
義
講
中
集

）
期
前
年
２
（
項
事
意
注 １．授業科目の選択にあたっては、必ず各自のクラスに割り当てられた科目（所属クラスの横列にある科目）を履修してください。

　　ただし、「身体運動科学実習Ⅱ」については、授業時間割上で割り当てられたクラスに所属しない学生も履修できます。
２． （色の枠）は、複数学部を対象として開講する科目で、その時間枠で受講する場合は、開講されている科目の中から選択して履修してください。
３． （無色の枠）は、所属クラスや所属学部・学科単位で開講される科目です。
４．一つの時限に同じ名称の科目で複数の担当教員の記載がある箇所、クラスの横列の中間で分かれている場合、同じ時限に同じ名称の授業が複数開講されている場合は、受講クラスの指定をしています。
５．受講クラスを指定する場合については、各学部の公用掲示板に掲示などにより連絡します。
６．受講する授業科目の必修や選択必修の区分、及び修得単位数については、「基幹教育履修要項」の「各学部・学科の履修細目」で確認してください。
７．記載されている科目のうち、【３年以上対象】と記載のある科目は２年次では履修できません。
８．時間割の変更は、センターゾーンの公用掲示板（時間割関係）及び各学部の公用掲示板でお知らせします。特に学期開始後１・２ヶ月間は変更が多くありますので注意してください。

右の科目は集中講義で実施します。
履修登録・授業期間・場所等の詳細は、決定次第、掲示でお知らせします。
右表以外の科目が新たに開講される場合も掲示でお知らせします。

「夏季開講」とある科目は夏季休業期間中に開講されます。後期の集中講義でも前期
中に受講者募集がありますので、掲示に注意してください。

区分 科目名 担当教員
総合科目（フロンティア科目） 現代企業分析 大坪
総合科目（フロンティア科目） 現代経済事情 葉
総合科目（フロンティア科目） バイオエシックス入門 丸山（マ）
総合科目（フロンティア科目） 命のあり方･尊さと食の連関 中野（豊）
総合科目（フロンティア科目） グローバル社会を生きるⅠ 相澤
総合科目（フロンティア科目） グローバル社会を生きるⅡ 相澤
総合科目（フロンティア科目） セキュリティエンジニアリング演習（サーバー構築編） 金子（晃）
総合科目（フロンティア科目） サイバーセキュリティ演習 岡村（耕）
総合科目（フロンティア科目） サイバーセキュリティ演習 小出
言 語 文 化自由 選 択 科目 速習オランダ語 （夏季集中）田畑（義）
総合科目（オープン科目） The Future of East Asia under Globalization 崔
総合科目（オープン科目） インストラクショナル デザイン論 （夏季集中）芳賀

区分 科目名 担当教員
総合科目（オープン科目） グローバルアジェンダへの理解 崔
総合科目（オープン科目） ソフトウェア技術を利用したシステム構築のための技術論Ⅱ 岡村（耕）
総合科目（オープン科目） ディベート教育国際研究プロジェクト 井上（奈）
総合科目（オープン科目） 森林科学入門（夏の北方林コース）　 （夏季集中）智和
総合科目（オープン科目） 森林科学入門（山岳森林コース） （夏季集中）菱
総合科目（オープン科目） 森林科学入門（里山林コース） 榎木
総合科目（オープン科目） 水圏生態環境学入門 鬼倉
総合科目（オープン科目） 地域を守る災害と防災の基礎知識 西山（浩）
総合科目（オープン科目） 東アジア社会変動の理解 崔
総合科目（オープン科目） 望遠鏡で見る宇宙環境 中島（健）
総合科目（オープン科目） 未来を支える医系バイオベンチャー 杉山（大）
総合科目（QREC提供科目） アントレプレナーシップ・マーケティング応用 平野

