
令和元年度　各授業の受講学生数
【学部】

開講学部 科目名 担当教員名 期間 開講キャンパス名単位 授業形態名受講者数

共通教育 大学基礎論 宮里　修, 他 第１学期 朝倉 2 講義 104

共通教育 大学基礎論 今井　典子, 他 第１学期 朝倉 2 講義 84

共通教育 大学基礎論 深山　誠也, 他 第１学期 朝倉 2 講義 33

共通教育 大学基礎論 堀　美菜, 他 第１学期 朝倉 2 講義 68

共通教育 大学基礎論 普喜　満生, 他 第１学期 朝倉 2 講義 42

共通教育 大学基礎論 加藤　誠之, 他 第１学期 朝倉 2 講義 32

共通教育 大学基礎論 中村　るい, 他 第１学期 朝倉 2 講義 33

共通教育 大学基礎論 石嶺　ちづる, 他 第１学期 朝倉 2 講義 32

共通教育 大学基礎論 福間　慶明, 他 第１学期 朝倉 2 講義 258

共通教育 大学基礎論 柏木　丈拡, 他 第１学期 朝倉 2 講義 209

共通教育 大学基礎論 今城　逸雄, 他 第１学期 朝倉 2 講義 63

共通教育 大学基礎論 前西　繁成, 他 第１学期 朝倉 2 講義 10

共通教育 課題探求実践セミナー（地域協働入門） 塩崎　俊彦, 齊藤　雅洋 第１学期集中 朝倉 2 演習 30

共通教育 課題探求実践セミナー（自由探求学習I） 塩崎　俊彦, 他 第１学期 朝倉 2 演習 60

共通教育 課題探求実践セミナー（自由探求学習II） 塩崎　俊彦, 他 第２学期 朝倉 2 演習 54

共通教育 課題探求実践セミナー（学びを創る） 石筒　覚 第１学期 朝倉 2 演習 30

共通教育 課題探求実践セミナー（国際協力入門） 石筒　覚 第１学期 朝倉 2 演習 60

共通教育 課題探求実践セミナー（人文社会科学部） 武藤　整司, 杉谷　隆 第１学期 朝倉 2 演習 40

共通教育 課題探求実践セミナー（人文社会科学部） 田鎖　数馬, 津野　倫明 第１学期 朝倉 2 演習 28

共通教育 課題探求実践セミナー（人文社会科学部） 川本　真浩, 西尾　美穂 第１学期 朝倉 2 演習 15

共通教育 課題探求実践セミナー（人文社会科学部） 安藤　恵崇 第１学期 朝倉 2 演習 17

共通教育 課題探求実践セミナー（人文社会科学部） 高橋　俊, 山下　興作 第１学期 朝倉 2 演習 49

共通教育 課題探求実践セミナー（人文社会科学部） リングリー, バーゴイン 第１学期 朝倉 2 演習 32

共通教育 課題探求実践セミナー（人文社会科学部） 稲田　朗子 第１学期集中 朝倉 2 演習 20

共通教育 課題探求実践セミナー（人文社会科学部） 稲田　朗子 第１学期集中 朝倉 2 演習 20

共通教育 課題探求実践セミナー（教育学部） 加藤　誠之, 他 通年 朝倉 2 演習 139

共通教育 課題探求実践セミナー（理工学部） 仲野　英司, 他 第１学期 朝倉 2 演習 60

共通教育 課題探求実践セミナー（理工学部） 奈良　正和, 他 第１学期 朝倉 2 演習 60

共通教育 課題探求実践セミナー（理工学部） 藤内　智士, 長谷川　精 第１学期 朝倉 2 演習 60

共通教育 課題探求実践セミナー（農林海洋科学部） 山田　和彦, 他 第１学期 物部 2 演習 85

共通教育 課題探求実践セミナー（地域協働学部） 今城　逸雄, 他 第１学期 朝倉 2 演習 63

共通教育 大学英語入門 西尾　美穂 第１学期 朝倉 2 演習 39

共通教育 大学英語入門 吉岡  葉子 第１学期 朝倉 2 演習 40

共通教育 大学英語入門 加藤　勉 第１学期 朝倉 2 演習 38

共通教育 大学英語入門 上岡　克己 第１学期 朝倉 2 演習 39

共通教育 大学英語入門 山下　興作 第１学期 朝倉 2 演習 37

共通教育 大学英語入門 古閑　恭子 第１学期 朝倉 2 演習 37

共通教育 大学英語入門 吉門　牧雄 第１学期 朝倉 2 演習 37

共通教育 大学英語入門 柳瀬　真紀 第１学期 朝倉 2 演習 44

共通教育 大学英語入門 藤吉　清次郎 第１学期 朝倉 2 演習 43

共通教育 大学英語入門 長谷川　雅世 第１学期 朝倉 2 演習 43

共通教育 大学英語入門 関　良子 第１学期 朝倉 2 演習 43

共通教育 大学英語入門 中川　ふさ 第１学期 朝倉 2 演習 46

共通教育 大学英語入門 今井　典子 第２学期 朝倉 2 演習 36

共通教育 大学英語入門 吉門　牧雄 第２学期 朝倉 2 演習 35

共通教育 大学英語入門 山下　興作 第２学期 朝倉 2 演習 38

共通教育 大学英語入門 中川　ふさ 第２学期 朝倉 2 演習 37

共通教育 大学英語入門 宗　洋 第２学期 朝倉 2 演習 36

共通教育 大学英語入門 西尾　美穂 第２学期 朝倉 2 演習 37

共通教育 大学英語入門 上岡　克己 第２学期 朝倉 2 演習 35

共通教育 大学英語入門 加藤　勉 第２学期 朝倉 2 演習 39

共通教育 大学英語入門 桝田　隆宏 第２学期 朝倉 2 演習 37

共通教育 大学英語入門 佐藤　亮輔 第２学期 朝倉 2 演習 36

共通教育 大学英語入門 吉岡  葉子 第２学期 朝倉 2 演習 36

共通教育 大学英語入門 古閑　恭子 第２学期 朝倉 2 演習 38

共通教育 大学英語入門 関　良子 第２学期 朝倉 2 演習 36

共通教育 大学英語入門 藤吉　清次郎 第２学期 朝倉 2 演習 35

共通教育 英会話 アラム　リンダ　アーン 第１学期 朝倉 2 演習 33

共通教育 英会話 オトロスキー 第１学期 朝倉 2 演習 24

共通教育 英会話 ジョンソン　マーク 第１学期 朝倉 2 演習 33

共通教育 英会話 ディレイニ　クレイグ 第１学期 朝倉 2 演習 20

共通教育 英会話 マーサリス　エリック 第１学期 朝倉 2 演習 33

共通教育 英会話 フェビアン　ポーラ　ダイアン 第１学期 朝倉 2 演習 35

共通教育 英会話 アンドリュー　ジョン　ハービー第１学期 朝倉 2 演習 17

共通教育 英会話 デビット　レスリー 第１学期 朝倉 2 演習 21

共通教育 英会話 アラム　リンダ　アーン 第１学期 朝倉 2 演習 29



共通教育 英会話 オトロスキー 第１学期 朝倉 2 演習 30

共通教育 英会話 デビット　レスリー 第１学期 朝倉 2 演習 14

共通教育 英会話 マーサリス　エリック 第１学期 朝倉 2 演習 27

共通教育 英会話 ディレイニ　クレイグ 第１学期 朝倉 2 演習 31

共通教育 英会話 ジョンソン　マーク 第１学期 朝倉 2 演習 26

共通教育 英会話 バーゴイン, 岡林　和加 第１学期 朝倉 2 演習 28

共通教育 英会話 アンドリュー　ジョン　ハービー第１学期 朝倉 2 演習 30

共通教育 英会話 リングリー, 岡林　和加 第１学期 朝倉 2 演習 27

共通教育 英会話 マガシック　ミケランジェロ 第１学期 朝倉 2 演習 19

共通教育 英会話 ダニエルズ　ポール　ジョセフ, 第１学期 朝倉 2 演習 26

共通教育 英会話 アラム　リンダ　アーン 第２学期 朝倉 2 演習 26

共通教育 英会話 オトロスキー 第２学期 朝倉 2 演習 27

共通教育 英会話 マーサリス　エリック 第２学期 朝倉 2 演習 29

共通教育 英会話 ジョンソン　マーク 第２学期 朝倉 2 演習 30

共通教育 英会話 ディレイニ　クレイグ 第２学期 朝倉 2 演習 20

共通教育 英会話 トンプソン　アマンダ　ジェーン第２学期 朝倉 2 演習 27

共通教育 英会話 フェビアン　ポーラ　ダイアン 第２学期 朝倉 2 演習 25

共通教育 英会話 アンドリュー　ジョン　ハービー第２学期 朝倉 2 演習 18

共通教育 英会話 濱田　沙織 第２学期 朝倉 2 演習 28

共通教育 英会話 デビット　レスリー 第２学期 朝倉 2 演習 27

共通教育 英会話 マーサリス　エリック 第２学期 朝倉 2 演習 25

共通教育 英会話 アラム　リンダ　アーン 第２学期 朝倉 2 演習 24

共通教育 英会話 オトロスキー 第２学期 朝倉 2 演習 25

共通教育 英会話 ジョンソン　マーク 第２学期 朝倉 2 演習 25

共通教育 英会話 デビット　レスリー 第２学期 朝倉 2 演習 24

共通教育 英会話 ディレイニ　クレイグ 第２学期 朝倉 2 演習 16

共通教育 英会話 トンプソン　アマンダ　ジェーン第２学期 朝倉 2 演習 25

共通教育 英会話 アンドリュー　ジョン　ハービー第２学期 朝倉 2 演習 22

共通教育 英会話 マガシック　ミケランジェロ 第２学期 朝倉 2 演習 27

共通教育 英会話 デビット　レスリー 第２学期集中 朝倉 2 演習 20

共通教育 情報処理 松井　透, 他 第１学期 朝倉 2 演習 35

共通教育 情報処理 坂本　淳 第１学期 朝倉 2 演習 35

共通教育 情報処理 永野　高志, 他 第１学期 朝倉 2 演習 34

共通教育 情報処理 佐々木　正人 第１学期 朝倉 2 演習 85

共通教育 情報処理 石黒　克也 第１学期 朝倉 2 演習 32

共通教育 情報処理 斎藤　卓也 第１学期 朝倉 2 演習 33

共通教育 情報処理 波多野　慎悟, 他 第１学期 朝倉 2 演習 34

共通教育 情報処理 北川　晃 第１学期 朝倉 2 演習 37

共通教育 情報処理 道法　浩孝 第１学期 朝倉 2 演習 37

共通教育 情報処理 小島　郷子 第１学期 朝倉 2 演習 37

共通教育 情報処理 赤松　直 第１学期 朝倉 2 演習 36

共通教育 情報処理 本田　理恵 第１学期 朝倉 2 演習 50

共通教育 情報処理 三好　康夫 第１学期 朝倉 2 演習 56

共通教育 情報処理 鈴木　一弘 第１学期 朝倉 2 演習 49

共通教育 情報処理 塩田　研一 第１学期 朝倉 2 演習 50

共通教育 情報処理 老川　稔 第１学期 朝倉 2 演習 49

共通教育 情報処理 齋　幸治 第１学期 朝倉 2 演習 35

共通教育 情報処理 松岡　真如, 市浦　英明 第１学期 朝倉 2 演習 36

共通教育 情報処理 宮崎　彰 第１学期 朝倉 2 演習 34

共通教育 情報処理 森　牧人 第１学期 朝倉 2 演習 37

共通教育 情報処理 山口　晴生, 足立　亨介 第１学期 朝倉 2 演習 35

共通教育 情報処理 寺本  真紀 第１学期 朝倉 2 演習 33

共通教育 情報処理 大﨑  優, 下方  晃博 第１学期 朝倉 2 演習 62

共通教育 学問基礎論 渡邊　ひとみ, 他 第２学期 朝倉 2 講義 110

共通教育 学問基礎論 今井　典子, 他 第２学期 朝倉 2 講義 86

共通教育 学問基礎論 新保　輝幸 第２学期 朝倉 2 講義 10

共通教育 学問基礎論 野崎　華世 第２学期 朝倉 2 講義 12

共通教育 学問基礎論 深山　誠也 第２学期 朝倉 2 講義 12

共通教育 学問基礎論 山内　高太郎 第２学期 朝倉 2 講義 11

共通教育 学問基礎論 伊丹　清 第２学期 朝倉 2 講義 11

共通教育 学問基礎論 稲田　朗子 第２学期 朝倉 2 講義 11

共通教育 学問基礎論 小川　寛貴 第２学期 朝倉 2 講義 11

共通教育 学問基礎論 西島　文香 第２学期 朝倉 2 講義 12

共通教育 学問基礎論 切詰　和雅 第２学期 朝倉 2 講義 12

共通教育 学問基礎論 喜多尾　哲 第２学期 朝倉 2 講義 24

共通教育 学問基礎論 伊谷　行 第２学期 朝倉 2 講義 23

共通教育 学問基礎論 高橋　美樹 第２学期 朝倉 2 講義 23

共通教育 学問基礎論 寺田　信一 第２学期 朝倉 2 講義 23

共通教育 学問基礎論 前田　克治 第２学期 朝倉 2 講義 24



共通教育 学問基礎論 吉田　茂樹, 伊谷　行 第２学期 朝倉 2 講義 23

共通教育 学問基礎論 三好　康夫 第２学期 朝倉 2 講義 36

共通教育 学問基礎論 佐々木　邦夫, 他 第２学期 朝倉 2 講義 53

共通教育 学問基礎論 越智　里香, 他 第２学期 朝倉 2 講義 71

共通教育 学問基礎論 野田　稔, 他 第２学期 朝倉 2 講義 46

共通教育 学問基礎論 野村　昇, 他 第２学期 朝倉 2 講義 31

共通教育 学問基礎論 島内　理恵, 他 第２学期 朝倉 2 講義 28

共通教育 学問基礎論 佐藤　周之, 他 第２学期 朝倉 2 講義 96

共通教育 学問基礎論 永田　信治, 他 第２学期 朝倉 2 講義 47

共通教育 学問基礎論 深田　陽久 第２学期 朝倉 2 講義 32

共通教育 学問基礎論 村山　雅史, 他 第２学期 朝倉 2 講義 19

共通教育 学問基礎論 津田　正史 第２学期 朝倉 2 講義 18

共通教育 学問基礎論 石筒　覚, 他 第２学期 朝倉 2 講義 69

共通教育 学問基礎論 恩田　歩武, 他 第２学期 朝倉 2 講義 2

共通教育 学問基礎論 柴田　雄介, 他 第２学期 朝倉 2 講義 8

共通教育 情報処理 佐々木　正人 第１学期集中 朝倉 2 演習 40

共通教育 大学基礎論 野田　智洋, 他 第１学期 岡豊 2 講義 171

共通教育 課題探求実践セミナー（医学科） 野田　智洋, 高田　淳 第１学期 岡豊 2 演習 109

共通教育 課題探求実践セミナー（看護学科） 下元　理恵, 森木　妙子 第２学期 岡豊 2 演習 61

共通教育 学問基礎論 藤田　博一, 他 第２学期 岡豊 2 講義 108

共通教育 学問基礎論 森木　妙子, 下田　真梨子 第１学期 岡豊 2 講義 62

共通教育 大学英語入門 佐々木　昌太郎 通年 岡豊 2 演習 51

共通教育 大学英語入門 佐々木　昌太郎 通年 岡豊 2 演習 54

共通教育 大学英語入門 アラム　リンダ　アーン 通年 岡豊 2 演習 33

共通教育 大学英語入門 リブル 通年 岡豊 2 演習 28

共通教育 英会話 ジョハンソン　ケンパー 通年 岡豊 2 演習 26

共通教育 英会話 リブル 通年 岡豊 2 演習 26

共通教育 英会話 ジョハンソン　ケンパー 通年 岡豊 2 演習 28

共通教育 英会話 リブル 通年 岡豊 2 演習 26

共通教育 英会話 濱田　沙織 通年 岡豊 2 演習 34

共通教育 英会話 濱田　沙織 通年 岡豊 2 演習 30

共通教育 情報処理 兵頭　勇己, 永田　桂太郎 第１学期 岡豊 2 演習 107

共通教育 情報処理 栗原　幸男, 永田　桂太郎 第１学期 岡豊 2 演習 62

共通教育 倫理を考える 武藤　整司 第１学期 朝倉 2 講義 66

共通教育 哲学を学ぶ 角　忍 第１学期 朝倉 2 講義 55

共通教育 近現代哲学 小島　優子 第１学期 朝倉 2 講義 45

共通教育 オペラ入門 秀浦　陽子 第１学期 朝倉 2 講義 58

共通教育 音楽解剖学入門 前田　克治 第２学期 朝倉 2 演習 29

共通教育 マスメディアと音楽 高橋　美樹 第２学期 朝倉 2 講義 51

共通教育 吹奏楽を楽しもう 梶原　彰人 第２学期 朝倉 2 演習 4

共通教育 ピアノ連弾を楽しもう 宮田　信司 第２学期 朝倉 2 演習 18

共通教育 木彫入門 吉光　誠之 第１学期 朝倉 2 演習 11

共通教育 デッサンの世界 土井原　崇浩 第２学期 朝倉 2 演習 15

共通教育 彫刻入門 阿部　鉄太郎 第１学期 朝倉 2 演習 10

共通教育 文学を考える 田鎖　数馬 第１学期 朝倉 2 講義 63

共通教育 文学を考える 田鎖　数馬 第２学期 朝倉 2 講義 49

共通教育 神話と儀礼 安藤　恵崇 第２学期 朝倉 2 講義 144

共通教育 文学と社会 塩崎　俊彦 第２学期 朝倉 2 講義 21

共通教育 日本古典再入門－語学的理解と内容理解と－ 福島　尚 第１学期 朝倉 2 講義 35

共通教育 言語地図から考える日本語方言 岩城　裕之 第１学期 朝倉 2 講義 128

共通教育 教養の漢字学 玉木　尚之 第１学期 朝倉 2 講義 16

共通教育 歴史を考える 吉尾　寛 第１学期 朝倉 2 講義 36

共通教育 歴史を考える 小幡　尚 第２学期 朝倉 2 講義 37

共通教育 歴史を考える 川本　真浩 第１学期集中 物部 2 講義 28

共通教育 考古学の論点 宮里　修 第１学期 朝倉 2 講義 41

共通教育 歴史を考える 津野　倫明 第２学期 朝倉 2 講義 50

共通教育 土佐の自由民権運動 公文　豪 第２学期 朝倉 2 講義 120

共通教育 文化人類学入門 岩佐　光広 第１学期 朝倉 2 講義 41

共通教育 核時代の倫理 武藤　整司 第２学期 朝倉 2 講義 58

共通教育 地理学を学ぶ 田中　健作 第１学期 朝倉 2 講義 25

共通教育 風景と空間の科学 杉谷　隆 第１学期 朝倉 2 講義 12

共通教育 心理学を学ぶ 渡邊　ひとみ 第１学期 朝倉 2 講義 218

共通教育 進化論の哲学 原崎　道彦 第２学期 朝倉 2 講義 45

共通教育 心理学を学ぶ 日比野　桂 第２学期 朝倉 2 講義 105

共通教育 心理学を学ぶ 仲嶺　真 第１学期 朝倉 2 講義 163

共通教育 空想の博物学 杉谷　隆 第２学期 朝倉 2 講義 39

共通教育 文化財保存科学概論 松島  朝秀 第２学期 朝倉 2 講義 18

共通教育 文章表現入門 坂本  智香 第１学期 朝倉 2 演習 16

共通教育 心理学を学ぶ 池田　和夫 第２学期 物部 2 講義 18



共通教育 心理学を学ぶ 渡邊　ひとみ 第２学期 朝倉 2 講義 148

共通教育 初心者向け  日本画を描いてみよう 野角　孝一 第２学期 朝倉 2 演習 18

共通教育 日本美術の見方 中谷　有里 第１学期 朝倉 2 講義 25

共通教育 古典の文学作品と古典の評論を読み合わせる 大塚　誠也 第１学期 朝倉 2 講義 63

共通教育 歴史を学ぶ 遠藤　隆俊 第１学期 朝倉 2 講義 37

共通教育 歴史を学ぶ 望月　良親 第２学期 朝倉 2 講義 62

共通教育 中国古代史の世界 大櫛　敦弘 第２学期 朝倉 2 講義 97

共通教育 四国の歴史と文化  その１  歴史編 守田　逸人, 他 第１学期 その他 1 講義 13

共通教育 四国の歴史と文化  その２  文化編 渡邊　史郎, 他 第１学期 その他 1 講義 14

共通教育 日本におけるドイツ兵捕虜1914-1920 井戸　慶治 第２学期 その他 2 講義 16

共通教育 ユーラシア大陸における人と金属生産の関わ 村上　恭通 第２学期 その他 1 講義 5

共通教育 外国人と四国遍路の歴史 モートン　常慈 第２学期 その他 1 講義 2

共通教育 阿波学 藤原　伸彦, 他 第１学期 その他 1 講義 47

共通教育 モラエスの徳島 宮崎　隆義 第２学期 その他 2 講義 21

共通教育 文化心理学入門 川野　卓二 第２学期 その他 1 講義 17

共通教育 香川の文化と歴史  その１ 原　直行 第１学期 その他 1 講義 9

共通教育 香川の文化と歴史  その２ 原　直行 第１学期 その他 1 講義 10

共通教育 インドネシアの文化と会話 島上　宗子 第２学期 その他 1 講義 5

共通教育 法を学ぶ 赤間　聡 第２学期 朝倉 2 講義 29

共通教育 憲法を学ぶ 岡田　健一郎 第１学期 朝倉 2 講義 140

共通教育 憲法を学ぶ 藤本　富一 第１学期 朝倉 2 講義 185

共通教育 憲法を学ぶ 岡田　健一郎 第２学期 朝倉 2 講義 107

共通教育 憲法を学ぶ 藤本　富一 第２学期 朝倉 2 講義 125

共通教育 市民生活と法 切詰　和雅 第２学期 朝倉 2 講義 45

共通教育 国際関係を考える 佐野　健太郎 第２学期 朝倉 2 講義 84

共通教育 国際関係を考える 塩原　俊彦 第２学期 朝倉 2 講義 5

共通教育 政治を考える 小川　寛貴 第１学期 物部 2 講義 14

共通教育 政治を考える 根小田　渡 第１学期 朝倉 2 講義 67

共通教育 平和と軍縮 岩佐　和幸, 他 第１学期 朝倉 2 講義 34

共通教育 現代日本の社会と政治 根小田　渡 第２学期 朝倉 2 講義 44

共通教育 経済を考える 新井　泰弘 第１学期 朝倉 2 講義 58

共通教育 経済を考える 霜田　博史 第２学期 朝倉 2 講義 87

共通教育 経済を考える 野崎　華世 第２学期 朝倉 2 講義 42

共通教育 経済を考える 山﨑　聡 第２学期 朝倉 2 講義 13

共通教育 国際経済を考える 大石　達良 第２学期 朝倉 2 講義 16

共通教育 森との共生を探る 飯國　芳明 第１学期 朝倉 2 講義 69

共通教育 地域経済概説 田中　康一 第２学期 朝倉 2 講義 99

共通教育 はじめての金融経済 卓　涓涓 第２学期 朝倉 2 講義 41

共通教育 食と農の経済学 霜浦　森平 第１学期 朝倉 2 講義 142

共通教育 地域活性化について学ぶ 吉用  武史, 他 第１学期 朝倉 2 講義 130

共通教育 高知の産業と地域活性化 吉用  武史, 泉田　優 第１学期集中 朝倉 2 講義 62

共通教育 企業経営を考える 伊丹　清 第１学期 朝倉 2 講義 79

共通教育 企業経営を考える 山内　高太郎 第２学期 朝倉 2 講義 45

共通教育 はじめてのマーケティング 喜村　仁詞 第２学期 朝倉 2 講義 143

共通教育 ＮＰＯ入門 上田　健作, 梶  英樹 第１学期 朝倉 2 講義 4

共通教育 大学政策論入門 岩崎　保道, 梶  英樹 第１学期 朝倉 2 講義 62

共通教育 非営利法人経営論入門 岩崎　保道, 梶  英樹 第２学期 朝倉 2 講義 126

共通教育 社会起業論 須藤　順 第２学期集中 朝倉 2 講義 22

共通教育 社会的経営論 上田　健作, 他 第２学期集中 朝倉 2 講義 66

共通教育 高知の中小企業を知る 川竹  大輔, 高知県中小企業家同 第２学期 朝倉 2 講義 139

共通教育 ビジネスのための中国理解 前西　繁成 第２学期 朝倉 2 講義 24

共通教育 社会学を学ぶ 肖　紅燕 第１学期 朝倉 2 講義 232

共通教育 社会学を学ぶ 玉里　恵美子 第２学期 朝倉 2 講義 75

共通教育 市民社会論入門 森　直人 第１学期 朝倉 2 講義 25

共通教育 メディア社会論 遠山　茂樹 第１学期 朝倉 2 講義 35

共通教育 スポーツ文化論 中村　哲也 第２学期 朝倉 2 講義 223

共通教育 川と人の生活誌 森　明香 第２学期 朝倉 2 講義 105

共通教育 中山間地域の生活と環境I 大槻　知史, 石筒　覚 通年集中 朝倉 2 演習 2

共通教育 中山間地域の生活と環境II 大槻　知史, 石筒　覚 通年集中 朝倉 2 演習 2

共通教育 男女共同参画社会を考える 小島　優子, 他 第１学期集中 朝倉 2 講義 143

共通教育 社会福祉入門 三ツ石　行宏 第２学期 朝倉 2 講義 17

共通教育 障害者支援入門 松本  秀彦, 佐藤　剛介 第１学期 朝倉 2 講義 44

共通教育 障害者支援の理論と実践 西島　文香, 松本  秀彦 第２学期 朝倉 2 講義 36

共通教育 福島原発事故を考える 武藤　整司 第１学期集中 朝倉 2 講義 62

共通教育 土佐の海の環境学I：柏島の海から考える 新保　輝幸, 他 第１学期集中 朝倉 2 講義 32

共通教育 グローバル化時代の日本論 廣瀬  淳一 第２学期 朝倉 2 講義 221

共通教育 国際ボランティア概論 廣瀬  淳一 第１学期 朝倉 2 講義 225

共通教育 地球的規模の課題と国際協力 新納　宏 第２学期 朝倉 2 講義 63

共通教育 よさこい概論 川竹  大輔 第１学期 朝倉 2 講義 214



共通教育 林業史から考える森と人と文化 赤池  慎吾 第２学期 物部 2 講義 10

共通教育 英語レクチャー（Global Issues） リングリー, 他 第２学期 朝倉 2 講義 26

共通教育 協働実践自己分析 石筒　覚 通年集中 朝倉 2 演習 22

共通教育 プロジェクト実践入門 塩崎　俊彦, 他 第２学期 朝倉 2 演習 7

共通教育 サービスラーニング演習 石筒　覚 通年集中 朝倉 2 演習 8

共通教育 地域文化理解 林　翠芳, 他 第２学期 朝倉 2 演習 25

共通教育 女性のライフデザイン 森田　美佐 第２学期 朝倉 2 講義 27

共通教育 社会教育・生涯学習論入門 松田　弥花 第２学期 朝倉 2 講義 3

共通教育 働き方改革と職業生活を考える 中川　香代 第１学期 朝倉 2 講義 109

共通教育 地域コンテンツと知財管理  その１ 林　敏浩, 藤本　憲市 第２学期 その他 1 講義 2

共通教育 地域コンテンツと知財管理  その２ 林　敏浩, 藤本　憲市 第２学期 その他 1 講義 3

共通教育 四国の地域振興  その１ 林　敏浩, 藤本　憲市 第２学期 その他 1 講義 39

共通教育 四国の地域振興  その２ 林　敏浩, 藤本　憲市 第２学期 その他 1 講義 19

共通教育 行動統計学入門 川野　卓二 第２学期 その他 2 講義 16

共通教育 大学教育を考える 吉田　博 第２学期 その他 2 講義 7

共通教育 子どもと学校 竹口　幸志 第２学期 その他 2 講義 8

共通教育 大学の知の活用 井内　健介 第２学期 その他 2 講義 19

共通教育 香川を学ぶ  その１ 藤本　憲市, 林　敏浩 第２学期 その他 1 講義 19

共通教育 香川を学ぶ  その２ 藤本　憲市, 林　敏浩 第２学期 その他 1 講義 17

共通教育 瀬戸内地域活性化政策  その１ 清國　祐二 第２学期 その他 1 講義 4

共通教育 瀬戸内地域活性化政策  その２ 清國　祐二 第２学期 その他 1 講義 2

共通教育 大学生のための『安全・安心』の基礎講座 田中　寿郎 第２学期 その他 2 講義 348

共通教育 情報社会のくらし 竹口　幸志 第２学期 その他 2 講義 4

共通教育 スポーツ科学講義Ａ 常行　泰子 第２学期 朝倉 2 講義 107

共通教育 スポーツ科学講義Ｂ 野田　智洋 第２学期 朝倉 2 講義 43

共通教育 スポーツ科学講義Ｃ 宮本　隆信 第２学期 朝倉 2 講義 137

共通教育 スポーツ科学講義Ｄ 佐藤　文音 第１学期 朝倉 2 講義 70

共通教育 スポーツ科学実技 宮本　隆信 第１学期 朝倉 1 実技 13

共通教育 スポーツ科学実技 黒岩　敦子 第１学期 朝倉 1 実技 26

共通教育 スポーツ科学実技 本間　聖康 第１学期 朝倉 1 実技 38

共通教育 スポーツ科学実技 神家　一成 第１学期 朝倉 1 実技 39

共通教育 スポーツ科学実技 常行　泰子 第１学期 朝倉 1 実技 8

共通教育 スポーツ科学実技 刈谷　三郎 第１学期集中 朝倉 1 実技 39

共通教育 スポーツ科学実技 後藤　雄 第２学期 朝倉 1 実技 19

共通教育 スポーツ科学実技 西村  弘子 第２学期 朝倉 1 実技 20

共通教育 スポーツ科学実技 黒岩　敦子 第２学期 朝倉 1 実技 32

共通教育 スポーツ科学実技 矢野　宏光 第２学期 朝倉 1 実技 19

共通教育 スポーツ科学実技 幸　篤武 第２学期 朝倉 1 実技 34

共通教育 スポーツ科学実技 山本　英作 第２学期 朝倉 1 実技 29

共通教育 スポーツ科学実技 本間　聖康 第２学期 物部 1 実技 6

共通教育 スポーツ科学実技 本間　聖康 第２学期 物部 1 実技 18

共通教育 スポーツ科学実技 幸　篤武, 他 第２学期集中 朝倉 1 実技 14

共通教育 スポーツ科学実技 川本　真浩 第２学期集中 朝倉 1 実技 6

共通教育 健康Ａ 矢野　宏光, 他 第１学期 朝倉 2 講義 101

共通教育 健康Ｂ 杉本　加代, 他 第１学期 朝倉 2 講義 69

共通教育 健康Ｃ 幸　篤武, 他 第１学期 朝倉 2 講義 123

共通教育 健康Ｄ 井上　顕, 他 第１学期 朝倉 2 講義 142

共通教育 アルコール学概論 島内　理恵, 他 第１学期 朝倉 2 講義 181

共通教育 一般学生のための医療と医学の知識 岩﨑　泰正 第１学期 朝倉 2 講義 141

共通教育 地域の中で剣道を学ぶ 矢野　宏光 第１学期集中 朝倉 2 講義 6

共通教育 知の探訪 金西　計英 第２学期 その他 2 講義 19

共通教育 数の概念入門 加納　理成 第２学期 朝倉 2 講義 34

共通教育 体験する数学 小松　和志 第２学期 朝倉 2 講義 49

共通教育 数学序論 加藤　和久 第２学期集中 朝倉 2 講義 21

共通教育 法化学概論 西脇　芳典 第２学期 朝倉 2 講義 40

共通教育 物質の科学 松本　健司, 他 第２学期 朝倉 2 講義 22

共通教育 環境化学物質をどう考えるか 蒲生　啓司 第１学期 朝倉 2 講義 45

共通教育 渚の自然史 伊谷　行 第１学期 朝倉 2 講義 59

共通教育 生物時計のはなし 竹内　日登美 第２学期 朝倉 2 講義 230

共通教育 生命の科学 久保田　賢, 益本　俊郎 第２学期 物部 2 講義 24

共通教育 地球と宇宙 近藤　康生, 他 第２学期 朝倉 2 講義 82

共通教育 大地の災害 笹原　克夫, 張　浩 第１学期 朝倉 2 講義 99

共通教育 地震の災害 松岡　裕美 第１学期 朝倉 2 講義 153

共通教育 気象と波の災害 佐々　浩司, 張　浩 第２学期 朝倉 2 講義 81

共通教育 災害と生きる 原　忠, 他 第２学期 朝倉 2 講義 212

共通教育 高知の自然と地質資源 中川　昌治 第２学期 朝倉 2 講義 104

共通教育 情報セキュリティ入門 佐々木　正人 第１学期 朝倉 2 講義 113

共通教育 情報セキュリティ入門 石黒　克也 第２学期 朝倉 2 講義 68

共通教育 初等プログラミング入門 石黒　克也 第１学期 朝倉 2 演習 91



共通教育 情報社会と情報技術 佐々木　正人 第２学期 朝倉 2 講義 99

共通教育 フードサイエンスの世界 永田　信治, 他 第１学期 朝倉 2 講義 218

共通教育 海洋を考える 足立　真佐雄, 他 第２学期 朝倉 2 講義 222

共通教育 遺伝資源の利用と保全 関　伸吾, 永田　信治 第１学期 物部 2 講義 71

共通教育 植物バイオテクノロジー概論 尾形　凡生, 他 第２学期 物部 2 講義 12

共通教育 地域の農林資源と環境科学 森　牧人, 他 第２学期 朝倉 2 講義 223

共通教育 土佐の自然と農林業 松島　貴則, 他 第１学期 朝倉 2 講義 289

共通教育 高知の農業と自然を実践して学ぶ 尾形　凡生, 他 第１学期集中 朝倉 2 演習 21

共通教育 自然の法則 中城　満, 他 第１学期 朝倉 2 講義 62

共通教育 ライフサイエンスの世界 永田　信治, 他 第２学期 朝倉 2 講義 228

共通教育 自然科学の歴史 西岡　孝, 他 第２学期 朝倉 2 講義 62

共通教育 情報社会と情報技術 佐々木　正人 第１学期 朝倉 2 講義 71

共通教育 社会を変えた化学・生物学 永野　高志, 他 第１学期 朝倉 2 講義 40

共通教育 理系学生のための、科学英語論文を読むため 岩﨑　泰正 第２学期 朝倉 2 講義 46

共通教育 微分・積分学入門 逸見　豊, 他 通年 朝倉 2 講義 6

共通教育 物理学入門 飯田　圭, 李　東奎 通年 朝倉 2 講義 22

共通教育 化学入門 藤山　亮治, 北條　正司 通年 朝倉 2 講義 6

共通教育 生物学入門 佐々木　邦夫, 他 通年 朝倉 2 講義 23

共通教育 地球科学入門 川畑　博, 他 通年集中 朝倉 2 講義 15

共通教育 植物の生殖 松井　透 第１学期 朝倉 2 講義 36

共通教育 魚食文化で世界を見る 堀　美菜 第１学期 朝倉 2 講義 127

共通教育 さわってわかるAI講座  ～基礎理論からクラ 石黒　克也 第１学期集中 朝倉 2 講義 17

共通教育 トポロジーと囲碁 山口　俊博 第２学期 朝倉 2 講義 74

共通教育 数理科学の世界 大渕　朗 第２学期 その他 2 講義 49

共通教育 和算の世界 平田　浩一 第２学期 その他 1 講義 22

共通教育 身の回りの放射線 田中　寿郎 第２学期 その他 1 講義 23

共通教育 タンパク質で生命を斬る 坪井　敬文 第２学期 その他 2 講義 5

共通教育 昆虫と環境 小西　和彦 第２学期 その他 1 講義 96

共通教育 気象学入門 佐々　浩司 第１学期 その他 2 講義 217

共通教育 四国の自然環境と防災  その１ 寺尾　徹, 他 第２学期 その他 1 講義 38

共通教育 四国の自然環境と防災  その２ 寺尾　徹, 他 第２学期 その他 1 講義 18

共通教育 コンピュータと教育  その１ 林　敏浩 第１学期 その他 1 講義 38

共通教育 コンピュータと教育  その２ 林　敏浩 第１学期 その他 1 講義 17

共通教育 情報のいろは 林　敏浩, 藤本　憲市 第２学期 その他 2 講義 53

共通教育 高度情報化社会の歩き方 後藤田　中, 藤本　憲市 第２学期 その他 1 講義 3

共通教育 インタフェースデザイン概論 三好　康夫 第２学期 その他 1 講義 1

共通教育 デジタルものづくり入門 宮下　晃一 第１学期 その他 1 講義 20

共通教育 自動車概論 宮下　晃一 第２学期 その他 1 講義 99

共通教育 私たちの生活と材料 小林　千悟 第２学期 その他 1 講義 5

共通教育 太陽光利用型植物工場における知能的農作物 仁科　弘重 第２学期 その他 1 講義 5

共通教育 瀬戸内海論  その１ 原　直行 第１学期 その他 1 講義 10

共通教育 瀬戸内海論  その２ 原　直行 第１学期 その他 1 講義 10

共通教育 人工魚礁の開発と環境保全 末永　慶寛 第１学期 その他 1 講義 50

共通教育 現代科学と研究倫理 金西　計英 第２学期 その他 2 講義 7

共通教育 飛行機はなぜ飛ぶのか 岩本　幸治 第２学期 その他 1 講義 6

共通教育 ＴＯＥＩＣ英語 今井　典子 第１学期 朝倉 2 演習 38

共通教育 国際英語 ディレイニ　クレイグ 第１学期 朝倉 2 演習 45

共通教育 教養英会話 デビット　レスリー 第１学期 朝倉 2 演習 9

共通教育 リーディング・スキル 桝田　隆宏 第１学期 物部 2 演習 2

共通教育 国際英語 中川　ふさ 第１学期 物部 2 演習 16

共通教育 教養英会話 濱田　沙織 第１学期 物部 2 演習 18

共通教育 ＴＯＥＩＣ英語 柳瀬　真紀 第２学期 朝倉 2 演習 58

共通教育 国際英語 ディレイニ　クレイグ 第２学期 朝倉 2 演習 41

共通教育 国際英語 デビット　レスリー 第２学期 朝倉 2 演習 15

共通教育 国際英語 デビット　レスリー 第１学期 朝倉 2 演習 32

共通教育 ＴＯＥＩＣ英語 松吉　明子 第２学期 物部 2 演習 5

共通教育 教養英会話 ロバートソン　マイケル 第２学期 物部 2 演習 9

共通教育 ドイツ語I フーク 第１学期 朝倉 2 演習 34

共通教育 ドイツ語I 斎藤　昌人 第１学期 朝倉 2 演習 35

共通教育 ドイツ語I 小澤　望 第１学期 朝倉 2 演習 11

共通教育 ドイツ語I 丸井　一郎 第１学期 朝倉 2 演習 34

共通教育 ドイツ語I 塩見　由利 第１学期 朝倉 2 演習 35

共通教育 ドイツ語I 土居　アンケ 第１学期 朝倉 2 演習 33

共通教育 ドイツ語I 冨田　薫 第１学期 朝倉 2 演習 35

共通教育 ドイツ語I 小島　一良 第１学期 物部 2 演習 23

共通教育 ドイツ語I 小澤　望 第２学期 朝倉 2 演習 53

共通教育 ドイツ語I 斎藤　昌人 第２学期 朝倉 2 演習 54

共通教育 ドイツ語I 土居　アンケ 第２学期 朝倉 2 演習 54

共通教育 ドイツ語I 冨田　薫 第２学期 朝倉 2 演習 54



共通教育 ドイツ語I 土屋　京子 第２学期 朝倉 2 演習 10

共通教育 ドイツ語II 塩見　由利 第２学期 朝倉 2 演習 41

共通教育 ドイツ語II フーク 第２学期 朝倉 2 演習 24

共通教育 ドイツ語I 冨田　薫 第１学期 朝倉 2 演習 33

共通教育 フランス語I 大谷　園 第１学期 朝倉 2 演習 52

共通教育 フランス語I 安藤　麻貴 第１学期 朝倉 2 演習 48

共通教育 フランス語II 大谷　園 第２学期 朝倉 2 演習 12

共通教育 フランス語II 安藤　麻貴 第２学期 朝倉 2 演習 32

共通教育 フランス語I 安藤　麻貴 第２学期 朝倉 2 演習 45

共通教育 中国語I 周　雲喬 第１学期 朝倉 2 演習 60

共通教育 中国語I 高橋　俊 第１学期 朝倉 2 演習 60

共通教育 中国語I 吉井  敬雄 第１学期 朝倉 2 演習 38

共通教育 中国語I 松岡　碧水 第１学期 朝倉 2 演習 59

共通教育 中国語I 西村  久美 第１学期 朝倉 2 演習 60

共通教育 中国語I 河岡　うさぎ 第１学期 朝倉 2 演習 60

共通教育 中国語I 小松　瞳 第１学期 朝倉 2 演習 15

共通教育 中国語I 高西  成介 第１学期 朝倉 2 演習 7

共通教育 中国語I 松岡　碧水 第１学期 朝倉 2 演習 24

共通教育 中国語I 西村  久美 第１学期 朝倉 2 演習 38

共通教育 中国語I 西村  久美 第１学期 物部 2 演習 17

共通教育 中国語II 池  純子 第１学期 朝倉 2 演習 27

共通教育 中国語I 吉井  敬雄 第２学期 朝倉 2 演習 40

共通教育 中国語I 松岡　碧水 第２学期 朝倉 2 演習 39

共通教育 中国語I 西村  久美 第２学期 朝倉 2 演習 39

共通教育 中国語I 河岡　うさぎ 第２学期 朝倉 2 演習 40

共通教育 中国語I 池  純子 第２学期 朝倉 2 演習 40

共通教育 中国語I 西村  久美 第２学期 朝倉 2 演習 39

共通教育 中国語I 西村  久美 第２学期 物部 2 演習 7

共通教育 中国語II 周　雲喬 第２学期 朝倉 2 演習 40

共通教育 中国語II 高橋　俊 第２学期 朝倉 2 演習 38

共通教育 中国語II 小松　瞳 第２学期 朝倉 2 演習 38

共通教育 中国語II 陳　美潔 第２学期 朝倉 2 演習 8

共通教育 中国語I 吉井  敬雄 第１学期 朝倉 2 演習 7

共通教育 中国語I 吉井  敬雄 第２学期 朝倉 2 演習 15

共通教育 韓国語（朝鮮語）I 徐　恩卿 第１学期 朝倉 2 演習 58

共通教育 韓国語（朝鮮語）I 大内　彩 第１学期 朝倉 2 演習 48

共通教育 韓国語（朝鮮語）I 徐　恩卿 第２学期 朝倉 2 演習 57

共通教育 韓国語（朝鮮語）II 徐　恩卿 第２学期 朝倉 2 演習 48

共通教育 スペイン語I 曽根  潤 第１学期 朝倉 2 演習 30

共通教育 スペイン語I 市川　サラ 第１学期 朝倉 2 演習 60

共通教育 スペイン語II 曽根  潤 第２学期 朝倉 2 演習 29

共通教育 中国語Ａ 前田　正也 第１学期 岡豊 1 演習 40

共通教育 中国語Ｂ 前田　正也 第２学期 岡豊 1 演習 17

共通教育 ドイツ語Ａ 塩見　由利 第１学期 岡豊 1 演習 29

共通教育 ドイツ語Ｂ 塩見　由利 第２学期 岡豊 1 演習 6

共通教育 韓国朝鮮語Ａ 徐　恩卿 第１学期 岡豊 1 演習 30

共通教育 フランス語Ｂ 安藤　麻貴 第２学期 岡豊 1 演習 3

共通教育 英語読解 植田　咊佐 第２学期 岡豊 1 演習 4

共通教育 食生活論 鈴木　麻希子 第１学期集中 岡豊 1 講義 55

共通教育 居住環境論 吉田　晋 第１学期集中 岡豊 1 講義 60

共通教育 医療人類学 濱　雄亮 第１学期集中 岡豊 2 講義 123

共通教育 生命倫理学 山脇　京子, 他 第２学期 岡豊 2 講義 61

共通教育 社会学 池谷　江理子 第２学期 岡豊 2 講義 61

共通教育 国際関係論 溜　和敏, 関屋　伸子 第１学期集中 岡豊 1 講義 6

共通教育 コミュニケーション論 高橋　美美 第１学期 岡豊 2 講義 62

共通教育 スポーツ科学講義 野田　智洋 第１学期 岡豊 2 講義 107

共通教育 スポーツ科学講義 野田　智洋 第２学期 岡豊 2 講義 60

共通教育 スポーツ科学実技Ａ 野田　智洋 第１学期 岡豊 1 実技 40

共通教育 スポーツ科学実技Ｂ 野田　智洋 第２学期 岡豊 1 実技 29

共通教育 スポーツ科学実技Ｃ 野田　智洋 第２学期 岡豊 1 実技 31

共通教育 環境保健学 吾妻　健 第２学期 岡豊 2 講義 61

共通教育 医学概論 山口　正洋 通年 岡豊 4 講義 109

共通教育 地域キャリア論 川竹  大輔 第１学期 朝倉 2 講義 129

共通教育 生涯教育論 内田　純一 第１学期 朝倉 2 講義 60

共通教育 生涯教育論 内田　純一 第１学期集中 朝倉 2 講義 76

共通教育 進路決定支援演習－自分ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ法－ 国光　ゆかり 第１学期集中 朝倉 2 演習 16

共通教育 キャリアパス演習－ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ講座－ 大倉　美知子 第２学期 朝倉 2 演習 17

共通教育 インターンシップ実習 森田　佐知子, 高橋　俊 第１学期集中 朝倉 2 実習 14

共通教育 地域未来創成入門 増田　和也, 他 第１学期集中 朝倉 1 講義 15



共通教育 カルチャーシェアリング 増田　和也, 他 第１学期集中 朝倉 1 演習 9

共通教育 ベーシック国内サービスラーニング 増田　和也, 他 第１学期集中 その他 4 実習 9

共通教育 ベーシック海外サービスラーニング 増田　和也, 池島　耕 第２学期集中 その他 4 実習 4

共通教育 アドバンスド国内サービスラーニング 増田　和也, 他 第１学期集中 その他 4 実習 6

共通教育 アドバンスド海外サービスラーニング 増田　和也, 池島　耕 第２学期集中 その他 4 実習 5

共通教育 教育学・教育課程概論Ｂ 中村　直人 第２学期 朝倉 2 講義 3

共通教育 教育学・教育課程概論Ｃ 岡谷　英明 第２学期 朝倉 2 講義 75

共通教育 教育学・教育課程概論Ｄ 内田　純一 第１学期 朝倉 2 講義 99

共通教育 教育学・教育課程概論Ｅ 中村　直人 第１学期 朝倉 2 講義 94

共通教育 教育心理学概論Ｂ 馬場園　陽一 第１学期 朝倉 2 講義 48

共通教育 教育心理学概論Ｃ 馬場園　陽一 第２学期 朝倉 2 講義 78

共通教育 教育心理学概論Ｄ 野中　陽一朗 第１学期 朝倉 2 講義 146

共通教育 介護等体験（事前指導、事後指導を含む） 全学教職委員会 通年集中 朝倉 2 実習 71

共通教育 博物館学内実習 資格教育委員会, 松島  朝秀 通年集中 朝倉 2 実習 64

共通教育 博物館館園実習 資格教育委員会, 松島  朝秀 通年 朝倉 1 実習 39

共通教育 教育学概論Ｂ 中村　直人 第２学期 朝倉 2 講義 6

共通教育 教育学概論Ｃ 岡谷　英明 第２学期 朝倉 2 講義 13

共通教育 教育学概論Ｄ 内田　純一 第１学期 朝倉 2 講義 47

共通教育 教育学概論Ｅ 中村　直人 第１学期 朝倉 2 講義 5

共通教育 キャリアプランニングⅠ 森田　佐知子 第２学期 朝倉 2 講義 79

共通教育 ピアサポート理論と実践 杉田　郁代 第１学期 朝倉 2 講義 15

共通教育 業務効率化のためのIT活用技法 髙畑　貴志 第２学期集中 朝倉 1 講義 11

共通教育 キャリアプランニングⅡ 森田　佐知子 第１学期 朝倉 2 講義 88

共通教育 グローバルコミュニケーション（マレーシア 柴田　雄介 通年集中 その他 2 実習 13

共通教育 グローバルコミュニケーション（フィリピン 柴田　雄介 通年集中 その他 2 実習 4

共通教育 大学生活と心理学 杉田　郁代 第２学期 朝倉 2 講義 66

共通教育 徳島で暮らす・徳島で働くを考える 川崎　克寛 第１学期 その他 1 講義 17

共通教育 大学生活入門 髙畑　貴志 第１学期 その他 2 講義 5

共通教育 アクティブラーニング入門 髙畑　貴志 第１学期 その他 1 講義 9

共通教育 学校教員の世界 竹口　幸志, 宮下　晃一 第１学期 その他 2 講義 13

共通教育 アカデミック・プレゼンテーション（PowerP 仲道　雅輝 第２学期 その他 1 講義 5

共通教育 研究倫理 田中　寿郎 第２学期 その他 1 講義 12

共通教育 学びの統合入門 髙畑　貴志 第２学期 その他 2 講義 5

共通教育 キャリアで活かすITリテラシー 髙畑　貴志 第２学期 その他 1 講義 6

共通教育 非営利組織経営基礎演習 上田　健作 第２学期 朝倉 2 演習 13

共通教育 商品開発基礎演習 須藤　順 第１学期前半 朝倉 2 演習 71

共通教育 社会調査実習 玉里　恵美子, 他 通年隔週Ａ 朝倉 2 実習 24

共通教育 多変量解析 中澤　純治 第１学期 朝倉 2 講義 4

共通教育 日本語I 林　翠芳 第１学期 朝倉 2 演習 4

共通教育 日本語II 公文　素子 第１学期 朝倉 2 演習 9

共通教育 日本語III 大塚　薫 第２学期 朝倉 2 演習 8

共通教育 日本語IV 渡辺　裕美, 神崎　道太郎 第２学期 朝倉 2 演習 20

共通教育 日本事情I 伊藤　里奈 第１学期 朝倉 2 講義 16

共通教育 日本事情II 伊藤　里奈 第２学期 朝倉 2 講義 19

共通教育 日本事情III 佐野　由紀子 第１学期 朝倉 2 講義 16

共通教育 日本事情IV 佐野　由紀子 第２学期 朝倉 2 講義 15

人文学部 西洋近代思想演習III 角　忍 第１学期 朝倉 2 演習 1

人文学部 西洋近代思想演習IV 角　忍 第２学期 朝倉 2 演習 1

人文学部 倫理学演習III 武藤　整司 第１学期 朝倉 2 演習 1

人文学部 倫理学演習IV 武藤　整司 第２学期 朝倉 2 演習 1

人文学部 宗教論演習III 安藤　恵崇 第１学期 朝倉 2 演習 1

人文学部 宗教論演習IV 安藤　恵崇 第２学期 朝倉 2 演習 1

人文学部 言語意味論演習IV 加藤　勉 第２学期 朝倉 2 演習 1

人文学部 言語意味論III 加藤　勉 第２学期 朝倉 2 講義 5

人文学部 日本史学分野史II 公文　豪 第１学期 朝倉 2 講義 1

人文学部 東洋古代中世史III 大櫛　敦弘 第１学期 朝倉 2 講義 3

人文学部 アジア文化史III 大櫛　敦弘 第２学期 朝倉 2 講義 2

人文学部 英語圏文化論III 宗　洋 第１学期 朝倉 2 講義 1

人文学部 卒業論文(専門ｾﾞﾐﾅｰﾙIII･IVを含む 杉谷　隆 通年(秋) 朝倉 8 演習 1

人文学部 卒業論文(専門ｾﾞﾐﾅｰﾙIII･IVを含む 福島　尚 第１学期 朝倉 8 演習 1

人文学部 卒業論文(専門ｾﾞﾐﾅｰﾙIII･IVを含む 杉谷　隆 第２学期 朝倉 8 演習 1

人文学部 環境文化論 上岡　克己 第１学期 朝倉 2 講義 8

人文学部 ゼミナールIV 森　直人 第１学期 朝倉 2 演習 1

人文学部 ゼミナールII 吉門　牧雄 第１学期 朝倉 2 演習 1

人文学部 卒業論文（ゼミナールV・VIを含む） 岩佐　光広 通年(秋) 朝倉 8 演習 1

人文学部 卒業論文（ゼミナールV・VIを含む） 佐野　健太郎 通年(秋) 朝倉 8 演習 1

人文学部 卒業論文（ゼミナールV・VIを含む） 山下　興作 通年(秋) 朝倉 8 演習 1

人文学部 卒業論文（ゼミナールV・VIを含む） 遠山　茂樹 通年(秋) 朝倉 8 演習 1

人文学部 卒業論文（ゼミナールV・VIを含む） 中西　三紀 通年 朝倉 8 演習 1



人文学部 卒業論文（ゼミナールV・VIを含む） 斎藤　昌人 第１学期 朝倉 8 演習 1

人文学部 卒業論文（ゼミナールV・VIを含む） 山下　興作 第１学期 朝倉 8 演習 1

人文学部 卒業論文（ゼミナールV・VIを含む） 佐野　由紀子 第１学期 朝倉 8 演習 1

人文学部 卒業論文（ゼミナールV・VIを含む） 関　良子 第１学期 朝倉 8 演習 1

人文学部 卒業論文（ゼミナールV・VIを含む） 佐野　由紀子 第２学期 朝倉 8 演習 1

人文学部 卒業論文（ゼミナールV・VIを含む） 遠山　茂樹 第２学期 朝倉 8 演習 1

人文学部 卒業論文（ゼミナールV・VIを含む） 山下　興作 通年集中(秋) 朝倉 8 演習 1

人文学部 異文化間ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論特講 土屋　京子 第２学期 朝倉 2 講義 2

人文学部 異文化間ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論特講演習 小橋　玲治 第１学期集中 朝倉 2 演習 6

