
令和３年度　地域創生科学研究科前期開講科目一覧

開講区分 曜日 時限 時間割ｺｰﾄﾞ 科目名 教員 教室 建物名 日程
前期後半 月 1-2 B100101 岩盤力学特論 清木 隆文 821教室 陽8-2階 対面＆オンライン

前期 月 1-2 B100360 ﾏｲｸﾛ波･ﾐﾘ波回路工学 清水 隆志 電気電子ｾﾐﾅｰ室II 陽4-3階 対面＆オンライン
前期前半 月 1-2 B100410 森林生産育林学 大久保 達弘 森林・学生演習室 峰1A-1階 対面＆オンライン
前期後半 月 1-2 B100420 森林経済学 林 宇一 森林政策学研究室 峰1B-2階 オンライン
前期前半 月 3-4 B100203 文化人類学研究Ⅰ 金子 亜美 4B12 峰4B-1階 対面＆オンライン
前期前半 月 3-4 B100083 建築計画特論A 古賀 誉章 821教室 陽8-2階 対面
前期後半 月 3-4 B100084 建築計画特論B 古賀 誉章 821教室 陽8-2階 対面

前期 月 3-4 B100370 計算機ｱｰｷﾃｸﾁｬ特論 大津 金光 情報工学科演習室/電算室 陽9-2階 対面＆オンライン
前期前半 月 3-4 B100414 森林生態育林学 大久保 達弘 森林・学生演習室 峰1A-1階 対面＆オンライン
前期前半 月 5-6 B100034 まちをつくる経済評価の技法 阪田 和哉 コモンズ3 陽11-3階 対面
前期前半 月 5-6 B100102 地盤力学特論 海野 寿康 821教室 陽8-2階 対面
前期前半 月 5-6 B100152 日本の自然と地域生活Ⅰ 古村 学 古村学教員資料室 峰5A-3階 対面＆オンライン
前期後半 月 5-6 B100153 日本の自然と地域生活Ⅱ 古村 学 古村学教員資料室 峰5A-3階 対面＆オンライン
前期前半 月 5-6 B100205 言語普遍性と英文法研究Ⅰ 佐々木 一隆 英語系資料室 峰5A-4階 対面＆オンライン
前期後半 月 5-6 B100206 言語普遍性と英文法研究Ⅱ 佐々木 一隆 英語系資料室 峰5A-4階 対面＆オンライン
前期前半 月 5-6 B100274 遺伝子情報解析技術論 松田 勝 セミナー室 峰ｹﾞﾉﾐ棟 オンライン
前期後半 月 5-6 B100275 細胞解析技術論 児玉 豊 セミナー室 峰ｹﾞﾉﾐ棟 オンライン
前期後半 月 5-6 B100396 野生動物管理学 小寺 祐二 雑・里セミナー室 峰ﾊﾞｲｵ棟 対面

前期 月 7-10 B100005 実践経営ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ概論 長谷川 光司 ｱｶﾃﾞﾐｱﾎｰﾙ 陽10-1階 オンライン
前期前半 月 7-8 B100041 地域活動の心理学 石川 由美子 8A34 峰8A-3階 対面

前期 月 7-8 B100050 農業･農村経済学 秋山 満 オープンスペース 峰2C-3階 対面
前期後半 月 7-8 B100167 現代英語研究Ⅰ 天沼 実 天沼実教員研究室 峰6A-4階 対面＆オンライン

前期 月 7-8 B100314 分子植物生理学 野村 崇人 セミナー室 峰ｹﾞﾉﾐ棟 オンライン
前期後半 月 7-8 B100418 森林作業学 有賀 一広 森林科学科学生実習室 峰1B-1階 オンライン
前期前半 月 9-10 B100187 西洋史研究Ⅰ 下田 淳 社会分野実習室１ 峰6A-3階 オンライン
前期後半 月 9-10 B100042 ﾃﾞｻﾞｲﾝと地域 梶原 良成 美術第2演習室 峰8B-1階 対面

前期 月 9-10 B100051 農政学 秋山 満 オープンスペース 峰2C-3階 対面
前期前半 月 9-10 B100150 東ｱｼﾞｱの歴史と文化Ⅰ 松金 公正 松金公正教員研究室 峰5A-3階 対面＆オンライン
前期後半 月 9-10 B100151 東ｱｼﾞｱの歴史と文化Ⅱ 松金 公正 松金公正教員研究室 峰5A-3階 対面＆オンライン
前期後半 月 9-10 B100188 西洋史研究Ⅱ 下田 淳 社会分野実習室１ 峰6A-3階 対面