区分 科目名 担当教員
総合科目（QREC提供科目） イノベーション・マネジメント （夏季集中）原田（裕）
総合科目（QREC提供科目） グローバルPBLプログラム （通年）平井（康）
総合科目（QREC提供科目） ソーシャル・アントレプレナーシップ 五十嵐
総合科目（QREC提供科目） デジタル工作入門 金子（晃）
総合科目（QREC提供科目） ニュービジネス・クリエーション 杉本（将）
総合科目（QREC提供科目） 新興国アントレプレナーシップ （通年）アシル
総合科目（QREC提供科目） QRECインターンシップ （通年）五十嵐
高 年 次 基 幹 教 育 科 目 漢方医薬学 貝沼
高 年 次 基 幹 教 育 科 目 インフォームドコンセント 菊川
高 年 次 基 幹 教 育 科 目 アクセシビリティマネジメント研究 田中（真）
高 年 次 基 幹 教 育 科 目 プレゼンテーション基礎 田村
高 年 次 基 幹 教 育 科 目 レトリック基礎 田村

月　　曜　　日 火　　曜　　日 水　　曜　　日 組 木　　曜　　日 金　　曜　　日 組人員
学
科

学
部1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

共
創
二
年
（
Ｉ
２
）

1 共 （春）（夏）学術英語C・テーマベース
（春）44（夏）45 ボストン 1501

（春）（夏）学術英語C・スキルベース
（春）46（夏）47 ホール.M    1305
（春）48（夏）49ペインターアンガス 1306

言語文化基礎科目
（L2-1～5, S2-14～23に同じ）

1 1 50 共
2 共 2 2 50 共

伊　
　

都　
　

地　
　

区　
　
　
　

文
科
二
年
（
Ｌ
２
）

1 文

高年次基幹教育科目

72 法文化学入門
江口（厚）　　　　

E-大講義室Ⅱ　 

言語文化基礎科目

48 フランス語プラティクⅡ
ボシール　　 1308

49 中国語実践Ⅱ
董　　　　　2108

言語文化基礎科目

（春）（夏）学術英語C・テーマベース
（春）46（夏）47 ハズウェル　

1408

高年次基幹教育科目

76 ＥＵ論基礎―制度と経済―
岩　田　　　　　

E-大講義室Ⅱ
（春）77 社会調査法ⅠＡ

安　永　　　1303
（夏）78 社会調査法ⅠＢ

安　永　　　1303
79 教育学特論

江口（潔）　  　　 
E-B-112

05 現代史Ⅲ
熊　野  E-D-105  

健康・スポーツ科目

96 健康・スポーツ科学講義Ⅱ
斉藤（篤）　  1401

97 身体運動科学実習Ⅱ
増　本　　　　　　　

98 身体運動科学実習Ⅲ
99 身体運動科学実習Ⅳ

西村（秀）　  　　　　

言語文化基礎科目

46 スペイン語Ⅲ
山　村　E-D-106

47 ドイツ語プラクティムⅡ
福　元　　　1406

48 フランス語プラティクⅡ
ボシール　　1308

49 中国語実践Ⅱ
中里見　　　1409

高年次基幹教育科目

（S2-24～28に同じ）

高年次基幹教育科目

90 ローマ法史

五十君　E-D-105

健康・スポーツ科目
（Ｓ2-4,14～28に同じ）

言語文化基礎科目
ドイツ語Ⅲ
47 堀口（順） 1305
フランス語Ⅲ
48 甲斐 1306
中国語Ⅲ
50 李（麗） E-E-109
ロシア語Ⅲ
51 佐藤（正） E-E-101
韓国語Ⅲ
52 辻野 E-E-110
スペイン語Ⅲ
53 ミニーニョ 1307