人文学部 国際社会総合ゼミナール 岩佐　和幸 第１学期 朝倉 2 演習 1

人文学部 現代ｱﾒﾘｶ社会文化論 山下　興作 第２学期 朝倉 2 講義 4

人文学部 現代ｱﾒﾘｶ社会文化論演習 山下　興作 第１学期 朝倉 2 演習 3

人文学部 専門演習I･II 肖　紅燕 通年 朝倉 4 演習 1

人文学部 専門演習I･II 田中　康一 通年 朝倉 4 演習 1

人文学部 専門演習I･II 伊丹　清 通年 朝倉 4 演習 1

人文学部 卒業論文･専門演習III･IV 霜田　博史 通年 朝倉 6 演習 1

人文学部 卒業論文･専門演習III･IV 横川　和博 通年 朝倉 6 演習 3

人文学部 卒業論文･専門演習III･IV 鈴木　啓之 通年 朝倉 6 演習 1

人文学部 卒業論文･専門演習III･IV 赤間　聡 第２学期 朝倉 6 演習 1

人文学部 卒業論文･専門演習III･IV 小川　寛貴 第２学期 朝倉 6 演習 1

人文学部 卒業論文･専門演習III･IV 飯國　芳明 通年 朝倉 6 演習 1

人文学部 卒業論文･専門演習III･IV 伊丹　清 通年 朝倉 6 演習 1

人文学部 卒業論文･専門演習III･IV 切詰　和雅 通年 朝倉 6 演習 1

人文学部 卒業論文･専門演習III･IV 山内　高太郎 通年 朝倉 6 演習 2

人文学部 卒業論文･専門演習III･IV 飯國　芳明 第２学期 朝倉 6 演習 1

人文学部 卒業論文･専門演習III･IV 伊丹　清 第２学期 朝倉 6 演習 1

人文学部 卒業論文･専門演習III･IV 中川　香代 第２学期 朝倉 6 演習 1

人文学部 卒業論文･専門演習III･IV 野崎　華世 第２学期 朝倉 6 演習 1

人文学部 卒業論文･専門演習III･IV 飯國　芳明 通年(秋) 朝倉 6 演習 1

人文学部 卒業論文･専門演習III･IV 伊丹　清 通年(秋) 朝倉 6 演習 1

人文学部 教育実習(事前事後指導含む） 全学教職委員会 通年 朝倉 5 実習 3

人文学部 教育実習(事前事後指導含む) 全学教職委員会 通年 朝倉 3 実習 1

人文社会科学部 商業科指導法I 大原　信男 第１学期集中 朝倉 2 講義 4

人文社会科学部 商業科指導法II 大原　信男 第２学期集中 朝倉 2 講義 3

人文社会科学部 教職実践演習（中・高） 吉田　茂樹, 全学教職委員会 第２学期 朝倉 2 演習 11

人文社会科学部 教職実践演習（中・高） 藤田　詠司, 全学教職委員会 第２学期 朝倉 2 演習 25

人文社会科学部 教職実践演習（中・高） 那須　恒夫, 全学教職委員会 第２学期 朝倉 2 演習 17

人文社会科学部 教育実習(事前事後指導含む） 全学教職委員会 通年集中 朝倉 5 実習 33

人文社会科学部 教育実習(事前事後指導含む) 全学教職委員会 通年集中 朝倉 3 実習 19

人文社会科学部 教職実践演習（中・高） 横山　卓, 全学教職委員会 第２学期 朝倉 2 演習 3

人文社会科学部 リサーチリテラシー 渡邊　ひとみ, 他 第２学期 朝倉 2 講義 108

人文社会科学部 哲学概論Ⅰ 角　忍 第１学期 朝倉 2 講義 48

人文社会科学部 哲学概論Ⅱ 角　忍 第２学期 朝倉 2 講義 40

人文社会科学部 倫理学概論Ⅰ 武藤　整司 第１学期 朝倉 2 講義 109

人文社会科学部 倫理学概論Ⅱ 武藤　整司 第２学期 朝倉 2 講義 132

人文社会科学部 宗教学概論Ⅰ 安藤　恵崇 第１学期 朝倉 2 講義 157

人文社会科学部 宗教学概論Ⅱ 安藤　恵崇 第２学期 朝倉 2 講義 182

人文社会科学部 心理学概論Ⅰ 日比野　桂 第１学期 朝倉 2 講義 140

人文社会科学部 心理学概論Ⅱ 日比野　桂 第２学期 朝倉 2 講義 97

人文社会科学部 日本史概論Ⅰ 津野　倫明 第１学期 朝倉 2 講義 42

人文社会科学部 日本史概論Ⅱ 小幡　尚 第２学期 朝倉 2 講義 20

人文社会科学部 東洋史概論Ⅰ 大櫛　敦弘 第１学期 朝倉 2 講義 74

人文社会科学部 東洋史概論Ⅱ 吉尾　寛 第２学期集中 朝倉 2 講義 19

人文社会科学部 西洋史概論Ⅰ 川本　真浩 第１学期 朝倉 2 講義 41

人文社会科学部 西洋史概論Ⅱ 川本　真浩 第２学期 朝倉 2 講義 36

人文社会科学部 人文地理概論Ⅱ 田中　健作 第２学期 朝倉 2 講義 34

人文社会科学部 日本語学概論Ⅰ 上野　智子 第２学期集中 朝倉 2 講義 34

人文社会科学部 日本語学概論Ⅱ 北﨑　勇帆 第２学期 朝倉 2 講義 63

人文社会科学部 日本文学概論Ⅰ 田鎖　数馬 第１学期 朝倉 2 講義 85

人文社会科学部 日本文学概論Ⅱ 大塚　誠也 第２学期 朝倉 2 講義 106

人文社会科学部 英語言語学概論Ⅰ 加藤　勉 第２学期 朝倉 2 講義 66

人文社会科学部 アメリカ文学概論Ⅰ 藤吉　清次郎 第１学期 朝倉 2 講義 55

人文社会科学部 イギリス文学概論Ⅱ 青木　晴男 第２学期 朝倉 2 講義 35

人文社会科学部 中国文学概論Ⅰ 中森　健二 第１学期 朝倉 2 講義 43

人文社会科学部 中国文学概論Ⅱ 中森　健二 第２学期 朝倉 2 講義 50

人文社会科学部 国際社会研究入門 バーゴイン, リングリー 第２学期 朝倉 2 講義 43

人文社会科学部 社会制度設計論 雨宮　祐樹, 他 第２学期 朝倉 2 講義 128

人文社会科学部 経済学概論 雨宮　祐樹 第１学期 朝倉 2 講義 121

人文社会科学部 日本経済概論 霜田　博史 第２学期 朝倉 2 講義 146



人文社会科学部 経営学概論 山内　高太郎, 他 第２学期 朝倉 2 講義 128

人文社会科学部 ミクロ経済学Ⅰ 飯國　芳明 第２学期 朝倉 2 講義 61

人文社会科学部 政治学概論 小川　寛貴 第１学期 朝倉 2 講義 143

人文社会科学部 法学概論 横川　和博 第１学期 朝倉 2 講義 154

人文社会科学部 社会学概論 遠山　茂樹 第２学期 朝倉 2 講義 134

人文社会科学部 憲法Ⅰ 岡田　健一郎 第１学期 朝倉 2 講義 192

人文社会科学部 民法Ⅰ 緒方　賢一 第２学期 朝倉 2 講義 93

人文社会科学部 専門英語Ⅰ 古閑　恭子 第１学期 朝倉 2 演習 30

人文社会科学部 専門英語Ⅱ 関　良子 第２学期 朝倉 2 演習 22

人文社会科学部 ドイツ語中級Ⅰ フーク 第１学期 朝倉 2 演習 10

人文社会科学部 フランス語中級Ⅰ 安藤　麻貴 第１学期 朝倉 2 演習 23

人文社会科学部 中国語中級Ⅰ 周　雲喬 第１学期 朝倉 2 演習 41

人文社会科学部 スペイン語中級Ⅱ 中西　三紀, GARCIA DEL SAZ EVA第２学期 朝倉 2 演習 3

人文社会科学部 韓国語（朝鮮語）中級Ⅰ 大内　彩 第１学期 朝倉 2 演習 21

人文社会科学部 グローバル社会と地域 田中　健作, 他 第１学期 朝倉 2 講義 96

人文社会科学部 越境文化論 吉門　牧雄, 他 第２学期 朝倉 2 講義 58

人文社会科学部 社会心理学 仲嶺　真 第２学期 朝倉 2 講義 84

人文社会科学部 地域経済論 田中　康一 第１学期 朝倉 2 講義 101

人文社会科学部 男女共同参画の哲学 小島　優子 第２学期 朝倉 2 講義 75

人文社会科学部 言語・コミュニケーション論　 古閑　恭子 第１学期 朝倉 2 講義 189

人文社会科学部 世界経済論　　　　　　 塩原　俊彦 第１学期 朝倉 2 講義 111

人文社会科学部 現代社会の哲学的課題 武藤　整司 第２学期集中 朝倉 2 講義 1

人文社会科学部 環境経済学 新保　輝幸 第１学期 朝倉 2 講義 39

人文社会科学部 ヨーロッパ社会文化論　 斎藤　昌人 第１学期 朝倉 2 講義 157

人文社会科学部 資料保存学 松島  朝秀 第２学期 朝倉 2 講義 39

人文社会科学部 近代社会論 森　直人 第２学期 朝倉 2 講義 148

人文社会科学部 時代区分論 吉尾　寛 第１学期 朝倉 2 講義 60

人文社会科学部 文化人類学 岩佐　光広 第１学期 朝倉 2 講義 30

人文社会科学部 リサーチリテラシー 佐々木　昌太郎, 他 第２学期 朝倉 2 講義 87

人文社会科学部 リサーチリテラシー 小川　寛貴, 他 第２学期 朝倉 2 講義 102

人文社会科学部 グローバル社会と地域 佐野　由紀子, 他 第１学期 朝倉 2 講義 84

人文社会科学部 グローバル社会と地域 新保　輝幸, 他 第１学期 朝倉 2 講義 106

人文社会科学部 専門英語Ⅰ 宗　洋 第１学期 朝倉 2 演習 12

人文社会科学部 専門英語Ⅰ 加藤　勉 第１学期 朝倉 2 演習 38

人文社会科学部 専門英語Ⅰ 宗　洋 第１学期 朝倉 2 演習 7

人文社会科学部 専門英語Ⅰ(EPIC1 A/B) リングリー 第１学期 朝倉 2 演習 17

人文社会科学部 専門英語Ⅰ(EPIC2 A/B) バーゴイン 第１学期 朝倉 2 演習 17

人文社会科学部 専門英語Ⅰ(EPIC3 A/B) デビット　レスリー 第１学期 朝倉 2 演習 17

人文社会科学部 専門英語Ⅱ 山下　興作 第２学期 朝倉 2 演習 28

人文社会科学部 専門英語Ⅱ デビット　レスリー 第２学期 朝倉 2 演習 23

人文社会科学部 専門英語Ⅰ ディレイニ　クレイグ 第１学期 朝倉 2 演習 37

人文社会科学部 専門英語Ⅱ ディレイニ　クレイグ 第２学期 朝倉 2 演習 30

人文社会科学部 ドイツ語中級Ⅱ フーク 第２学期 朝倉 2 演習 9

人文社会科学部 中国語中級Ⅱ 高橋　俊 第２学期 朝倉 2 演習 51

人文社会科学部 西洋哲学基礎演習 角　忍 第２学期前半 朝倉 1 演習 8

人文社会科学部 心理学実験法基礎演習 日比野　桂 第１学期前半 朝倉 1 演習 33

人文社会科学部 心理統計学基礎演習 渡邊　ひとみ 第１学期前半 朝倉 1 演習 33

人文社会科学部 心理学データ分析基礎演習 渡邊　ひとみ 第１学期後半 朝倉 1 演習 34

人文社会科学部 心理学研究法基礎演習 日比野　桂 第１学期後半 朝倉 1 演習 36

人文社会科学部 東洋古代中世史基礎演習 大櫛　敦弘 第１学期前半 朝倉 1 演習 21

人文社会科学部 東洋近世近代史基礎演習 吉尾　寛 第１学期後半 朝倉 1 演習 19

人文社会科学部 地理学基礎演習 杉谷　隆 第１学期前半 朝倉 1 演習 10

人文社会科学部 地域分析基礎演習 田中　健作 第１学期後半 朝倉 1 演習 10

人文社会科学部 日本古代文学基礎演習 大塚　誠也 第１学期前半 朝倉 1 演習 36

人文社会科学部 日本語史基礎演習 北﨑　勇帆 第１学期後半 朝倉 1 演習 36

人文社会科学部 言語意味論基礎演習 加藤　勉 第２学期前半 朝倉 1 演習 2

人文社会科学部 言語文法論基礎演習 西尾　美穂 第２学期後半 朝倉 1 演習 5

人文社会科学部 イギリス文学基礎演習 宗　洋 第１学期後半 朝倉 1 演習 2

人文社会科学部 アメリカ文学基礎演習 藤吉　清次郎 第１学期前半 朝倉 1 演習 3

人文社会科学部 倫理学基礎演習 武藤　整司 第１学期後半 朝倉 1 演習 10

人文社会科学部 宗教論基礎演習 安藤　恵崇 第１学期前半 朝倉 1 演習 15

人文社会科学部 考古学基礎演習 宮里　修 第２学期前半 朝倉 1 演習 12

人文社会科学部 日本中世史基礎演習 津野　倫明 第２学期後半 朝倉 1 演習 9

人文社会科学部 日本近代史基礎演習 小幡　尚 第２学期後半 朝倉 1 演習 4

人文社会科学部 西洋社会史基礎演習 川本　真浩 第２学期前半 朝倉 1 演習 7

人文社会科学部 日本中世文学基礎演習 福島　尚 第２学期後半 朝倉 1 演習 35

人文社会科学部 日本近代文学基礎演習 田鎖　数馬 第２学期前半 朝倉 1 演習 39

人文社会科学部 西洋近代思想演習Ⅰ 角　忍 第１学期 朝倉 2 演習 1

人文社会科学部 西洋近代思想演習Ⅱ 角　忍 第２学期 朝倉 2 演習 1



人文社会科学部 倫理学演習Ⅰ 武藤　整司 第１学期 朝倉 2 演習 13

人文社会科学部 倫理学演習Ⅱ 武藤　整司 第２学期 朝倉 2 演習 10

人文社会科学部 宗教論演習Ⅰ 安藤　恵崇 第１学期 朝倉 2 演習 12

人文社会科学部 宗教論演習Ⅱ 安藤　恵崇 第２学期 朝倉 2 演習 10

人文社会科学部 認知発達心理学演習Ⅰ 渡邊　ひとみ 第１学期 朝倉 2 演習 21

人文社会科学部 認知発達心理学演習Ⅱ 渡邊　ひとみ 第２学期 朝倉 2 演習 10

人文社会科学部 認知心理学演習Ⅰ 池田　和夫 第１学期 朝倉 2 演習 8

人文社会科学部 認知心理学演習Ⅱ 池田　和夫 第２学期 朝倉 2 演習 3

人文社会科学部 社会心理学演習Ⅰ 仲嶺　真 第１学期 朝倉 2 演習 14

人文社会科学部 社会心理学演習Ⅱ 仲嶺　真 第２学期 朝倉 2 演習 9

人文社会科学部 感情心理学演習Ⅰ 日比野　桂 第１学期 朝倉 2 演習 7

人文社会科学部 感情心理学演習Ⅱ 日比野　桂 第２学期 朝倉 2 演習 3

人文社会科学部 日本中世史演習Ⅰ 津野　倫明 第１学期 朝倉 2 演習 7

人文社会科学部 日本中世史演習Ⅱ 津野　倫明 第２学期 朝倉 2 演習 8

人文社会科学部 日本近代史演習Ⅰ 小幡　尚 第１学期 朝倉 2 演習 2

人文社会科学部 日本近代史演習Ⅱ 小幡　尚 第２学期 朝倉 2 演習 1

人文社会科学部 東洋古代中世史演習Ⅰ 大櫛　敦弘 第１学期 朝倉 2 演習 10

人文社会科学部 東洋古代中世史演習Ⅱ 大櫛　敦弘 第２学期 朝倉 2 演習 11

人文社会科学部 東洋近世近代史演習Ⅰ 吉尾　寛 第１学期 朝倉 2 演習 3

人文社会科学部 東洋近世近代史演習Ⅱ 吉尾　寛 第２学期集中 朝倉 2 演習 3

人文社会科学部 西洋社会史演習Ⅰ 川本　真浩 第１学期 朝倉 2 演習 1

人文社会科学部 西洋社会史演習Ⅱ 川本　真浩 第２学期 朝倉 2 演習 1

人文社会科学部 人文地理学演習Ⅰ 田中　健作 第１学期 朝倉 2 演習 9

人文社会科学部 人文地理学演習Ⅱ 田中　健作 第２学期 朝倉 2 演習 9

人文社会科学部 自然地理学演習Ⅰ 杉谷　隆 第１学期 朝倉 2 演習 3

人文社会科学部 自然地理学演習Ⅱ 杉谷　隆 第２学期 朝倉 2 演習 2

人文社会科学部 考古学演習Ⅰ 宮里　修 第１学期 朝倉 2 演習 7

人文社会科学部 考古学演習Ⅱ 宮里　修 第２学期 朝倉 2 演習 7

人文社会科学部 現代日本語論演習Ⅰ 北﨑　勇帆 第１学期 朝倉 2 演習 21

人文社会科学部 現代日本語論演習Ⅱ 北﨑　勇帆 第２学期 朝倉 2 演習 16

人文社会科学部 日本古代文学演習Ⅰ 大塚　誠也 第１学期 朝倉 2 演習 22

人文社会科学部 日本古代文学演習Ⅱ 大塚　誠也 第２学期 朝倉 2 演習 21

人文社会科学部 日本中世文学演習Ⅰ 福島　尚 第１学期 朝倉 2 演習 3

人文社会科学部 日本中世文学演習Ⅱ 福島　尚 第２学期 朝倉 2 演習 3

人文社会科学部 日本近代文学演習Ⅰ 田鎖　数馬 第１学期 朝倉 2 演習 14

人文社会科学部 日本近代文学演習Ⅱ 田鎖　数馬 第２学期 朝倉 2 演習 14

人文社会科学部 言語文法論演習Ⅰ 西尾　美穂 第１学期 朝倉 2 演習 1

人文社会科学部 言語文法論演習Ⅱ 西尾　美穂 第２学期 朝倉 2 演習 1

人文社会科学部 イギリス文学演習Ⅰ 宗　洋 第１学期 朝倉 2 演習 6

人文社会科学部 イギリス文学演習Ⅱ 宗　洋 第２学期 朝倉 2 演習 5

人文社会科学部 アメリカ文学演習Ⅰ 藤吉　清次郎 第１学期 朝倉 2 演習 5

人文社会科学部 アメリカ文学演習Ⅱ 藤吉　清次郎 第２学期 朝倉 2 演習 4

人文社会科学部 西洋人間論Ⅰ 角　忍 第１学期 朝倉 2 講義 19

人文社会科学部 西洋近代思想論Ⅰ 角　忍 第２学期 朝倉 2 講義 16

人文社会科学部 現代社会思想論Ⅰ 武藤　整司 第１学期 朝倉 2 講義 28

人文社会科学部 現代社会思想論Ⅱ 武藤　整司 第２学期 朝倉 2 講義 23

人文社会科学部 比較東洋思想論Ⅱ 安藤　恵崇 第２学期 朝倉 2 講義 56

人文社会科学部 比較思想論Ⅱ 武藤　整司 第２学期 朝倉 2 講義 47

人文社会科学部 宗教思想論Ⅱ 安藤　恵崇 第１学期 朝倉 2 講義 90

人文社会科学部 心理統計学 稲垣　勉 第２学期集中 朝倉 2 講義 33

人文社会科学部 臨床心理基礎論 相原　和雄 第１学期集中 朝倉 2 講義 60

人文社会科学部 臨床心理応用論 相原　和雄 第２学期集中 朝倉 2 講義 51

人文社会科学部 認知発達心理学 渡邊　ひとみ 第２学期 朝倉 2 講義 116

人文社会科学部 認知心理学 池田　和夫 第１学期 朝倉 2 講義 64

人文社会科学部 感情心理学 日比野　桂 第１学期 朝倉 2 講義 70

人文社会科学部 人間科学Ⅲ 仲嶺　真 第２学期集中 朝倉 2 講義 10

人文社会科学部 心理学実験Ⅰ 池田　和夫, 他 第１学期 朝倉 2 実験 33

人文社会科学部 心理学実験Ⅱ 仲嶺　真, 他 第２学期 朝倉 2 実験 26

人文社会科学部 心理学実験Ⅲ 仲嶺　真 第１学期集中 朝倉 2 実験 12

人文社会科学部 恋愛・結婚・親しい対人関係の心理学 松井　豊 第２学期集中 朝倉 2 講義 74

人文社会科学部 考古学概論Ⅰ 宮里　修 第１学期 朝倉 2 講義 23

人文社会科学部 自然地理概論Ⅰ 杉谷　隆 第１学期 朝倉 2 講義 34

人文社会科学部 日本文化史Ⅰ 石畑　匡基 第２学期 朝倉 2 講義 86

人文社会科学部 日本通史Ⅰ 津野　倫明 第１学期 朝倉 2 講義 19

人文社会科学部 日本通史Ⅱ 小幡　尚 第１学期 朝倉 2 講義 7

人文社会科学部 日本史学分野史 公文　豪 第１学期 朝倉 2 講義 24

人文社会科学部 東洋古代中世史Ⅰ 大櫛　敦弘 第１学期 朝倉 2 講義 82

人文社会科学部 東洋近世近代史 吉尾　寛 第１学期 朝倉 2 講義 30

人文社会科学部 東洋史学の現在 吉尾　寛 第１学期 朝倉 2 講義 16



人文社会科学部 アジア文化史Ⅰ 大櫛　敦弘 第２学期 朝倉 2 講義 73

人文社会科学部 西洋社会史Ⅱ 川本　真浩 第２学期 朝倉 2 講義 32

人文社会科学部 西洋史学の現在 川本　真浩 第１学期 朝倉 2 講義 6

人文社会科学部 アジア/ヨーロッパ通史Ⅱ 菅谷　成子 第１学期集中 朝倉 2 講義 11

人文社会科学部 日本近世近代史料講読Ⅰ 渡部　淳 第１学期 朝倉 2 講義 7

人文社会科学部 考古学Ⅰ 宮里　修 第２学期 朝倉 2 講義 24

人文社会科学部 考古学資料資源論 宮里　修 第２学期 朝倉 2 講義 18

人文社会科学部 人文地理学Ⅰ 田中　健作 第１学期 朝倉 2 講義 20

人文社会科学部 人文地理学Ⅱ 田中　健作 第２学期 朝倉 2 講義 29

人文社会科学部 風土と文化 杉谷　隆 第２学期 朝倉 2 講義 49

人文社会科学部 地域調査実習Ⅰ 田中　健作 第１学期集中 朝倉 2 実習 4

人文社会科学部 考古学実習Ⅲ 宮里　修 第１学期 朝倉 2 実習 11

人文社会科学部 考古学実習Ⅳ 宮里　修 第２学期 朝倉 2 実習 17

人文社会科学部 考古学分野史Ⅲ 宮里　修 第１学期集中 朝倉 2 講義 7

人文社会科学部 地誌学 杉谷　隆 第２学期 朝倉 2 講義 31

人文社会科学部 日本近代文学論Ⅲ 芋生　裕信 第１学期 朝倉 2 講義 51

人文社会科学部 現代日本語論Ⅲ 楠瀬　慶太 第２学期集中 朝倉 2 講義 23

人文社会科学部 日本古代中世文学史 大塚　誠也 第１学期 朝倉 2 講義 72

人文社会科学部 日本近世近代文学史 田鎖　数馬 第２学期 朝倉 2 講義 58

人文社会科学部 日本語史Ⅲ 北﨑　勇帆 第２学期 朝倉 2 講義 65

人文社会科学部 日本文学論Ⅰ 福島　尚 第１学期 朝倉 2 講義 45

人文社会科学部 日本古典文学論Ⅲ 福島　尚 第１学期 朝倉 2 講義 48

人文社会科学部 日本文学史論Ⅲ 大塚　誠也 第２学期 朝倉 2 講義 86

人文社会科学部 日本語論Ⅲ 北﨑　勇帆 第１学期 朝倉 2 講義 97

人文社会科学部 日本古典文学講読Ⅲ 福島　尚 第２学期 朝倉 2 演習 31

人文社会科学部 日本近代文学講読Ⅲ 田鎖　数馬 第１学期 朝倉 2 演習 97

人文社会科学部 英語史概論Ⅱ 西尾　美穂 第１学期 朝倉 2 講義 19

人文社会科学部 言語意味論Ⅰ 加藤　勉 第２学期 朝倉 2 講義 13

人文社会科学部 言語文法論Ⅰ 西尾　美穂 第２学期 朝倉 2 講義 21

人文社会科学部 アメリカ文学論Ⅱ 杉野　健太郎 第１学期集中 朝倉 2 講義 32

人文社会科学部 英語圏文化論 宗　洋 第１学期 朝倉 2 講義 7

人文社会科学部 卒業論文・ゼミナールⅤ・Ⅵ 安藤　恵崇 通年 朝倉 8 演習 3

人文社会科学部 卒業論文・ゼミナールⅤ・Ⅵ 大櫛　敦弘 通年 朝倉 8 演習 6

人文社会科学部 卒業論文・ゼミナールⅤ・Ⅵ 大塚　誠也 通年 朝倉 8 演習 2

人文社会科学部 卒業論文・ゼミナールⅤ・Ⅵ 小幡　尚 通年 朝倉 8 演習 2

人文社会科学部 卒業論文・ゼミナールⅤ・Ⅵ 川本　真浩 通年 朝倉 8 演習 1

人文社会科学部 卒業論文・ゼミナールⅤ・Ⅵ 北﨑　勇帆 通年 朝倉 8 演習 2

人文社会科学部 卒業論文・ゼミナールⅤ・Ⅵ 杉谷　隆 通年 朝倉 8 演習 2

人文社会科学部 卒業論文・ゼミナールⅤ・Ⅵ 角　忍 通年 朝倉 8 演習 2

人文社会科学部 卒業論文・ゼミナールⅤ・Ⅵ 宗　洋 通年 朝倉 8 演習 3

人文社会科学部 卒業論文・ゼミナールⅤ・Ⅵ 田鎖　数馬 通年 朝倉 8 演習 18

人文社会科学部 卒業論文・ゼミナールⅤ・Ⅵ 田中　健作 通年 朝倉 8 演習 5

人文社会科学部 卒業論文・ゼミナールⅤ・Ⅵ 津野　倫明 通年 朝倉 8 演習 5

人文社会科学部 卒業論文・ゼミナールⅤ・Ⅵ 仲嶺　真 通年 朝倉 8 演習 5

人文社会科学部 卒業論文・ゼミナールⅤ・Ⅵ 日比野　桂 通年 朝倉 8 演習 2

人文社会科学部 卒業論文・ゼミナールⅤ・Ⅵ 福島　尚 通年 朝倉 8 演習 9

人文社会科学部 卒業論文・ゼミナールⅤ・Ⅵ 宮里　修 通年 朝倉 8 演習 4

人文社会科学部 卒業論文・ゼミナールⅤ・Ⅵ 武藤　整司 通年 朝倉 8 演習 11

人文社会科学部 卒業論文・ゼミナールⅤ・Ⅵ 大櫛　敦弘, 吉尾　寛 通年 朝倉 8 演習 1

人文社会科学部 卒業論文・ゼミナールⅤ・Ⅵ 渡邊　ひとみ 通年 朝倉 8 演習 10

人文社会科学部 社会言語学 橋尾　直和 第２学期集中 朝倉 2 講義 47

人文社会科学部 英語音声学 バーゴイン 第１学期 朝倉 2 講義 46

人文社会科学部 英語音声学演習 バーゴイン 第２学期 朝倉 2 演習 5

人文社会科学部 言語・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論演習 古閑　恭子 第２学期 朝倉 2 演習 12

人文社会科学部 第二言語習得論 今井　典子 第１学期 朝倉 2 講義 81

人文社会科学部 第二言語習得論演習 今井　典子 第２学期 朝倉 2 演習 14

人文社会科学部 日欧異文化間ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論演習 丸井　一郎 第２学期 朝倉 2 演習 8

人文社会科学部 日米異文化間ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論 リングリー 第１学期 朝倉 2 講義 35

人文社会科学部 外国語としての日本語演習 佐野　由紀子 第２学期 朝倉 2 演習 45

人文社会科学部 外国語としての日本語基礎論演習 佐野　由紀子 第１学期 朝倉 2 演習 24

人文社会科学部 日本語教育論 古谷　真希 第１学期集中 朝倉 2 講義 34

人文社会科学部 日本語教授法 奥村　訓代 第１学期集中 朝倉 2 講義 12

人文社会科学部 比較日米英文化論演習 リングリー 第２学期 朝倉 2 演習 5

人文社会科学部 比較文化論 土屋　京子 第２学期 朝倉 2 講義 16

人文社会科学部 比較文化論演習 小橋　玲治 第１学期集中 朝倉 2 演習 25

人文社会科学部 ヨーロッパ社会文化論演習 斎藤　昌人 第２学期 朝倉 2 演習 4

人文社会科学部 アメリカ言語文化論演習 山下　興作 第１学期 朝倉 2 演習 55

人文社会科学部 メディア論 遠山　茂樹 第１学期 朝倉 2 講義 29

人文社会科学部 アメリカ言語文化論 山下　興作 第２学期 朝倉 2 講義 113



人文社会科学部 イギリス言語文化論 関　良子 第１学期 朝倉 2 講義 47

人文社会科学部 イギリス言語文化論演習 関　良子 第２学期 朝倉 2 演習 3

人文社会科学部 越境文化論演習 森　直人 第１学期 朝倉 2 演習 10

人文社会科学部 近代社会論演習 森　直人 第２学期 朝倉 2 演習 7

人文社会科学部 ドイツ語メディア論演習 フーク 第１学期 朝倉 2 演習 1

人文社会科学部 比較日本社会文化論演習 村上　弥生 第１学期集中 朝倉 2 演習 18

人文社会科学部 比較日米英文化論 リングリー 第２学期 朝倉 2 講義 37

人文社会科学部 比較日独文化論 フーク 第２学期 朝倉 2 講義 12

人文社会科学部 比較日仏文化論演習 安藤　麻貴 第２学期 朝倉 2 演習 6

人文社会科学部 フランス言語文化論 安藤　麻貴 第１学期 朝倉 2 講義 10

人文社会科学部 文化人類学演習 岩佐　光広 第２学期 朝倉 2 演習 8

人文社会科学部 比較経済社会論 肖　紅燕 第１学期 朝倉 2 講義 116

人文社会科学部 アジア経済社会論 岩佐　和幸 第１学期 朝倉 2 講義 45

人文社会科学部 アジア経済社会論演習 岩佐　和幸 第２学期 朝倉 2 演習 14

人文社会科学部 越境社会論特講 佐野　健太郎 第１学期 朝倉 2 講義 66

人文社会科学部 経済発展論 佐野　健太郎 第２学期 朝倉 2 講義 166

人文社会科学部 経済発展論演習 佐野　健太郎 第１学期 朝倉 2 演習 17

人文社会科学部 言語・コミュニケーション特殊講義（教育に 石原　紀子 第１学期集中 朝倉 2 講義 9

人文社会科学部 国際協力論演習 岩佐　和幸 第１学期 朝倉 2 演習 20

人文社会科学部 日本文化表現論基礎論 吉門　牧雄 第１学期 朝倉 2 講義 27

人文社会科学部 日本文化表現論基礎論演習 吉門　牧雄 第２学期 朝倉 2 演習 10

人文社会科学部 メディア論演習 遠山　茂樹 第２学期 朝倉 2 演習 21

人文社会科学部 ヨーロッパ・ロシア経済社会論 塩原　俊彦 第２学期 朝倉 2 講義 16

人文社会科学部 ヨーロッパ・ロシア経済社会論演習 塩原　俊彦 第１学期 朝倉 2 演習 10

人文社会科学部 ヨーロッパ特殊講義（EU経済の最前線） 大貝　健二 第２学期集中 朝倉 2 講義 39

人文社会科学部 ラテンアメリカ経済社会論 中西　三紀 第１学期 朝倉 2 講義 60

人文社会科学部 ラテンアメリカ経済社会論演習 中西　三紀 第２学期 朝倉 2 演習 6

人文社会科学部 英語ｵｰﾗﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ オトロスキー 第１学期 朝倉 2 講義 23

人文社会科学部 英語ｵｰﾗﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ中級 オトロスキー 第２学期 朝倉 2 講義 13

人文社会科学部 英語テクスト構成研究Ⅰ オトロスキー 第１学期 朝倉 2 講義 21

人文社会科学部 英語テクスト構成研究Ⅱ オトロスキー 第２学期 朝倉 2 講義 22

人文社会科学部 英語テクスト構成研究中級 佐々木　昌太郎 第２学期 朝倉 2 講義 12

人文社会科学部 英語テクスト構成研究上級 デビット　レスリー 第２学期 朝倉 2 講義 6

人文社会科学部 英語読解研究 佐々木　昌太郎 第１学期 朝倉 2 講義 21

人文社会科学部 英語ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ バーゴイン 第２学期 朝倉 2 講義 11

人文社会科学部 英語ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 橋本　由紀子 第１学期集中 朝倉 2 講義 13

人文社会科学部 貿易英語 橋本　由紀子 第１学期集中 朝倉 2 講義 11

人文社会科学部 ドイツ語ｵｰﾗﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ フーク 第１学期 朝倉 2 講義 2

人文社会科学部 ドイツ語ｵｰﾗﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ中級 フーク 第１学期 朝倉 2 講義 7

人文社会科学部 ドイツ語ｵｰﾗﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ上級 フーク 第２学期 朝倉 2 講義 5

人文社会科学部 ドイツ語読解研究演習 塩見　由利 第１学期 朝倉 2 演習 5

人文社会科学部 フランス語ｵｰﾗﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 安藤　麻貴 第２学期 朝倉 2 講義 5

人文社会科学部 フランス語読解研究演習 安藤　麻貴 第２学期集中 朝倉 2 演習 2

人文社会科学部 中国言語文化論 高橋　俊 第１学期 朝倉 2 講義 17

人文社会科学部 中国言語文化論演習 高橋　俊 第２学期 朝倉 2 演習 9

人文社会科学部 中国語ｵｰﾗﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ 周　雲喬 第１学期 朝倉 2 講義 24