前期 月 9-10 B100254 運動発達特論 加藤 謙一 保健体育マルチルーム 峰8E-5階 対面
前期 月 9-10 B100448 生命分子光工学 玉田 洋介 先端光工学専攻演習室 陽10-3階 対面
前期 月 9-10 B100316 動物分子生理学 飯郷 雅之 セミナー室 峰ｹﾞﾉﾐ棟 オンライン
前期 月 9-10 B100330 科学技術と私たちの暮らし 山田 洋一 8A22 峰8A-2階 対面＆オンライン
前期 月 9-10 B100284 材料組織評価学 山本 篤史郎 機械システムゼミ室 陽7-1階 対面＆オンライン

前期後半 月 9-10 B100383 地域土壌圏科学 平井 英明 RLコモンズ 峰2A-3階 オンライン
前期前半 月 9-10 B100421 樹木木質学 飯塚 和也 森林科学科学生実習室 峰1B-1階 オンライン
前期前半 月 11-12 B100223 日本語教育学研究Ⅰ 鎌田 美千子 ﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾓﾝｽﾞ4 峰5B-3階 対面＆オンライン
前期後半 月 11-12 B100224 日本語教育学研究Ⅱ 鎌田 美千子 資料室 峰5C-1階 対面＆オンライン

C-Leanringから授業科目に登録のうえ，教員の指示に従って受講してください。
日程欄に「対面＆オンライン」と記載されている科目については，C-Learningで詳細な日程をお知らせいたします。



開講区分 曜日 時限 時間割ｺｰﾄﾞ 科目名 教員 教室 建物名 日程
前期 月 11-12 B100257 生涯身体発達支援論 石塚 諭 保健体育マルチルーム 峰8E-5階 対面

前期前半 火 1-2 B100079 環境設備特論A 糸井川 高穂 821教室 陽8-2階 対面
前期後半 火 1-2 B100080 環境設備特論B 糸井川 高穂 821教室 陽8-2階 対面
前期前半 火 1-2 B100111 防災ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特論 近藤 伸也 社会基盤D学科会議室 陽8-4階 対面
前期後半 火 1-2 B100112 海外ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ特論 山岡 暁 社会基盤D学科会議室 陽8-4階 対面＆オンライン
前期前半 火 1-2 B100123 地域ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄA 田村 孝浩 1A32 峰1A-3階 対面＆オンライン
前期後半 火 1-2 B100124 地域ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄB 田村 孝浩 1A32 峰1A-3階 対面＆オンライン

前期 火 1-2 B100351 信号処理特論 上村 佳嗣 情報工学科演習室 陽9-2階 対面
前期 火 1-2 B100364 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾊﾟﾜｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 船渡 寛人 電気電子工学科会議室 陽4-2階 対面＆オンライン

前期前半 火 3-4 B100219 西洋近現代哲学研究Ⅰ 山田 有希子 山田有希子教員研究室 峰6A-3階 対面＆オンライン
前期前半 火 3-4 B100025 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｴﾘｱｽﾀﾃﾞｨｰｽﾞ総合講義 磯谷 玲 ﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾓﾝｽﾞ4 峰5B-3階 対面＆オンライン

前期 火 3-4 B100026 共生社会論 長谷川 万由美 8A31教室 峰5B-3階 対面＆オンライン
前期後半 火 3-4 B100220 西洋近現代哲学研究Ⅱ 山田 有希子 山田有希子教員研究室 峰6A-3階 対面＆オンライン

前期 火 3-4 B100244 地域ｱｰﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ(美術) 株田 昌彦 図画工作室 峰8B-1階 対面＆オンライン
前期 火 3-4 B100265 音声ﾃﾞｻﾞｲﾝ支援論 小原 伸一 音楽ホール 峰7A-2階 オンライン
前期 火 3-4 B100302 感性情報処理 佐藤 美恵 情報工学科演習室 陽9-2階 対面
前期 火 3-4 B100328 栄養生理化学 蕪山 由己人 1A22 峰1A-2階 対面＆オンライン
前期 火 3-4 B100338 力学系理論 関川 宗久 331教室 陽3-3階 対面
前期 火 3-4 B100357 超伝導ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 入江 晃亘 電気電子工学科会議室 陽4-2階 対面＆オンライン