1

言語文化基礎科目

47 中国語実践Ⅱ
李（麗）　E-E-112 

高年次基幹教育科目

90 日本国憲法
　 【３年以上対象】

田中（晶）　E-D-103  

言語文化基礎科目

50 中国語実践Ⅱ
李（麗）　E-E-112 

健康・スポーツ科目
（S2-1～5,15～28,34～37に同じ）

言語文化基礎科目

（春）（夏）学術英語C・テーマベース
（春）44（夏）45 ウロブレスキ

1303
（春）（夏）学術英語C・スキルベース

（春）46（夏）47 アレレス　　
1304

49 中国語実践Ⅱ
中里見　　　1409

（春）57 日本語Ⅴ
（水5に同じ）

斉藤（信）  　5204
（夏）58 日本語Ⅵ
（水5に同じ）

斉藤（信）  　5204
（春）59 日本語Ⅶ
（水5に同じ）

郭　　　  　5206

1 47 文
2 文 2 2 47 文
3 文 3 3 47 文
4 文・国際 学術英語Ｃ

（I2-1,2 に同じ） 4 4 10 文・国際
5 教育

（春）（夏）学術英語C・テーマベース
（春）58（夏）59 土　屋 1303

（春）学術英語C・テーマベース
（春）60 ウロブレスキ 1601

（春）（夏）学術英語C・スキルベース
（春）61（夏）62 ヤール 1306

（夏）学術英語C・スキルベース
（夏）63 ウロブレスキ 1601

5 5 46 教育
6 法 言語文化基礎科目

ドイツ語Ⅲ
82 栗山（暢） 2301
83 堀口（里） 2408
フランス語Ⅲ
84 佐藤（典） E-E-102
85 倉方 E-E-103
中国語Ⅲ
86 李（麗） E-E-109
87 王（貞） 2309
88 祝 2402
ロシア語Ⅲ
89 佐藤（正） E-E-101
韓国語Ⅲ
90 李（相） E-E-110
スペイン語Ⅲ
91 蔦原 2401