人文社会科学部 中国語読解研究 周　雲喬 第２学期 朝倉 2 講義 39

人文社会科学部 現代中国社会文化論演習 高橋　俊 第２学期 朝倉 2 演習 4

人文社会科学部 中国古典文学論基礎論 中森　健二 第１学期 朝倉 2 講義 14

人文社会科学部 中国古典文学論 中森　健二 第２学期 朝倉 2 講義 41

人文社会科学部 現代日本語読解研究中級 公文　素子 第１学期 朝倉 2 講義 3

人文社会科学部 日本語特別演習Ⅱ 池  純子 第２学期 朝倉 2 演習 20

人文社会科学部 日本語メディア論演習 公文　素子 第２学期 朝倉 2 演習 18

人文社会科学部 国際社会実習（ｽﾀﾃﾞｨ・ﾂｱｰ）Ⅰ 岩佐　光広, 赤池  慎吾 第２学期集中 朝倉 2 実習 1

人文社会科学部 国際社会実習（外国語実習）Ⅰ 中西　三紀, 吉尾　寛 第１学期集中 朝倉 2 実習 5

人文社会科学部 国際社会実習（国内調査実習）Ⅱ 岩佐　光広, 赤池  慎吾 第２学期集中 朝倉 2 実習 2

人文社会科学部 社会文化調査論演習 岩佐　光広, 赤池  慎吾 第１学期 朝倉 2 演習 5

人文社会科学部 日本語教授法演習 渡辺　裕美 第２学期集中 朝倉 2 演習 12

人文社会科学部 教室運営論 大内　彩 第１学期集中 朝倉 2 講義 2

人文社会科学部 日本語教育実習 佐野　由紀子 第１学期集中 朝倉 2 実習 17

人文社会科学部 ゼミナールⅠ 今井　典子 第１学期 朝倉 2 演習 9

人文社会科学部 ゼミナールⅠ 岩佐　和幸 第１学期 朝倉 2 演習 7

人文社会科学部 ゼミナールⅠ 岩佐　光広 第１学期 朝倉 2 演習 5

人文社会科学部 ゼミナールⅠ 古閑　恭子 第１学期 朝倉 2 演習 1

人文社会科学部 ゼミナールⅠ 斎藤　昌人 第１学期 朝倉 2 演習 8

人文社会科学部 ゼミナールⅠ 佐野　健太郎 第１学期 朝倉 2 演習 5

人文社会科学部 ゼミナールⅠ 佐野　由紀子 第１学期 朝倉 2 演習 6

人文社会科学部 ゼミナールⅠ 塩原　俊彦 第１学期 朝倉 2 演習 1

人文社会科学部 ゼミナールⅠ 関　良子 第１学期 朝倉 2 演習 3



人文社会科学部 ゼミナールⅠ 高橋　俊 第１学期 朝倉 2 演習 7

人文社会科学部 ゼミナールⅠ 遠山　茂樹 第１学期 朝倉 2 演習 4

人文社会科学部 ゼミナールⅠ 中西　三紀 第１学期 朝倉 2 演習 1

人文社会科学部 ゼミナールⅠ バーゴイン 第１学期 朝倉 2 演習 4

人文社会科学部 ゼミナールⅠ 森　直人 第１学期 朝倉 2 演習 8

人文社会科学部 ゼミナールⅠ 山下　興作 第１学期 朝倉 2 演習 4

人文社会科学部 ゼミナールⅠ 吉門　牧雄 第１学期 朝倉 2 演習 2

人文社会科学部 ゼミナールⅠ リングリー 第１学期 朝倉 2 演習 9

人文社会科学部 ゼミナールⅡ 今井　典子 第２学期 朝倉 2 演習 9

人文社会科学部 ゼミナールⅡ 岩佐　和幸 第２学期 朝倉 2 演習 6

人文社会科学部 ゼミナールⅡ 岩佐　光広 第２学期 朝倉 2 演習 3

人文社会科学部 ゼミナールⅡ 斎藤　昌人 第２学期 朝倉 2 演習 7

人文社会科学部 ゼミナールⅡ 佐野　健太郎 第２学期 朝倉 2 演習 4

人文社会科学部 ゼミナールⅡ 佐野　由紀子 第２学期 朝倉 2 演習 6

人文社会科学部 ゼミナールⅡ 塩原　俊彦 第２学期 朝倉 2 演習 1

人文社会科学部 ゼミナールⅡ 関　良子 第２学期 朝倉 2 演習 3

人文社会科学部 ゼミナールⅡ 高橋　俊 第２学期 朝倉 2 演習 6

人文社会科学部 ゼミナールⅡ 遠山　茂樹 第２学期 朝倉 2 演習 4

人文社会科学部 ゼミナールⅡ 中西　三紀 第２学期 朝倉 2 演習 1

人文社会科学部 ゼミナールⅡ バーゴイン 第２学期 朝倉 2 演習 3

人文社会科学部 ゼミナールⅡ 森　直人 第２学期 朝倉 2 演習 9

人文社会科学部 ゼミナールⅡ 山下　興作 第２学期 朝倉 2 演習 4

人文社会科学部 ゼミナールⅡ 吉門　牧雄 第２学期 朝倉 2 演習 2

人文社会科学部 ゼミナールⅡ リングリー 第２学期 朝倉 2 演習 9

人文社会科学部 ゼミナールⅢ 今井　典子 第１学期 朝倉 2 演習 4

人文社会科学部 ゼミナールⅢ 岩佐　和幸 第１学期 朝倉 2 演習 9

人文社会科学部 ゼミナールⅢ 岩佐　光広 第１学期 朝倉 2 演習 7

人文社会科学部 ゼミナールⅢ 古閑　恭子 第１学期 朝倉 2 演習 8

人文社会科学部 ゼミナールⅢ 斎藤　昌人 第１学期 朝倉 2 演習 10

人文社会科学部 ゼミナールⅢ 佐野　健太郎 第１学期 朝倉 2 演習 3

人文社会科学部 ゼミナールⅢ 佐野　由紀子 第１学期 朝倉 2 演習 7

人文社会科学部 ゼミナールⅢ 塩原　俊彦 第１学期 朝倉 2 演習 5

人文社会科学部 ゼミナールⅢ 周　雲喬 第１学期 朝倉 2 演習 1

人文社会科学部 ゼミナールⅢ 関　良子 第１学期 朝倉 2 演習 9

人文社会科学部 ゼミナールⅢ 高橋　俊 第１学期 朝倉 2 演習 4

人文社会科学部 ゼミナールⅢ 森　直人 第１学期 朝倉 2 演習 5

人文社会科学部 ゼミナールⅢ 山下　興作 第１学期 朝倉 2 演習 10

人文社会科学部 ゼミナールⅢ 吉門　牧雄 第１学期 朝倉 2 演習 1

人文社会科学部 ゼミナールⅢ リングリー 第１学期 朝倉 2 演習 9

人文社会科学部 ゼミナールⅣ 今井　典子 第２学期 朝倉 2 演習 4

人文社会科学部 ゼミナールⅣ 岩佐　和幸 第２学期 朝倉 2 演習 9

人文社会科学部 ゼミナールⅣ 岩佐　光広 第２学期 朝倉 2 演習 5

人文社会科学部 ゼミナールⅣ 古閑　恭子 第２学期 朝倉 2 演習 8

人文社会科学部 ゼミナールⅣ 斎藤　昌人 第２学期 朝倉 2 演習 8

人文社会科学部 ゼミナールⅣ 佐野　健太郎 第２学期 朝倉 2 演習 3

人文社会科学部 ゼミナールⅣ 佐野　由紀子 第２学期 朝倉 2 演習 5

人文社会科学部 ゼミナールⅣ 塩原　俊彦 第２学期 朝倉 2 演習 3

人文社会科学部 ゼミナールⅣ 関　良子 第２学期 朝倉 2 演習 7

人文社会科学部 ゼミナールⅣ 高橋　俊 第２学期 朝倉 2 演習 5

人文社会科学部 ゼミナールⅣ 遠山　茂樹 第２学期 朝倉 2 演習 1

人文社会科学部 ゼミナールⅣ 森　直人 第２学期 朝倉 2 演習 4

人文社会科学部 ゼミナールⅣ 山下　興作 第２学期 朝倉 2 演習 11

人文社会科学部 ゼミナールⅣ 吉門　牧雄 第２学期 朝倉 2 演習 2

人文社会科学部 ゼミナールⅣ リングリー 第２学期 朝倉 2 演習 7

人文社会科学部 ゼミナールⅣ 関　良子 第１学期 朝倉 2 演習 1

人文社会科学部 ゼミナールⅡ 古閑　恭子 第１学期 朝倉 2 演習 1

人文社会科学部 ゼミナールⅡ 古閑　恭子 第２学期 朝倉 2 演習 1

人文社会科学部 ゼミナールⅢ 古閑　恭子 第２学期 朝倉 2 演習 1

人文社会科学部 ゼミナールⅡ 斎藤　昌人 第２学期 朝倉 2 演習 2

人文社会科学部 卒業論文・ゼミナールⅤ・Ⅵ 今井　典子 通年 朝倉 8 演習 11

人文社会科学部 卒業論文・ゼミナールⅤ・Ⅵ 岩佐　和幸 通年 朝倉 8 演習 8

人文社会科学部 卒業論文・ゼミナールⅤ・Ⅵ 岩佐　光広 通年 朝倉 8 演習 6

人文社会科学部 卒業論文・ゼミナールⅤ・Ⅵ 古閑　恭子 通年 朝倉 8 演習 3

人文社会科学部 卒業論文・ゼミナールⅤ・Ⅵ 斎藤　昌人 通年 朝倉 8 演習 12

人文社会科学部 卒業論文・ゼミナールⅤ・Ⅵ 佐野　健太郎 通年 朝倉 8 演習 6

人文社会科学部 卒業論文・ゼミナールⅤ・Ⅵ 佐野　由紀子 通年 朝倉 8 演習 3

人文社会科学部 卒業論文・ゼミナールⅤ・Ⅵ 周　雲喬 通年 朝倉 8 演習 2

人文社会科学部 卒業論文・ゼミナールⅤ・Ⅵ 関　良子 通年 朝倉 8 演習 10

人文社会科学部 卒業論文・ゼミナールⅤ・Ⅵ 高橋　俊 通年 朝倉 8 演習 4



人文社会科学部 卒業論文・ゼミナールⅤ・Ⅵ 森　直人 通年 朝倉 8 演習 4

人文社会科学部 卒業論文・ゼミナールⅤ・Ⅵ 山下　興作 通年 朝倉 8 演習 8

人文社会科学部 卒業論文・ゼミナールⅤ・Ⅵ 吉門　牧雄 通年 朝倉 8 演習 3

人文社会科学部 卒業論文・ゼミナールⅤ・Ⅵ リングリー 通年 朝倉 8 演習 10

人文社会科学部 ミクロ経済学Ⅱ 新井　泰弘 第１学期 朝倉 2 講義 23

人文社会科学部 マクロ経済学 野崎　華世 第１学期 朝倉 2 講義 115

人文社会科学部 産業組織論Ⅰ 新井　泰弘 第２学期 朝倉 2 講義 13

人文社会科学部 組織の経済学 雨宮　祐樹 第２学期 朝倉 2 講義 13

人文社会科学部 ゲーム理論Ⅰ 雨宮　祐樹 第１学期 朝倉 2 講義 50

人文社会科学部 労働経済論 野崎　華世 第２学期 朝倉 2 講義 114

人文社会科学部 金融論 卓　涓涓 第２学期 朝倉 2 講義 88

人文社会科学部 日本経済史 宇都宮　千穂 第１学期集中 朝倉 2 講義 28

人文社会科学部 自然資源の経済学 新保　輝幸 第２学期 朝倉 2 講義 56

人文社会科学部 経済理論基礎演習 新保　輝幸 第１学期 朝倉 2 演習 8

人文社会科学部 経済理論特殊講義(ゲーム理論で現実社会を 北村　紘 第１学期集中 朝倉 2 講義 18

人文社会科学部 財政学 霜田　博史 第１学期 朝倉 2 講義 184

人文社会科学部 福祉経済論Ⅰ 西島　文香 第１学期 朝倉 2 講義 98

人文社会科学部 社会保障論 西島　文香 第２学期 朝倉 2 講義 34

人文社会科学部 日本経済論 田中　康一 第２学期 朝倉 2 講義 99

人文社会科学部 地域社会学 肖　紅燕 第２学期 朝倉 2 講義 151

人文社会科学部 地域水産振興論 堀　美菜 第２学期 朝倉 2 講義 47

人文社会科学部 経営管理論 中川　香代 第２学期 朝倉 2 講義 86

人文社会科学部 人事管理論 長井　偉訓 第１学期集中 朝倉 2 講義 39

人文社会科学部 競争戦略論 深山　誠也 第１学期 朝倉 2 講義 142

人文社会科学部 企業システム論 深山　誠也 第２学期 朝倉 2 講義 46

人文社会科学部 マーケティング論 磯田　友里子 第２学期 朝倉 2 講義 119

人文社会科学部 会計学原理 伊丹　清 第２学期 朝倉 2 講義 22

人文社会科学部 原価計算論 山内　高太郎 第１学期 朝倉 2 講義 29

人文社会科学部 簿記原理Ⅰ 伊丹　清 第１学期 朝倉 2 講義 50

人文社会科学部 簿記原理Ⅱ 山内　高太郎 第２学期 朝倉 2 講義 19

人文社会科学部 会計学基礎演習 村瀬　儀祐 第１学期 朝倉 2 演習 5

人文社会科学部 経営学特殊講義(IT・ｺﾝﾃﾝﾂｱｶﾃﾞﾐｰ～企業から 中川　香代 第１学期 朝倉 2 講義 80

人文社会科学部 民法Ⅱ 緒方　賢一 第１学期 朝倉 2 講義 44

人文社会科学部 民法Ⅲ 緒方　賢一 第２学期 朝倉 2 講義 28

人文社会科学部 商法Ⅰ 切詰　和雅 第１学期 朝倉 2 講義 70

人文社会科学部 商法Ⅲ 切詰　和雅 第２学期 朝倉 2 講義 20

人文社会科学部 経済法Ⅰ 横川　和博 第２学期 朝倉 2 講義 90

人文社会科学部 経済法Ⅱ 横川　和博 第１学期 朝倉 2 講義 87

人文社会科学部 経済法Ⅲ 横川　和博 第１学期集中 朝倉 2 講義 18

人文社会科学部 憲法Ⅱ 岡田　健一郎 第２学期 朝倉 2 講義 83

人文社会科学部 刑法Ⅱ 稲田　朗子 第２学期 朝倉 2 講義 16

人文社会科学部 経済刑法 稲田　朗子 第１学期 朝倉 2 講義 9

人文社会科学部 行政法Ⅰ 赤間　聡 第１学期 朝倉 2 講義 25

人文社会科学部 行政法Ⅱ 赤間　聡 第２学期 朝倉 2 講義 11

人文社会科学部 政治過程論 小川　寛貴 第２学期 朝倉 2 講義 67

人文社会科学部 ファイナンシャルプランニング 日本ＦＰ協会 第２学期 朝倉 2 講義 20

人文社会科学部 パーソナルファイナンス 日本ＦＰ協会 第１学期 朝倉 2 講義 42

人文社会科学部 マネー＆税法入門 松岡　宣明 第１学期 朝倉 2 講義 60

人文社会科学部 ビジネス英語Ⅰ 橋本　由紀子 第１学期集中 朝倉 2 講義 5

人文社会科学部 ビジネス英語Ⅱ 橋本　由紀子 第１学期集中 朝倉 2 講義 1

人文社会科学部 地域ジャーナリズム論 高知新聞社 第２学期 朝倉 2 講義 12

人文社会科学部 職業指導概論（商業） 大原　信男 第１学期集中 朝倉 2 講義 5

人文社会科学部 ゼミナールⅠ（社会制度設計演習Ⅰ） 飯國　芳明, 他 第１学期 朝倉 2 演習 27

人文社会科学部 ゼミナールⅠ（社会制度設計演習Ⅰ） 岡田　健一郎, 他 第１学期 朝倉 2 演習 27

人文社会科学部 ゼミナールⅠ（社会制度設計演習Ⅰ） 山内　高太郎, 他 第１学期 朝倉 2 演習 27

人文社会科学部 ゼミナールⅠ（社会制度設計演習Ⅰ） 切詰　和雅, 他 第１学期 朝倉 2 演習 27

人文社会科学部 ゼミナールⅡ（社会制度設計演習Ⅱ） 新井　泰弘 第２学期 朝倉 2 演習 11

人文社会科学部 ゼミナールⅡ（社会制度設計演習Ⅱ） 稲田　朗子 第２学期 朝倉 2 演習 12

人文社会科学部 ゼミナールⅡ（社会制度設計演習Ⅱ） 霜田　博史 第２学期 朝倉 2 演習 12

人文社会科学部 ゼミナールⅡ（社会制度設計演習Ⅱ） 肖　紅燕 第２学期 朝倉 2 演習 12

人文社会科学部 ゼミナールⅡ（社会制度設計演習Ⅱ） 新保　輝幸 第２学期 朝倉 2 演習 12

人文社会科学部 ゼミナールⅡ（社会制度設計演習Ⅱ） 田中　康一 第２学期 朝倉 2 演習 13

人文社会科学部 ゼミナールⅡ（社会制度設計演習Ⅱ） 深山　誠也 第２学期 朝倉 2 演習 12

人文社会科学部 ゼミナールⅡ（社会制度設計演習Ⅱ） 堀　美菜 第２学期 朝倉 2 演習 12

人文社会科学部 ゼミナールⅡ（社会制度設計演習Ⅱ） 磯田　友里子 第２学期 朝倉 2 演習 13

人文社会科学部 ゼミナールⅢ（専門演習Ⅰ） 赤間　聡 第１学期 朝倉 2 演習 4

人文社会科学部 ゼミナールⅢ（専門演習Ⅰ） 雨宮　祐樹 第１学期 朝倉 2 演習 3

人文社会科学部 ゼミナールⅢ（専門演習Ⅰ） 新井　泰弘 第１学期 朝倉 2 演習 6

人文社会科学部 ゼミナールⅢ（専門演習Ⅰ） 飯國　芳明 第１学期 朝倉 2 演習 6



人文社会科学部 ゼミナールⅢ（専門演習Ⅰ） 伊丹　清 第１学期 朝倉 2 演習 4

人文社会科学部 ゼミナールⅢ（専門演習Ⅰ） 稲田　朗子 第１学期 朝倉 2 演習 3

人文社会科学部 ゼミナールⅢ（専門演習Ⅰ） 岡田　健一郎 第１学期 朝倉 2 演習 6

人文社会科学部 ゼミナールⅢ（専門演習Ⅰ） 緒方　賢一 第１学期 朝倉 2 演習 6

人文社会科学部 ゼミナールⅢ（専門演習Ⅰ） 切詰　和雅 第１学期 朝倉 2 演習 5

人文社会科学部 ゼミナールⅢ（専門演習Ⅰ） 霜田　博史 第１学期 朝倉 2 演習 6

人文社会科学部 ゼミナールⅢ（専門演習Ⅰ） 肖　紅燕 第１学期 朝倉 2 演習 4

人文社会科学部 ゼミナールⅢ（専門演習Ⅰ） 田中　康一 第１学期 朝倉 2 演習 5

人文社会科学部 ゼミナールⅢ（専門演習Ⅰ） 中川　香代 第１学期 朝倉 2 演習 6

人文社会科学部 ゼミナールⅢ（専門演習Ⅰ） 西島　文香 第１学期 朝倉 2 演習 6

人文社会科学部 ゼミナールⅢ（専門演習Ⅰ） 野崎　華世 第１学期 朝倉 2 演習 6

人文社会科学部 ゼミナールⅢ（専門演習Ⅰ） 深山　誠也 第１学期 朝倉 2 演習 6

人文社会科学部 ゼミナールⅢ（専門演習Ⅰ） 堀　美菜 第１学期 朝倉 2 演習 6

人文社会科学部 ゼミナールⅢ（専門演習Ⅰ） 山内　高太郎 第１学期 朝倉 2 演習 2

人文社会科学部 ゼミナールⅢ（専門演習Ⅰ） 横川　和博 第１学期 朝倉 2 演習 6

人文社会科学部 ゼミナールⅣ（専門演習Ⅱ） 赤間　聡 第２学期 朝倉 2 演習 4

人文社会科学部 ゼミナールⅣ（専門演習Ⅱ） 雨宮　祐樹 第２学期 朝倉 2 演習 3

人文社会科学部 ゼミナールⅣ（専門演習Ⅱ） 新井　泰弘 第２学期 朝倉 2 演習 6

人文社会科学部 ゼミナールⅣ（専門演習Ⅱ） 飯國　芳明 第２学期 朝倉 2 演習 6

人文社会科学部 ゼミナールⅣ（専門演習Ⅱ） 伊丹　清 第２学期 朝倉 2 演習 4

人文社会科学部 ゼミナールⅣ（専門演習Ⅱ） 稲田　朗子 第２学期 朝倉 2 演習 3

人文社会科学部 ゼミナールⅣ（専門演習Ⅱ） 岡田　健一郎 第２学期 朝倉 2 演習 6

人文社会科学部 ゼミナールⅣ（専門演習Ⅱ） 緒方　賢一 第２学期 朝倉 2 演習 6

人文社会科学部 ゼミナールⅣ（専門演習Ⅱ） 切詰　和雅 第２学期 朝倉 2 演習 5

人文社会科学部 ゼミナールⅣ（専門演習Ⅱ） 霜田　博史 第２学期 朝倉 2 演習 6

人文社会科学部 ゼミナールⅣ（専門演習Ⅱ） 肖　紅燕 第２学期 朝倉 2 演習 4

人文社会科学部 ゼミナールⅣ（専門演習Ⅱ） 田中　康一 第２学期 朝倉 2 演習 6

人文社会科学部 ゼミナールⅣ（専門演習Ⅱ） 中川　香代 第２学期 朝倉 2 演習 6

人文社会科学部 ゼミナールⅣ（専門演習Ⅱ） 西島　文香 第２学期 朝倉 2 演習 6

人文社会科学部 ゼミナールⅣ（専門演習Ⅱ） 野崎　華世 第２学期 朝倉 2 演習 6

人文社会科学部 ゼミナールⅣ（専門演習Ⅱ） 深山　誠也 第２学期 朝倉 2 演習 6

人文社会科学部 ゼミナールⅣ（専門演習Ⅱ） 堀　美菜 第２学期 朝倉 2 演習 6

人文社会科学部 ゼミナールⅣ（専門演習Ⅱ） 山内　高太郎 第２学期 朝倉 2 演習 2

人文社会科学部 ゼミナールⅣ（専門演習Ⅱ） 横川　和博 第２学期 朝倉 2 演習 5

人文社会科学部 卒業論文・ゼミナールⅤ・Ⅵ（卒業論文・専 赤間　聡 通年 朝倉 8 演習 7

人文社会科学部 卒業論文・ゼミナールⅤ・Ⅵ（卒業論文・専 雨宮　祐樹 通年 朝倉 8 演習 5

人文社会科学部 卒業論文・ゼミナールⅤ・Ⅵ（卒業論文・専 新井　泰弘 通年 朝倉 8 演習 4

人文社会科学部 卒業論文・ゼミナールⅤ・Ⅵ（卒業論文・専 飯國　芳明 通年 朝倉 8 演習 8

人文社会科学部 卒業論文・ゼミナールⅤ・Ⅵ（卒業論文・専 伊丹　清 通年 朝倉 8 演習 3

人文社会科学部 卒業論文・ゼミナールⅤ・Ⅵ（卒業論文・専 岡田　健一郎 通年 朝倉 8 演習 7

人文社会科学部 卒業論文・ゼミナールⅤ・Ⅵ（卒業論文・専 緒方　賢一 通年 朝倉 8 演習 8

人文社会科学部 卒業論文・ゼミナールⅤ・Ⅵ（卒業論文・専 切詰　和雅 通年 朝倉 8 演習 7

人文社会科学部 卒業論文・ゼミナールⅤ・Ⅵ（卒業論文・専 霜田　博史 通年 朝倉 8 演習 7

人文社会科学部 卒業論文・ゼミナールⅤ・Ⅵ（卒業論文・専 肖　紅燕 通年 朝倉 8 演習 4

人文社会科学部 卒業論文・ゼミナールⅤ・Ⅵ（卒業論文・専 田中　康一 通年 朝倉 8 演習 6

人文社会科学部 卒業論文・ゼミナールⅤ・Ⅵ（卒業論文・専 中川　香代 通年 朝倉 8 演習 6

人文社会科学部 卒業論文・ゼミナールⅤ・Ⅵ（卒業論文・専 西島　文香 通年 朝倉 8 演習 6

人文社会科学部 卒業論文・ゼミナールⅤ・Ⅵ（卒業論文・専 野崎　華世 通年 朝倉 8 演習 6

人文社会科学部 卒業論文・ゼミナールⅤ・Ⅵ（卒業論文・専 深山　誠也 通年 朝倉 8 演習 6

人文社会科学部 卒業論文・ゼミナールⅤ・Ⅵ（卒業論文・専 山内　高太郎 通年 朝倉 8 演習 5

人文社会科学部 卒業論文・ゼミナールⅤ・Ⅵ（卒業論文・専 横川　和博 通年 朝倉 8 演習 7

人文社会科学部 卒業論文・ゼミナールⅤ・Ⅵ（卒業論文・専 雨宮　祐樹 通年(秋) 朝倉 8 演習 1

教育学部 初等国語科指導法 吉田　茂樹 第１学期 朝倉 2 講義 69

教育学部 初等社会科指導法 藤田　詠司 第１学期 朝倉 2 講義 61

教育学部 初等社会科指導法 藤田　詠司 第２学期 朝倉 2 講義 68

教育学部 初等数学科指導法 服部　裕一郎 第１学期 朝倉 2 講義 59

教育学部 初等数学科指導法 袴田　綾斗 第２学期 朝倉 2 講義 65

教育学部 初等理科指導法 中城　満 第１学期 朝倉 2 講義 70

教育学部 初等理科指導法 中城　満 第２学期 朝倉 2 講義 59

教育学部 初等生活科指導法 中城　満 第１学期 朝倉 2 講義 66

教育学部 初等音楽科指導法 金　奎道 第１学期 朝倉 2 講義 60

教育学部 初等音楽科指導法 金　奎道 第２学期 朝倉 2 講義 62

教育学部 初等図工科指導法 金子　宜正 第１学期 朝倉 2 講義 64

教育学部 初等家庭科指導法 小島　郷子 第１学期 朝倉 2 講義 67

教育学部 初等家庭科指導法 小島　郷子 第２学期 朝倉 2 講義 68

教育学部 初等体育科指導法 宮本　隆信, 幸　篤武 第１学期 朝倉 2 講義 64

教育学部 初等国語科指導法 吉田　茂樹 第２学期 朝倉 2 講義 65

教育学部 初等生活科指導法 中城　満 第２学期 朝倉 2 講義 64

教育学部 初等図工科指導法 金子　宜正 第２学期 朝倉 2 講義 62



教育学部 初等体育科指導法 宮本　隆信, 幸　篤武 第２学期 朝倉 2 講義 72

教育学部 初等国語 武久　康高, 他 第２学期 朝倉 2 講義 110

教育学部 言語表現 武久　康高 第１学期 朝倉 2 講義 5

教育学部 初等社会科 藤田　詠司, 他 第１学期 朝倉 2 講義 80

教育学部 初等数学 山口　俊博 第２学期 朝倉 2 講義 74

教育学部 初等理科 赤松　直, 他 第２学期 朝倉 2 講義 98

教育学部 子どもの生活と環境 小堀　美雅子, 白川　景子 第１学期集中 朝倉 2 講義 60

教育学部 初等音楽Ⅰ 宮田　信司 第１学期 朝倉 1 実習 11

教育学部 初等音楽Ⅰ 梶原　彰人 第１学期 朝倉 1 実習 22

教育学部 初等音楽Ⅰ 前田　誠恵 第１学期 朝倉 1 実習 24

教育学部 初等音楽Ⅰ 小原　伸枝 第１学期 朝倉 1 実習 25

教育学部 初等音楽Ⅱ 小原　浄二 第２学期 朝倉 1 実習 11

教育学部 初等音楽Ⅱ 高橋　美樹 第２学期 朝倉 1 実習 14

教育学部 初等音楽Ⅱ 前田　克治 第２学期 朝倉 1 実習 23

教育学部 初等音楽Ⅱ 小原　伸枝 第２学期 朝倉 1 実習 22

教育学部 初等図工 土井原　崇浩, 他 第１学期 朝倉 2 演習 116

教育学部 初等図工 野角　孝一 第１学期 朝倉 2 演習 11

教育学部 家庭科概論 小島　郷子, 他 第２学期 朝倉 2 講義 104

教育学部 初等体育Ⅰ 宮本　隆信, 他 第１学期 朝倉 1 実習 109

教育学部 初等体育Ⅱ 宮本　隆信, 他 第２学期 朝倉 1 実習 109

教育学部 初等英語 多良　静也, 他 第２学期 朝倉 2 講義 75

教育学部 介護等体験 全学教職委員会 通年集中 朝倉 2 実習 146

教育学部 教育実習（初等） 教育実習系委員長 通年集中 その他 5 実習 52

教育学部 教育実習（中等） 教育実習系委員長 通年集中 その他 5 実習 58

教育学部 教育実習（中等） 教育実習系委員長 通年集中 その他 5 実習 57

教育学部 教育実習（初等） 教育実習系委員長 通年集中 その他 5 実習 73

教育学部 教育実習（初等） 教育実習系委員長 通年集中 その他 5 実習 10

教育学部 保育指導論 堂本　真実子 第１学期 朝倉 2 講義 18

教育学部 環境 中城　満 第２学期 朝倉 2 講義 12

教育学部 人間関係 玉瀬　友美 第２学期 朝倉 2 講義 8

教育学部 言葉 玉瀬　友美 第２学期 朝倉 2 講義 11

教育学部 健康 堂本　真実子 第２学期 朝倉 2 講義 15

教育学部 表現（音楽） 金　奎道 第１学期 朝倉 2 講義 8

教育学部 表現（身体） 宮本　隆信 第１学期 朝倉 2 講義 4

教育学部 教育実習(事前事後指導含む) 全学教職委員会 通年集中 その他 3 実習 1

教育学部 幼児教育指導計画論 川俣　美砂子 第２学期 朝倉 2 講義 16

教育学部 中学校実習 教育実習系委員長 通年集中 その他 2 実習 3

教育学部 教職実践演習（教諭） 小笠原　哲司 第２学期 朝倉 2 演習 25

教育学部 教職実践演習（教諭） 松下　泰造 第２学期 朝倉 2 演習 27

教育学部 教職実践演習（教諭） 中城　満 第２学期 朝倉 2 演習 6

教育学部 教職実践演習（教諭） 白川　景子 第２学期 朝倉 2 演習 14

教育学部 保育原理 川俣　美砂子 第１学期 朝倉 2 講義 16

教育学部 社会福祉 三ツ石　行宏 第１学期 朝倉 2 講義 8

教育学部 相談援助 三ツ石　行宏 第１学期 朝倉 1 講義 8

教育学部 児童家庭福祉 横山　卓 第２学期 朝倉 2 講義 10

教育学部 子どもの保健Ⅱ 幸　篤武, 山邉　素子 第１学期 朝倉 1 講義 10

教育学部 保育者論 川俣　美砂子 第１学期 朝倉 2 講義 8

教育学部 子どもの食と栄養 柴　英里 第１学期 朝倉 2 講義 18

教育学部 家庭支援論 森田　美佐 第１学期 朝倉 2 講義 10

教育学部 障害児保育 寺田　信一 第２学期 朝倉 2 講義 10

教育学部 社会的養護内容 三ツ石　行宏 第２学期 朝倉 1 講義 10

教育学部 保育相談支援 三ツ石　行宏 第１学期 朝倉 1 講義 10

教育学部 乳児保育I 川俣　美砂子 第２学期 朝倉 2 講義 11

教育学部 ペアレンティング 関屋　伸子, 他 第２学期 朝倉 2 講義 10

教育学部 保・幼・小接続カリキュラム 三ツ石　行宏, 他 第１学期集中 朝倉 2 講義 10

教育学部 社会的養護 三ツ石　行宏 第１学期 朝倉 2 講義 8

教育学部 高知の保育 三ツ石　行宏 第１学期 朝倉 2 講義 10

教育学部 保育の心理学 野中　陽一朗 第１学期 朝倉 1 講義 8

教育学部 子どもの保健Ⅰ 山邉　素子, 脇口　宏 第１学期 朝倉 4 講義 8

教育学部 高知の保育を考えるⅠ 川俣　美砂子, 他 第１学期 朝倉 2 講義 11

教育学部 高知の保育を考えるⅡ 玉瀬　友美, 他 第１学期 朝倉 2 講義 8

教育学部 保育実習指導Ⅰ 川俣　美砂子, 三ツ石　行宏 通年集中 朝倉 2 実習 8

教育学部 保育実習指導Ⅱ 川俣　美砂子 第２学期集中 朝倉 1 実習 8

教育学部 保育実習指導Ⅲ 三ツ石　行宏 第２学期集中 朝倉 1 実習 2

教育学部 保育実習Ⅰ（保育所） 川俣　美砂子 第２学期集中 朝倉 2 実習 8

教育学部 保育実習Ⅰ（施設） 三ツ石　行宏 第２学期集中 朝倉 2 実習 8

教育学部 保育実習Ⅱ 川俣　美砂子 第２学期集中 朝倉 2 実習 8

教育学部 保育実習Ⅲ 三ツ石　行宏 第２学期集中 朝倉 2 実習 2

教育学部 幼児理解 玉瀬　友美 第１学期集中 朝倉 2 講義 25



教育学部 教職実践演習（教諭） 多良　静也 第２学期 朝倉 2 演習 21

教育学部 教職実践演習（教諭） 宮本　隆信 第２学期 朝倉 2 演習 13

教育学部 教職実践演習（教諭） 喜多尾　哲, 寺田　信一 第２学期 朝倉 2 演習 6

教育学部 教職実践演習（教諭） 道法　浩孝 第２学期 朝倉 2 演習 3

教育学部 教職実践演習（教諭） 三ツ石　行宏, 他 第２学期 朝倉 2 演習 11

教育学部 教職実践演習（教諭） 那須　恒夫 第２学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 教材開発演習 岩城　裕之 第２学期 朝倉 2 実習 26

教育学部 教材開発演習 山﨑　聡, 他 第２学期 朝倉 2 実習 16

教育学部 教材開発演習 服部　裕一郎 第２学期 朝倉 2 実習 31

教育学部 教材開発演習 草場　実, 他 第２学期 朝倉 2 実習 11

教育学部 教材開発演習 多良　静也 第２学期 朝倉 2 実習 12

教育学部 教材開発演習 宮田　信司, 他 第２学期 朝倉 2 実習 5

教育学部 教材開発演習 中村　るい, 他 第２学期 朝倉 2 実習 5

教育学部 教材開発演習 宮本　隆信 第２学期 朝倉 2 実習 18

教育学部 教材開発演習 道法　浩孝 第２学期 朝倉 2 実習 3

教育学部 教材開発演習 森田　美佐, 他 第２学期 朝倉 2 実習 3

教育学部 同和教育論Ａ 戸田　雅威 第１学期 朝倉 2 講義 139

教育学部 高知県の教育 岩崎　保道 第２学期 朝倉 2 講義 13

教育学部 身近な自然の観察II 蒲生　啓司, 他 第２学期集中 朝倉 2 講義 12

教育学部 異文化理解 遠藤　隆俊, 他 第１学期集中 朝倉 2 講義 25

教育学部 小学校外国語活動・英語教育 多良　静也 第２学期 朝倉 2 講義 2

教育学部 応用実習 教育実習系委員長 通年集中 朝倉 2 実習 6

教育学部 身近な自然の観察I 蒲生　啓司, 他 第１学期集中 朝倉 2 講義 9

教育学部 実験とものづくりⅠ 森　慎之助 第１学期集中 朝倉 2 演習 4

教育学部 実験とものづくりⅡ 道法　浩孝, 北川　晃 第２学期 朝倉 2 演習 4

教育学部 教育哲学 岡谷　英明 第１学期 朝倉 2 講義 18

教育学部 西洋教育史 三時　眞貴子 第１学期集中 朝倉 2 講義 14

教育学部 教育行政学 石嶺　ちづる 第２学期 朝倉 2 講義 87

教育学部 教育社会学 横山　卓 第１学期 朝倉 2 講義 105

教育学部 教育評価（中等） 野中　陽一朗 第１学期 朝倉 2 講義 24

教育学部 学校カウンセリング（初等） 福住　紀明 第２学期 朝倉 2 講義 90

教育学部 環境教育 伊谷　行, 他 第２学期集中 朝倉 2 講義 10

教育学部 異文化理解 遠藤　隆俊, 他 第２学期集中 朝倉 2 講義 9

教育学部 教育科学基礎演習Ⅰ 野中　陽一朗, 他 第１学期 朝倉 2 演習 27

教育学部 教育科学基礎演習Ⅱ 野中　陽一朗, 他 第２学期 朝倉 2 演習 29

教育学部 社会科基礎演習（地歴系） 遠藤　隆俊 第１学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 数学基礎演習 佐藤　淳郎 第２学期 朝倉 2 演習 32

教育学部 理科基礎演習Ⅰ 普喜　満生, 赤松　直 第２学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 理科基礎演習Ⅱ 蒲生　啓司, 他 第２学期 朝倉 2 演習 7

教育学部 音楽基礎演習 宮田　信司, 他 第２学期 朝倉 2 演習 7

教育学部 技術基礎演習Ⅰ 松本　泰典 第２学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 技術基礎演習Ⅱ 道法　浩孝, 北川　晃 第１学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 科学技術等展示演習 中城　満, 他 第２学期集中 朝倉 2 演習 5

教育学部 科学技術教育総合演習Ⅲ 道法　浩孝, 普喜　満生 第１学期 朝倉 2 演習 8

教育学部 科学技術教育総合演習Ⅳ 北川　晃, 赤松　直 第２学期 朝倉 2 演習 8

教育学部 観察実習 教育実習系委員長 第２学期集中 朝倉 1 実習 128

教育学部 支援実習 吉光　誠之, 他 通年集中 朝倉 2 実習 41