前期後半 火 3-4 B100384 園芸作物生理学 山根 健治 MDルーム 峰1D-2階 オンライン
前期前半 火 3-4 B100387 園芸ﾌｨｰﾙﾄﾞ生理学 池田 裕樹 MDルーム 峰1D-2階 対面＆オンライン
前期前半 火 5-6 B100397 生物生産環境情報工学 池口 厚男 演習室 峰1D-4階 オンライン
前期前半 火 7-8 B100412 森林工学 有賀 一広 森林科学科学生実習室 峰1B-1階 オンライン
前期後半 火 7-8 B100415 治山砂防学 執印　康裕 別途指示 峰1B-1階 オンライン

前期 火 9-10 B100015 創成工学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ演習 渡邊 信一 別途指示 陽東キャンパス各号館 対面
前期前半 水 1-2 B100132 人間の安全保障と国連Ⅰ 清水 奈名子 国際学部大会議室 峰5A-4階 オンライン
前期前半 水 1-2 B100117 土壌環境物理学A 飯山 一平 4C11 峰4C-1階 対面
前期後半 水 1-2 B100118 土壌環境物理学B 飯山 一平 4C11 峰4C-1階 対面
前期後半 水 1-2 B100141 人間の安全保障と国連Ⅱ 清水 奈名子 国際学部大会議室 峰5A-4階 オンライン

前期 水 1-2 B100327 生理活性物質化学 二瓶 賢一 1B21 峰1B-2階 対面＆オンライン
前期 水 1-2 B100349 非線形解析特論 矢嶋 徹 222教室 陽2-2階 対面
前期 水 3-4 B100058 ｿｰｼｬﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ論 西山 未真 農業経済学科大演習室 峰2C-4階 対面＆オンライン
前期 水 3-4 B100060 環境経済学 加藤 弘二 多目的スペース 峰2C-1階 対面

前期前半 水 3-4 B100105 河川工学特論 池田 裕一 821教室 陽8-2階 対面
前期後半 水 3-4 B100107 水圏環境工学特論 池田 裕一 821教室 陽8-2階 対面
前期前半 水 3-4 B100179 国際交流と日本語教育Ⅰ 吉田 一彦 4A44 峰4A-4階 オンライン
前期後半 水 3-4 B100180 国際交流と日本語教育Ⅱ 吉田 一彦 4A44 峰4A-4階 オンライン
前期前半 水 3-4 B100189 性と人権論Ⅰ 艮 香織 艮香織教員研究室 峰8B-2階 対面＆オンライン
前期後半 水 3-4 B100190 性と人権論Ⅱ 艮 香織 艮香織教員研究室 峰8B-2階 対面＆オンライン

前期 水 3-4 B100183 ｲｷﾞﾘｽ文化研究Ⅰ 出羽 尚 出羽尚教員研究室 峰5A-4階 対面＆オンライン
前期 水 3-4 B100184 ｲｷﾞﾘｽ文化研究Ⅱ 出羽 尚 出羽尚教員研究室 峰5A-4階 対面＆オンライン
前期 水 3-4 B100326 ﾌﾛﾝﾃｨｱ農芸化学 蕪山 由己人 2C12 峰2C-1階 対面＆オンライン
前期 水 3-4 B100285 生体機械工学 嶋脇 聡 721教室 陽7-2階 対面
前期 水 3-4 B100359 光制御回路工学 依田 秀彦 電気電子工学科会議室 陽4-2階 対面＆オンライン



開講区分 曜日 時限 時間割ｺｰﾄﾞ 科目名 教員 教室 建物名 日程
前期 水 3-4 B100369 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ特論 岩松 隆則 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ実験室Ⅰ 陽9-2階 オンライン

