメ 集中 全（歯を除く）

教職論
青山　勝、
齋藤　幸男

CB23135 1セメ 火3 全（歯を除く）

教職論 / Introduction to Teaching Profession 島　一則、他 CB42120 1セメ 木2 全（歯を除く）

教職の仕事 / Introduction to teaching job 清水　禎文 CB88116 1セメ 集中 全（歯を除く）

教育課程論 青山　勝、他 CB23236 2セメ 火3 全（歯を除く）

教育課程論 / Introduction to Curriculum in
Japan

島　一則、他 CB42210 2セメ 木2 全（歯を除く）

現代日本の学習指導要領と教育課程
National Guideline of Curriculum and School
Based Curriculum

清水　禎文 CB88212 2セメ 集中 全（歯を除く）

発達と教育の心理学
Developmental and Educational Psychology

越中　康治 CB25312 3セメ 火5 全（歯を除く）

教員になる人のための心理学
Psychology for teacher training courses

小泉　嘉子 CB44302 3セメ 木4 全（歯を除く）

教育実践のための教育心理学
Educational Psychology for Improving
Teaching-Learning Process in Class

佐藤　康司 CB88305 3セメ 集中 全（歯を除く）

教育の方法と技術 平　真木夫 CB44403 4セメ 木4 全（歯を除く）

教育の方法と技術
METHODOLOGY and TECHNICS for
EDUCATION

荒井　龍弥 CB51401 4セメ 金1 全（歯を除く）

教育の方法と技術
Educational methods and techniques

佐藤　淳 CB88402 4セメ 集中 全（歯を除く）

教教職職実実践践演演習習（（中中・・高高））
((PPrraaccttiiccaall  SSeemmiinnaarr  oonn
tteeaacchhiinngg  pprrooffeessssiioonn))

2

教職実践演習（中・高） 青山　勝 CB88801 8セメ 集中 全（歯を除く）

教教育育相相談談・・生生徒徒指指導導ⅡⅡ（（進進路路
指指導導をを含含むむ））
((EEdduuccaattiioonnaall  CCoouunnsseelliinngg  aanndd
SSttuuddeenntt  GGuuiiddaannccee
22((IInncclluuddiinnggCCaarreeeerr  GGuuiiddaannccee))))

教教職職論論
((IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  TTeeaacchhiinngg
PPrrooffeessssiioonn))

教教育育課課程程論論
((IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  SScchhooooll
CCuurrrriiccuulluumm))

群

教教育育原原理理
((PPrriinncciipplleess  ooff  EEdduuccaattiioonn))

教教育育のの制制度度とと経経営営
((EEdduuccaattiioonnaall  SSyysstteemm  aanndd
MMaannaaggeemmeenntt))

2

2

教
職
に
関
す
る
科
目

教教育育心心理理学学ⅠⅠ
((EEdduuccaattiioonnaall  PPssyycchhoollooggyy  II))

教教育育のの方方法法とと技技術術
((EEdduuccaattiioonnaall  MMeetthhooddss))

2

2

1

2

2

2

2

2

特特別別のの支支援援をを必必要要ととすするる生生徒徒
にに対対すするる理理解解
((IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  SSppeecciiaall
NNeeeeddss  EEdduuccaattiioonn))

総総合合的的なな学学習習のの時時間間及及びび特特
別別活活動動のの指指導導法法
((TThheeoorryy  aanndd  TTeeaacchhiinngg
MMeetthhoodd  ffoorr  PPeerriioodd  ooff
IInntteeggrraatteedd  SSttuuddiieessaanndd
EExxttrraaccuurrrriiccuullaarr  AAccttiivviittiieess))

教教育育相相談談・・生生徒徒指指導導ⅠⅠ（（進進路路
指指導導をを含含むむ））
((EEdduuccaattiioonnaall  CCoouunnsseelliinngg  aanndd
SSttuuddeenntt  GGuuiiddaannccee
11((IInncclluuddiinnggCCaarreeeerr  GGuuiiddaannccee))))
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