教育学部 支援実習 中城　満, 西脇　芳典 通年集中 朝倉 2 実習 8

教育学部 教職キャリア開発論演習 学務委員会 第２学期集中 朝倉 1 演習 126

教育学部 環境の科学・技術 伊谷　行, 他 第２学期 朝倉 2 講義 44

教育学部 消費生活論 小島　郷子 第１学期 朝倉 2 講義 69

教育学部 男女共生社会論 森田　美佐 第１学期 朝倉 2 講義 19

教育学部 法知識・人権教育 岡谷　英明, 他 第２学期 朝倉 2 講義 19

教育学部 生涯スポーツ論 常行　泰子 第２学期 朝倉 2 講義 9

教育学部 日本画技法材料演習 野角　孝一 第１学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 特別支援教育入門 松田　弥花, 他 第１学期 朝倉 2 講義 6

教育学部 専門演習Ⅰ 岡谷　英明 第１学期 朝倉 2 演習 3

教育学部 専門演習Ⅰ 加藤　誠之 第１学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 専門演習Ⅰ 野中　陽一朗 第１学期 朝倉 2 演習 5

教育学部 専門演習Ⅰ 福住　紀明 第１学期 朝倉 2 演習 8

教育学部 専門演習Ⅰ 横山　卓 第１学期 朝倉 2 演習 8

教育学部 専門演習Ⅰ 武久　康高 第１学期 朝倉 2 演習 8

教育学部 専門演習Ⅰ 玉木　尚之 第１学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 専門演習Ⅰ 岩城　裕之 第１学期 朝倉 2 演習 12

教育学部 専門演習Ⅰ 藤田　詠司 第１学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 専門演習Ⅰ 遠藤　隆俊 第１学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 専門演習Ⅰ 山﨑　聡 第１学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 専門演習Ⅰ 望月　良親 第１学期 朝倉 2 演習 4

教育学部 専門演習Ⅰ 服部　裕一郎 第１学期 朝倉 2 演習 6



教育学部 専門演習Ⅰ 佐藤　淳郎 第１学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 専門演習Ⅰ 山口　俊博 第１学期 朝倉 2 演習 3

教育学部 専門演習Ⅰ 袴田　綾斗 第１学期 朝倉 2 演習 4

教育学部 専門演習Ⅰ 草場　実 第１学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 専門演習Ⅰ 佐竹　泰和 第１学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 専門演習Ⅰ 蒲生　啓司 第１学期 朝倉 2 演習 3

教育学部 専門演習Ⅰ 西脇　芳典 第１学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 専門演習Ⅰ 普喜　満生, 原田　哲夫 第１学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 専門演習Ⅰ 伊谷　行 第１学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 専門演習Ⅰ 多良　静也 第１学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 専門演習Ⅰ 長谷川　雅世 第１学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 専門演習Ⅰ 宮田　信司 第１学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 専門演習Ⅰ 小原　浄二 第１学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 専門演習Ⅰ 高橋　美樹 第１学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 専門演習Ⅰ 梶原　彰人 第１学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 専門演習Ⅰ 土井原　崇浩 第１学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 専門演習Ⅰ 野角　孝一 第１学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 専門演習Ⅰ 阿部　鉄太郎 第１学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 専門演習Ⅰ 中村　るい 第１学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 専門演習Ⅰ 駒井　説夫 第１学期 朝倉 2 演習 4

教育学部 専門演習Ⅰ 矢野　宏光 第１学期 朝倉 2 演習 4

教育学部 専門演習Ⅰ 幸　篤武 第１学期 朝倉 2 演習 5

教育学部 専門演習Ⅰ 宮本　隆信 第１学期 朝倉 2 演習 3

教育学部 専門演習Ⅰ 道法　浩孝 第１学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 専門演習Ⅰ 北川　晃 第１学期 朝倉 2 演習 4

教育学部 専門演習Ⅰ 小島　郷子 第１学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 専門演習Ⅰ 森田　美佐 第１学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 専門演習Ⅰ 佐藤　亮輔 第１学期 朝倉 2 演習 3

教育学部 専門演習Ⅰ 是永　かな子 第１学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 専門演習Ⅰ 寺田　信一 第１学期 朝倉 2 演習 4

教育学部 専門演習Ⅰ 喜多尾　哲 第１学期 朝倉 2 演習 3

教育学部 専門演習Ⅰ 松田　弥花 第１学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 専門演習Ⅰ（幼） 玉瀬　友美 第１学期 朝倉 2 演習 4

教育学部 専門演習Ⅰ（幼） 川俣　美砂子 第１学期 朝倉 2 演習 3

教育学部 専門演習Ⅰ（幼） 三ツ石　行宏 第１学期 朝倉 2 演習 3

教育学部 専門演習Ⅱ 岡谷　英明 第２学期 朝倉 2 演習 3

教育学部 専門演習Ⅱ 加藤　誠之 第２学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 専門演習Ⅱ 野中　陽一朗 第２学期 朝倉 2 演習 5

教育学部 専門演習Ⅱ 福住　紀明 第２学期 朝倉 2 演習 8

教育学部 専門演習Ⅱ 横山　卓 第２学期 朝倉 2 演習 8

教育学部 専門演習Ⅱ 武久　康高 第２学期 朝倉 2 演習 8

教育学部 専門演習Ⅱ 玉木　尚之 第２学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 専門演習Ⅱ 岩城　裕之 第２学期 朝倉 2 演習 12

教育学部 専門演習Ⅱ 藤田　詠司 第２学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 専門演習Ⅱ 遠藤　隆俊 第２学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 専門演習Ⅱ 山﨑　聡 第２学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 専門演習Ⅱ 望月　良親 第２学期 朝倉 2 演習 4

教育学部 専門演習Ⅱ 服部　裕一郎 第２学期 朝倉 2 演習 6

教育学部 専門演習Ⅱ 佐藤　淳郎 第２学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 専門演習Ⅱ 山口　俊博 第２学期 朝倉 2 演習 3

教育学部 専門演習Ⅱ 加納　理成 第２学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 専門演習Ⅱ 袴田　綾斗 第２学期 朝倉 2 演習 4

教育学部 専門演習Ⅱ 佐竹　泰和 第２学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 専門演習Ⅱ 蒲生　啓司 第２学期 朝倉 2 演習 3

教育学部 専門演習Ⅱ 西脇　芳典 第２学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 専門演習Ⅱ 普喜　満生, 原田　哲夫 第２学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 専門演習Ⅱ 伊谷　行 第２学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 専門演習Ⅱ 多良　静也 第２学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 専門演習Ⅱ 長谷川　雅世 第２学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 専門演習Ⅱ 宮田　信司 第２学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 専門演習Ⅱ 小原　浄二 第２学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 専門演習Ⅱ 高橋　美樹 第２学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 専門演習Ⅱ 梶原　彰人 第２学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 専門演習Ⅱ 土井原　崇浩 第２学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 専門演習Ⅱ 野角　孝一 第２学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 専門演習Ⅱ 阿部　鉄太郎 第２学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 専門演習Ⅱ 中村　るい 第２学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 専門演習Ⅱ 駒井　説夫 第２学期 朝倉 2 演習 4

教育学部 専門演習Ⅱ 矢野　宏光 第２学期 朝倉 2 演習 4



教育学部 専門演習Ⅱ 幸　篤武 第２学期 朝倉 2 演習 5

教育学部 専門演習Ⅱ 宮本　隆信 第２学期 朝倉 2 演習 3

教育学部 専門演習Ⅱ 道法　浩孝 第２学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 専門演習Ⅱ 北川　晃 第２学期 朝倉 2 演習 4

教育学部 専門演習Ⅱ 森田　美佐 第２学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 専門演習Ⅱ 佐藤　亮輔 第２学期 朝倉 2 演習 3

教育学部 専門演習Ⅱ 是永　かな子 第２学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 専門演習Ⅱ 寺田　信一 第２学期 朝倉 2 演習 4

教育学部 専門演習Ⅱ 喜多尾　哲 第２学期 朝倉 2 演習 3

教育学部 専門演習Ⅱ 松田　弥花 第２学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 専門演習Ⅱ（幼） 玉瀬　友美 第２学期 朝倉 2 演習 4

教育学部 専門演習Ⅱ（幼） 川俣　美砂子 第２学期 朝倉 2 演習 3

教育学部 専門演習Ⅱ（幼） 三ツ石　行宏 第２学期 朝倉 2 演習 3

教育学部 専門演習Ⅲ 岡谷　英明 第１学期 朝倉 2 演習 4

教育学部 専門演習Ⅲ 加藤　誠之 第１学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 専門演習Ⅲ 野中　陽一朗 第１学期 朝倉 2 演習 6

教育学部 専門演習Ⅲ 石嶺　ちづる 第１学期 朝倉 2 演習 8

教育学部 専門演習Ⅲ 福住　紀明 第１学期 朝倉 2 演習 8

教育学部 専門演習Ⅲ 武久　康高 第１学期 朝倉 2 演習 6

教育学部 専門演習Ⅲ 岩城　裕之 第１学期 朝倉 2 演習 3

教育学部 専門演習Ⅲ 吉田　茂樹 第１学期 朝倉 2 演習 5

教育学部 専門演習Ⅲ 藤田　詠司 第１学期 朝倉 2 演習 3

教育学部 専門演習Ⅲ 遠藤　隆俊 第１学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 専門演習Ⅲ 原崎　道彦 第１学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 専門演習Ⅲ 望月　良親 第１学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 専門演習Ⅲ 服部　裕一郎 第１学期 朝倉 2 演習 7

教育学部 専門演習Ⅲ 佐藤　淳郎 第１学期 朝倉 2 演習 5

教育学部 専門演習Ⅲ 山口　俊博 第１学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 専門演習Ⅲ 袴田　綾斗 第１学期 朝倉 2 演習 6

教育学部 専門演習Ⅲ 中城　満 第１学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 専門演習Ⅲ 草場　実 第１学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 専門演習Ⅲ 佐竹　泰和 第１学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 専門演習Ⅲ 普喜　満生, 原田　哲夫 第１学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 専門演習Ⅲ 伊谷　行 第１学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 専門演習Ⅲ 多良　静也 第１学期 朝倉 2 演習 5

教育学部 専門演習Ⅲ 長谷川　雅世 第１学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 専門演習Ⅲ 宮田　信司 第１学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 専門演習Ⅲ 梶原　彰人 第１学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 専門演習Ⅲ 野角　孝一 第１学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 専門演習Ⅲ 駒井　説夫 第１学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 専門演習Ⅲ 矢野　宏光 第１学期 朝倉 2 演習 4

教育学部 専門演習Ⅲ 常行　泰子 第１学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 専門演習Ⅲ 宮本　隆信 第１学期 朝倉 2 演習 4

教育学部 専門演習Ⅲ 道法　浩孝 第１学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 専門演習Ⅲ 北川　晃 第１学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 専門演習Ⅲ 佐藤　亮輔 第１学期 朝倉 2 演習 6

教育学部 専門演習Ⅲ 寺田　信一 第１学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 専門演習Ⅲ 喜多尾　哲 第１学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 専門演習Ⅲ 松田　弥花 第１学期 朝倉 2 演習 3

教育学部 専門演習Ⅲ（幼） 玉瀬　友美 第１学期 朝倉 2 演習 4

教育学部 専門演習Ⅲ（幼） 川俣　美砂子 第１学期 朝倉 2 演習 4

教育学部 専門演習Ⅲ（幼） 三ツ石　行宏 第１学期 朝倉 2 演習 3

教育学部 専門演習Ⅳ 岡谷　英明 第２学期 朝倉 2 演習 4

教育学部 専門演習Ⅳ 加藤　誠之 第２学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 専門演習Ⅳ 野中　陽一朗 第２学期 朝倉 2 演習 6

教育学部 専門演習Ⅳ 石嶺　ちづる 第２学期 朝倉 2 演習 8

教育学部 専門演習Ⅳ 福住　紀明 第２学期 朝倉 2 演習 8

教育学部 専門演習Ⅳ 武久　康高 第２学期 朝倉 2 演習 6

教育学部 専門演習Ⅳ 岩城　裕之 第２学期 朝倉 2 演習 3

教育学部 専門演習Ⅳ 吉田　茂樹 第２学期 朝倉 2 演習 5

教育学部 専門演習Ⅳ 遠藤　隆俊 第２学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 専門演習Ⅳ 原崎　道彦 第２学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 専門演習Ⅳ 望月　良親 第２学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 専門演習Ⅳ 服部　裕一郎 第２学期 朝倉 2 演習 7

教育学部 専門演習Ⅳ 佐藤　淳郎 第２学期 朝倉 2 演習 4

教育学部 専門演習Ⅳ 山口　俊博 第２学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 専門演習Ⅳ 袴田　綾斗 第２学期 朝倉 2 演習 6

教育学部 専門演習Ⅳ 中城　満 第２学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 専門演習Ⅳ 草場　実 第２学期 朝倉 2 演習 2



教育学部 専門演習Ⅳ 佐竹　泰和 第２学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 専門演習Ⅳ 普喜　満生, 原田　哲夫 第２学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 専門演習Ⅳ 伊谷　行 第２学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 専門演習Ⅳ 多良　静也 第２学期 朝倉 2 演習 4

教育学部 専門演習Ⅳ 長谷川　雅世 第２学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 専門演習Ⅳ 宮田　信司 第２学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 専門演習Ⅳ 梶原　彰人 第２学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 専門演習Ⅳ 野角　孝一 第２学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 専門演習Ⅳ 駒井　説夫 第２学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 専門演習Ⅳ 矢野　宏光 第２学期 朝倉 2 演習 4

教育学部 専門演習Ⅳ 常行　泰子 第２学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 専門演習Ⅳ 宮本　隆信 第２学期 朝倉 2 演習 3

教育学部 専門演習Ⅳ 道法　浩孝 第２学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 専門演習Ⅳ 北川　晃 第２学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 専門演習Ⅳ 佐藤　亮輔 第２学期 朝倉 2 演習 6

教育学部 専門演習Ⅳ 寺田　信一 第２学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 専門演習Ⅳ 喜多尾　哲 第２学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 専門演習Ⅳ 松田　弥花 第２学期 朝倉 2 演習 3

教育学部 専門演習Ⅳ（幼） 玉瀬　友美 第２学期 朝倉 2 演習 4

教育学部 専門演習Ⅳ（幼） 川俣　美砂子 第２学期 朝倉 2 演習 4

教育学部 専門演習Ⅳ（幼） 三ツ石　行宏 第２学期 朝倉 2 演習 3

教育学部 卒業論文 岡谷　英明 通年 朝倉 4 演習 4

教育学部 卒業論文 加藤　誠之 通年 朝倉 4 演習 1

教育学部 卒業論文 野中　陽一朗 通年 朝倉 4 演習 6

教育学部 卒業論文 石嶺　ちづる 通年 朝倉 4 演習 7

教育学部 卒業論文 福住　紀明 通年 朝倉 4 演習 8

教育学部 卒業論文 武久　康高 通年 朝倉 4 演習 6

教育学部 卒業論文 岩城　裕之 通年 朝倉 4 演習 3

教育学部 卒業論文 吉田　茂樹 通年 朝倉 4 演習 5

教育学部 卒業論文 藤田　詠司 通年 朝倉 4 演習 3

教育学部 卒業論文 梶原　彰人 ２年通年 朝倉 4 演習 1

教育学部 卒業論文 原崎　道彦 通年 朝倉 4 演習 1

教育学部 卒業論文 望月　良親 通年 朝倉 4 演習 2

教育学部 卒業論文 服部　裕一郎 通年 朝倉 4 演習 7

教育学部 卒業論文 佐藤　淳郎 通年 朝倉 4 演習 5

教育学部 卒業論文 山口　俊博 通年 朝倉 4 演習 2

教育学部 卒業論文 加納　理成 通年 朝倉 4 演習 2

教育学部 卒業論文 袴田　綾斗 通年 朝倉 4 演習 6

教育学部 卒業論文 中城　満 通年 朝倉 4 演習 1

教育学部 卒業論文 草場　実 通年 朝倉 4 演習 2

教育学部 卒業論文 佐竹　泰和 通年 朝倉 4 演習 2

教育学部 卒業論文 普喜　満生, 原田　哲夫 通年 朝倉 4 演習 2

教育学部 卒業論文 伊谷　行 通年 朝倉 4 演習 2

教育学部 卒業論文 多良　静也 通年 朝倉 4 演習 4

教育学部 卒業論文 長谷川　雅世 通年 朝倉 4 演習 2

教育学部 卒業論文 宮田　信司 通年 朝倉 4 演習 1

教育学部 卒業論文 梶原　彰人 通年 朝倉 4 演習 2

教育学部 卒業論文 野角　孝一 通年 朝倉 4 演習 1

教育学部 卒業論文 駒井　説夫 通年 朝倉 4 演習 2

教育学部 卒業論文 矢野　宏光 通年 朝倉 4 演習 4

教育学部 卒業論文 常行　泰子 通年 朝倉 4 演習 2

教育学部 卒業論文 幸　篤武 通年 朝倉 4 演習 3

教育学部 卒業論文 宮本　隆信 通年 朝倉 4 演習 3

教育学部 卒業論文 道法　浩孝 通年 朝倉 4 演習 1

教育学部 卒業論文 北川　晃 通年 朝倉 4 演習 2

教育学部 卒業論文 佐藤　亮輔 通年 朝倉 4 演習 6

教育学部 卒業論文 寺田　信一 通年 朝倉 4 演習 1

教育学部 卒業論文 喜多尾　哲 通年 朝倉 4 演習 2

教育学部 卒業論文 松田　弥花 通年 朝倉 4 演習 3

教育学部 卒業論文 玉瀬　友美 通年 朝倉 4 演習 4

教育学部 卒業論文 川俣　美砂子 通年 朝倉 4 演習 4

教育学部 卒業論文 三ツ石　行宏 通年 朝倉 4 演習 3

教育学部 卒業論文 佐竹　泰和 ２年通年 朝倉 4 演習 1

教育学部 卒業論文 多良　静也 ２年通年 朝倉 4 演習 1

教育学部 卒業論文 宮本　隆信 ２年通年 朝倉 4 演習 1

教育学部 日本語学概説 岩城　裕之 第２学期 朝倉 2 講義 33

教育学部 日本文法 岩城　裕之 第１学期 朝倉 2 講義 31

教育学部 日本語学講読 岩城　裕之 第２学期 朝倉 2 講義 26

教育学部 日本語学特講 岩城　裕之 第２学期 朝倉 2 講義 19



教育学部 日本語学演習 岩城　裕之 第１学期 朝倉 2 演習 19

教育学部 日本文学史 武久　康高 第２学期 朝倉 2 講義 32

教育学部 近代文学概説 芋生　裕信 第２学期 朝倉 2 講義 39

教育学部 日本文学概説 武久　康高 第１学期 朝倉 2 講義 38

教育学部 日本文学講読 武久　康高 第２学期 朝倉 2 講義 20

教育学部 日本文学特講 芋生　裕信 第２学期集中 朝倉 2 講義 6

教育学部 日本文学演習I 武久　康高 第１学期 朝倉 2 演習 21

教育学部 漢文学概説 玉木　尚之 第１学期 朝倉 2 講義 33

教育学部 漢文学講読 玉木　尚之 第１学期 朝倉 2 講義 19

教育学部 漢文学特講 玉木　尚之 第１学期 朝倉 2 講義 8

教育学部 書道I 大谷　俊彦 第１学期集中 朝倉 2 演習 38

教育学部 歴史学概論 遠藤　隆俊, 他 第１学期 朝倉 2 演習 29

教育学部 日本史特講 望月　良親 第１学期 朝倉 2 講義 27

教育学部 日本史演習 望月　良親 第２学期 朝倉 2 演習 14

教育学部 日本史各論 望月　良親 第２学期 朝倉 2 講義 4

教育学部 東洋史特講 遠藤　隆俊 第２学期 朝倉 2 講義 20

教育学部 東洋史演習 遠藤　隆俊 第２学期 朝倉 2 演習 7

教育学部 東洋史各論 遠藤　隆俊 第１学期 朝倉 2 講義 6

教育学部 西洋史特講 柳川　平太郎 第１学期 朝倉 2 講義 20

教育学部 西洋史演習 柳川　平太郎 第１学期 朝倉 2 演習 10

教育学部 西洋史各論 柳川　平太郎 第２学期 朝倉 2 講義 16

教育学部 地理学・地誌学概論 佐竹　泰和 第１学期 朝倉 2 講義 15

教育学部 地理学特講 佐竹　泰和 第２学期 朝倉 2 講義 15

教育学部 地理学各論 佐竹　泰和 第１学期 朝倉 2 講義 3

教育学部 地誌学特講 佐竹　泰和 第２学期 朝倉 2 講義 26

教育学部 地誌学演習 佐竹　泰和 第２学期 朝倉 2 講義 6

教育学部 法律学概論 藤本　富一 第１学期 朝倉 2 講義 12

教育学部 法律学特講 藤本　富一 第１学期 朝倉 2 講義 11

教育学部 法律学演習 藤本　富一 第１学期 朝倉 2 演習 5

教育学部 法律学各論 藤本　富一 第２学期 朝倉 2 講義 9

教育学部 政治学概論 清水　直樹 第１学期 朝倉 2 講義 21

教育学部 社会学概論 若林　良和 第１学期集中 朝倉 2 講義 18

教育学部 社会学各論 玉里　恵美子 第１学期 朝倉 2 講義 2

教育学部 経済学概論 山﨑　聡 第２学期 朝倉 2 講義 20

教育学部 経済学演習 山﨑　聡 第１学期 朝倉 2 演習 4

教育学部 経済学各論 山﨑　聡 第１学期 朝倉 2 講義 11

教育学部 哲学概論 原崎　道彦 第１学期 朝倉 2 講義 24

教育学部 哲学特講 原崎　道彦 第２学期 朝倉 2 講義 20

教育学部 哲学演習 原崎　道彦 第１学期 朝倉 2 演習 20

教育学部 倫理学特講 原崎　道彦 第１学期 朝倉 2 講義 4

教育学部 代数学概説 佐藤　淳郎 第１学期 朝倉 2 講義 34

教育学部 代数学Ⅰ 佐藤　淳郎 第１学期 朝倉 2 講義 13

教育学部 幾何学概説 山口　俊博 第１学期 朝倉 2 講義 19

教育学部 幾何学Ⅰ 山口　俊博 第１学期 朝倉 2 講義 19

教育学部 幾何学Ⅱ 山口　俊博 第２学期 朝倉 2 講義 19

教育学部 幾何学Ⅲ 山口　俊博 第１学期 朝倉 2 講義 26

教育学部 幾何学特講 山口　俊博 第２学期 朝倉 2 講義 12

教育学部 解析学概説 加納　理成 第１学期 朝倉 2 講義 23

教育学部 解析学Ⅰ 加納　理成 第１学期 朝倉 2 講義 16

教育学部 解析学Ⅱ 加納　理成 第２学期 朝倉 2 講義 7

教育学部 確率論 福本　昌弘 第２学期 朝倉 2 講義 21

教育学部 情報数学 加藤　諒 第２学期集中 朝倉 2 講義 32

教育学部 物理学Ⅰ 普喜　満生 第２学期 朝倉 2 講義 10

教育学部 物理学Ⅱ 普喜　満生 第１学期 朝倉 2 講義 10

教育学部 物理学実験Ⅰ 普喜　満生 第２学期 朝倉 1 実験 13

教育学部 化学Ⅰ 蒲生　啓司, 西脇　芳典 第１学期 朝倉 2 講義 12

教育学部 化学Ⅲ 蒲生　啓司 第１学期 朝倉 2 講義 7

教育学部 化学演習Ⅰ 蒲生　啓司 第１学期 朝倉 2 演習 11

教育学部 化学演習Ⅱ 西脇　芳典 第２学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 化学特講 蒲生　啓司 第２学期 朝倉 2 講義 3

教育学部 化学実験Ⅰ 蒲生　啓司, 西脇　芳典 第１学期 朝倉 1 実験 12

教育学部 化学実験Ⅱ 西脇　芳典 第２学期 朝倉 1 実験 1

教育学部 生物学Ⅰ 竹内　日登美 第１学期 朝倉 2 講義 15

教育学部 生物学Ⅱ 伊谷　行 第２学期 朝倉 2 講義 9

教育学部 生物学Ⅲ 竹内　日登美 第１学期 朝倉 2 講義 6

教育学部 生物学特講 伊谷　行 第１学期 朝倉 2 講義 2

教育学部 生物学実験Ⅰ 伊谷　行, 原田　哲夫 第２学期 朝倉 1 実験 11

教育学部 生物学実験Ⅱ 伊谷　行 第１学期集中 朝倉 1 実験 5

教育学部 地学Ⅰ 赤松　直 第１学期 朝倉 2 講義 10



教育学部 地学実験Ⅰ 赤松　直 第２学期 朝倉 1 実験 13

教育学部 生物学演習Ⅰ 伊谷　行 第１学期 朝倉 2 演習 10

教育学部 生物学演習Ⅱ 伊谷　行 第２学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 環境生理学演習Ⅰ 竹内　日登美 第１学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 環境生理学演習Ⅱ 竹内　日登美 第２学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 動物学概論Ⅰ 竹内　日登美 第２学期集中 朝倉 2 講義 5

教育学部 動物学概論Ⅱ 竹内　日登美 第２学期 朝倉 2 講義 2

教育学部 ソルフェージュⅠ 宮田　信司 第１学期 朝倉 2 演習 5

教育学部 声楽Ⅰ 小原　浄二 第１学期 朝倉 2 演習 5

教育学部 声楽特講 小原　浄二 第２学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 器楽Ⅰ 前田　克治 第１学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 器楽Ⅰ 梶原　彰人 第１学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 器楽Ⅰ 宮田　信司 第１学期 朝倉 2 演習 3

教育学部 器楽Ⅱ 梶原　彰人 第２学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 器楽Ⅱ 宮田　信司 第２学期 朝倉 2 演習 3