前期前半 水 3-4 B100411 森林管理政策学 山本 美穂 森林政策学研究室 峰1B-2階 オンライン
前期後半 水 3-4 B100416 森林政策学 山本 美穂 森林政策学研究室 峰1B-2階 オンライン
前期後半 水 5-6 B100011 博物学史 栗原 望 1A22 峰1A-2階 オンライン
前期前半 水 5-6 B100160 東ｱﾌﾘｶの社会開発と文化Ⅰ 阪本 公美子 4B51 峰4B-5階 対面＆オンライン
前期前半 水 5-6 B100171 日本語論述表現法Ⅰ 吉田 一彦 4A43 峰4A-4階 対面＆オンライン
前期後半 水 5-6 B100031 自然共生ﾃﾞｻﾞｲﾝ論 高橋 俊守 ワークショップ２ 陽11-2階 対面

前期 水 5-6 B100052 農業生産組織論 安藤 益夫 オープンスペース 峰2C-3階 対面
前期後半 水 5-6 B100161 東ｱﾌﾘｶの社会開発と文化Ⅱ 阪本 公美子 4B51 峰5A-5階 対面＆オンライン
前期後半 水 5-6 B100177 日本語論述表現法Ⅱ 吉田 一彦 4A43 峰4A-4階 オンライン
前期前半 水 5-6 B100233 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ時代の学校教育Ⅰ 立花 有希 立花有希教員研究室 峰5A-2階 対面＆オンライン
前期後半 水 5-6 B100234 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ時代の学校教育Ⅱ 立花 有希 立花有希教員研究室 峰5A-2階 対面＆オンライン

前期 水 5-6 B100301 数理光物理学 茨田 大輔 322教室 陽3-2階 対面
前期 水 5-6 B100347 数理科学特論 矢嶋 徹 222教室 陽2-2階 対面

前期前半 水 7-8 B100056 農村地理学 松村 啓子 演習室 峰2C-1階 対面
前期前半 水 7-8 B100125 農業農村開発と技術協力 福村 一成 1A22 峰1A-2階 対面＆オンライン

前期 水 7-8 B100240 生涯発達支援論 石川 隆行 教育心理学第2実験室 峰8B-4階 対面＆オンライン
前期 水 7-8 B100303 先端ﾌｫﾄﾆｸｽ 藤村 隆史 先端光工学専攻演習室 陽10-3階 対面

前期前半 水 7-8 B100417 森林管理計画学 松英 恵吾 森林科学科学生実習室 峰1B-1階 オンライン
前期 水 9-10 B100001 地域創生のための社会ﾃﾞｻﾞｲﾝ&ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 横尾 昇剛 5B21 峰5B-2階 対面＆オンライン
前期 水 9-10 B100001 地域創生のための社会ﾃﾞｻﾞｲﾝ&ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 横尾 昇剛 331教室 陽3-3階 対面＆オンライン
前期 水 9-10 B100001 地域創生のための社会ﾃﾞｻﾞｲﾝ&ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 横尾 昇剛 AL教室１-３ 陽11-1階 対面＆オンライン

前期前半 水 11-12 B100172 多文化教育研究I 戚 傑 別途指示 峰5A-2階 オンライン
前期後半 水 11-12 B100178 多文化教育研究Ⅱ 戚 傑 別途指示 峰5A-2階 オンライン
前期前半 木 1-2 B100109 都市計画特論 大森 宣暁 社会基盤D学科会議室 陽8-4階 対面
前期後半 木 1-2 B100110 都市交通特論 大森 宣暁 社会基盤D学科会議室 陽8-4階 対面
前期後半 木 1-2 B100280 物質ﾌﾟﾛｾｽ工学 佐藤 正秀 231教室 陽2-3階 対面＆オンライン
前期前半 木 1-2 B100282 界面化学 飯村 兼一 231教室 陽2-3階 対面＆オンライン
前期前半 木 1-2 B100381 作物生理生態学 和田 義春 MDルーム 峰1D-2階 対面＆オンライン
前期後半 木 3-4 B100040 生活文化ﾃﾞｻﾞｲﾝ論 中島 宗晧 コモンズ1 陽11-2階 対面
前期前半 木 3-4 B100036 福祉会話分析 中川 敦 陽東コモンズ2 陽11-3階 オンライン

前期 木 3-4 B100057 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ論 杉田 直樹 リフレッシュスペース 峰2C-4階 対面
前期前半 木 3-4 B100162 特別臨地研究Ⅰ マリー・ケオマノータム マリー教員資料室 峰5A-5階 対面＆オンライン
前期後半 木 3-4 B100163 特別臨地研究Ⅱ マリー・ケオマノータム マリー教員資料室 峰5A-5階 対面＆オンライン