教育学部 器楽Ⅲ 前田　克治 第１学期 朝倉 2 演習 3

教育学部 器楽Ⅲ 宮田　信司 第１学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 器楽Ⅳ 宮田　信司 第２学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 器楽特講 梶原　彰人, 金　奎道 通年集中 朝倉 2 演習 4

教育学部 指揮法Ⅰ 小原　浄二, 梶原　彰人 第１学期 朝倉 2 演習 4

教育学部 音楽理論・音楽史 前田　克治, 高橋　美樹 第１学期 朝倉 2 講義 5

教育学部 音楽理論・作曲法Ⅰ 前田　克治 第１学期 朝倉 2 講義 4

教育学部 音楽理論・作曲法Ⅱ 前田　克治 第２学期 朝倉 2 講義 4

教育学部 音楽史Ⅰ 高橋　美樹 第１学期 朝倉 2 講義 4

教育学部 音楽史Ⅱ 高橋　美樹 第２学期 朝倉 2 講義 6

教育学部 音楽理論特講 前田　克治 第１学期 朝倉 2 講義 1

教育学部 作曲法特講 前田　克治 第２学期 朝倉 2 講義 1

教育学部 合唱I 小原　浄二 第１学期 朝倉 2 演習 5

教育学部 合唱II 小原　浄二 第１学期 朝倉 2 演習 5

教育学部 ソルフェージュⅠ 前田　克治 第１学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 声楽Ⅱ 小原　浄二 第２学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 声楽Ⅲ 小原　浄二 第１学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 ソルフェージュⅡ 宮田　信司 第２学期 朝倉 2 演習 3

教育学部 ソルフェージュⅡ 前田　克治 第２学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 デッサン 土井原　崇浩 第１学期 朝倉 2 演習 7

教育学部 西洋画基礎 土井原　崇浩 第１学期 朝倉 2 演習 8

教育学部 日本画基礎 野角　孝一 第２学期 朝倉 2 演習 7

教育学部 西洋画応用 土井原　崇浩 第１学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 日本画応用 野角　孝一 第１学期 朝倉 2 演習 4

教育学部 造形 阿部　鉄太郎 第１学期 朝倉 2 演習 4

教育学部 デザイン 吉岡　一洋 第２学期 朝倉 2 演習 10

教育学部 工芸 吉光　誠之 第１学期 朝倉 2 演習 3

教育学部 グラフィックデザイン 吉岡　一洋 第１学期 朝倉 2 演習 6

教育学部 陶芸基礎 阿部　鉄太郎 第１学期 朝倉 2 演習 8

教育学部 美術理論基礎 中村　るい 第２学期 朝倉 2 講義 16

教育学部 美術理論応用 中村　るい 第１学期 朝倉 2 講義 8

教育学部 美術理論専門 中村　るい 第２学期 朝倉 2 講義 2

教育学部 日本画専門 野角　孝一 第２学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 日本・東洋美術史概説 野角　孝一 第２学期 朝倉 2 講義 2

教育学部 版画基礎 吉岡　一洋 第２学期 朝倉 2 演習 6

教育学部 版画応用 野角　孝一 第１学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 スポーツ運動学 神家　一成 第２学期 朝倉 2 講義 18

教育学部 スポーツ心理学 矢野　宏光 第１学期 朝倉 2 講義 16

教育学部 スポーツ社会学 常行　泰子 第２学期 朝倉 2 講義 1

教育学部 トレーニング論 駒井　説夫 第２学期 朝倉 2 講義 11

教育学部 個人スポーツ実技［陸上競技］ 宮本　隆信 第１学期 朝倉 1 実技 4

教育学部 個人スポーツ実技［水泳］ 堤　知之 第１学期 朝倉 1 実技 21

教育学部 集団スポーツ実技［ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ］ 市村　富士夫 第１学期 朝倉 1 実技 10

教育学部 集団スポーツ実技［ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ］ 幸　篤武 第１学期 朝倉 1 実技 27

教育学部 集団スポーツ実技［サッカー］ 山本　英作 第２学期 朝倉 1 実技 11

教育学部 対人スポーツ実技［剣道］ 矢野　宏光 第１学期 朝倉 1 実技 8

教育学部 対人スポーツ実技［卓球］ 黒岩　敦子 第１学期 朝倉 1 実技 10

教育学部 対人スポーツ実技［テニス］ 野地　照樹 第１学期 朝倉 1 実技 12

教育学部 ダンス・表現 常行　泰子 第１学期 朝倉 1 実技 3

教育学部 スポーツ生理学 駒井　説夫 第１学期 朝倉 2 講義 18

教育学部 生理学実習 駒井　説夫, 幸　篤武 第１学期 朝倉 1 実習 2

教育学部 衛生学・公衆衛生学 幸　篤武 第２学期 朝倉 2 講義 21

教育学部 学校保健 幸　篤武 第１学期 朝倉 2 講義 18

教育学部 救急処置法 本間　聖康 第２学期 朝倉 2 講義 15



教育学部 キャンプ実習 矢野　宏光, 幸　篤武 第２学期集中 その他 2 実習 24

教育学部 個人ｽﾎﾟｰﾂ実技［器械運動] 神家　一成 第２学期 朝倉 1 実技 9

教育学部 スポーツ解剖学 岡部　孝生 第２学期 朝倉 2 講義 15

教育学部 木材加工Ⅰ 木村　彰孝 第２学期集中 朝倉 2 演習 4

教育学部 金属加工Ⅰ 竹野　英敏 第１学期集中 朝倉 2 演習 8

教育学部 機械工学Ⅰ 大西　義浩 第１学期集中 朝倉 2 講義 5

教育学部 機械工学Ⅱ 松本　泰典 第２学期 朝倉 2 講義 4

教育学部 電気工学Ⅰ 道法　浩孝 第２学期 朝倉 2 講義 4

教育学部 電気工学Ⅱ 北川　晃 第１学期 朝倉 2 講義 1

教育学部 電気実習 道法　浩孝, 北川　晃 第１学期 朝倉 2 実習 1

教育学部 電気特講 道法　浩孝 第２学期 朝倉 2 講義 4

教育学部 栽培 鈴木　芳孝 第１学期 朝倉 2 実習 4

教育学部 栽培実習 鈴木　芳孝 第２学期 朝倉 2 実習 4

教育学部 情報工学Ⅰ 北川　晃 第２学期 朝倉 2 講義 4

教育学部 情報工学Ⅱ 北川　晃 第１学期 朝倉 2 講義 5

教育学部 情報実習Ⅰ 北川　晃 第１学期 朝倉 2 演習 5

教育学部 情報実習Ⅱ 北川　晃 第２学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 家庭経営学 森田　美佐 第２学期 朝倉 2 講義 4

教育学部 家庭経営学特講 森田　美佐 第２学期 朝倉 2 講義 3

教育学部 被服学概論 田村　和子 第１学期 朝倉 2 講義 3

教育学部 食品学 沼田　聡 第２学期集中 朝倉 2 講義 4

教育学部 保育学 磯部　香 第２学期 朝倉 2 講義 6

教育学部 保育学特講 磯部　香 第２学期 朝倉 2 講義 4

教育学部 家庭電気・機械 道法　浩孝, 他 第１学期集中 朝倉 2 講義 3

教育学部 被服製作実習 田村　和子 第１学期 朝倉 2 実習 2

教育学部 食生活論 島田　郁子 第２学期 朝倉 2 講義 2

教育学部 英文法基礎 佐藤　亮輔 第１学期 朝倉 2 講義 24

教育学部 文法論 佐藤　亮輔 第２学期 朝倉 2 講義 10

教育学部 英語学基礎演習 柴田　雄介 第２学期 朝倉 2 演習 14

教育学部 英語学理論演習 佐藤　亮輔 第１学期 朝倉 2 演習 9

教育学部 英語学特講 柴田　雄介 第１学期 朝倉 2 講義 21

教育学部 英米文学概論 長谷川　雅世 第１学期 朝倉 2 講義 26

教育学部 英米文学基礎演習 長谷川　雅世 第２学期 朝倉 2 演習 3

教育学部 英米文学演習Ⅰ 長谷川　雅世 第１学期 朝倉 2 演習 6

教育学部 英米文学演習Ⅱ 長谷川　雅世 第２学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 英作文Ⅰ オトロスキー 第１学期 朝倉 2 演習 25

教育学部 英作文Ⅱ オトロスキー 第２学期 朝倉 2 演習 18

教育学部 英会話Ⅱ フェビアン　ポーラ　ダイアン 第１学期 朝倉 2 演習 19

教育学部 英米文化論 那須　恒夫 第２学期 朝倉 2 講義 30

教育学部 比較文化論 那須　恒夫 第２学期 朝倉 2 講義 23

教育学部 中等国語科指導法Ⅰ 吉田　茂樹 第１学期 朝倉 2 講義 36

教育学部 中等国語科指導法Ⅱ 井上　次夫 第２学期 朝倉 2 講義 28

教育学部 中等国語科指導法Ⅲ 吉田　茂樹 第１学期 朝倉 2 講義 30

教育学部 中等社会科指導法Ⅰ 藤田　詠司 第１学期 朝倉 2 講義 39

教育学部 中等社会科指導法Ⅱ 藤田　詠司 第２学期 朝倉 2 講義 37

教育学部 中等社会科指導法Ⅲ(地理歴史) 大坂　遊 第２学期集中 朝倉 2 講義 25

教育学部 中等社会科指導法Ⅳ(地理歴史) 草原　和博 第２学期集中 朝倉 2 講義 14

教育学部 中等社会科指導法Ⅴ(公民) 福田　喜彦 第２学期集中 朝倉 2 講義 24

教育学部 中等社会科指導法Ⅵ(公民) 鴛原　進 第２学期集中 朝倉 2 講義 9

教育学部 中等数学科指導法Ⅰ 袴田　綾斗 第１学期 朝倉 2 講義 50

教育学部 中等数学科指導法Ⅱ 服部　裕一郎 第２学期 朝倉 2 講義 40

教育学部 中等数学科指導法Ⅲ 服部　裕一郎 第１学期 朝倉 2 講義 42

教育学部 中等数学科指導法Ⅳ 袴田　綾斗 第２学期 朝倉 2 講義 13

教育学部 中等理科指導法Ⅰ 草場　実 第１学期 朝倉 2 講義 46

教育学部 中等理科指導法Ⅱ 草場　実 第２学期 朝倉 2 講義 45

教育学部 中等理科指導法Ⅲ 草場　実 第１学期 朝倉 2 講義 60

教育学部 中等理科指導法Ⅳ 草場　実 第２学期 朝倉 2 講義 3

教育学部 中等音楽科指導法Ⅰ 金　奎道 第１学期 朝倉 2 講義 5

教育学部 中等音楽科指導法Ⅱ 金　奎道 第２学期 朝倉 2 講義 5

教育学部 中等美術科指導法Ⅰ 金子　宜正 第１学期 朝倉 2 講義 7

教育学部 中等美術科指導法Ⅱ 中村　るい 第２学期 朝倉 2 講義 3

教育学部 中等美術科指導法Ⅲ 金子　宜正 第２学期 朝倉 2 講義 1

教育学部 中等保健体育指導法Ⅰ 宮本　隆信 第１学期 朝倉 2 講義 15

教育学部 中等保健体育指導法Ⅱ 神家　一成 第２学期 朝倉 2 講義 15

教育学部 中等保健体育指導法Ⅲ 神家　一成 第１学期 朝倉 2 講義 18

教育学部 中等保健体育指導法Ⅳ 宮本　隆信 第２学期 朝倉 2 講義 1

教育学部 技術科指導法Ⅰ 安東　茂樹 第１学期集中 朝倉 2 講義 4

教育学部 技術科指導法Ⅱ 道法　浩孝 第２学期 朝倉 2 講義 4

教育学部 技術科指導法Ⅲ 竹野　英敏 第２学期集中 朝倉 2 講義 3



教育学部 中等家庭科指導法Ⅰ 小島　郷子 第１学期 朝倉 2 講義 3

教育学部 中等家庭科指導法Ⅱ 小島　郷子 第２学期 朝倉 2 講義 1

教育学部 中等家庭科指導法Ⅳ 小島　郷子 第２学期 朝倉 2 講義 1

教育学部 英語科指導法Ⅰ 多良　静也 第１学期 朝倉 2 講義 45

教育学部 英語科指導法Ⅱ 多良　静也 第２学期 朝倉 2 講義 24

教育学部 英語科指導法Ⅲ 那須　恒夫 第１学期 朝倉 2 講義 26

教育学部 特別支援教育概論 松田　弥花 第１学期 朝倉 2 講義 140

教育学部 障害児教育学基礎理論 松田　弥花 第２学期 朝倉 2 講義 6

教育学部 知的障害心理学 寺田　信一 第１学期 朝倉 2 講義 35

教育学部 知的障害生理・病理学 寺田　信一 第２学期 朝倉 2 講義 28

教育学部 知的障害教育課程論 喜多尾　哲 第２学期 朝倉 2 講義 27

教育学部 知的障害教育の理論と実際 杉元　美栄 第１学期 朝倉 2 講義 31

教育学部 知的障害教育指導法 喜多尾　哲 第１学期 朝倉 2 講義 9

教育学部 知的障害教育の理論と実際 杉元　美栄, 長崎　太一 第２学期 朝倉 2 講義 35

教育学部 重複障害の理解と教育 寺田　信一 第１学期集中 朝倉 1 講義 67

教育学部 発達障害等の理解と教育 鈴木　恵太 第１学期集中 朝倉 2 講義 87

教育学部 聴覚障害の理解と教育 山中　智子 通年集中 朝倉 1 講義 95

教育学部 特別支援教育実習 教育実習系委員長 通年 朝倉 4 実習 31

教育学部 特別支援教育実習 教育実習系委員長 第２学期 朝倉 4 実習 27

教育学部 デッサン 土井原　崇浩 第１学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 地域社会学概論 玉里　恵美子 第１学期 朝倉 2 講義 1

教育学部 男女共生社会論 森田　美佐 第１学期 朝倉 2 講義 1

教育学部 実践的に学ぶ指導法 多良　静也, 他 第１学期集中 朝倉 1 演習 130

教育学部 民族音楽・文化応用 高橋　美樹 第１学期 朝倉 2 講義 1

教育学部 編曲法応用 前田　克治 第２学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 合唱II 小原　浄二 第１学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 芸術文化演習Ⅰ 宮田　信司 第１学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 芸術文化演習Ⅰ 野角　孝一 第１学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 芸術文化演習Ⅱ 宮田　信司 第２学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 芸術文化演習Ⅱ 野角　孝一 第２学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 教職入門 中村　直人 第２学期 朝倉 2 講義 26

教育学部 教職入門 内田　純一 第２学期 朝倉 2 講義 147

教育学部 特別支援教育入門 山﨑　敏秀 第１学期 朝倉 2 講義 67

教育学部 特別支援教育入門 山﨑　敏秀 第２学期 朝倉 2 講義 78

教育学部 道徳教育 森　有希 第２学期 朝倉 2 講義 21

教育学部 道徳教育 森　有希 第２学期 朝倉 2 講義 85

教育学部 特別活動指導法 小笠原　哲司, 川﨑　弘佳 第２学期 朝倉 2 講義 27

教育学部 特別活動指導法 小笠原　哲司, 川﨑　弘佳 第１学期 朝倉 2 講義 91

教育学部 教育の方法・技術 馬場園　陽一 第１学期 朝倉 2 講義 65

教育学部 教育の方法・技術 村上　達也 第２学期 朝倉 2 講義 75

教育学部 生徒指導・進路指導 加藤　誠之 第１学期 朝倉 2 講義 112

教育学部 生徒指導・進路指導 加藤　誠之 第２学期 朝倉 2 講義 25

教育学部 教育相談 福住　紀明 第１学期 朝倉 2 講義 29

教育学部 教育相談 古口　高志 第１学期 朝倉 2 講義 122

教育学部 教育実習 全学教職委員会 通年集中 その他 4 実習 1

教育学部 教育実習総合研究 教育実習系委員長 通年集中 朝倉 1 講義 1

教育学部 教育制度論 石嶺　ちづる, 柳林　信彦 第１学期 朝倉 2 講義 138

教育学部 教育制度論 石嶺　ちづる 第２学期 朝倉 2 講義 44

教育学部 教育制度論 小野瀬　善行 第１学期集中 朝倉 2 講義 16

教育学部 総合的な学習の時間・特別活動の指導法 小笠原　哲司, 川﨑　弘佳 第２学期 朝倉 2 講義 13

教育学部 総合的な学習の時間・特別活動の指導法 小笠原　哲司, 川﨑　弘佳 第１学期 朝倉 2 講義 8

教育学部 教育実習（事前事後指導含む） 全学教職委員会 通年集中 その他 5 実習 2

教育学部 教職実践演習（中・高） 金子　宜正, 全学教職委員会 第２学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 教職実践演習（中・高） 草場　実, 全学教職委員会 第２学期 朝倉 2 演習 2

教育学部 教職実践演習（中・高） 藤田　詠司, 全学教職委員会 第２学期 朝倉 2 演習 1

教育学部 教育学・教育課程概論 岡谷　英明 第２学期 朝倉 2 講義 176

教育学部 教育心理学概論Ａ 福住　紀明 第１学期 朝倉 2 講義 140

教育学部 教職入門Ａ 横山　卓 第１学期 朝倉 2 講義 141

教育学部 教育制度論Ａ 柳林　信彦 第１学期 朝倉 2 講義 146

教育学部 教育課程論（初等） 古市　直樹 第１学期 朝倉 2 講義 18

教育学部 教育課程論 古市　直樹 第２学期 朝倉 2 講義 21

教育学部 道徳教育（小学校） 森　有希 第１学期 朝倉 2 講義 139

教育学部 道徳教育 森　有希 第２学期 朝倉 2 講義 127

教育学部 特別活動指導法（小学校） 小笠原　哲司, 川﨑　弘佳 第１学期 朝倉 2 講義 92

教育学部 特別活動指導法 小笠原　哲司, 川﨑　弘佳 第２学期 朝倉 2 講義 103

教育学部 教育の方法・技術（初等） 野中　陽一朗 第２学期 朝倉 2 講義 120

教育学部 教育の方法・技術 馬場園　陽一 第１学期 朝倉 2 講義 130

教育学部 生徒指導（小学校） 加藤　誠之 第２学期 朝倉 2 講義 139

教育学部 生徒指導 加藤　誠之 第１学期 朝倉 2 講義 138



教育学部 教育相談（初等） 古口　高志 第２学期 朝倉 2 講義 156

教育学部 教育相談 福住　紀明 第１学期 朝倉 2 講義 153

教育学部 特別支援教育入門 吉井　鮎美 第１学期 朝倉 2 講義 139

教育学部 卒業論文（研究） 宮田　信司 通年 朝倉 4 演習 1

教育学部 卒業論文（研究） 野角　孝一 通年 朝倉 4 演習 1

理学部 化学概論I 松本　健司, 中野　啓二 第１学期 朝倉 2 講義 22

理学部 化学概論II 中野　啓二, 小﨑　大輔 第２学期 朝倉 2 講義 8

理学部 生物学概論II 富永　麻理 第２学期 朝倉 2 講義 6

理学部 生物学概論II 湯浅　創, 砂長　毅 第２学期 朝倉 2 講義 2

理学部 情報科学概論II 三好　康夫 第２学期 朝倉 2 講義 12

理学部 基礎化学実験 波多野　慎悟, 他 第２学期 朝倉 2 実験 2

理学部 総合環境学演習 鈴木　知彦, 他 第１学期集中 朝倉 2 演習 2

理学部 基礎物理化学 梶芳　浩二 第１学期 朝倉 2 講義 102

理学部 幾何学IB演習 小松　和志, 土基　善文 第２学期集中 朝倉 2 演習 4

理学部 卒業研究 野村　昇, 他 通年 朝倉 8 演習 42

理学部 数学課題演習 野村　昇, 他 通年 朝倉 4 演習 5

理学部 数学英語ゼミナール 逸見　豊 第２学期 朝倉 2 演習 2

理学部 卒業研究 中村　亨, 他 通年 朝倉 8 演習 11

理学部 物理科学演習II 中村　亨, 他 通年 朝倉 4 演習 12

理学部 量子力学III 斎藤　卓也 第１学期 朝倉 2 講義 4

理学部 物理有機化学 渡辺　茂 第２学期集中 朝倉 2 講義 1

理学部 卒業研究 米村　俊昭, 他 通年 朝倉 8 演習 8

理学部 化学課題演習 米村　俊昭, 他 通年 朝倉 4 演習 4

理学部 先進化学特論I 御厨  正博 第１学期集中 朝倉 1 講義 8

理学部 先進化学特論II 半田  真 第１学期集中 朝倉 1 講義 9

理学部 先進化学特論I 末永　仁士 第１学期集中 朝倉 1 講義 1

理学部 先進化学特論I 恒川　典之 第２学期集中 朝倉 1 講義 1

理学部 先進化学特論II 中谷　暢丈 第１学期集中 朝倉 1 講義 4

理学部 先進化学特論II 古南　博 第１学期集中 朝倉 1 講義 2

理学部 先進化学特論II 小槻　日吉三 第２学期集中 朝倉 1 講義 3

理学部 形態形成学 峯　一朗 第１学期 朝倉 2 講義 15

理学部 卒業研究 佐々木　邦夫, 他 通年 朝倉 8 演習 48

理学部 生物科学課題演習 佐々木　邦夫, 他 通年 朝倉 4 演習 9

理学部 資源地学 臼井　朗, 浦本　豪一郎 第２学期 物部 2 講義 1

理学部 卒業研究 奈良　正和, 他 通年 朝倉 8 演習 12

理学部 地球科学特論A 谷川　亘 第２学期集中 物部 1 講義 1

理学部 地球科学特論D 谷川　亘 第２学期集中 物部 1 講義 1

理学部 地球科学特論B 富士原　敏也 第１学期集中 朝倉 1 講義 1

理学部 地球科学特論C 富士原　敏也 第１学期集中 朝倉 1 講義 1

理学部 卒業研究 髙田　直樹, 他 通年 朝倉 8 演習 27

理学部 卒業研究 本田　理恵, 他 通年(秋) 朝倉 8 演習 1

理学部 情報基礎学特論I 光原　弘幸 第１学期集中 朝倉 2 講義 3

理学部 卒業研究 米村　俊昭, 他 通年 朝倉 8 演習 35

理学部 応用化学課題演習 米村　俊昭, 他 通年 朝倉 4 演習 2

理学部 応用化学研究セミナーI 米村　俊昭, 他 第１学期 朝倉 2 講義 35

理学部 応用化学研究セミナーII 米村　俊昭, 他 第２学期 朝倉 2 講義 35

理学部 生物有機化学 I 市川　善康 第１学期 朝倉 2 講義 2

理学部 生命科学特論 松居　靖久 第２学期集中 朝倉 2 講義 2

理学部 生物有機化学特論 御厨  正博, 他 第１学期集中 朝倉 2 講義 1

理学部 卒業研究 湯浅　創, 他 通年 朝倉 8 演習 24

理学部 海洋生命・分子工学課題演習 中野　啓二, 他 第２学期 朝倉 4 演習 6

理学部 構造生物化学 市川　善康 第１学期 朝倉 2 講義 1

理学部 卒業研究 村上　英記, 他 通年 朝倉 8 演習 16

理学部 災害科学課題演習 村上　英記, 他 通年 朝倉 8 演習 1

理学部 災害科学特論II 濵田　洋平 第２学期集中 朝倉 2 講義 2

理学部 地震学II 大倉　敬宏 第２学期集中 朝倉 2 講義 1

理学部 災害科学特論I 加藤　輝之 第１学期集中 朝倉 2 講義 2

理学部 教育実習（事前事後指導含む） 全学教職委員会 通年集中 その他 5 実習 52

理学部 教育実習（事前事後指導含む） 全学教職委員会 通年集中 その他 3 実習 33

理工学部 微分積分学概論 小野寺　栄治 第１学期 朝倉 2 講義 43

理工学部 線形代数学概論 福間　慶明 第１学期 朝倉 2 講義 51

理工学部 理工系数学(論理と集合) 小松　和志 第１学期 朝倉 2 講義 31

理工学部 微分積分学基礎 野村　昇 第１学期 朝倉 2 講義 64

理工学部 微分積分学基礎 逸見　豊, 土基　善文 第１学期 朝倉 2 講義 85

理工学部 理工系線形代数学 福間　慶明 第１学期 朝倉 2 講義 88

理工学部 理工系線形代数学 土基　善文 第２学期 朝倉 2 講義 147

理工学部 理工系微分積分学 三角　淳 第２学期 朝倉 2 講義 18

理工学部 確率・統計学概論 野村　昇 第１学期 朝倉 2 講義 63

理工学部 微分積分学通論 逸見　豊 第１学期 朝倉 2 講義 81



理工学部 理工系数学(論理と集合) 加藤　和久 第１学期 朝倉 2 講義 20

理工学部 防災理工学概論 笹原　克夫, 他 第１学期 朝倉 2 講義 295

理工学部 理工学研究プロポーザル 野村　昇, 他 第２学期 朝倉 2 演習 32

理工学部 理工学研究プロポーザル 中村　亨, 他 第２学期 朝倉 2 演習 26

理工学部 理工学研究プロポーザル 髙田　直樹, 他 第２学期 朝倉 2 演習 30

理工学部 理工学研究プロポーザル 鈴木　知彦, 他 第２学期 朝倉 2 演習 54

理工学部 理工学研究プロポーザル 波多野　慎悟, 他 第２学期 朝倉 2 演習 73

理工学部 理工学研究プロポーザル 山田　伸之, 他 第２学期 朝倉 2 演習 46

理工学部 科学者・技術者倫理 津江　保彦, 他 第２学期 朝倉 2 講義 279

理工学部 リスクマネジメント 山田　伸之, 他 第１学期 朝倉 2 講義 292

理工学部 キャリアデザインI 福間　慶明 第２学期集中 朝倉 2 講義 151

理工学部 キャリアデザインII 福間　慶明 第２学期集中 朝倉 2 講義 147

理工学部 実践キャリアデザイン 福間　慶明, 小澤　修 第１学期集中 朝倉 2 講義 13

理工学部 科学英語 フェビアン　ポーラ　ダイアン 第２学期 朝倉 2 講義 33

理工学部 科学英語 トーマス　マナー 第２学期 朝倉 2 講義 24

理工学部 科学英語 フェビアン　ポーラ　ダイアン 第１学期 朝倉 2 講義 39

理工学部 科学英語 ディレイニ　クレイグ 第１学期 朝倉 2 講義 24

理工学部 科学英語 トーマス　マナー 第１学期 朝倉 2 講義 22

理工学部 科学英語 トーマス　マナー 第１学期 朝倉 2 講義 24

理工学部 科学英語 デビット　レスリー 第１学期 朝倉 2 講義 24

理工学部 科学英語 ディレイニ　クレイグ 第１学期 朝倉 2 講義 27

理工学部 科学英語 デビット　レスリー 第１学期 朝倉 2 講義 18

理工学部 科学英語 フェビアン　ポーラ　ダイアン 第１学期 朝倉 2 講義 20

理工学部 理工学英語ゼミナールI 野村　昇, 他 第２学期 朝倉 2 演習 32

理工学部 理工学英語ゼミナールI 仲野　英司 第１学期 朝倉 2 演習 24

理工学部 理工学英語ゼミナールI 髙田　直樹, 他 第２学期 朝倉 2 演習 32

理工学部 理工学英語ゼミナールI 鈴木　知彦, 他 第１学期 朝倉 2 演習 47

理工学部 理工学英語ゼミナールI 湯浅　創, 他 第１学期 朝倉 2 演習 74

理工学部 理工学英語ゼミナールI 田部井　隆雄, 中川　昌治 第１学期 朝倉 2 演習 46

理工学部 線形代数学I 福間　慶明 第２学期 朝倉 2 講義 61

理工学部 一変数の微分積分 諸澤　俊介 第２学期 朝倉 2 講義 53

理工学部 数学概論演習I 諸澤　俊介 第１学期 朝倉 2 演習 26

理工学部 数学概論演習II 下村　克己 第２学期 朝倉 2 演習 16

理工学部 理学情報処理演習 野村　昇 第２学期 朝倉 2 演習 35

理工学部 線形代数学II 土基　善文 第１学期 朝倉 2 講義 41

理工学部 多変数の微分積分 諸澤　俊介 第１学期 朝倉 2 講義 47

理工学部 距離と位相 小松　和志 第１学期 朝倉 2 講義 52

理工学部 群論 福間　慶明 第１学期 朝倉 2 講義 58

理工学部 確率論 三角　淳 第１学期 朝倉 2 講義 54

理工学部 多変数の微分積分演習 諸澤　俊介 第１学期 朝倉 2 演習 28

理工学部 微分方程式 小野寺　栄治 第２学期 朝倉 2 講義 41

理工学部 距離と位相演習 小松　和志 第１学期 朝倉 2 演習 40

理工学部 位相空間論 小松　和志 第２学期 朝倉 2 講義 45

理工学部 環論 土基　善文 第２学期 朝倉 2 講義 41

理工学部 代数学演習 福間　慶明 第２学期 朝倉 2 演習 49

理工学部 確率論演習 三角　淳 第１学期 朝倉 2 演習 27

理工学部 確率続論 野村　昇 第２学期 朝倉 2 講義 41

理工学部 数学課題探究 小松　和志 第２学期 朝倉 2 講義 30

理工学部 初等複素解析 諸澤　俊介 第１学期 朝倉 2 講義 26

理工学部 複素解析続論 諸澤　俊介 第２学期 朝倉 2 講義 18

理工学部 測度論 小野寺　栄治 第１学期 朝倉 2 講義 36

理工学部 実解析 小野寺　栄治 第２学期 朝倉 2 講義 29

理工学部 ホモロジー論 下村　克己 第１学期 朝倉 2 講義 20

理工学部 多様体論 下村　克己 第２学期 朝倉 2 講義 15

理工学部 幾何学集中講義 江居　宏美 第１学期集中 朝倉 2 講義 28

理工学部 環上の加群 福間　慶明 第１学期 朝倉 2 講義 43

理工学部 体論 土基　善文 第２学期 朝倉 2 講義 41

理工学部 確率過程論 三角　淳 第１学期 朝倉 2 講義 34

理工学部 数理統計学 野村　昇 第２学期 朝倉 2 講義 24

理工学部 統計数学集中講義 柴田　里程 第１学期集中 朝倉 2 講義 25

理工学部 物理学概論 津江　保彦 第１学期 朝倉 2 講義 150

理工学部 物理学概論 中村　亨 第２学期 朝倉 2 講義 122

理工学部 基礎物理学実験 中村　亨, 加藤　治一 第１学期 朝倉 2 実験 42

理工学部 基礎物理学実験 佐々　浩司, 大久保　慎人 第２学期 朝倉 2 実験 28

理工学部 理学情報処理演習 加藤　治一 第２学期 朝倉 2 演習 24

理工学部 力学I 津江　保彦 第２学期 朝倉 2 講義 135

理工学部 熱力学 藤代　史 第２学期 朝倉 2 講義 89

理工学部 物理数学I 斎藤　卓也 第２学期 朝倉 2 講義 74

理工学部 電磁気学I 中村　亨 第１学期 朝倉 2 講義 82



理工学部 物理数学II 仲野　英司 第１学期 朝倉 2 講義 30

理工学部 力学II 津江　保彦 第１学期 朝倉 2 講義 34

理工学部 力学演習 李　東奎 第１学期 朝倉 2 演習 27

理工学部 物理数学演習 飯田　圭 第２学期 朝倉 2 演習 21

理工学部 解析力学 津江　保彦 第２学期 朝倉 2 講義 28

理工学部 電磁気学II 斎藤　卓也 第２学期 朝倉 2 講義 27

理工学部 電磁気学演習 斎藤　卓也 第２学期 朝倉 2 演習 19

理工学部 統計力学 石黒　克也 第１学期 朝倉 2 講義 23

理工学部 統計力学演習 仲野　英司 第１学期 朝倉 2 演習 24

理工学部 物性科学序論 島内　理恵 第２学期 朝倉 2 講義 42

理工学部 物理化学I 島内　理恵 第２学期 朝倉 2 講義 23

理工学部 物理科学実験I 西岡　孝, 他 第１学期前半 朝倉 2 実験 26

理工学部 量子力学I 飯田　圭 第１学期 朝倉 2 講義 33

理工学部 相対性理論 石黒　克也 第１学期 朝倉 2 講義 26

理工学部 固体物理学I 西岡　孝 第１学期 朝倉 2 講義 27

理工学部 固体物理学II 西岡　孝 第２学期 朝倉 2 講義 21

理工学部 量子力学II 飯田　圭 第２学期 朝倉 2 講義 21

理工学部 量子力学演習 仲野　英司 第１学期 朝倉 2 演習 18

理工学部 原子核物理学 飯田　圭 第２学期 朝倉 2 講義 25

理工学部 量子物理学特論 伊藤　悦子 第１学期集中 朝倉 2 講義 6

理工学部 物理化学II 加藤　治一 第１学期 朝倉 2 講義 20

理工学部 物理化学演習 藤代　史 第１学期 朝倉 2 演習 15

理工学部 固体化学 一色  健司 第２学期 朝倉 2 講義 12

理工学部 物性化学特論 橋本　拓也, 大石　昌嗣 第１学期集中 朝倉 2 講義 19

理工学部 物理科学実験II 西岡　孝, 他 第１学期後半 朝倉 2 実験 25

理工学部 情報科学概論 鈴木　一弘 第１学期 朝倉 2 講義 114

理工学部 理工学情報処理演習 本田　理恵 第２学期 朝倉 2 演習 40

理工学部 プログラミング演習I 森　雄一郎 第１学期 朝倉 2 演習 37

理工学部 プログラミング演習II 岡本　竜 第２学期 朝倉 2 演習 39

理工学部 離散数学 伊藤　宗彦 第１学期 朝倉 2 講義 74

理工学部 組合せとグラフの理論 塩田　研一 第１学期 朝倉 2 講義 57

理工学部 応用数学 塩田　研一 第２学期 朝倉 2 講義 69

理工学部 計算機システム学 豊永　昌彦 第１学期 朝倉 2 講義 36

理工学部 コンピュータアーキテクチャ 髙田　直樹 第２学期 朝倉 2 講義 28

理工学部 ヒューマンコンピュータインタラクション 三好　康夫 第２学期 朝倉 2 講義 32

理工学部 データベースシステム 村岡　道明 第２学期集中 朝倉 2 講義 32

理工学部 離散数学演習 光原　弘幸 第２学期集中 朝倉 2 演習 21

理工学部 画像処理論 本田　理恵 第２学期 朝倉 2 講義 32

理工学部 情報解析学 伊藤　宗彦 第２学期 朝倉 2 講義 62

理工学部 情報処理技術I 來栖　正博 第１学期 朝倉 2 講義 24

理工学部 情報処理技術II 來栖　正博 第２学期 朝倉 2 講義 17

理工学部 情報社会と情報倫理 豊永　昌彦, 他 第２学期 朝倉 2 講義 33

理工学部 情報と職業 豊永　昌彦, 他 第２学期 朝倉 2 講義 35

理工学部 オペレーティングシステム論 森　雄一郎 第１学期 朝倉 2 講義 25

理工学部 デジタル回路実験 森　雄一郎, 髙田　直樹 第１学期 朝倉 2 実験 23

理工学部 情報ネットワーク論 三好　康夫 第１学期 朝倉 2 講義 35

理工学部 情報ネットワーク論演習 佐々木　正人 第２学期 朝倉 2 演習 27

理工学部 計算システム科学特論 下馬場　朋禄 第１学期集中 朝倉 2 講義 19

理工学部 アルゴリズムとデータ構造 岡本　竜 第１学期 朝倉 2 講義 36

理工学部 プログラミング言語論 豊永　昌彦 第１学期 朝倉 2 講義 36

理工学部 ソフトウェア工学 老川　稔, 高田　喜朗 第１学期 朝倉 2 講義 31

理工学部 プログラミング演習III 老川　稔 第２学期 朝倉 2 演習 30

理工学部 人工知能工学 岡本　竜 第２学期 朝倉 2 講義 34

理工学部 アルゴリズム特論 伊藤　宗彦 第２学期 朝倉 2 講義 15

理工学部 ソフトウェア科学特論 光原　弘幸 第１学期 朝倉 2 講義 22

理工学部 数値解析 塩田　研一 第２学期 朝倉 2 講義 45

理工学部 情報理論 鈴木　一弘 第１学期 朝倉 2 講義 39

理工学部 地球環境情報学 本田　理恵 第２学期 朝倉 2 講義 26

理工学部 シミュレーション工学 髙田　直樹 第２学期 朝倉 2 講義 37

理工学部 数理情報学特論 角江　崇 第１学期集中 朝倉 2 講義 19

理工学部 理工学情報処理演習 本田　理恵 第２学期集中 朝倉 2 演習 1

理工学部 生物学概論 谷地森　秀二 第１学期 朝倉 2 講義 60

理工学部 生物学概論 関田　諭子 第１学期 朝倉 2 講義 11

理工学部 生物学概論 富永　麻理 第２学期 朝倉 2 講義 74

理工学部 生物学概論 湯浅　創, 砂長　毅 第２学期 朝倉 2 講義 31

理工学部 基礎生物学実験 松岡　達臣, 他 第１学期 朝倉 2 実験 33

理工学部 基礎生物学実験 砂長　毅, 他 第２学期 朝倉 2 実験 37

理工学部 植物分類学 松井　透 第２学期 朝倉 2 講義 59

理工学部 動物分類学 遠藤　広光 第１学期 朝倉 2 講義 70



理工学部 生態学 三宅　尚 第２学期 朝倉 2 講義 73

理工学部 古生物学 近藤　康生 第２学期 朝倉 2 講義 104

理工学部 比較生化学 鈴木　知彦 第１学期 朝倉 2 講義 71

理工学部 動物生理学 有川　幹彦 第１学期 朝倉 2 講義 73

理工学部 細胞生物学 峯　一朗 第２学期 朝倉 2 講義 89

理工学部 生物科学実験 有川　幹彦, 他 第１学期 朝倉 2 実験 14

理工学部 理学情報処理演習 松井　透, 他 第２学期 朝倉 2 演習 47

理工学部 植物系統学 松井　透 第１学期 朝倉 2 講義 31

理工学部 脊椎動物学 佐々木　邦夫 第２学期 朝倉 2 講義 64

理工学部 動物系統学 遠藤　広光 第２学期 朝倉 2 講義 61

理工学部 系統進化学 佐々木　邦夫, 他 第２学期 朝倉 2 講義 58

理工学部 保全生物学 比嘉　基紀 第１学期 朝倉 2 講義 39

理工学部 理論生物学 加藤　元海 第１学期 朝倉 2 講義 62

理工学部 生物圏進化学 奈良　正和, 近藤　康生 第２学期 朝倉 2 講義 67

理工学部 地球表層動態学 奈良　正和 第１学期 朝倉 2 講義 65

理工学部 分子生理学 有川　幹彦 第１学期 朝倉 2 講義 57

理工学部 原生動物学 松岡　達臣, 有川　幹彦 第１学期 朝倉 2 講義 64

理工学部 細胞構造構築学 関田　諭子 第２学期 朝倉 2 講義 59

理工学部 生物多様性学 鈴木　知彦, 他 第２学期 朝倉 2 講義 69

理工学部 化学分類学 岡本　達哉 第１学期 朝倉 2 講義 43

理工学部 動物生態学 斉藤　知己 第１学期 朝倉 2 講義 51

理工学部 海洋植物学 平岡　雅規 第１学期 朝倉 2 講義 53

理工学部 植物地理学実習 三宅　尚, 比嘉　基紀 第１学期 朝倉 2 実習 25

理工学部 古生物学実習 奈良　正和, 近藤　康生 第２学期 朝倉 2 実習 23

理工学部 動物生理学実験 有川　幹彦, 松岡　達臣 第１学期 朝倉 2 実験 31

理工学部 臨海実習 遠藤　広光, 他 第１学期 朝倉 2 実習 25

理工学部 古生態学 三宅　尚 第１学期 朝倉 2 講義 53

理工学部 タンパク質科学 鈴木　知彦, 宇田　幸司 第１学期 朝倉 2 講義 38

理工学部 代謝生理学 宇田　幸司 第１学期 朝倉 2 講義 31

理工学部 植物生理学 峯　一朗 第１学期 朝倉 2 講義 23

理工学部 海洋環境学 佐々木　邦夫 第２学期 朝倉 2 講義 45

理工学部 水界生態学 上田　拓史 第２学期 朝倉 2 講義 34

理工学部 生物情報解析演習 比嘉　基紀 第２学期 朝倉 2 演習 36

理工学部 細胞分子生物学 津田　雅之, 他 第２学期 朝倉 2 講義 31

理工学部 植物分類学実験 松井　透, 岡本　達哉 第１学期 朝倉 2 実験 6

理工学部 海洋生物学実験 遠藤　広光, 佐々木　邦夫 第１学期 朝倉 2 実験 41

理工学部 植物生態学実験 三宅　尚, 比嘉　基紀 第１学期 朝倉 2 実験 10

理工学部 陸水生物学実習 加藤　元海 第１学期 朝倉 2 実習 16

理工学部 比較生化学実験 宇田　幸司, 鈴木　知彦 第１学期 朝倉 2 実験 17

理工学部 細胞生物学実験 峯　一朗, 関田　諭子 第１学期 朝倉 2 実験 10

理工学部 化学概論 松本　健司, 中野　啓二 第１学期 朝倉 2 講義 34

理工学部 化学概論 小﨑　大輔, 中野　啓二 第２学期 朝倉 2 講義 78

理工学部 基礎化学実験I 中野　啓二, 他 第１学期前半 朝倉 1 実験 20

理工学部 基礎化学実験I 波多野　慎悟, 他 第２学期前半 朝倉 1 実験 10

理工学部 基礎化学実験II 中野　啓二, 他 第１学期後半 朝倉 1 実験 17

理工学部 基礎化学実験II 波多野　慎悟, 他 第２学期後半 朝倉 1 実験 10

理工学部 基礎有機化学 市川　善康 第１学期 朝倉 2 講義 95

理工学部 基礎無機化学 米村　俊昭 第２学期 朝倉 2 講義 99

理工学部 基礎分子生物学 藤原　滋樹 第２学期 朝倉 2 講義 123

理工学部 基礎生化学 湯浅　創 第２学期 朝倉 2 講義 84

理工学部 化学生命理工学実験I 波多野　慎悟, 他 第１学期前半 朝倉 2 実験 81

理工学部 化学生命理工学実験II 砂長　毅, 他 第２学期後半 朝倉 2 実験 78

理工学部 分析化学I 森　勝伸 第１学期 朝倉 2 講義 85

理工学部 物理化学I 梶芳　浩二 第１学期 朝倉 2 講義 30

理工学部 有機化学I 市川　善康 第１学期 朝倉 2 講義 88

理工学部 無機化学I 米村　俊昭 第１学期 朝倉 2 講義 64

理工学部 分子生物学 藤原　滋樹 第１学期 朝倉 2 講義 62

理工学部 細胞機能学I 砂長　毅 第１学期 朝倉 2 講義 70

理工学部 分析化学II 森　勝伸 第２学期 朝倉 2 講義 82

理工学部 物理化学II 恩田　歩武 第２学期 朝倉 2 講義 30

理工学部 有機化学II 中野　啓二 第２学期 朝倉 2 講義 62

理工学部 無機化学II 米村　俊昭 第２学期 朝倉 2 講義 63

理工学部 細胞機能学II 杉山　成 第２学期 朝倉 2 講義 62

理工学部 量子化学 渡辺　茂 第１学期 朝倉 2 講義 33

理工学部 光機能創成化学 渡辺　茂 第２学期 朝倉 2 講義 35

理工学部 生体分子機能工学 和泉　雅之 第２学期 朝倉 2 講義 57

理工学部 先端機器分析学I 松本　健司, 他 第２学期 朝倉 2 講義 89

理工学部 理工学情報処理演習 永野　高志, 山﨑　朋人 第１学期 朝倉 2 演習 75

理工学部 分析化学演習 小﨑　大輔 第１学期 朝倉 2 演習 64



理工学部 物理化学演習 今村  和也 第１学期 朝倉 2 演習 18

理工学部 有機化学演習 永野　高志 第２学期 朝倉 2 演習 38

理工学部 無機化学演習 松本　健司 第２学期 朝倉 2 演習 51

理工学部 分子細胞生物学演習 砂長　毅, 他 第２学期 朝倉 2 演習 24

理工学部 無機・物理化学実験 松本　健司, 他 第１学期前半 朝倉 2 実験 37

理工学部 遺伝子工学実験 藤原　滋樹 第１学期後半 朝倉 1 実験 32

理工学部 細胞機能工学実験 砂長　毅 第１学期後半 朝倉 1 実験 24

理工学部 海洋生命理工学実験 砂長　毅, 藤原　滋樹 第１学期 朝倉 1 実験 24

理工学部 有機・高分子化学実験 波多野　慎悟, 他 第２学期後半 朝倉 2 実験 49

理工学部 生命分子工学実験 山﨑　朋人, 杉山　成 第２学期前半 朝倉 1 実験 24

理工学部 生化学実験 湯浅　創 第２学期前半 朝倉 1 実験 24

理工学部 天然物化学 市川　善康 第１学期 朝倉 2 講義 25

理工学部 錯体化学 米村　俊昭 第１学期 朝倉 2 講義 27

理工学部 反応工学 恩田　歩武 第１学期 朝倉 2 講義 24

理工学部 電気分析化学 森　勝伸 第１学期 朝倉 2 講義 32

理工学部 有機材料化学 渡辺　茂 第１学期 朝倉 2 講義 15

理工学部 先端機器分析学II 山﨑　朋人, 他 第１学期 朝倉 2 講義 52

理工学部 ケミカルバイオロジー 和泉　雅之 第１学期 朝倉 2 講義 32

理工学部 生命分子工学 津田　雅之, 他 第１学期 朝倉 2 講義 39

理工学部 発生工学 藤原　滋樹 第１学期 朝倉 2 講義 16

理工学部 細胞工学 杉山　成 第１学期 朝倉 2 講義 51

理工学部 高分子化学 波多野　慎悟 第２学期 朝倉 2 講義 28

理工学部 無機材料化学 梶芳　浩二 第２学期 朝倉 2 講義 13

理工学部 遺伝子工学 川村　和夫 第２学期 朝倉 2 講義 24

理工学部 進化生物工学 湯浅　創 第２学期 朝倉 2 講義 8

理工学部 幹細胞生物工学 砂長　毅 第２学期 朝倉 2 講義 41

理工学部 最新化学特論 小槻　日吉三 第２学期集中 朝倉 1 講義 28

理工学部 最新生命科学特論 松居　靖久 第２学期集中 朝倉 2 講義 51

理工学部 最新応用化学特論 柳澤　和道 第１学期集中 朝倉 1 講義 13

理工学部 化学生命理工学特論I 御厨  正博 第１学期集中 朝倉 1 講義 13

理工学部 化学生命理工学特論II 恒川　典之 第２学期集中 朝倉 1 講義 5

理工学部 化学生命理工学特論I 半田  真 第１学期集中 朝倉 1 講義 11

理工学部 化学生命理工学特論I 末永　仁士 第１学期集中 朝倉 1 講義 11

理工学部 化学研究セミナーI 米村　俊昭, 他 第１学期 朝倉 2 講義 7

理工学部 化学研究セミナーII 米村　俊昭, 他 第２学期 朝倉 2 講義 7

理工学部 地球科学概論 中川　昌治, 他 第１学期 朝倉 2 講義 104

理工学部 地球科学概論 中川　昌治, 他 第２学期 朝倉 2 講義 70

理工学部 基礎地学実験 長谷川　精, 他 第１学期 朝倉 2 実験 26

理工学部 基礎地学実験 藤内　智士, 他 第２学期 朝倉 2 実験 30

理工学部 野外調査法基礎 藤内　智士, 他 第１学期集中 朝倉 2 講義 29

理工学部 地球惑星科学 村上　英記 第１学期 朝倉 2 講義 29

理工学部 沿岸域防災学 原　忠, 張　浩 第２学期 朝倉 2 講義 40

理工学部 理工学情報処理演習 村田　文絵 第２学期 朝倉 2 演習 49

理工学部 層位学実習 長谷川　精 第２学期 朝倉 2 実習 24

理工学部 固体地球科学実習 川畑　博 第１学期 朝倉 2 実習 13

理工学部 物理探査法 村上　英記 第２学期 朝倉 2 講義 6

理工学部 古地磁気学 山本　裕二 第２学期 朝倉 2 講義 34

理工学部 測量学 山田　伸之, 他 第１学期 朝倉 2 講義 29

理工学部 耐震工学 山田　伸之 第２学期 朝倉 2 講義 32

理工学部 防災構造工学 野口　昌宏 第２学期 朝倉 2 講義 35

理工学部 地震地質学 松岡　裕美 第１学期 朝倉 2 講義 38

理工学部 構造地質学 藤内　智士 第１学期 朝倉 2 講義 36

理工学部 構造力学 野田　稔, 野口　昌宏 第１学期 朝倉 2 講義 28

理工学部 地震学 大久保　慎人 第２学期 朝倉 2 講義 48

理工学部 連続体力学 佐々　浩司 第２学期 朝倉 2 講義 54

理工学部 気象学 村田　文絵 第２学期 朝倉 2 講義 30

理工学部 地盤工学 原　忠 第２学期 朝倉 2 講義 24

理工学部 地球環境防災実習 野田　稔, 他 第１学期集中 朝倉 2 実習 42

理工学部 大気環境工学 佐々　浩司, 村田　文絵 第１学期 朝倉 2 講義 17

理工学部 テクトニクス 橋本　善孝 第１学期 朝倉 2 講義 38

理工学部 鉱物学 中川　昌治 第１学期 朝倉 2 講義 23

理工学部 地球掘削科学 池原　実 第１学期 朝倉 2 講義 49

理工学部 層位学 岩井　雅夫 第１学期 朝倉 2 講義 26

理工学部 鉱物学実習 中川　昌治 第２学期 朝倉 2 実習 10

理工学部 海洋地質実習 岩井　雅夫, 他 第１学期集中 朝倉 2 実習 9

理工学部 国土保全工学 笹原　克夫 第１学期 朝倉 2 講義 29

理工学部 防災施設工学 野田　稔 第１学期 朝倉 2 講義 25

理工学部 防災計画学 坂本　淳 第１学期 朝倉 2 講義 40

理工学部 地球ダイナミクス 田部井　隆雄 第１学期 朝倉 2 講義 6



理工学部 岩石学 川畑　博 第１学期 朝倉 2 講義 11

理工学部 水理学 張　浩 第１学期 朝倉 2 講義 16

理工学部 防災工学実験 笹原　克夫, 他 第１学期 朝倉 2 実験 28

理工学部 地球物理学実験 佐々　浩司, 他 第１学期 朝倉 2 実験 10

理工学部 実践野外調査実習 藤内　智士, 川畑　博 第１学期集中 朝倉 2 実習 33

理工学部 地球環境防災学特論Ⅰ 大倉　敬宏 第２学期集中 朝倉 2 講義 8

理工学部 地球環境防災学特論Ⅱ 加藤　輝之 第１学期集中 朝倉 2 講義 12

理工学部 地球環境防災学特論Ⅲ 濵田　洋平 第２学期集中 朝倉 2 講義 6

理工学部 地球環境防災学特論Ⅳ 八木　浩司 第１学期集中 朝倉 2 講義 12

理工学部 ケーススタディーⅠ 山田　伸之, 他 第２学期 朝倉 2 演習 47

理工学部 ケーススタディーⅡ 山田　伸之, 他 第２学期 朝倉 2 演習 46

理工学部 地球環境防災学特論Ⅰ 山田　泰広, 岩井　雅夫 第１学期集中 朝倉 2 講義 10

理工学部 地球環境防災学特論Ⅱ 谷川　亘 第２学期集中 物部 2 講義 1

理工学部 地球環境防災学特論Ⅰ 富士原　敏也 第１学期集中 朝倉 2 講義 4

理工学部 中等情報科指導法Ⅰ 渡邉　裕 第１学期集中 朝倉 2 講義 1

理工学部 中等情報科指導法II 渡邉　裕 第２学期集中 朝倉 2 講義 1

理工学部 教育実習（事前事後指導含む） 全学教職委員会 通年集中 その他 5 実習 1

理工学部 教育実習（事前事後指導含む） 全学教職委員会 通年集中 その他 5 実習 1

理工学部 教育実習（事前事後指導含む） 全学教職委員会 通年集中 その他 3 実習 1

理工学部 教育実習（事前事後指導含む） 全学教職委員会 通年集中 その他 3 実習 1

理工学部 教職実践演習（中・高） 服部　裕一郎, 全学教職委員会 第２学期 朝倉 2 演習 15

理工学部 教職実践演習（中・高） 袴田　綾斗, 全学教職委員会 第２学期 朝倉 2 演習 19

理工学部 教職実践演習（中・高） 草場　実, 全学教職委員会 第２学期 朝倉 2 演習 54

農学部 生物環境分析学 康　峪梅 第１学期 物部 2 講義 1

農学部 森林生産技術実習 塚本　次郎, 市榮　智明 第１学期集中 物部 1 実習 2

農学部 森林計画学 鈴木　保志 第１学期集中 物部 2 講義 1

農学部 外国書講読I 益本　俊郎 第１学期集中 物部 1 演習 1

農学部 外国書講読II 松岡　真如, 益本　俊郎 第２学期集中 物部 1 演習 1

農学部 科学技術英語III 藤原　拓, 佐藤　周之 第１学期集中 物部 2 演習 1

農学部 卒業論文 原　忠 通年 物部 6 実習 1

農学部 卒業論文 原　忠 通年 物部 6 実習 1

農学部 卒業論文演習I 原　忠 第１学期 物部 1 演習 1

農学部 卒業論文演習II 原　忠 第２学期 物部 1 演習 1

農学部 教職実践演習（中・高） 草場　実, 全学教職委員会 第２学期 物部 2 演習 19

農学部 卒業論文 増田　和也 通年(秋) 物部 6 実習 1

農学部 卒業論文 木下　泉 通年(秋) 物部 6 実習 1

農学部 卒業論文 手林　慎一 第１学期 物部 6 実習 1

農学部 卒業論文 市榮　智明 通年(秋) 物部 6 実習 1

農学部 海外課題研究 益本　俊郎 第２学期 物部 6 実習 1

農学部 卒業論文 木下　泉 第２学期 物部 6 実習 1

農学部 卒業論文演習II 手林　慎一 第１学期 物部 1 演習 1

農学部 卒業論文演習I 市榮　智明 第２学期 物部 1 演習 1

農林海洋科学部 フィールドサイエンス実習 鈴木　紀之, 他 通年集中 物部 2 実習 244

農林海洋科学部 物理学概論 松本　伸介, 他 第１学期 物部 2 講義 136

農林海洋科学部 化学概論 永田　信治, 他 第２学期 朝倉 2 講義 155

農林海洋科学部 化学概論 岡村　慶 第１学期 物部 2 講義 29

農林海洋科学部 生物学概論 手林　慎一 第１学期 朝倉 2 講義 206

農林海洋科学部 地球科学概論 村山　雅史 第１学期 物部 2 講義 108

農林海洋科学部 物理学基礎実験 岡村　慶, 野口　拓郎 第１学期集中 物部 1 実験 4

農林海洋科学部 基礎化学実験 森岡　克司, 足立　亨介 第１学期集中 物部 2 実験 33

農林海洋科学部 化学基礎実験 永田　信治, 他 第２学期集中 物部 1 実験 45

農林海洋科学部 生物学基礎実験 手林　慎一, 他 第１学期集中 物部 1 実験 11

農林海洋科学部 地学基礎実験 村山　雅史, 他 第１学期集中 物部 1 実験 23

農林海洋科学部 現代応用生物科学 鈴木　紀之, 他 第２学期 物部 2 講義 18

農林海洋科学部 農山漁村論理入門 増田　和也, 他 第１学期集中 物部 2 講義 2

農林海洋科学部 地域活性化論 増田　和也, 他 第１学期集中 物部 2 講義 1

農林海洋科学部 生物学概論 鈴木　保志 第２学期集中 物部 2 講義 1

農林海洋科学部 農林学概論 松本　美香, 他 第１学期 朝倉 2 講義 97

農林海洋科学部 植物学 宮崎　彰, 他 第２学期 朝倉 2 講義 110

農林海洋科学部 水資源学 藤原　拓, 他 第１学期 物部 2 講義 97

農林海洋科学部 農林環境科学 市浦　英明, 他 第１学期 物部 2 講義 110

農林海洋科学部 農林資源環境科学基礎実習Ⅰ 尾形　凡生, 他 第１学期集中 物部 1 実習 91

農林海洋科学部 農林資源環境科学基礎実習Ⅱ 尾形　凡生, 他 第１学期集中 物部 1 実習 91

農林海洋科学部 農林資源環境科学基礎実習Ⅲ 尾形　凡生, 他 第１学期集中 物部 1 実習 92

農林海洋科学部 農学生産基礎 宮崎　彰, 他 第１学期 物部 2 講義 100

農林海洋科学部 生態学 伊藤　桂, 鈴木　紀之 第１学期 物部 2 講義 112

農林海洋科学部 農林統計学 鈴木　保志, 他 第１学期 物部 2 講義 103

農林海洋科学部 中山間地域実習 増田　和也 通年集中 物部 2 実習 6

農林海洋科学部 農業インターン実習 濵田　和俊, 宮内　樹代史 通年集中 物部 1 実習 8



農林海洋科学部 植物工場 宮内　樹代史 第１学期 物部 2 講義 1

農林海洋科学部 農場実習Ⅰ 山根　信三, 他 第２学期 物部 2 実習 44

農林海洋科学部 動物生産学概論 松川　和嗣 第２学期 物部 2 講義 47

農林海洋科学部 食用作物学 宮崎　彰 第２学期 物部 2 講義 30

農林海洋科学部 施設生産学概論 宮内　樹代史, 森　牧人 第２学期 物部 2 講義 47

農林海洋科学部 暖地園芸学概論 尾形　凡生, 他 第２学期 物部 2 講義 60

農林海洋科学部 農業経営学 松島　貴則 第２学期 物部 2 講義 58

農林海洋科学部 植物育種学Ⅰ 村井　正之 第２学期 物部 2 講義 40

農林海洋科学部 暖地農学基礎実験Ⅰ 宮崎　彰, 他 第２学期 物部 2 実験 33

農林海洋科学部 農場実習Ⅱ 尾形　凡生, 他 第１学期 物部 2 実習 12

農林海洋科学部 家畜管理学 松川　和嗣 第１学期 物部 2 講義 37

農林海洋科学部 施設生産システム学 宮内　樹代史 第１学期 物部 2 講義 8

農林海洋科学部 果樹園芸学 濵田　和俊 第１学期 物部 2 講義 17

農林海洋科学部 蔬菜園芸学 西村　安代 第１学期 物部 2 講義 57

農林海洋科学部 花卉園芸学 島崎　一彦 第１学期 物部 2 講義 31

農林海洋科学部 農政学 松島　貴則, 増田　和也 第１学期 物部 2 講義 23

農林海洋科学部 農山村資源利用論 増田　和也 第１学期 物部 2 講義 11

農林海洋科学部 植物育種学Ⅱ 村井　正之 第１学期 物部 2 講義 6

農林海洋科学部 暖地農学基礎実験Ⅱ 西村　安代, 他 第１学期 物部 2 実験 33

農林海洋科学部 農場実習Ⅲ 山根　信三, 他 第２学期 物部 2 実習 6

農林海洋科学部 環境保全農業論 松島　貴則, 他 第２学期 物部 2 講義 33

農林海洋科学部 熱帯園芸学 尾形　凡生 第２学期 物部 2 講義 18

農林海洋科学部 落葉果樹園芸学 濵田　和俊 第２学期 物部 2 講義 6

農林海洋科学部 園芸管理学 山根　信三 第２学期 物部 2 講義 21

農林海洋科学部 養液栽培学 西村　安代 第２学期 物部 2 講義 16

農林海洋科学部 食品流通論 松島　貴則 第２学期 物部 2 講義 8

農林海洋科学部 国際農林水産市場論 松島　貴則, 他 第２学期 物部 2 講義 13

農林海洋科学部 植物遺伝資源解析学 本藤　加奈 第２学期集中 物部 2 講義 1

農林海洋科学部 暖地農学基礎実験Ⅲ 宮内　樹代史, 他 第２学期 物部 2 実験 33

農林海洋科学部 自然環境学実習Ⅰ 手林　慎一, 他 第２学期 物部 1 実習 18

農林海洋科学部 自然環境学実習Ⅱ 手林　慎一, 他 第２学期 物部 1 実習 18

農林海洋科学部 地域生態学 鈴木　紀之, 伊藤　桂 第２学期 物部 2 講義 34

農林海洋科学部 自然環境学 伊藤　桂, 他 第２学期 物部 2 講義 48

農林海洋科学部 昆虫学 荒川　良 第２学期 物部 2 講義 71

農林海洋科学部 生物環境システム学 手林　慎一, 森　牧人 第２学期 物部 2 講義 28

農林海洋科学部 熱帯環境論 阪田　光和 第２学期 物部 2 講義 42

農林海洋科学部 自然環境学実験Ⅰ 荒川　良, 他 第１学期 物部 1 実験 18

農林海洋科学部 自然環境学実験Ⅱ 荒川　良, 他 第１学期 物部 1 実験 18

農林海洋科学部 動物生態学 伊藤　桂 第１学期 物部 2 講義 39

農林海洋科学部 農業気象学 森　牧人 第１学期 物部 2 講義 38

農林海洋科学部 生物多様性管理学 鈴木　紀之 第１学期 物部 2 講義 50

農林海洋科学部 暖地病害虫管理学 荒川　良 第１学期 物部 2 講義 46

農林海洋科学部 化学生態学 手林　慎一 第１学期 物部 2 講義 41

農林海洋科学部 植物資源機能科学 阪田　光和 第１学期 物部 2 講義 17

農林海洋科学部 農薬化学 手林　慎一 第１学期集中 物部 2 講義 25

農林海洋科学部 森林生態学 塚本　次郎 第２学期 物部 2 講義 34

農林海洋科学部 木質成分化学 大谷　慶人 第２学期 物部 2 講義 32

農林海洋科学部 森林科学入門演習 大谷　慶人, 他 第２学期集中 物部 2 演習 22

農林海洋科学部 森林マネジメント論 松本　美香 第２学期 物部 2 講義 19

農林海洋科学部 森林マネジメント演習 松本　美香 第２学期 物部 1 演習 20

農林海洋科学部 森林資源循環利用学 市浦　英明 第２学期 物部 2 講義 18

農林海洋科学部 地理情報システム学・演習 後藤　純一, 鈴木　保志 第２学期 物部 3 演習 27