前期 木 3-4 B100299 ﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾗｽﾞﾏ工学 湯上 登 322教室 陽3-2階 対面
前期 木 3-4 B100337 成形ﾌﾟﾛｾｽ工学 白寄 篤 721教室 陽7-2階 対面＆オンライン
前期 木 3-4 B100356 情報量統計学 藤井 雅弘 情報工学科演習室 陽9-2階 対面＆オンライン
前期 木 3-4 B100362 ﾚｰｻﾞｰ工学 東口 武史 電気電子工学科会議室 陽4-2階 対面＆オンライン

前期前半 木 3-4 B100401 食品流通工学 田村 匡嗣 1A31 峰1A-3階 対面
前期 木 5-6 B100195 ｼﾞｪﾝﾀﾞｰとｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨⅠ バーバラ・モリソン モリソン教員研究室 峰5A-4階 対面＆オンライン

前期後半 木 5-6 B100029 ｺﾐｭﾆﾃｨ政策論 石井 大一朗 ワークショップ２ 陽11-2階 対面
前期前半 木 5-6 B100075 既存建築物分析学特論A 藤本 郷史 821教室 陽8-2階 対面＆オンライン
前期後半 木 5-6 B100076 既存建築物分析学特論B 藤本 郷史 821教室 陽8-2階 対面＆オンライン
前期前半 木 5-6 B100128 貧困問題と国際協力Ⅰ 重田 康博 重田康博教員資料室 峰5C-5階 オンライン



開講区分 曜日 時限 時間割ｺｰﾄﾞ 科目名 教員 教室 建物名 日程
前期後半 木 5-6 B100137 貧困問題と国際協力Ⅱ 重田 康博 重田康博教員資料室 峰5C-5階 オンライン
前期前半 木 5-6 B100169 日本表象文化研究Ⅰ 守安 敏久 国語分野演習室１ 峰6A-2階 対面＆オンライン
前期後半 木 5-6 B100175 日本表象文化研究Ⅱ 守安 敏久 国語分野演習室１ 峰6A-2階 対面＆オンライン

前期 木 5-6 B100238 人間発達支援方法論 上原 秀一 8A32 峰8A-3階 対面＆オンライン
前期 木 5-6 B100243 生活環境創造支援論 佐々木 和也 被服実習室 峰8B-2階 オンライン

前期後半 木 5-6 B100382 植物栄養･肥料学 関本 均 RLコモンズ 峰2A-3階 対面＆オンライン
前期前半 木 7-8 B100191 東ｱｼﾞｱ比較文学比較文化研究Ⅰ 丁 貴連 丁貴連教員研究室 峰5A-2階 対面＆オンライン
前期前半 木 7-8 B100148 東ｱｼﾞｱの国際政治と歴史Ⅰ 松村 史紀 松村史紀教員資料室 峰5A-5階 対面＆オンライン
前期後半 木 7-8 B100044 地域食生活論 大森 玲子 カフェコモンズ（教室） 陽11-1階 対面
前期後半 木 7-8 B100149 東ｱｼﾞｱの国際政治と歴史Ⅱ 松村 史紀 松村史紀教員資料室 峰5A-5階 対面＆オンライン
前期後半 木 7-8 B100192 東ｱｼﾞｱ比較文学比較文化研究Ⅱ 丁 貴連 丁貴連教員研究室 峰5A-2階 オンライン

前期 木 7-8 B100258 情報ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ演習 川島 芳昭 計算機室 峰8F-2階 対面＆オンライン
前期 木 7-8 B100342 幾何数理機械工学 谷島 尚宏 721教室 陽7-2階 対面＆オンライン
前期 木 7-8 B100288 基礎/発展　電磁気学 齋藤 和史 921教室 陽9-2階 対面

前期前半 木 9-10 B100170 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化と国際的な人の移動Ⅰ 田巻 松雄 4B31 峰4B-3階 対面＆オンライン
前期後半 木 9-10 B100176 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化と国際的な人の移動Ⅱ 田巻 松雄 4B31 峰4B-3階 対面＆オンライン
前期前半 木 9-10 B100413 森林生産利用学 飯塚 和也 森林科学科学生実習室 峰1B-1階 オンライン
前期前半 木 11-12 B100027 地域人間発達支援の実際と課題 佐々木 和也 被服実習室 峰8B-2階 オンライン
前期前半 金 1-2 B100115 環境数理A 大澤 和敏 1A31 峰1A-3階 対面
前期後半 金 1-2 B100116 環境数理B 松井 宏之 1A31 峰1A-3階 対面