農林海洋科学部 木材利用学実験 市浦　英明 第１学期 物部 2 実験 8

農林海洋科学部 樹木学実習 市榮　智明 第１学期 物部 2 実習 22

農林海洋科学部 樹病学 市榮　智明, 田端　雅進 第１学期集中 物部 2 講義 20

農林海洋科学部 木質材料工学 市浦　英明 第２学期 物部 2 講義 16

農林海洋科学部 森林経済学 川田　勲 第１学期 物部 2 講義 9

農林海洋科学部 森林土木学 鈴木　保志 第１学期 物部 2 講義 20

農林海洋科学部 森林生産技術実習Ⅱ 塚本　次郎, 市榮　智明 第１学期集中 物部 1 実習 18

農林海洋科学部 山地測量設計実習 鈴木　保志, 松岡　真如 第１学期集中 物部 2 実習 8

農林海洋科学部 きのこ・カビの科学 大谷　慶人 第２学期 物部 2 講義 28

農林海洋科学部 森林保護学 市榮　智明 第２学期 物部 2 講義 29

農林海洋科学部 森林作業システム学 鈴木　保志 第２学期 物部 2 講義 14

農林海洋科学部 森林作業システム学演習 鈴木　保志 第２学期 物部 1 実習 14

農林海洋科学部 林産製造学 大谷　慶人 第１学期 物部 2 講義 17

農林海洋科学部 森林環境政策学 松本　美香, 守口　海 第２学期 物部 2 講義 10

農林海洋科学部 森林環境政策学実習 松本　美香, 守口　海 第２学期 物部 1 実習 8

農林海洋科学部 森林生態学実験 塚本　次郎 第１学期 物部 1 実験 16

農林海洋科学部 森林科学総合演習 大谷　慶人, 他 第２学期集中 物部 2 演習 17



農林海洋科学部 土壌物理学 佐藤　泰一郎 第２学期 物部 2 講義 42

農林海洋科学部 環境デザイン 松本　伸介 第２学期 物部 2 講義 30

農林海洋科学部 科学・技術の倫理 佐藤　周之 第２学期 物部 2 講義 29

農林海洋科学部 水理学・実験 齋　幸治 第２学期 物部 3 実験 20

農林海洋科学部 環境水質学・実験 藤原　拓 第２学期 物部 3 実験 20

農林海洋科学部 情報解析学演習 松岡　真如, 藤原　拓 第２学期 物部 1 演習 22

農林海洋科学部 環境材料学・実験 佐藤　周之 第２学期 物部 3 実験 19

農林海洋科学部 生産環境管理学特別講義Ⅰ 藤原　拓, 他 第２学期集中 物部 1 講義 18

農林海洋科学部 測量学・実習 松岡　真如, 鈴木　保志 第１学期 物部 3 講義 41

農林海洋科学部 地域協働インターンシップ 松本　伸介, 他 第１学期集中 物部 1 実習 24

農林海洋科学部 制水施設工学 佐藤　周之 第１学期 物部 2 講義 29

農林海洋科学部 土質力学・実験 佐藤　泰一郎 第１学期 物部 3 実験 30

農林海洋科学部 構造力学・演習 松本　伸介 第１学期 物部 3 演習 34

農林海洋科学部 地域環境管理学 藤原　拓, 他 第１学期 物部 3 講義 24

農林海洋科学部 食料品質評価学 河野　俊夫 第１学期 物部 2 講義 34

農林海洋科学部 生産環境管理学特別講義Ⅱ 藤原　拓, 他 第１学期集中 物部 1 講義 16

農林海洋科学部 生産環境管理学 佐藤　泰一郎, 齋　幸治 第２学期 物部 3 講義 25

農林海洋科学部 農地環境保全学 佐藤　泰一郎 第２学期 物部 2 講義 37

農林海洋科学部 リモートセンシング・演習 松岡　真如 第２学期 物部 3 演習 38

農林海洋科学部 食料生産プロセス学 河野　俊夫 第２学期 物部 2 講義 29

農林海洋科学部 応用水理学 齋　幸治 第２学期 物部 2 講義 29

農林海洋科学部 応用構造力学・演習 松本　伸介 第２学期 物部 3 演習 28

農林海洋科学部 生産環境管理学特別講義Ⅲ 藤原　拓, 他 第２学期集中 物部 1 講義 2

農林海洋科学部 外国書講読Ⅰ 松島　貴則, 他 第１学期 物部 1 講義 35

農林海洋科学部 外国書講読Ⅰ 伊藤　桂, 他 第１学期集中 物部 1 講義 18

農林海洋科学部 外国書講読Ⅰ 大谷　慶人, 他 第１学期 物部 1 講義 18

農林海洋科学部 外国書講読Ⅰ 河野　俊夫 第１学期 物部 1 講義 29

農林海洋科学部 外国書講読Ⅱ 宮崎　彰, 他 第２学期 物部 1 講義 31

農林海洋科学部 外国書講読Ⅱ 伊藤　桂, 他 第２学期 物部 1 講義 15

農林海洋科学部 外国書講読Ⅱ 鈴木　保志, 他 第２学期 物部 1 講義 19

農林海洋科学部 外国書講読Ⅱ 藤原　拓, 他 第２学期 物部 1 講義 26

農林海洋科学部 動物生態学 伊藤　桂 第２学期集中 物部 2 講義 1

農林海洋科学部 木質成分化学 大谷　慶人 第２学期集中 物部 2 講義 2

農林海洋科学部 農業インターン実習 濵田　和俊, 宮内　樹代史 第２学期集中 物部 1 実習 2

農林海洋科学部 農芸化学概論 永田　信治, 他 第１学期 朝倉 2 講義 47

農林海洋科学部 植物資源科学 曵地　康史 第１学期 物部 2 講義 52

農林海洋科学部 基礎分析化学 岩崎　貢三 第１学期 物部 2 講義 55

農林海洋科学部 土壌学 田中　壮太 第１学期 物部 2 講義 82

農林海洋科学部 基礎有機化学 金　哲史 第１学期 物部 2 講義 93

農林海洋科学部 生物化学 若松　泰介 第１学期 物部 2 講義 60

農林海洋科学部 食品化学 島村　智子 第１学期 物部 2 講義 54

農林海洋科学部 植物感染病学 木場　章範 第１学期 物部 2 講義 72

農林海洋科学部 動物生産・繁殖学 枝重　圭祐 第１学期 物部 2 講義 63

農林海洋科学部 生物環境化学実験 上野　大勢, 他 第２学期 物部 2 実験 43

農林海洋科学部 植物化学実験 島村　智子, 他 第２学期 物部 2 実験 43

農林海洋科学部 動植物健康化学実験 枝重　圭祐, 他 第１学期集中 物部 2 実験 47

農林海洋科学部 微生物化学実験 永田　信治, 他 第１学期集中 物部 2 実験 47

農林海洋科学部 外書講読Ⅰ 永田　信治, 他 第２学期 物部 1 演習 41

農林海洋科学部 外書講読Ⅱ 永田　信治, 他 第１学期 物部 1 演習 45

農林海洋科学部 農芸化学応用実験Ⅰ 永田　信治, 他 第２学期 物部 1 実験 45

農林海洋科学部 農芸化学応用実験Ⅱ 永田　信治, 他 第１学期集中 物部 1 実験 41

農林海洋科学部 専門外書講読Ⅰ 永田　信治, 他 第２学期 物部 1 演習 45

農林海洋科学部 専門外書講読Ⅱ 永田　信治, 他 第１学期集中 物部 1 演習 41

農林海洋科学部 先端農芸化学研修 永田　信治, 他 通年集中 物部 2 実習 25

農林海洋科学部 フードビジネス概論 永田　信治, 他 通年集中 物部 2 講義 19

農林海洋科学部 植物医学概論 永田　信治, 他 通年集中 物部 2 講義 14

農林海洋科学部 無機化学 上野　大勢 第１学期 物部 2 講義 30

農林海洋科学部 土壌環境科学 康　峪梅 第１学期 物部 2 講義 45

農林海洋科学部 植物栄養学 上野　大勢 第２学期 物部 2 講義 65

農林海洋科学部 植物生育環境学 岩崎　貢三 第１学期集中 物部 2 講義 11

農林海洋科学部 土壌微生物生態学 田中　壮太 第２学期 物部 2 講義 15

農林海洋科学部 生物環境分析学 康　峪梅 第１学期 物部 2 講義 7

農林海洋科学部 有機化学 柏木　丈拡, 金　哲史 第２学期 物部 2 講義 23

農林海洋科学部 植物細菌学 曵地　康史 第２学期 物部 2 講義 48

農林海洋科学部 動物発生工学 枝重　圭祐 第２学期 物部 2 講義 58

農林海洋科学部 食品分析学 島村　智子 第２学期 物部 2 講義 51

農林海洋科学部 農産物利用学 柏木　丈拡 第２学期 物部 2 講義 30

農林海洋科学部 食品保存学 柏木　丈拡 第１学期 物部 2 講義 18

農林海洋科学部 生理活性物質化学 金　哲史 第１学期 物部 2 講義 38



農林海洋科学部 植物微生物相互作用論 木場　章範 第１学期 物部 2 講義 42

農林海洋科学部 微生物学 大西　浩平 第１学期 物部 2 講義 47

農林海洋科学部 食品生化学 永田　信治 第１学期 物部 2 講義 41

農林海洋科学部 代謝生化学 若松　泰介 第２学期 物部 2 講義 43

農林海洋科学部 応用微生物学 永田　信治 第２学期 物部 2 講義 46

農林海洋科学部 微生物生理学 村松　久司 第２学期 物部 2 講義 49

農林海洋科学部 栄養化学 芦内　誠 第１学期 物部 2 講義 16

農林海洋科学部 微生物遺伝子工学 加藤　伸一郎 第１学期 物部 2 講義 41

農林海洋科学部 食品衛生学 村松　久司 第１学期 物部 2 講義 44

農林海洋科学部 生体高分子化学 芦内　誠 第２学期 物部 2 講義 7

農林海洋科学部 海洋科学概論 長﨑  慶三, 他 第１学期集中 その他 2 講義 82

農林海洋科学部 海洋地球科学概論 村山　雅史, 知プラ担当教員 第１学期集中 その他 2 講義 86

農林海洋科学部 海洋基礎生態学 深見　公雄, 知プラ担当教員 第１学期集中 物部 2 講義 75

農林海洋科学部 水産学概論 森岡　克司, 深田　陽久 第１学期 物部 2 講義 70

農林海洋科学部 合意形成学 長﨑  慶三 第１学期集中 その他 2 講義 70

農林海洋科学部 海洋管理政策論 寄高  博行, 長﨑  慶三 第２学期 その他 2 講義 69

農林海洋科学部 科学英語Ⅰ 関　伸吾, 他 第２学期 物部 1 演習 31

農林海洋科学部 科学英語Ⅰ 上田　忠治, 他 第２学期 物部 1 演習 15

農林海洋科学部 科学英語Ⅰ 久保田　賢, 深見　公雄 第２学期 物部 1 演習 21

農林海洋科学部 科学英語Ⅱ 足立　亨介, 他 第２学期 物部 1 演習 32

農林海洋科学部 科学英語Ⅱ 上田　忠治, 他 第２学期 物部 1 演習 11

農林海洋科学部 科学英語Ⅱ 長﨑  慶三, 津田　正史 第１学期 物部 1 演習 20

農林海洋科学部 海洋微生物学 深見　公雄 第２学期 物部 2 講義 58

農林海洋科学部 分析化学概論 森岡　克司 第１学期 物部 2 講義 46

農林海洋科学部 微生物学概論 大島　俊一郎 第１学期 物部 2 講義 53

農林海洋科学部 水産生物化学 益本　俊郎 第１学期 物部 2 講義 32

農林海洋科学部 水産化学 森岡　克司 第２学期 物部 2 講義 64

農林海洋科学部 基礎統計学 櫻井　哲也 第２学期 物部 2 講義 28

農林海洋科学部 科学英語コミュニケーション ULANOVA DANA, KARS MYRIAM ANNI第１学期 物部 1 演習 32

農林海洋科学部 科学コミュニケーション論 久保田　賢 第１学期集中 物部 2 講義 5

農林海洋科学部 海洋生物学概論 木下　泉, 他 第２学期 朝倉 2 講義 73

農林海洋科学部 海洋ケミカルバイオロジー 津田　正史, 他 第２学期 物部 2 講義 21

農林海洋科学部 海洋化学概論 岡村　慶 第２学期 その他 2 講義 72

農林海洋科学部 海洋物理学概論 寄高  博行 第２学期 その他 2 講義 20

農林海洋科学部 海洋鉱物資源学概論 臼井　朗 第２学期 その他 2 講義 26

農林海洋科学部 沿岸域防災学 原　忠, 張　浩 第２学期 朝倉 2 講義 13

農林海洋科学部 沿岸生産環境学 一見　和彦 第２学期 その他 2 講義 90

農林海洋科学部 水質学 山口　晴生 第１学期 物部 2 講義 69

農林海洋科学部 沿岸域工学 山中　亮一 第２学期 その他 2 講義 12

農林海洋科学部 海域環境マネジメント 末永　慶寛 第２学期 その他 2 講義 7

農林海洋科学部 魚類学概論 中村　洋平 第１学期 物部 2 講義 87

農林海洋科学部 水産資源管理学概論 関　伸吾 第２学期集中 物部 2 講義 5

農林海洋科学部 水産環境学 深田　陽久, 他 第２学期 その他 2 講義 16

農林海洋科学部 海洋観光論 関　いずみ 第２学期 その他 2 講義 147

農林海洋科学部 水産社会経済学 婁　小波, 他 第１学期集中 その他 2 講義 66

農林海洋科学部 沿岸域産業概論 塩原　泰 第２学期 その他 2 講義 93

農林海洋科学部 魚病学 今城  雅之 第１学期 物部 2 講義 76

農林海洋科学部 水族環境学 足立　真佐雄 第１学期 物部 2 講義 36

農林海洋科学部 魚類栄養飼料学 益本　俊郎 第１学期 物部 2 講義 42

農林海洋科学部 水産物利用学 足立　亨介 第１学期 物部 2 講義 76

農林海洋科学部 水産生物学実験 関　伸吾 第１学期集中 物部 1 実験 31

農林海洋科学部 海洋微生物学実験 大島　俊一郎, 今城  雅之 第２学期集中 物部 1 実験 30

農林海洋科学部 水族環境学実験 足立　真佐雄, 山口　晴生 第２学期集中 物部 1 実験 30

農林海洋科学部 魚類生理学実験 大島　俊一郎, 他 第２学期集中 物部 1 実験 31

農林海洋科学部 水産化学実験 足立　亨介, 森岡　克司 第２学期集中 物部 1 実験 30

農林海洋科学部 水族栄養学実験 益本　俊郎, 深田　陽久 第１学期集中 物部 1 実験 17

農林海洋科学部 分子生物学実験 関　伸吾, 足立　真佐雄 第１学期集中 物部 1 実験 33

農林海洋科学部 海洋観測実習 足立　真佐雄, 他 第１学期集中 物部 1 実習 32

農林海洋科学部 水産増殖学実習 関　伸吾, 平岡　雅規 通年集中 物部 1 実習 33

農林海洋科学部 水族病理学実習 大島　俊一郎, 今城  雅之 通年集中 物部 1 実習 10

農林海洋科学部 水産製造学実習 森岡　克司, 足立　亨介 第１学期集中 物部 1 実習 28

農林海洋科学部 水産生物学 中村　洋平, 他 第１学期 物部 2 講義 62

農林海洋科学部 沿岸環境学 池島　耕 第１学期 物部 2 講義 20

農林海洋科学部 魚類学各論 木下　泉 第２学期 物部 2 講義 26

農林海洋科学部 環境微生物工学 足立　真佐雄 第２学期 物部 2 講義 32

農林海洋科学部 魚類生理学 益本　俊郎 第２学期 物部 2 講義 28

農林海洋科学部 水産増殖学 関　伸吾 第１学期 物部 2 講義 30

農林海洋科学部 藻類増殖学 平岡　雅規 第１学期集中 物部 2 講義 2

農林海洋科学部 水族遺伝・育種学 関　伸吾 第１学期 物部 2 講義 27



農林海洋科学部 魚類防疫学 大島　俊一郎 第１学期 物部 2 講義 21

農林海洋科学部 水族生理生化学 深田　陽久 第１学期 物部 2 講義 21

農林海洋科学部 水産物品質管理学 森岡　克司 第１学期 物部 2 講義 39

農林海洋科学部 水産食品原料学 足立　亨介 第２学期 物部 2 講義 17

農林海洋科学部 水産資源学 関　伸吾 第２学期 物部 2 講義 7

農林海洋科学部 海底資源学演習（地学） 村山　雅史, 他 第１学期分割 物部 1 演習 15

農林海洋科学部 海底資源学演習（化学） 岡村　慶, 他 第１学期分割 物部 1 演習 18

農林海洋科学部 海底資源科学ゼミナール（化学） 岡村　慶, 他 第２学期分割 物部 1 演習 11

農林海洋科学部 海底資源科学ゼミナール（地学） 村山　雅史, 他 第２学期分割 物部 1 演習 11

農林海洋科学部 海底資源分析実験（化学） 岡村　慶, 他 第１学期分割 物部 1 実験 14

農林海洋科学部 海底資源分析実験（地学） 村山　雅史, 他 第１学期分割 物部 1 実験 13

農林海洋科学部 海底資源岩石鉱物学 西尾　嘉朗 第２学期 物部 2 講義 14

農林海洋科学部 海底地形処理 寄高  博行 第２学期 物部 2 講義 13

農林海洋科学部 海洋情報化学 岡村　慶, 野口　拓郎 第２学期 物部 2 講義 26

農林海洋科学部 海底資源学 浦本　豪一郎, 臼井　朗 第２学期集中 物部 2 講義 5

農林海洋科学部 同位体地球化学 西尾　嘉朗 第２学期 物部 2 講義 16

農林海洋科学部 水圏地球化学 岡村　慶 第２学期 物部 2 講義 17

農林海洋科学部 資源物理化学 上田　忠治 第２学期 物部 2 講義 14

農林海洋科学部 海底資源学特論 岡村　慶, 石橋　純一郎 第２学期集中 物部 2 講義 5

農林海洋科学部 地球年代学 村山　雅史 第１学期 物部 2 講義 9

農林海洋科学部 資源分析化学 上田　忠治 第１学期 物部 2 講義 8

農林海洋科学部 流体力学 寄高  博行 第１学期 物部 2 講義 10

農林海洋科学部 現場化学計測 野口　拓郎 第１学期 物部 2 講義 8

農林海洋科学部 資源無機化学 長谷川　拓哉 第１学期 物部 2 講義 6

農林海洋科学部 地球物質循環学 村山　雅史, 西尾　嘉朗 第１学期 物部 2 講義 13

農林海洋科学部 海洋環境アセスメント化学 野口　拓郎 第２学期 物部 2 講義 12

農林海洋科学部 海底資源地質学 村山　雅史, 西尾　嘉朗 第２学期 物部 2 講義 8

農林海洋科学部 資源応用学特論 上田　忠治, 他 第２学期集中 物部 2 講義 15

農林海洋科学部 生物化学 坂本　修士 第１学期 物部 2 講義 35

農林海洋科学部 天然物有機化学Ⅰ 金野　大助 第１学期 物部 2 講義 34

農林海洋科学部 初習海洋生命英語 長﨑  慶三, 他 第１学期 物部 1 演習 24

農林海洋科学部 海洋生物・生命科学演習 長﨑  慶三, 他 第２学期集中 物部 1 演習 21

農林海洋科学部 海洋天然物化学演習 津田　正史 第２学期集中 物部 1 演習 20

農林海洋科学部 微生物学実験 寺本  真紀, ULANOVA DANA 第１学期集中 物部 1 実験 20

農林海洋科学部 有機化学実験Ⅰ 金野　大助, 小野寺  健一 第１学期集中 物部 1 実験 20

農林海洋科学部 有機化学実験Ⅱ 小野寺  健一, 山田　和彦 第１学期集中 物部 1 実験 20

農林海洋科学部 分子細胞生物学実験 櫻井　哲也, 他 第１学期集中 物部 1 実験 20

農林海洋科学部 海洋生物生理・生態学 久保田　賢 第２学期 朝倉 2 講義 10

農林海洋科学部 微生物学入門 寺本  真紀 第１学期 物部 2 講義 24

農林海洋科学部 社会栄養学 久保田　賢, 大島　俊一郎 第１学期 物部 2 講義 37

農林海洋科学部 天然物医薬品化学 津田　正史 第１学期 物部 2 講義 11

農林海洋科学部 海洋進化生態学 三浦  収 第２学期 物部 2 講義 27

農林海洋科学部 分子細胞生物学 津田　雅之, 都留　英美 第２学期 物部 2 講義 32

農林海洋科学部 天然物有機化学Ⅱ 金野　大助 第２学期 物部 2 講義 29

農林海洋科学部 天然高分子化学 津田　正史 第２学期 物部 2 講義 19

農林海洋科学部 海洋天然物化学 津田　正史 第２学期 物部 2 講義 5

農林海洋科学部 バイオインフォマティクス 櫻井　哲也 第１学期 物部 2 講義 12

農林海洋科学部 活性発現機構 難波　卓司 第１学期 物部 2 講義 15

農林海洋科学部 生物有機化学 津田　正史 第１学期 物部 2 講義 34

農林海洋科学部 機器分析学 山田　和彦 第１学期 物部 2 講義 16

農林海洋科学部 社会医学特論 久保田　賢 第２学期集中 物部 2 講義 1

農林海洋科学部 情報化学 金野　大助 第２学期 物部 1 講義 3

農林海洋科学部 有機構造解析 小野寺  健一 第１学期 物部 1 講義 10

農林海洋科学部 分子生合成論 ULANOVA DANA 第１学期 物部 1 講義 14

農林海洋科学部 潜水実習 津田　正史, 他 第１学期集中 物部 1 実習 16

農林海洋科学部 洋上観測実習 長﨑  慶三, 他 第２学期集中 物部 1 実習 30

農林海洋科学部 洋書講読Ⅰ 寺本  真紀, 他 第２学期 物部 1 演習 14

農林海洋科学部 洋書講読Ⅱ 深見　公雄, 久保田　賢 第１学期 物部 1 講義 11

農林海洋科学部 医薬関連法規 津田　正史, 久保田　賢 第１学期 物部 2 講義 2

農林海洋科学部 海洋生命科学特論Ⅰ 長﨑  慶三, 他 第１学期集中 物部 2 講義 8

農林海洋科学部 実用英会話Ⅰ ロバートソン　マイケル 第１学期 物部 2 講義 1

農林海洋科学部 実用英会話Ⅱ ロバートソン　マイケル 第２学期 物部 2 講義 2

農林海洋科学部 熱帯農林水産業論 池島　耕, 他 第１学期 物部 2 講義 20

農林海洋科学部 卒業論文 芦内　誠 通年 物部 6 実習 2

農林海洋科学部 卒業論文 足立　亨介 通年 物部 6 実習 4

農林海洋科学部 卒業論文 足立　真佐雄 通年 物部 6 実習 3

農林海洋科学部 卒業論文 荒川　良 通年 物部 6 実習 3

農林海洋科学部 卒業論文 池島　耕 通年 物部 6 実習 3

農林海洋科学部 卒業論文 市浦　英明 通年 物部 6 実習 2



農林海洋科学部 卒業論文 市榮　智明 通年 物部 6 実習 4

農林海洋科学部 卒業論文 伊藤　桂 通年 物部 6 実習 4

農林海洋科学部 卒業論文 今城  雅之 通年 物部 6 実習 3

農林海洋科学部 卒業論文 上田　忠治 通年 物部 6 実習 2

農林海洋科学部 卒業論文 上野　大勢 通年 物部 6 実習 3

農林海洋科学部 卒業論文 枝重　圭祐 通年 物部 6 実習 5

農林海洋科学部 卒業論文 大島　俊一郎 通年 物部 6 実習 3

農林海洋科学部 卒業論文 大谷　慶人 通年 物部 6 実習 4

農林海洋科学部 卒業論文 大西　浩平 通年 物部 6 実習 3

農林海洋科学部 卒業論文 尾形　凡生 通年 物部 6 実習 1

農林海洋科学部 卒業論文 岡村　慶 通年 物部 6 実習 4

農林海洋科学部 卒業論文 小野寺  健一 通年 物部 6 実習 2

農林海洋科学部 卒業論文 KARS MYRIAM ANNIE CLAIRE 通年 物部 6 実習 1

農林海洋科学部 卒業論文 柏木　丈拡 通年 物部 6 実習 2

農林海洋科学部 卒業論文 加藤　伸一郎 通年 物部 6 実習 3

農林海洋科学部 卒業論文 金野　大助 通年 物部 6 実習 2

農林海洋科学部 卒業論文 河野　俊夫 通年 物部 6 実習 3

農林海洋科学部 卒業論文 康　峪梅 通年 物部 6 実習 2

農林海洋科学部 卒業論文 木下　泉 通年 物部 6 実習 1

農林海洋科学部 卒業論文 木場　章範 通年 物部 6 実習 2

農林海洋科学部 卒業論文 金　哲史 通年 物部 6 実習 6

農林海洋科学部 卒業論文 久保田　賢 通年 物部 6 実習 2

農林海洋科学部 卒業論文 齋　幸治 通年 物部 6 実習 3

農林海洋科学部 卒業論文 櫻井　哲也 通年 物部 6 実習 2

農林海洋科学部 卒業論文 佐藤　周之 通年 物部 6 実習 2

農林海洋科学部 卒業論文 佐藤　泰一郎 通年 物部 6 実習 3

農林海洋科学部 卒業論文 島崎　一彦 通年 物部 6 実習 4

農林海洋科学部 卒業論文 島村　智子 通年 物部 6 実習 2

農林海洋科学部 卒業論文 鈴木　紀之 通年 物部 6 実習 5

農林海洋科学部 卒業論文 鈴木　保志 通年 物部 6 実習 3

農林海洋科学部 卒業論文 関　伸吾 通年 物部 6 実習 3

農林海洋科学部 卒業論文 田中　壮太 通年 物部 6 実習 3

農林海洋科学部 卒業論文 津田　正史 通年 物部 6 実習 2

農林海洋科学部 卒業論文 手林　慎一 通年 物部 6 実習 3

農林海洋科学部 卒業論文 寺本  真紀 通年 物部 6 実習 3

農林海洋科学部 卒業論文 長﨑  慶三 通年 物部 6 実習 3

農林海洋科学部 卒業論文 永田　信治 通年 物部 6 実習 3

農林海洋科学部 卒業論文 中村　洋平 通年 物部 6 実習 2

農林海洋科学部 卒業論文 西村　安代 通年 物部 6 実習 2

農林海洋科学部 卒業論文 野口　拓郎 通年 物部 6 実習 2

農林海洋科学部 卒業論文 濵田　和俊 通年 物部 6 実習 2

農林海洋科学部 卒業論文 曵地　康史 通年 物部 6 実習 2

農林海洋科学部 卒業論文 深田　陽久 通年 物部 6 実習 2

農林海洋科学部 卒業論文 深見　公雄 通年 物部 6 実習 2

農林海洋科学部 卒業論文 藤原　拓 通年 物部 6 実習 4

農林海洋科学部 卒業論文 増田　和也 通年 物部 6 実習 4

農林海洋科学部 卒業論文 益本　俊郎 通年 物部 6 実習 1

農林海洋科学部 卒業論文 松岡　真如 通年 物部 6 実習 3

農林海洋科学部 卒業論文 松川　和嗣 通年 物部 6 実習 3

農林海洋科学部 卒業論文 松島　貴則 通年 物部 6 実習 3

農林海洋科学部 卒業論文 松本　伸介 通年 物部 6 実習 3

農林海洋科学部 卒業論文 松本　美香 通年 物部 6 実習 4

農林海洋科学部 卒業論文 宮内　樹代史 通年 物部 6 実習 3

農林海洋科学部 卒業論文 宮崎　彰 通年 物部 6 実習 2

農林海洋科学部 卒業論文 村井　正之 通年 物部 6 実習 4

農林海洋科学部 卒業論文 村松　久司 通年 物部 6 実習 2

農林海洋科学部 卒業論文 村山　雅史 通年 物部 6 実習 3

農林海洋科学部 卒業論文 三浦  収 通年 物部 6 実習 1

農林海洋科学部 卒業論文 森　牧人 通年 物部 6 実習 2

農林海洋科学部 卒業論文 森岡　克司 通年 物部 6 実習 3

農林海洋科学部 卒業論文 山口　晴生 通年 物部 6 実習 4

農林海洋科学部 卒業論文 山根　信三 通年 物部 6 実習 2

農林海洋科学部 卒業論文 寄高  博行 通年 物部 6 実習 2

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 芦内　誠 第１学期 物部 1 演習 2

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 足立　亨介 第１学期 物部 1 演習 4

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 足立　真佐雄 第１学期 物部 1 演習 3

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 荒川　良 第１学期 物部 1 演習 3

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 池島　耕 第１学期 物部 1 演習 3

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 市浦　英明 第１学期 物部 1 演習 2



農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 市榮　智明 第１学期 物部 1 演習 4

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 伊藤　桂 第１学期 物部 1 演習 4

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 今城  雅之 第１学期 物部 1 演習 3

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 上田　忠治 第１学期 物部 1 演習 1

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 上野　大勢 第１学期 物部 1 演習 3

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 枝重　圭祐 第１学期 物部 1 演習 5

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 大島　俊一郎 第１学期 物部 1 演習 3

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 大谷　慶人 第１学期 物部 1 演習 4

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 大西　浩平 第１学期 物部 1 演習 3

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 尾形　凡生 第１学期 物部 1 演習 1

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 岡村　慶 第１学期 物部 1 演習 4

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 小野寺  健一 第１学期 物部 1 演習 2

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ KARS MYRIAM ANNIE CLAIRE 第１学期 物部 1 演習 1

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 柏木　丈拡 第１学期 物部 1 演習 2

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 加藤　伸一郎 第１学期 物部 1 演習 3

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 金野　大助 第１学期 物部 1 演習 2

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 河野　俊夫 第１学期 物部 1 演習 3

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 康　峪梅 第１学期 物部 1 演習 2

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 木下　泉 第１学期 物部 1 演習 1

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 木場　章範 第１学期 物部 1 演習 2

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 金　哲史 第１学期 物部 1 演習 6

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 久保田　賢 第１学期 物部 1 演習 2

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 齋　幸治 第１学期 物部 1 演習 3

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 櫻井　哲也 第１学期 物部 1 演習 2

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 佐藤　周之 第１学期 物部 1 演習 2

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 佐藤　泰一郎 第１学期 物部 1 演習 3

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 島崎　一彦 第１学期 物部 1 演習 4

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 島村　智子 第１学期 物部 1 演習 2

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 鈴木　紀之 第１学期 物部 1 演習 5

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 鈴木　保志 第１学期 物部 1 演習 3

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 関　伸吾 第１学期 物部 1 演習 3

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 田中　壮太 第１学期 物部 1 演習 3

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 津田　正史 第１学期 物部 1 演習 2

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 手林　慎一 第１学期 物部 1 演習 3

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 寺本  真紀 第１学期 物部 1 演習 3

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 長﨑  慶三 第１学期 物部 1 演習 3

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 永田　信治 第１学期 物部 1 演習 3

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 中村　洋平 第１学期 物部 1 演習 2

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 西村　安代 第１学期 物部 1 演習 2

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 野口　拓郎 第１学期 物部 1 演習 2

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 長谷川　拓哉 第１学期 物部 1 演習 1

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 濵田　和俊 第１学期 物部 1 演習 2

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 曵地　康史 第１学期 物部 1 演習 2

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 深田　陽久 第１学期 物部 1 演習 2

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 深見　公雄 第１学期 物部 1 演習 2

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 藤原　拓 第１学期 物部 1 演習 4

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 増田　和也 第１学期 物部 1 演習 4

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 益本　俊郎 第１学期 物部 1 演習 1

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 松岡　真如 第１学期 物部 1 演習 3

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 松川　和嗣 第１学期 物部 1 演習 3

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 松島　貴則 第１学期 物部 1 演習 3

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 松本　伸介 第１学期 物部 1 演習 3

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 松本　美香 第１学期 物部 1 演習 4

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 宮内　樹代史 第１学期 物部 1 演習 3

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 宮崎　彰 第１学期 物部 1 演習 2

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 村井　正之 第１学期 物部 1 演習 4

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 村松　久司 第１学期 物部 1 演習 2

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 村山　雅史 第１学期 物部 1 演習 3

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 三浦  収 第１学期 物部 1 演習 1

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 森　牧人 第１学期 物部 1 演習 2

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 森岡　克司 第１学期 物部 1 演習 3

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 山口　晴生 第１学期 物部 1 演習 3

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 山根　信三 第１学期 物部 1 演習 2

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 寄高  博行 第１学期 物部 1 演習 2

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 芦内　誠 第２学期 物部 1 演習 2

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 足立　亨介 第２学期 物部 1 演習 3

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 足立　真佐雄 第２学期 物部 1 演習 3

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 荒川　良 第２学期 物部 1 演習 3

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 池島　耕 第２学期 物部 1 演習 3



農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 市浦　英明 第２学期 物部 1 演習 2

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 市榮　智明 第２学期 物部 1 演習 4

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 伊藤　桂 第２学期 物部 1 演習 4

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 今城  雅之 第２学期 物部 1 演習 3

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 上田　忠治 第２学期 物部 1 演習 2

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 上野　大勢 第２学期 物部 1 演習 3

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 枝重　圭祐 第２学期 物部 1 演習 5

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 大島　俊一郎 第２学期 物部 1 演習 3

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 大谷　慶人 第２学期 物部 1 演習 4

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 大西　浩平 第２学期 物部 1 演習 3

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 尾形　凡生 第２学期 物部 1 演習 1

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 岡村　慶 第２学期 物部 1 演習 4

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 小野寺  健一 第２学期 物部 1 演習 2

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ KARS MYRIAM ANNIE CLAIRE 第２学期 物部 1 演習 1

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 柏木　丈拡 第２学期 物部 1 演習 2

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 加藤　伸一郎 第２学期 物部 1 演習 3

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 金野　大助 第２学期 物部 1 演習 2

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 河野　俊夫 第２学期 物部 1 演習 3

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 康　峪梅 第２学期 物部 1 演習 2

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 木下　泉 第２学期 物部 1 演習 1

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 木場　章範 第２学期 物部 1 演習 2

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 金　哲史 第２学期 物部 1 演習 6

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 久保田　賢 第２学期 物部 1 演習 2

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 齋　幸治 第２学期 物部 1 演習 3

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 櫻井　哲也 第２学期 物部 1 演習 2

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 佐藤　周之 第２学期 物部 1 演習 2

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 佐藤　泰一郎 第２学期 物部 1 演習 3

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 島崎　一彦 第２学期 物部 1 演習 4

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 島村　智子 第２学期 物部 1 演習 2

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 鈴木　紀之 第２学期 物部 1 演習 5

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 鈴木　保志 第２学期 物部 1 演習 2

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 関　伸吾 第２学期 物部 1 演習 3

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 田中　壮太 第２学期 物部 1 演習 3

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 津田　正史 第２学期 物部 1 演習 2

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 手林　慎一 第２学期 物部 1 演習 3

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 寺本  真紀 第２学期 物部 1 演習 3

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 長﨑  慶三 第２学期 物部 1 演習 3

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 永田　信治 第２学期 物部 1 演習 3

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 中村　洋平 第２学期 物部 1 演習 2

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 西村　安代 第２学期 物部 1 演習 2

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 野口　拓郎 第２学期 物部 1 演習 2

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 濵田　和俊 第２学期 物部 1 演習 2

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 曵地　康史 第２学期 物部 1 演習 2

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 深田　陽久 第２学期 物部 1 演習 2

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 深見　公雄 第２学期 物部 1 演習 2

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 藤原　拓 第２学期 物部 1 演習 4

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 増田　和也 第２学期 物部 1 演習 4

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 益本　俊郎 第２学期 物部 1 演習 2

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 松岡　真如 第２学期 物部 1 演習 3

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 松川　和嗣 第２学期 物部 1 演習 2

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 松島　貴則 第２学期 物部 1 演習 3

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 松本　伸介 第２学期 物部 1 演習 3

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 松本　美香 第２学期 物部 1 演習 4

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 宮内　樹代史 第２学期 物部 1 演習 3

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 宮崎　彰 第２学期 物部 1 演習 2

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 村井　正之 第２学期 物部 1 演習 4

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 村松　久司 第２学期 物部 1 演習 2

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 村山　雅史 第２学期 物部 1 演習 3

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 三浦  収 第２学期 物部 1 演習 1

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 森　牧人 第２学期 物部 1 演習 2

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 森岡　克司 第２学期 物部 1 演習 2

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 山口　晴生 第２学期 物部 1 演習 3

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 山根　信三 第２学期 物部 1 演習 2

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 寄高  博行 第２学期 物部 1 演習 2

農林海洋科学部 職業指導概論（農業） 国廣　武志 第１学期集中 物部 2 講義 10

農林海洋科学部 職業指導概論（水産） 宮繁　啓司 第１学期集中 物部 2 講義 1

農林海洋科学部 教職入門Ｄ 杉田　郁代 第２学期集中 物部 2 講義 5

農林海洋科学部 中等理科指導法Ⅰ 濱田　治 第１学期集中 物部 2 講義 25

農林海洋科学部 中等理科指導法Ⅱ 濱田　治 第２学期集中 物部 2 講義 18



農林海洋科学部 中等理科指導法Ⅲ 濱田　治 第１学期 物部 2 講義 18

農林海洋科学部 農業科指導法Ⅰ 小田　清隆 第１学期集中 物部 2 講義 7

農林海洋科学部 農業科指導法Ⅱ 小田　清隆 第２学期集中 物部 2 講義 7

農林海洋科学部 水産科指導法Ⅰ 高橋　哲也 第１学期 物部 2 講義 1

農林海洋科学部 水産科指導法Ⅱ 高橋　哲也 第２学期集中 物部 2 講義 1

農林海洋科学部 道徳教育Ｄ 田邊　重任 第１学期集中 物部 2 講義 26

農林海洋科学部 特別活動指導法Ｅ 門田  雅人 第２学期集中 物部 2 講義 24

農林海洋科学部 教育の方法・技術Ｄ 相原　和雄 第２学期集中 物部 2 講義 25

農林海洋科学部 生徒指導・進路指導Ｅ 宮田　龍 第１学期集中 物部 2 講義 29

農林海洋科学部 教育相談Ｄ 相原　和雄 第１学期集中 物部 2 講義 27

農林海洋科学部 教育実習 全学教職委員会 通年集中 その他 5 実習 8

農林海洋科学部 教育実習 全学教職委員会 通年集中 その他 3 実習 7

農林海洋科学部 卒業論文 佐藤　泰一郎 通年(秋) 物部 6 実習 1

農林海洋科学部 卒業論文 岩崎　貢三 通年(秋) 物部 6 実習 1

農林海洋科学部 卒業論文 佐藤　周之 通年(秋) 物部 6 実習 1

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 佐藤　泰一郎 第２学期 物部 1 演習 1

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 岩崎　貢三 第２学期 物部 1 演習 1

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅰ 佐藤　周之 第２学期 物部 1 演習 1

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 増田　和也 第１学期 物部 1 演習 1

農林海洋科学部 卒業論文演習Ⅱ 木下　泉 第１学期 物部 1 演習 1

医学部 統合医学I 瀬尾　宏美, 他 第２学期 岡豊 2 演習 108

医学部 数理科学I 伊藤　悦子 第１学期 岡豊 1 講義 106

医学部 数理科学II 田島　裕之 第２学期 岡豊 1 講義 105

医学部 医科物理学I 関　安孝 第１学期 岡豊 1 講義 109

医学部 医科物理学II 関　安孝 第２学期 岡豊 1 講義 108

医学部 生命現象化学 角　克宏 第１学期 岡豊 1 講義 109

医学部 医科生物科学I 久保田　賢, 難波　卓司 第１学期 岡豊 1 講義 109

医学部 医科生物科学II 富永　明 第２学期 岡豊 1 講義 108

医学部 EBMI 奥原　義保 第２学期 岡豊 2 演習 109

医学部 医科生物学実習 富永　明, 他 第１学期集中 岡豊 1 実習 109

医学部 EME初期臨床医学体験 阿波谷　敏英, 西村　真紀 第１学期 岡豊 1 実習 109

医学部 臨床体験実習I 瀬尾　宏美 第２学期集中 岡豊 2 実習 108

医学部 実践医学英語 リブル 第２学期 岡豊 1 講義 54

医学部 実践医学英語 リブル 第２学期 岡豊 1 講義 54

医学部 国際英語 安光  ラヴェル  香保子 第１学期 岡豊 1 講義 28

医学部 読解英語 ロバートソン　マイケル 第１学期 岡豊 1 講義 14

医学部 統合医学II 野田　智洋, 他 通年 岡豊 3 演習 84

医学部 先端医療学コースⅡ 渡橋　和政 通年 岡豊 3 演習 9

医学部 先端医療学コースⅡ 齊藤　源顕 通年 岡豊 3 演習 3

医学部 先端医療学コースⅡ 山口　正洋 通年 岡豊 3 演習 3

医学部 先端医療学コースⅡ 寺田　典生 通年 岡豊 3 演習 1

医学部 先端医療学コースⅡ 横山　彰仁 通年 岡豊 3 演習 2

医学部 先端医療学コースⅡ 北岡　裕章 通年 岡豊 3 演習 1

医学部 先端医療学コースⅡ 内田　一茂, 小野　正文 通年 岡豊 3 演習 1

医学部 先端医療学コースⅡ 西山　謹吾, 門田  知倫 通年 岡豊 3 演習 3

医学部 先端医療学コースⅡ 菅沼　成文 通年 岡豊 3 演習 1

医学部 先端医療学コースⅡ 横山　正尚 通年 岡豊 3 演習 1

医学部 先端医療学コースⅡ 山上　卓士 通年 岡豊 3 演習 2

医学部 先端医療学コースⅡ 池内　昌彦 通年 岡豊 3 演習 1

医学部 先端医療学コースⅡ 井上　啓史 通年 岡豊 3 演習 2

医学部 先端医療学コースⅡ 仲　哲治 通年 岡豊 3 演習 1

医学部 医療倫理I 藤田　博一 第２学期 岡豊 1 講義 114

医学部 遺伝子医学 麻生　悌二郎, 安川　孝史 第１学期 岡豊 1 講義 119

医学部 遺伝子医学実習 麻生　悌二郎, 安川　孝史 第１学期集中 岡豊 1 実習 114

医学部 細胞分子生物学 富永　明, 田口　尚弘 第１学期 岡豊 1 講義 115

医学部 解剖学Ⅰ 由利　和也 第１学期 岡豊 6 講義 115

医学部 解剖学Ⅱ 由利　和也 第２学期 岡豊 6 講義 117

医学部 生化学 本家　孝一 通年 岡豊 2 講義 121

医学部 生化学実習 本家　孝一 第１学期集中 岡豊 1 実習 114

医学部 生理学 山口　正洋, 他 通年 岡豊 5 講義 116

医学部 生理学実習 山口　正洋, 他 第２学期集中 岡豊 2 実習 114

医学部 微生物学 大畑　雅典 第２学期 岡豊 2 講義 119

医学部 微生物学実習 大畑　雅典 第２学期集中 岡豊 1 実習 115

医学部 基礎社会医学 菅沼　成文, 他 第２学期 岡豊 1 講義 115

医学部 研究医学英語 河野  崇 第１学期 岡豊 1 講義 73

医学部 臨床症候学I 小松　直樹, 瀬尾　宏美 第２学期 岡豊 1 講義 114

医学部 臨床体験実習II 瀬尾　宏美 第１学期集中 岡豊 2 実習 114

医学部 PBLⅢ 野田　智洋, 高田　淳 通年 岡豊 3 演習 85

医学部 先端医療学コースⅢ 宇高　恵子 通年 岡豊 3 演習 1



医学部 先端医療学コースⅢ 本家　孝一 通年 岡豊 3 演習 2

医学部 先端医療学コースⅢ 山口　正洋 通年 岡豊 3 演習 1

医学部 先端医療学コースⅢ 奥原　義保 通年 岡豊 3 演習 3

医学部 先端医療学コースⅢ 前田　長正, 沈  淵 通年 岡豊 3 演習 3

医学部 先端医療学コースⅢ 西山　謹吾, 門田  知倫 通年 岡豊 3 演習 2

医学部 先端医療学コースⅢ 寺田　典生 通年 岡豊 3 演習 1

医学部 先端医療学コースⅢ 横山　正尚 通年 岡豊 3 演習 3

医学部 先端医療学コースⅢ 山上　卓士 通年 岡豊 3 演習 1

医学部 先端医療学コースⅢ 池内　昌彦 通年 岡豊 3 演習 2

医学部 先端医療学コースⅢ 仲　哲治 通年 岡豊 3 演習 2

医学部 先端医療学コースⅢ 北岡　裕章 通年 岡豊 3 演習 2

医学部 先端医療学コースⅢ 菅沼　成文 通年 岡豊 3 演習 2

医学部 先端医療学コースⅢ 渡橋　和政 通年 岡豊 3 演習 4

医学部 先端医療学コースⅢ 齊藤　源顕 通年 岡豊 3 演習 3

医学部 先端医療学コースⅢ 井上　啓史 通年 岡豊 3 演習 1

医学部 代替医療論 宮村　充彦 第１学期 岡豊 1 講義 117

医学部 臨床倫理 藤田　博一, 他 第１学期 岡豊 1 講義 117

医学部 病理学 降幡　睦夫 第１学期 岡豊 4 講義 123

医学部 病理学実習 降幡　睦夫 第２学期 岡豊 1 実習 125

医学部 病理CPC演習 村上　一郎, 戸井　慎 第２学期 岡豊 1 演習 118

医学部 寄生虫学 是永　正敬 第１学期 岡豊 1 講義 117

医学部 寄生虫学実習 是永　正敬 第１学期集中 岡豊 1 実習 117

医学部 免疫学 宇高　恵子 第１学期 岡豊 2 講義 121

医学部 免疫学実習 宇高　恵子 第１学期集中 岡豊 1 実習 117

医学部 薬理学 齊藤　源顕, 他 通年 岡豊 3 講義 125

医学部 薬理学実習 齊藤　源顕, 他 第２学期集中 岡豊 1 実習 119

医学部 保健医療制度 安田　誠史, 宮野　伊知郎 第１学期 岡豊 1 講義 118

医学部 地域医療学 阿波谷　敏英, 西村　真紀 第２学期 岡豊 1 講義 119

医学部 医療情報学 奥原　義保, 畠山　豊 第１学期 岡豊 1 講義 117

医学部 基本的診療技能 瀬尾　宏美 通年 岡豊 2 講義 119

医学部 内科学総論 瀬尾　宏美, 他 通年 岡豊 4 講義 118

医学部 外科学総論 渡橋　和政, 他 第２学期 岡豊 1 講義 118

医学部 臨床遺伝病学総論 杉本　健樹 第２学期 岡豊 1 講義 122

医学部 泌尿器科学・腎尿路系 井上　啓史 第２学期 岡豊 1 講義 120

医学部 臨床感染症学総論 藤枝　幹也 第２学期 岡豊 1 講義 120

医学部 臨床腫瘍学総論 小林　道也 第２学期 岡豊 1 講義 119

医学部 臨床免疫学・アレルギー病学 仲　哲治, 宇高　恵子 第２学期 岡豊 1 講義 123

医学部 臨床検査医学 今村　潤 第２学期 岡豊 1 講義 119

医学部 放射線医学 山上　卓士 第２学期 岡豊 1 講義 119

医学部 画像診断学基礎論 山上　卓士 第１学期 岡豊 1 講義 117

医学部 PBLⅣ 野田　智洋, 他 通年 岡豊 3 演習 75

医学部 先端医療学コースⅣ 山口　正洋 通年 岡豊 3 演習 4

医学部 先端医療学コースⅣ 宇高　恵子 通年 岡豊 3 演習 1

医学部 先端医療学コースⅣ 本家　孝一 通年 岡豊 3 演習 3

医学部 先端医療学コースⅣ 齊藤　源顕 通年 岡豊 3 演習 1

医学部 先端医療学コースⅣ 前田　長正, 沈  淵 通年 岡豊 3 演習 2

医学部 先端医療学コースⅣ 奥原　義保 通年 岡豊 3 演習 1

医学部 先端医療学コースⅣ 山上　卓士 通年 岡豊 3 演習 2

医学部 先端医療学コースⅣ 池内　昌彦 通年 岡豊 3 演習 1

医学部 先端医療学コースⅣ 西山　謹吾, 門田  知倫 通年 岡豊 3 演習 2

医学部 先端医療学コースⅣ 菅沼　成文 通年 岡豊 3 演習 3

医学部 先端医療学コースⅣ 横山　正尚 通年 岡豊 3 演習 3

医学部 先端医療学コースⅣ 北岡　裕章 通年 岡豊 3 演習 5

医学部 先端医療学コースⅣ 内田　一茂, 小野　正文 通年 岡豊 3 演習 2

医学部 先端医療学コースⅣ 渡橋　和政 通年 岡豊 3 演習 6

医学部 先端医療学コースⅣ 井上　啓史 通年 岡豊 3 演習 1

医学部 先端医療学コースⅣ 小林　道也 通年 岡豊 3 演習 2

医学部 先端医療学コースⅣ 小林　道也 通年 岡豊 3 演習 2

医学部 応用社会医学－予防医学・産業医学 安田　誠史 第１学期 岡豊 1 講義 116

医学部 社会医学演習 安田　誠史, 他 第２学期 岡豊 2 演習 115

医学部 中毒学 菅沼　成文 第２学期 岡豊 1 講義 116

医学部 法医学 古宮　淳一 第１学期 岡豊 1 講義 116

医学部 法医学実習 古宮　淳一 第１学期集中 岡豊 1 実習 116

医学部 医療コミュニケーション学 武内　世生, 瀬尾　宏美 第１学期 岡豊 1 講義 116

医学部 基本的診療技能実習 瀬尾　宏美 第２学期 岡豊 3 実習 115

医学部 乳腺 杉本　健樹, 花﨑　和弘 第１学期 岡豊 1 講義 116

医学部 血液病学 小島　研介 第２学期 岡豊 1 講義 115

医学部 呼吸器病学（内科学・外科学） 横山　彰仁 第１学期 岡豊 2 講義 116

医学部 移植医学と輸血 今村　潤, 他 第１学期 岡豊 1 講義 116



医学部 神経病学・老年病学 古谷　博和, 他 第２学期 岡豊 1 講義 116

医学部 循環器病学（内科学・外科学） 北岡　裕章, 他 通年 岡豊 2 講義 116

医学部 消化器病学（内科学・外科学） 内田　一茂, 他 第１学期 岡豊 2 講義 116

医学部 腎臓病学 寺田　典生 第１学期 岡豊 1 講義 116

医学部 内分泌・代謝学 藤本　新平 第１学期 岡豊 1 講義 117

医学部 小児科学 藤枝　幹也 第２学期 岡豊 1 講義 115

医学部 脳神経外科学 上羽　哲也, 福井　直樹 第２学期 岡豊 1 講義 116

医学部 皮膚科学 佐野　栄紀 第２学期 岡豊 1 講義 115

医学部 整形外科学・リハビリテーション医学 池内　昌彦, 武政　龍一 第２学期 岡豊 1 講義 116

医学部 泌尿器科学・生殖器系 井上　啓史 第１学期 岡豊 1 講義 116

医学部 産科・婦人科学 前田　長正, 泉谷　知明 第１学期 岡豊 1 講義 116

医学部 眼科学 福島　敦樹 第２学期 岡豊 1 講義 115

医学部 耳鼻咽喉科学 兵頭　政光 第１学期 岡豊 1 講義 116

医学部 歯科口腔外科学 山本　哲也, 他 第１学期 岡豊 1 講義 116

医学部 神経精神科学 數井　裕光 第１学期 岡豊 1 講義 116

医学部 医療安全学 小林　道也 第２学期 岡豊 1 講義 115

医学部 救急医学総論 西山　謹吾, 他 第１学期 岡豊 1 講義 116

医学部 麻酔科学 横山　正尚 第１学期 岡豊 1 講義 116

医学部 臨床薬理学 宮村　充彦 第２学期 岡豊 1 講義 116

医学部 診療施設体験学習Ⅱ 瀬尾　宏美 第２学期集中 岡豊 2 実習 12

医学部 地域医療実習 安田　誠史, 他 通年集中 岡豊 1 実習 124

医学部 臨床実習Ⅰ 学務委員長, 他 通年集中 岡豊 41 実習 124

医学部 統合医学総論 学務委員長, 他 通年集中 岡豊 11 講義 109

医学部 臨床実習Ⅱ 学務委員長 第１学期集中 岡豊 6 実習 104

医学部 基礎看護学概論I(演) 笹岡　晴香, 森木　妙子 第１学期 岡豊 1 演習 62

医学部 基礎看護学概論II(演) 笹岡　晴香, 森木　妙子 第２学期 岡豊 1 演習 61

医学部 生活援助技術論I(演) 笹岡　晴香, 他 第１学期 岡豊 2 演習 62

医学部 生活援助技術論II(演) 下田　真梨子, 他 第２学期 岡豊 2 演習 61

医学部 基礎看護学実習I 下田　真梨子, 他 第２学期集中 岡豊 1 実習 61

医学部 看護情報論(演) 栗原　幸男 第２学期 岡豊 1 演習 61

医学部 身体のしくみ(演) 奥谷　文乃 通年 岡豊 2 演習 63

医学部 身体の働き 溝渕　俊二 第２学期 岡豊 2 講義 61

医学部 栄養と代謝 久保田　賢 第１学期 岡豊 2 講義 62

医学部 家族社会学 若林　良和 第１学期集中 岡豊 1 講義 62

医学部 健康学習援助論 杉本　加代 第２学期 岡豊 1 講義 61

医学部 看護学生のための物理学 栗原　幸男 第２学期 岡豊 2 講義 70

医学部 家族看護学 吉村　澄佳 第１学期 岡豊 1 講義 57

医学部 高齢者看護学概論(演) 田淵　啓二, 林　昌子 第１学期 岡豊 2 演習 57

医学部 小児看護学概論(演) 松本　智津, 川合　弘恭 第１学期 岡豊 2 演習 57

医学部 成人看護学概論(演) 佐藤　美樹, 他 第１学期 岡豊 2 演習 57

医学部 母性看護学概論Ⅰ(演) 吉村　澄佳, 他 第１学期 岡豊 1 演習 57

医学部 母性看護学概論Ⅱ(演) 吉村　澄佳 第２学期 岡豊 1 演習 57

医学部 精神看護学概論(演) 高橋　美美, 大坂　京子 第２学期 岡豊 1 演習 57

医学部 公衆衛生看護学概論 齋藤　美和, 杉本　加代 第２学期前半 岡豊 2 講義 57

医学部 生活援助技術論Ⅲ(演) 笹岡　晴香, 下元　理恵 第１学期 岡豊 1 演習 57

医学部 生活援助技術論Ⅳ(演) 下元　理恵 第１学期 岡豊 1 演習 57

医学部 医療安全論Ⅰ(演) 下元　理恵 第２学期 岡豊 1 演習 57

医学部 在宅看護概論(演) 小笠原　木綿, 和田　庸平 第２学期 岡豊 2 演習 57

医学部 成人看護援助論(演) 山脇　京子, 他 第２学期 岡豊 2 演習 57

医学部 高齢者看護援助論(演) 田淵　啓二, 林　昌子 第２学期 岡豊 2 演習 57

医学部 臨床心理学 池　雅之, 高橋　美美 第２学期集中 岡豊 1 講義 57

医学部 公衆衛生看護援助論Ⅰ 齋藤　美和, 杉本　加代 第２学期後半 岡豊 2 講義 57

医学部 基礎看護学実習II 笹岡　晴香, 他 第１学期集中 岡豊 2 実習 57

医学部 養護概説 中野　靖子, 他 第２学期 岡豊 2 講義 13

医学部 感染と免疫 溝渕　俊二 第１学期 岡豊 2 講義 57

医学部 薬の効用と看護(演) 溝渕　俊二 第１学期 岡豊 1 講義 57

医学部 看護と病態 溝渕　俊二 第２学期 岡豊 2 講義 57

医学部 がん看護学とターミナルケア 山脇　京子 第１学期 岡豊 2 講義 68

医学部 病態と治療 溝渕　俊二 第１学期 岡豊 2 講義 68

医学部 健康福祉行政論 奥谷　文乃, 他 第１学期 岡豊 2 講義 69

医学部 保健統計論 中川　善典 第１学期 岡豊 2 講義 68

医学部 疫学 奥谷　文乃, 杉本　加代 第１学期 岡豊 2 講義 31

医学部 母性看護援助論(演) 吉村　澄佳, 濵田　佳代子 第１学期 岡豊 2 演習 59

医学部 精神看護援助論(演) 高橋　美美 第１学期 岡豊 2 演習 59

医学部 在宅看護援助論(演) 小笠原　木綿, 和田　庸平 第１学期 岡豊 2 演習 60

医学部 看護研究の基礎(演) 佐藤　美樹, 他 第１学期 岡豊 1 演習 68

医学部 保健医療情報学(演) 栗原　幸男 第１学期 岡豊 2 演習 68

医学部 公衆衛生看護援助論Ⅱ（演） 齋藤　美和, 他 第１学期 岡豊 3 演習 31

医学部 小児看護援助論(演) 松本　智津, 川合　弘恭 第１学期 岡豊 2 演習 59



医学部 成人看護学実習I 山脇　京子, 寺下  憲一郎 通年 岡豊 3 実習 60

医学部 成人看護学実習II 佐藤　美樹, 竹村　多加 通年 岡豊 3 実習 60

医学部 高齢者看護学実習 田淵　啓二, 林　昌子 通年 岡豊 4 実習 60

医学部 母性看護学実習 吉村　澄佳, 濵田　佳代子 通年 岡豊 2 実習 60

医学部 小児看護学実習 川合　弘恭, 松本　智津 通年 岡豊 2 実習 60

医学部 精神看護学実習 高橋　美美, 大坂　京子 通年 岡豊 2 実習 60

医学部 在宅看護学実習Ⅰ 小笠原　木綿, 和田　庸平 通年 岡豊 1 実習 60

医学部 地域援助論 齋藤　美和, 他 第１学期 岡豊 2 講義 31

医学部 社会保障論 田中　きよむ 第１学期 岡豊 2 講義 26

医学部 医療安全論Ⅱ(演) 森木　妙子 第１学期 岡豊 1 演習 69

医学部 産業保健論 奥谷　文乃, 他 第１学期 岡豊 1 講義 27

医学部 学校保健論 奥谷　文乃, 杉本　加代 第１学期 岡豊 1 講義 35

医学部 国際看護活動論(演) 下嶽　ユキ 第１学期 岡豊 1 演習 70

医学部 看護教育・管理学(演) 森木　妙子 第１学期 岡豊 1 演習 69

医学部 国際援助と保健資源 栗原　幸男, 奥谷　文乃 第１学期 岡豊 2 講義 17

医学部 統合看護実習 高橋　美美 第１学期 岡豊 2 実習 5

医学部 統合看護実習 川合　弘恭 第１学期 岡豊 2 実習 5

医学部 統合看護実習 下元　理恵 第１学期 岡豊 2 実習 6

医学部 統合看護実習 和田　庸平 第１学期 岡豊 2 実習 6

医学部 統合看護実習 小笠原　木綿 第１学期 岡豊 2 実習 5

医学部 統合看護実習 林　昌子 第１学期 岡豊 2 実習 6

医学部 統合看護実習 吉村　澄佳 第１学期 岡豊 2 実習 5

医学部 統合看護実習 下田　真梨子 第１学期 岡豊 2 実習 6

医学部 統合看護実習 寺下  憲一郎 第１学期 岡豊 2 実習 5

医学部 統合看護実習 竹村　多加 第１学期 岡豊 2 実習 5

医学部 在宅看護学実習Ⅱ 高橋　美美 第１学期 岡豊 1 実習 5

医学部 在宅看護学実習Ⅱ 川合　弘恭 第１学期 岡豊 1 実習 5

医学部 在宅看護学実習Ⅱ 下元　理恵 第１学期 岡豊 1 実習 6

医学部 在宅看護学実習Ⅱ 和田　庸平 第１学期 岡豊 1 実習 6

医学部 在宅看護学実習Ⅱ 小笠原　木綿 第１学期 岡豊 1 実習 5

医学部 在宅看護学実習Ⅱ 林　昌子 第１学期 岡豊 1 実習 6

医学部 在宅看護学実習Ⅱ 吉村　澄佳 第１学期 岡豊 1 実習 5

医学部 在宅看護学実習Ⅱ 下田　真梨子 第１学期 岡豊 1 実習 6

医学部 在宅看護学実習Ⅱ 寺下  憲一郎 第１学期 岡豊 1 実習 5

医学部 在宅看護学実習Ⅱ 竹村　多加 第１学期 岡豊 1 実習 5

医学部 卒業研究(演) 山脇　京子, 寺下  憲一郎 通年集中 岡豊 2 演習 4

医学部 卒業研究(演) 竹村　多加 通年集中 岡豊 2 演習 4

医学部 卒業研究(演) 佐藤　美樹 通年集中 岡豊 2 演習 5

医学部 卒業研究(演) 溝渕　俊二, 下田　真梨子 通年集中 岡豊 2 演習 3

医学部 卒業研究(演) 奥谷　文乃 通年集中 岡豊 2 演習 5

医学部 卒業研究(演) 小松　輝子 通年集中 岡豊 2 演習 5

医学部 卒業研究(演) 吉村　澄佳 通年集中 岡豊 2 演習 4

医学部 卒業研究(演) 小笠原　木綿 通年集中 岡豊 2 演習 4

医学部 卒業研究(演) 杉本　加代 通年集中 岡豊 2 演習 5

医学部 卒業研究(演) 下元　理恵 通年集中 岡豊 2 演習 5

医学部 卒業研究(演) 濵田　佳代子 通年集中 岡豊 2 演習 5

医学部 卒業研究(演) 高橋　美美 通年集中 岡豊 2 演習 5

医学部 卒業研究(演) 森木　妙子, 笹岡　晴香 通年集中 岡豊 2 演習 5

医学部 卒業研究(演) 関屋　伸子, 川合　弘恭 通年集中 岡豊 2 演習 4

医学部 卒業研究(演) 栗原　幸男, 林　昌子 通年集中 岡豊 2 演習 2

医学部 卒業研究(演) 齋藤　美和 通年集中 岡豊 2 演習 5

医学部 卒業研究(演) 栗原　幸男 通年集中 岡豊 2 演習 1

医学部 公衆衛生看護援助論Ⅲ 齋藤　美和, 杉本　加代 第１学期 岡豊 2 講義 26

医学部 公衆衛生看護学実習 齋藤　美和, 他 第１学期 岡豊 5 実習 26

医学部 地域生活者支援概論（演） 田淵　啓二, 他 第１学期 岡豊 2 演習 10

医学部 地域生活者支援実習 田淵　啓二, 他 第１学期 岡豊 3 実習 10

医学部 クリティカルケア看護概論（演） 山脇　京子, 他 第１学期 岡豊 2 演習 18

医学部 クリティカルケア看護実習 山脇　京子, 他 第１学期 岡豊 3 実習 18

医学部 統合看護実習 濵田　佳代子 第１学期 岡豊 2 実習 6

医学部 在宅看護学実習Ⅱ 濵田　佳代子 第１学期 岡豊 1 実習 6

医学部 災害看護学(演) 森木　妙子 第１学期 岡豊 1 講義 68

医学部 原著講読 佐藤　美樹, 他 第１学期 岡豊 2 講義 34

医学部 看護科指導法I 小川　佳代, 他 通年集中 岡豊 2 講義 2

医学部 看護科指導法II 小川　佳代, 他 通年集中 岡豊 2 講義 2

医学部 生徒指導（養護） 藤田　毅, 齋藤　美和 第１学期集中 岡豊 2 講義 15

医学部 教職実践演習 加藤　誠之, 他 第２学期集中 岡豊 2 演習 9

医学部 教育実習（事前事後指導含む） 全学教職委員会 通年集中 岡豊 3 実習 2

医学部 養護実習（事前事後指導含む。） 全学教職委員会 通年集中 岡豊 5 実習 9

医学部 Research　CourseⅠ 山口　正洋 通年集中 岡豊 1 演習 2



医学部 Research　CourseⅠ 大畑　雅典 通年集中 岡豊 1 演習 1

医学部 Research　CourseⅠ 内田　一茂, 小野　正文 通年集中 岡豊 1 演習 1

医学部 Research　CourseⅠ 横山　正尚 通年集中 岡豊 1 演習 1

医学部 Research　CourseⅡ 宇高　恵子 通年集中 岡豊 1 演習 1

医学部 Research　CourseⅡ 阿波谷　敏英 通年集中 岡豊 1 演習 1

医学部 Research　CourseⅡ 横山　正尚 通年集中 岡豊 1 演習 1

医学部 Research　CourseⅢ 山口　正洋 通年集中 岡豊 1 演習 1

医学部 Research　CourseⅢ 大畑　雅典 通年集中 岡豊 1 演習 4

医学部 Research　CourseⅢ 藤枝　幹也 通年集中 岡豊 1 演習 2

医学部 Research　CourseⅢ 數井　裕光 通年集中 岡豊 1 演習 1

医学部 Research　CourseⅢ 阿波谷　敏英 通年集中 岡豊 1 演習 1

医学部 Research　CourseⅢ 横山　正尚 通年集中 岡豊 1 演習 1

医学部 Research　CourseⅢ 西山　謹吾 通年集中 岡豊 1 演習 1

医学部 Research　CourseⅣ 瀬尾　宏美 通年集中 岡豊 1 演習 1

医学部 Research　CourseⅣ 奥原　義保 通年集中 岡豊 1 演習 2

医学部 Research　CourseV 本家　孝一 通年集中 岡豊 1 演習 1

医学部 Research　CourseV 大畑　雅典 通年集中 岡豊 1 演習 2

医学部 Research　CourseV 宇高　恵子 通年集中 岡豊 1 演習 1

医学部 Research　CourseV 横山　正尚 通年集中 岡豊 1 演習 2

医学部 Research　CourseV 藤枝　幹也 通年集中 岡豊 1 演習 2

医学部 Research　CourseV 數井　裕光 通年集中 岡豊 1 演習 2

医学部 Research　CourseV 奥原　義保 通年集中 岡豊 1 演習 1

地域協働学部 地域協働論 俣野　秀典, 他 第１学期 朝倉 2 講義 75

地域協働学部 地域組織論 内田　純一 第２学期 朝倉 2 講義 67

地域協働学部 地域産業経済論 中澤　純治 第２学期 朝倉 2 講義 77

地域協働学部 地域社会学概論 玉里　恵美子 第１学期 朝倉 2 講義 69

地域協働学部 企画立案事業計画基礎演習 松本　明 第２学期隔週Ａ朝倉 2 演習 77

地域協働学部 プロジェクトマネジメント演習 松本　明, 他 第２学期隔週Ｂ朝倉 2 演習 66

地域協働学部 ファシリテーション演習 俣野　秀典 第２学期集中 朝倉 2 演習 35

地域協働学部 チームビルディング演習 俣野　秀典, 石筒　覚 第１学期集中 朝倉 2 演習 48

地域協働学部 地域協働チャレンジ演習Ⅰ 内田　純一, 他 第１学期集中 朝倉 2 演習 3

地域協働学部 地域協働チャレンジ演習Ⅱ 内田　純一, 他 第２学期集中 朝倉 2 演習 1

地域協働学部 社会調査論 湊　邦生 第１学期 朝倉 2 講義 68

地域協働学部 社会調査方法論 佐藤　洋子 第１学期 朝倉 2 講義 68

地域協働学部 社会調査データ分析 玉里　恵美子, 他 第２学期集中 朝倉 2 講義 9

地域協働学部 統計解析の基礎 湊　邦生 第２学期 朝倉 2 講義 54

地域協働学部 質的調査法 俣野　秀典, 佐藤　洋子 第２学期 朝倉 2 講義 37

地域協働学部 地域協働マネジメント演習Ⅰ 玉里　恵美子 第１学期集中 朝倉 1 演習 7

地域協働学部 地域協働マネジメント演習Ⅰ 鈴木　啓之, 中村　哲也 第１学期集中 朝倉 1 演習 10

地域協働学部 地域協働マネジメント演習Ⅰ 佐藤　洋子, 藤岡　正樹 第１学期集中 朝倉 1 演習 12

地域協働学部 地域協働マネジメント演習Ⅰ 大石　達良, 齊藤　雅洋 第１学期集中 朝倉 1 演習 13

地域協働学部 地域協働マネジメント演習Ⅰ 市川　昌広 第１学期集中 朝倉 1 演習 7

地域協働学部 地域協働マネジメント演習Ⅰ 大槻　知史 第１学期集中 朝倉 1 演習 4

地域協働学部 地域協働マネジメント演習Ⅰ 俣野　秀典 第１学期集中 朝倉 1 演習 7

地域協働学部 地域協働マネジメント演習Ⅱ 玉里　恵美子 第１学期集中 朝倉 1 演習 7

地域協働学部 地域協働マネジメント演習Ⅱ 鈴木　啓之, 中村　哲也 第１学期集中 朝倉 1 演習 10

地域協働学部 地域協働マネジメント演習Ⅱ 佐藤　洋子, 藤岡　正樹 第１学期集中 朝倉 1 演習 12

地域協働学部 地域協働マネジメント演習Ⅱ 大石　達良, 齊藤　雅洋 第１学期集中 朝倉 1 演習 13

地域協働学部 地域協働マネジメント演習Ⅱ 市川　昌広 第１学期集中 朝倉 1 演習 7

地域協働学部 地域協働マネジメント演習Ⅱ 大槻　知史 第１学期集中 朝倉 1 演習 4

地域協働学部 地域協働マネジメント演習Ⅱ 俣野　秀典 第１学期集中 朝倉 1 演習 7

地域協働学部 組織学習論 池田　啓実 第１学期 朝倉 2 講義 32

地域協働学部 地域計画論 松本　明 第１学期隔週Ｂ朝倉 2 講義 44

地域協働学部 非営利組織マネジメント論 上田　健作 第１学期 朝倉 2 講義 29

地域協働学部 経営組織論 俣野　秀典 第１学期 朝倉 2 講義 14

地域協働学部 地域資源管理論 市川　昌広 第２学期 朝倉 2 講義 7

地域協働学部 行財政論 鈴木　啓之 第２学期 朝倉 2 講義 43

地域協働学部 会計学概論 村瀬　儀祐 第２学期集中 朝倉 2 講義 3

地域協働学部 社会教育論 齊藤　雅洋 第１学期 朝倉 2 講義 17

地域協働学部 行政実務講座 鈴木　啓之, 石筒　覚 第１学期集中 朝倉 2 講義 38

地域協働学部 金融･税務実務講座 松岡　宣明 第２学期 朝倉 2 講義 39

地域協働学部 外国語特別演習 石筒　覚 通年集中 朝倉 2 演習 5

地域協働学部 外国語特別演習 石筒　覚 通年集中 朝倉 2 演習 5

地域協働学部 海外特別演習 石筒　覚 通年集中 朝倉 2 演習 5

地域協働学部 海外特別演習 石筒　覚 通年集中 朝倉 2 演習 5

地域協働学部 地域デザイン論 吉岡　一洋 第１学期 朝倉 2 講義 16

地域協働学部 フードビジネス論 受田　浩之 第２学期 朝倉 2 講義 34

地域協働学部 農業振興論 霜浦　森平 第１学期 朝倉 2 講義 29

地域協働学部 六次産業化論 霜浦　森平 第２学期 朝倉 2 講義 40



地域協働学部 地域産業政策論 石筒　覚 第２学期 朝倉 2 講義 16

地域協働学部 国際ビジネス展開論 大石　達良 第１学期 朝倉 2 講義 14

地域協働学部 地域産業連関論 中澤　純治 第１学期 朝倉 2 講義 22

地域協働学部 中心市街地活性化論 石筒　覚, 他 第２学期集中 朝倉 2 講義 12

地域協働学部 起業・経営実務講座 藤岡　正樹, 須藤　順 第１学期集中 朝倉 2 講義 2

地域協働学部 実践情報処理 須子　善彦 第１学期集中 朝倉 2 講義 8

地域協働学部 生涯学習論 内田　純一 第１学期 朝倉 2 講義 36

地域協働学部 環境社会学 田中　求, 森　明香 第１学期 朝倉 2 講義 35

地域協働学部 地域スポーツ社会学 中村　哲也 第１学期 朝倉 2 講義 33

地域協働学部 地域スポーツ振興論 佐藤　文音 第２学期 朝倉 2 講義 43

地域協働学部 地域福祉論 玉里　恵美子 第２学期 朝倉 2 講義 30

地域協働学部 コミュニティ振興論 須藤　順 第１学期後半 朝倉 2 講義 6

地域協働学部 地域防災論 藤岡　正樹 第２学期 朝倉 2 講義 29

地域協働学部 比較地域社会論 湊　邦生 第１学期 朝倉 2 講義 64

地域協働学部 地域生活と女性 佐藤　洋子 第１学期 朝倉 2 講義 38

地域協働学部 ソーシャルキャピタル論 大槻　知史 第２学期 朝倉 2 講義 69

地域協働学部 非営利組織論 上田　健作 第２学期 朝倉 2 講義 5

地域協働学部 環境文化論 塩崎　俊彦 第２学期 朝倉 2 講義 12

地域協働学部 食品生化学 永田　信治 第１学期 朝倉 2 講義 32

地域協働学部 家庭経営学 森田　美佐 第２学期 朝倉 2 講義 25

地域協働学部 地域デザイン論 吉岡　一洋 第１学期 朝倉 2 講義 10

地域協働学部 地域協働チャレンジ演習Ⅱ 中澤　純治 第２学期集中 朝倉 2 演習 4

地域協働学部 地域協働チャレンジ演習Ⅱ 佐藤　洋子 第２学期集中 朝倉 2 演習 4

地域協働学部 地域協働チャレンジ演習Ⅱ 玉里　恵美子 第２学期集中 朝倉 2 演習 7

地域協働学部 地域協働研究Ⅰ 内田　純一, 他 通年 朝倉 4 演習 63

地域協働学部 地域協働研究Ⅰ 内田　純一, 他 通年 朝倉 4 演習 63

地域協働学部 地域協働研究Ⅱ 霜浦　森平, 他 通年 朝倉 4 演習 63

地域協働学部 地域協働研究Ⅱ 霜浦　森平, 他 通年 朝倉 4 演習 63

地域協働学部 地域協働研究Ⅲ 中村　哲也, 他 通年 朝倉 4 演習 60

地域協働学部 地域協働研究Ⅲ 中村　哲也, 他 通年 朝倉 4 演習 60

地域協働学部 地域理解実習 石筒　覚, 他 第２学期 朝倉 4 実習 13

地域協働学部 地域理解実習 田中　求, 他 第２学期 朝倉 4 実習 16

地域協働学部 地域理解実習 藤岡　正樹, 松本　明 第２学期 朝倉 4 実習 7

地域協働学部 地域理解実習 市川　昌広, 松本　明 第２学期 朝倉 4 実習 4

地域協働学部 地域理解実習 大石　達良, 松本　明 第２学期 朝倉 4 実習 7

地域協働学部 地域理解実習 霜浦　森平, 他 第２学期 朝倉 4 実習 16

地域協働学部 地域協働企画立案実習 田中　求 第１学期 朝倉 4 実習 7

地域協働学部 地域協働企画立案実習 石筒　覚, 佐藤　文音 第１学期 朝倉 4 実習 11

地域協働学部 地域協働企画立案実習 湊　邦生 第１学期 朝倉 4 実習 7

地域協働学部 地域協働企画立案実習 霜浦　森平, 中澤　純治 第１学期 朝倉 4 実習 12

地域協働学部 地域協働企画立案実習 松本　明 第１学期 朝倉 4 実習 7

地域協働学部 地域協働企画立案実習 吉岡　一洋, 内田　純一 第１学期 朝倉 4 実習 13

地域協働学部 地域協働企画立案実習 須藤　順 第１学期 朝倉 4 実習 6

地域協働学部 事業企画プロジェクト実習 田中　求 第２学期 朝倉 4 実習 7

地域協働学部 事業企画プロジェクト実習 石筒　覚, 佐藤　文音 第２学期 朝倉 4 実習 11

地域協働学部 事業企画プロジェクト実習 湊　邦生 第２学期 朝倉 4 実習 7

地域協働学部 事業企画プロジェクト実習 霜浦　森平, 中澤　純治 第２学期 朝倉 4 実習 12

地域協働学部 事業企画プロジェクト実習 松本　明 第２学期 朝倉 4 実習 7

地域協働学部 事業企画プロジェクト実習 吉岡　一洋, 内田　純一 第２学期 朝倉 4 実習 12

地域協働学部 事業企画プロジェクト実習 須藤　順 第２学期 朝倉 4 実習 4

地域協働学部 地域協働マネジメント実習 玉里　恵美子 第１学期 朝倉 4 実習 7

地域協働学部 地域協働マネジメント実習 鈴木　啓之, 中村　哲也 第１学期 朝倉 4 実習 10

地域協働学部 地域協働マネジメント実習 佐藤　洋子, 藤岡　正樹 第１学期 朝倉 4 実習 12

地域協働学部 地域協働マネジメント実習 大石　達良 第１学期 朝倉 4 実習 6

地域協働学部 地域協働マネジメント実習 市川　昌広 第１学期 朝倉 4 実習 7

地域協働学部 地域協働マネジメント実習 大槻　知史 第１学期 朝倉 4 実習 4

地域協働学部 地域協働マネジメント実習 俣野　秀典 第１学期 朝倉 4 実習 7

地域協働学部 地域協働マネジメント実習 齊藤　雅洋 第１学期 朝倉 4 実習 7

地域協働学部 教えるプロジェクト実習 玉里　恵美子 第２学期 朝倉 4 実習 7

地域協働学部 教えるプロジェクト実習 鈴木　啓之, 中村　哲也 第２学期 朝倉 4 実習 10

地域協働学部 教えるプロジェクト実習 佐藤　洋子, 藤岡　正樹 第２学期 朝倉 4 実習 12

地域協働学部 教えるプロジェクト実習 大石　達良 第２学期 朝倉 4 実習 6

地域協働学部 教えるプロジェクト実習 市川　昌広 第２学期 朝倉 4 実習 7

地域協働学部 教えるプロジェクト実習 大槻　知史 第２学期 朝倉 4 実習 4

地域協働学部 教えるプロジェクト実習 俣野　秀典 第２学期 朝倉 4 実習 7

地域協働学部 教えるプロジェクト実習 齊藤　雅洋 第２学期 朝倉 4 実習 7

地域協働学部 地域協働実践・卒業研究 中澤　純治, 他 通年 朝倉 4 演習 49

地域協働学部 地域協働実践・卒業研究 中澤　純治, 他 通年 朝倉 4 演習 49

土佐さきがけプログラム トレーニング実習 後藤　雄 第１学期 朝倉 1 実習 6



土佐さきがけプログラム 専門実技演習I（陸上競技） 宮本　隆信 第１学期集中 朝倉 2 演習 1

土佐さきがけプログラム 専門実技演習I（剣道） 矢野　宏光 第１学期集中 朝倉 2 演習 2

土佐さきがけプログラム 専門実技演習I（サッカー） 矢野　宏光 第１学期集中 朝倉 2 演習 1

土佐さきがけプログラム 専門実技演習II（陸上競技） 宮本　隆信 第１学期集中 朝倉 2 実技 2

土佐さきがけプログラム 専門実技演習II（バスケットボール） 幸　篤武 第１学期集中 朝倉 2 実技 1

土佐さきがけプログラム 専門実技演習II（剣道） 矢野　宏光 第１学期集中 朝倉 2 実技 2

土佐さきがけプログラム 専門実技演習II（サッカー） 矢野　宏光 第１学期集中 朝倉 2 実技 2

土佐さきがけプログラム 専門実技演習III（陸上競技） 宮本　隆信 第１学期集中 朝倉 2 実技 1

土佐さきがけプログラム 専門実技演習III（剣道） 矢野　宏光 第１学期集中 朝倉 2 実技 1

土佐さきがけプログラム 専門実技演習III（サッカー） 矢野　宏光 第１学期集中 朝倉 2 実技 2

土佐さきがけプログラム スポーツ医科学論 後藤　雄 第１学期集中 朝倉 2 講義 3

土佐さきがけプログラム テーピング実習 吉田　修 第２学期集中 朝倉 1 実習 5

土佐さきがけプログラム スポーツ指導演習 矢野　宏光 通年集中 朝倉 2 演習 2

土佐さきがけプログラム GS特別講義I 森　勝伸, 恩田　歩武 第１学期集中 朝倉 2 講義 2

土佐さきがけプログラム GS特別講義II 森　勝伸, 恩田　歩武 第２学期集中 朝倉 2 講義 2

土佐さきがけプログラム GS実験I 森　勝伸, 他 第１学期集中 朝倉 2 実験 3

土佐さきがけプログラム GS実験II 恩田　歩武, 他 第２学期集中 朝倉 2 実験 3

土佐さきがけプログラム GS実験III 森　勝伸, 他 第１学期集中 朝倉 2 実験 3

土佐さきがけプログラム GS実験IV 森　勝伸, 他 第２学期集中 朝倉 2 実験 3

土佐さきがけプログラム 知的財産論 恒川　典之 第２学期集中 朝倉 1 講義 1

土佐さきがけプログラム 科学者倫理学 末永　仁士 第１学期集中 朝倉 1 講義 1

土佐さきがけプログラム GS課題研究 森　勝伸, 恩田　歩武 通年 朝倉 8 演習 1

土佐さきがけプログラム 科学英語 マイケル　シャープ 第１学期 朝倉 2 講義 3

土佐さきがけプログラム Public Speaking in English 柴田　雄介 第１学期 朝倉 2 演習 9

土佐さきがけプログラム English for Global Communication マイケル　シャープ 第１学期 朝倉 2 講義 8

土佐さきがけプログラム Graduation Reviews マイケル　シャープ 通年集中 朝倉 2 演習 9

土佐さきがけプログラム 実践中国語総合演習 前西　繁成, 林　美範 第１学期集中 朝倉 2 演習 7

土佐さきがけプログラム 実践ビジネス中国語 前西　繁成, 林　美範 第１学期集中 朝倉 2 演習 6

土佐さきがけプログラム 卒業課題研究 前西　繁成 通年集中 朝倉 2 演習 9

土佐さきがけプログラム 実践ビジネス日本語 前西　繁成, 蓮　行 通年集中 朝倉 2 演習 11

土佐さきがけプログラム 日中対照文化論 高橋　俊 第１学期集中 朝倉 2 講義 10

土佐さきがけプログラム 東・東南アジア文化論 遠藤　隆俊, 他 第２学期 朝倉 2 講義 10

土佐さきがけプログラム グローバル時代の日本 前西　繁成 第１学期 朝倉 2 講義 8

土佐さきがけプログラム Political Economy of Japan 新納　宏 第１学期 朝倉 2 講義 11

土佐さきがけプログラム Academic Writing in English マイケル　シャープ 第２学期 朝倉 2 演習 6

土佐さきがけプログラム 実践ビジネス中国語 前西　繁成, 林　美範 通年集中 朝倉 2 演習 4

土佐さきがけプログラム 海外研修・インターンシップI 前西　繁成, 他 通年集中 朝倉 1 講義 9

土佐さきがけプログラム 海外研修・インターンシップII 前西　繁成, 他 通年集中 朝倉 2 実習 2

土佐さきがけプログラム 海外研修・インターンシップIII（事後指導 前西　繁成, 他 通年集中 朝倉 1 演習 6

土佐さきがけプログラム 国内研修・インターンシップII 前西　繁成 通年集中 朝倉 2 実習 2

土佐さきがけプログラム 国内研修・インターンシップIII（事後指導 前西　繁成, 他 通年集中 朝倉 1 演習 3

土佐さきがけプログラム English for International Studies I マイケル　シャープ 第１学期 朝倉 2 演習 9

土佐さきがけプログラム English for International Studies II マイケル　シャープ 第２学期 朝倉 2 演習 8

土佐さきがけプログラム 実践中国語演習I 松岡　碧水 第１学期 朝倉 2 演習 7

土佐さきがけプログラム 実践中国語演習II 松岡　碧水 第２学期 朝倉 2 演習 7

土佐さきがけプログラム 実践日本語演習I 前西　繁成, 石川　啓子 第１学期 朝倉 2 演習 1

土佐さきがけプログラム 実践日本語演習II 石川　啓子 第２学期 朝倉 2 演習 1

土佐さきがけプログラム 実践中国語演習III 松岡　碧水 第１学期 朝倉 2 演習 3

土佐さきがけプログラム 実践中国語演習IV 松岡　碧水 第２学期 朝倉 2 演習 2

土佐さきがけプログラム English for International Studies III マイケル　シャープ 第１学期 朝倉 2 演習 9

土佐さきがけプログラム English for International Studies IV マイケル　シャープ 第２学期 朝倉 2 演習 8

土佐さきがけプログラム 対人コミュニケーション論 前西　繁成, マイケル　シャープ 第２学期集中 朝倉 2 講義 6

土佐さきがけプログラム 実践中国語特別演習I 前西　繁成 第１学期 朝倉 2 演習 8

土佐さきがけプログラム 実践中国語特別演習II 前西　繁成 第２学期 朝倉 2 演習 6

土佐さきがけプログラム 国際講座I 前西　繁成, 他 第２学期集中 朝倉 2 講義 7

土佐さきがけプログラム 国際講座II 前西　繁成 第２学期集中 朝倉 2 講義 7

土佐さきがけプログラム 国際講座III 前西　繁成 第１学期集中 朝倉 2 講義 10

土佐さきがけプログラム 国際講座IV 前西　繁成 第２学期集中 朝倉 2 講義 9

土佐さきがけプログラム 地球的課題と法 前西　繁成 第２学期 朝倉 2 講義 8

土佐さきがけプログラム 国際政治のニュー・フロンティア 前西　繁成 第２学期 朝倉 2 講義 7

土佐さきがけプログラム IELTS講座I 柴田　雄介 第１学期 朝倉 2 講義 9

土佐さきがけプログラム IELTS講座II 柴田　雄介 第２学期 朝倉 2 講義 20

土佐さきがけプログラム Japanese Studies I: Language 前西　繁成, 石川　啓子 第１学期集中 朝倉 2 講義 10

土佐さきがけプログラム Japanese Studies II: Culture 前西　繁成, マイケル　シャープ 第１学期集中 朝倉 2 講義 14

土佐さきがけプログラム Japanese Studies III: Kochi Studies 前西　繁成, マイケル　シャープ 第１学期集中 朝倉 2 講義 13

土佐さきがけプログラム International Journalism and Media マイケル　シャープ 第１学期 朝倉 2 演習 6

土佐さきがけプログラム 多文化経営論 前西　繁成 第１学期 朝倉 2 講義 5

土佐さきがけプログラム 卒業論文 岩崎　貢三 通年 物部 6 実習 1

土佐さきがけプログラム 卒業論文 枝重　圭祐 通年 物部 6 実習 1



土佐さきがけプログラム 卒業論文 柏木　丈拡 通年 物部 6 実習 1

土佐さきがけプログラム 卒業論文 島村　智子 通年 物部 6 実習 1

土佐さきがけプログラム 卒業論文 曵地　康史 通年 物部 6 実習 1

土佐さきがけプログラム 卒業論文演習I 岩崎　貢三 第１学期 物部 1 演習 1

土佐さきがけプログラム 卒業論文演習I 枝重　圭祐 第１学期 物部 1 演習 1

土佐さきがけプログラム 卒業論文演習I 柏木　丈拡 第１学期 物部 1 演習 1

土佐さきがけプログラム 卒業論文演習I 島村　智子 第１学期 物部 1 演習 1

土佐さきがけプログラム 卒業論文演習I 曵地　康史 第１学期 物部 1 演習 1

土佐さきがけプログラム 卒業論文演習II 岩崎　貢三 第２学期 物部 1 演習 1

土佐さきがけプログラム 卒業論文演習II 枝重　圭祐 第２学期 物部 1 演習 1

土佐さきがけプログラム 卒業論文演習II 柏木　丈拡 第２学期 物部 1 演習 1

土佐さきがけプログラム 卒業論文演習II 島村　智子 第２学期 物部 1 演習 1

土佐さきがけプログラム 卒業論文演習II 曵地　康史 第２学期 物部 1 演習 1

土佐さきがけプログラム 生命と環境II 永田　信治, 他 通年集中 物部 2 講義 2

土佐さきがけプログラム 実践英語セミナー 永田　信治 第１学期集中 物部 1 演習 2

土佐さきがけプログラム 生命・環境学集中実習 永田　信治, 他 通年集中 物部 1 実習 1

土佐さきがけプログラム 研究室インターン実習I 永田　信治, 他 第１学期集中 物部 1 実習 2

土佐さきがけプログラム 研究室インターン実習II 永田　信治, 他 第１学期集中 物部 1 実習 2

土佐さきがけプログラム 研究室インターン実習III 永田　信治, 他 第２学期集中 物部 1 実習 2

土佐さきがけプログラム 研究室インターン実習IV 永田　信治, 他 第２学期集中 物部 1 実習 2

土佐さきがけプログラム 産官学連携インターンシップ 永田　信治 通年集中 物部 1 実習 2

全学開設科目 博物館概論 松島  朝秀 第１学期 朝倉 2 講義 94

全学開設科目 博物館経営論 松島  朝秀, 他 第２学期集中 朝倉 2 講義 85

全学開設科目 博物館資料論 松島  朝秀 第２学期 朝倉 2 講義 76

全学開設科目 博物館資料保存論 松島  朝秀 第１学期 朝倉 2 講義 83

全学開設科目 博物館展示論 松島  朝秀 第１学期 朝倉 2 講義 82

全学開設科目 博物館教育論 松島  朝秀 第２学期前半 朝倉 1 講義 73

全学開設科目 博物館情報・メディア論 大野　加惠 第１学期集中 朝倉 2 講義 92