前期 金 1-2 B100320 物理化学要論 加藤 紀弘 212教室 陽2-1階 対面＆オンライン
前期 金 1-2 B100334 材料･接合工学 高山 善匡 機械システムゼミ室 陽7-1階 対面＆オンライン
前期 金 1-2 B100365 ﾛﾊﾞｽﾄ制御理論 平田 光男 電気電子工学科会議室 陽4-2階 対面＆オンライン
前期 金 1-2 B100395 植生管理学 西尾 孝佳 雑・里セミナー室 峰ﾊﾞｲｵ棟 対面＆オンライン

前期前半 金 3-4 B100129 防災と国際協力Ⅰ 飯塚 明子 4B54 峰4B-5階 対面＆オンライン
前期前半 金 3-4 B100085 都市解析特論A 佐藤 栄治 824教室 陽8-2階 対面＆オンライン
前期後半 金 3-4 B100086 都市解析特論B 佐藤 栄治 824教室 陽8-2階 対面＆オンライン
前期後半 金 3-4 B100024 Communication skills for Engineers 福村 一成 1A32 峰1A-3階 対面＆オンライン
前期後半 金 3-4 B100138 防災と国際協力Ⅱ 飯塚 明子 飯塚明子教員研究室 峰4B-1階 対面＆オンライン

前期 金 3-4 B100321 分子構造化学 単 躍進 212教室 陽2-1階 対面＆オンライン
前期 金 3-4 B100335 生産技術工学 佐藤 隆之介 721教室 陽7-2階 対面＆オンライン
前期 金 3-4 B100363 電気自動車 後藤 博樹 電気電子工学科会議室 陽4-2階 対面＆オンライン
前期 金 3-4 B100375 感性情報処理ｼｽﾃﾑ 石川 智治 情報工学科演習室 陽9-2階 オンライン

前期後半 金 3-4 B100394 雑草管理学 小笠原 勝 雑・里セミナー室 峰ﾊﾞｲｵ棟 対面
前期後半 金 3-4 B100404 Scientific English 福井 糧 植物生産･応用生物学化学実験室 峰1D 対面＆オンライン

前期 金 5-6 B100006 技術日本語 堀尾 佳以 日本語セミナー室 陽2-1階 対面＆オンライン
前期前半 金 5-6 B100253 身体科学特論 小宮 秀明 体育生理実習室 峰8B-1階 対面

前期 金 5-6 B100372 大規模ｼｽﾃﾑ最適化 外山 史 情報工学科演習室 陽9-2階 オンライン
前期前半 金 7-8 B100067 建築耐震設計特論A 中野 達也 821教室 陽8-2階 対面＆オンライン
前期後半 金 7-8 B100068 建築耐震設計特論B 中野 達也 821教室 陽8-2階 対面＆オンライン

前期 金 7-8 B100247 遊びと感情の社会学特論 小原 一馬 社会調査室 峰6A-3階 オンライン
前期前半 金 7-8 B100444 基礎光学Ⅰ NATHAN ADRIAN HAGEN 212教室 陽2-1階 対面
前期後半 金 7-8 B100445 基礎光学Ⅱ NATHAN ADRIAN HAGEN 212教室 陽2-1階 対面

前期 金 7-8 B100343 非線形現象の幾何学Ⅰ 酒井 一博 機械システムゼミ室 陽7-1階 対面＆オンライン



開講区分 曜日 時限 時間割ｺｰﾄﾞ 科目名 教員 教室 建物名 日程
前期 金 7-8 B100366 材料物性の量子論 石田 邦夫 223教室 陽2-2階 対面＆オンライン

前期前半 金 9-10 B100446 波動光学Ⅰ 湯上 登 多目的教室 陽1-1階 対面
前期後半 金 9-10 B100447 波動光学Ⅱ 藤村 隆史 多目的教室 陽1-1階 対面

前期 金 9-10 B100281 分子生理化学 金野 尚武 2A11 峰2A-1階 オンライン
前期集中 集中 - B100002 現代社会を見通す:生命と感性の科学 松田 勝 別途指示 オンライン
前期集中 集中 - B100010 情報電気電子ｼｽﾃﾑ工学概論 古神 義則 別途指示 対面＆オンライン
通年集中 集中 - B100013 実践ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 長谷川 光司 別途指示 対面＆オンライン
前期集中 集中 - B100014 実践ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ 中島 宗晧 AL教室３ 陽11-1階 対面＆オンライン
前期集中 集中 - B100016 International Political Economy 兒島 建彦 別途指示 対面
前期集中 集中 - B100019 国際ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 横尾 昇剛 別途指示 対面＆オンライン
前期集中 集中 - B100020 臨地研究 マリー・ケオマノータム 別途指示 対面＆オンライン
前期集中 集中 - B100227 Comparative Study of Contemporary CulturesⅠ 未定 別途指示 対面＆オンライン
前期集中 集中 - B100004 ｱｶﾃﾞﾐｯｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 松田 勝 別途指示 対面＆オンライン
前期集中 集中 - B100032 福祉経営論 海老田 大五朗 ワークショップ２ 陽11-2階 対面
前期集中 集中 - B100426 都市と地域の社会学 高木 竜輔 ワークショップ２ 陽11-2階 オンライン
前期集中 集中 - B100087 建築ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟⅠ 古賀 誉章 別途指示 対面＆オンライン
前期集中 集中 - B100088 建築ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟⅡ 古賀 誉章 別途指示 対面＆オンライン
前期集中 集中 - B100089 建築ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟⅢ 古賀 誉章 別途指示 対面＆オンライン
前期集中 集中 - B100090 建築ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟⅣ 古賀 誉章 別途指示 対面＆オンライン
前期集中 集中 - B100091 建築ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟⅤ 古賀 誉章 別途指示 対面＆オンライン
前期集中 集中 - B100092 建築ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟⅥ 古賀 誉章 別途指示 対面＆オンライン
前期集中 集中 - B100093 建築設計演習Ⅰ 古賀 誉章 別途指示 対面＆オンライン
前期集中 集中 - B100094 建築設計演習Ⅱ 古賀 誉章 別途指示 対面＆オンライン
前期集中 集中 - B100022 地域ﾃﾞｻﾞｲﾝ工学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 古賀 誉章 別途指示 対面＆オンライン
前期集中 集中 - B100023 地域ﾃﾞｻﾞｲﾝ工学ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 古賀 誉章 別途指示 オンライン

通年 集中 - B100095 建築学特別演習Ⅰ 横尾 昇剛 別途指示 対面＆オンライン
前期集中 集中 - B100136 国際NPO起業とその実践Ⅰ 重田 康博 ﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾓﾝｽﾞ4 峰5B-3階 オンライン
前期集中 集中 - B100145 国際NPO起業とその実践Ⅱ 重田 康博 ﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾓﾝｽﾞ4 峰5B-3階 オンライン
前期集中 集中 - B100228 Comparative Study of Contemporary CulturesⅡ 未定 別途指示 対面＆オンライン
前期集中 集中 - B100266 ｻｳﾝﾄﾞ･ｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝ 平井 李枝 別途指示 対面＆オンライン
前期集中 集中 - B100309 ﾊﾟﾜｰﾚｰｻﾞｰ工学 三浦 永祐 先端光工学専攻演習室 陽10-3階 対面
前期集中 集中 - B100361 ｴﾈﾙｷﾞｰ科学 川田 重夫 電気電子ｾﾐﾅｰ室Ⅰ 陽4-4階 オンライン
前期集中 集中 - B100380 地球環境史特論 相田 吉昭 MDルーム 峰1D-2階 オンライン

通年 集中 - B100405 農業生産環境保全学特別講義Ⅰ 長尾 慶和 別途指示 対面＆オンライン
通年 集中 - B100406 農業生産環境保全学特別講義Ⅱ 長尾 慶和 別途指示 対面＆オンライン
通年 集中 - B100407 農業生産環境保全学特別講義Ⅲ 松井 正実 別途指示 オンライン
通年 集中 - B100423 森林生産保全学特別講義 有賀 一広 別途指示 オンライン


	学生公開用