学術英語C
（S2-1～5,24～28に同じ）

6 6 48 法
7 法 7 7 48 法
8 法 8 8 47 法
9 法 9 9 46 法
10 経

健康・スポーツ科目
（Ｓ2-4,14～28に同じ）

10 10 47 経
11 経 11 11 47 経
12 経 12 12 47 経
13 経工

言語文化基礎科目
（L2-1～5に同じ）

13 13 43 経工
14 経工 14 14 42 経工

各
地
区

21世紀
プログラム

高年次基幹教育科目
（L2-1～14,S2-14～28，

34～37に同じ）

高年次基幹教育科目

（S2-24～28に同じ）
高年次基幹教育科目

（L1-1～4に同じ）
21 世紀 
プログラム 26 21 世紀 

プログラム

伊　
　

都　
　

地　
　

区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

理
科
二
年
（
Ｓ
２
）

1 理・物理 29 数学演習Ⅱ
並　川　　　2105

25 基幹物理学Ⅱ
中　西　　　2306

数理統計学（S2-5に同じ）
細胞生物学（S2-2.3に同じ）

【 伊 都 地 区 】
高年次基幹教育科目

90 日本国憲法
　 【３年以上対象】

梶　原　　　2403

22 有機物質化学
伊藤（芳）  　1304 42 物理学の進展

木村（康）・坂口・羽田　　 
2406

43 分子生物学
釣　本　　　2305

（春）（夏）学術英語C・テーマベース
（春）45（夏）46 鎌　田   1302

（春）学術英語C・テーマベース
（春）47 デカマス　　1303

（春）（夏）学術英語C・スキルベース
（春）48（夏）49 ブライセチ 1307

（夏）学術英語C・スキルベース
（夏）50 デカマス     1308

無機物質化学
（S2-5に同じ）

言語文化基礎科目

（春）（夏）学術英語C・テーマベース
（春）44（夏）45 大　塚 1302

1

言語文化基礎科目

（春）（夏）学術英語C・スキルベース
（春）44（夏）45 アームストロング

1302

1 55 理・物理

2 理・化学 30 情報科学　 　 石田（俊）1502
31 最先端地球科学　川　村   1402

26 基幹物理学Ⅱ
水野（大）  　2308 73 細胞生物学

斎　藤　　　2308

23 プログラミング演習
松　永　　　1401 95 現代化学

宇都宮　　　2303

2 2 62 理・化学

3 理・
地球惑星

数学演習Ⅱ
（S2-1に同じ） 29 基幹物理学Ⅱ

渡部（行）  　1308

27 宇宙科学概論
関　谷　　　2201

24 プログラミング演習
佐　藤　　　1602 3 3 45 理・

地球惑星

5 理・生物 最先端地球科学（S2-2に同じ）
数学演習Ⅱ（S2-1に同じ）

74 数理統計学
原（隆）  　　2404

高年次基幹教育科目
（S2-24～28に同じ）

44 微分積分学・同演習Ⅲ
大　津　　　2203

94 無機物質化学
高橋（和）  　1402 5 5 46 理・生物

4 理・数学

高年次基幹教育科目
（春）80 科学の歴史Ａ

金　山　　　2104
（夏）81 科学の歴史Ｂ

金　山　　　2104
82 現代社会Ⅰ

杉　山　　　2214
83 現代史Ⅰ

永　島　　　2216
84 環境調和型社会の構築

久　場　　　　　
工学部第1講義室

（春）85 生物多様性と人間文化Ａ
山　下　　　2404

（夏）86 生物多様性と人間文化Ｂ
荒　谷　　　2404

87 文化と社会の理論
鏑　木　　　2304

（春）90 アントレプレナーシップ・
組織論基礎

山　田　　　2306
（夏）91 アントレプレナーシップ・
戦略論基礎

五十嵐　　　2306
（春）92 脳情報科学入門
　 【３年以上対象】 

岡本（剛）  　2301

健康・スポーツ科目
（Ｉ2-1,2,Ｌ2-1～14に同じ）

30 数理統計学
廣　瀬　　　2106

基幹物理学Ⅱ
（S2-1,2に同じ）

健康・スポーツ科目

身体運動科学実習Ⅱ
80 内　田 
81 東（和）
82 河　津

学術英語C
（S2-24～28に同じ） 4 4 50 理・数学

14 工・建築

言語文化基礎科目

（春）57 日本語Ⅴ
斉藤（信）  　5204

（夏）58 日本語Ⅵ
斉藤（信）  　5204

（春）59 日本語Ⅶ
郭　　　  　5206

14 （春）（夏）学術英語C・テーマベース
（春）48（夏）49 鈴木（隆）1302

（春）27 世界建築史　堀 イーストゾーンD105
（夏）28 日本建築史　木島 イーストゾーンA117 14 58 工・建築

15 工・
電気情報 （春）（夏）学術英語C・テーマベース

（春）72（夏）73 谷口（秀） 2213
（春）（夏）学術英語C・スキルベース

（春）74（夏）75 ホール.M 1405
（春）76（夏）77 レイカー 1402

数学演習Ⅱ
38（電気電子）

池　上　　　2104
39（電子通信）

古　閑　　　2210
40（計算機）

倉　爪　　　2212

15 32 基幹物理学Ⅱ
坂　口　　　1403

健康・スポーツ科目

80 身体運動科学実習Ⅱ
杉山（佳）　　　　　　

81 身体運動科学実習Ⅱ
山本（敬）　　　　　　

15 51 工・
電気情報

16 工・
電気情報 16 16 51 工・

電気情報
33 基幹物理学Ⅱ

松　清　　　210417 工・
電気情報 17 17 51 工・

電気情報

18 工・
物質科学 37 基礎化学結合論

藤ヶ谷　　　2104
24 分子生物学

上　平　　　2306 【工,物質,応化コース３年生】
78 学術英語３・科学英語

藤ヶ谷　　　0000

46 学術英語３・個別テーマ　梶原
　（化学プロセス・生命工学コース：4年生）
47 学術英語３・個別テーマ　中野（博）
　（材料科学工学コース：4年生）
※集中講義で実施（曜日時限等詳細は掲示で確認）

25 基礎化学熱力学
岸　田　　　1402

18
【工,物質,材料科学工学コース3年生】
84 学術英語３・科学英語

加　藤　　　0000

18 55 工・
物質科学

19 工・
物質科学 19 19 54 工・

物質科学
38 分子生物学

神　谷　　　2306
25 基礎化学結合論

原田（賢）  　2216
26 基礎化学熱力学

田中（敬二）   140320 工・
物質科学 20 20 54 工・

物質科学

21 工・
地球環境

16 細胞生物学
水　上　　　2303

22 数理統計学
江　崎　　　1302

（春）19 地球科学
中野（伸）  　2404

高年次基幹教育科目
（S2-24～28に同じ）

　　41 空間表現実習Ⅰ
吉　武　　製図室

21
24 細胞生物学

射　場　　　2305

（春）（夏）学術英語C・テーマベース
（春）80（夏）81 江口（巧）1303

（春）（夏）学術英語C・スキルベース
（春）82（夏）83 下　條  1408

76 微分積分学・同演習Ⅲ
蔦　谷　　　1303

35 基礎化学熱力学
後藤（雅）  　2403

21 49 工・
地球環境

22 工・
地球環境 22 22 48 工・

地球環境16 細胞生物学
水　上　　　2303

23 数理統計学
原（隆）  　　1303

77 微分積分学・同演習Ⅲ
翁　　　　　130223 工・

地球環境 23 23 48 工・
地球環境

24 工・
エネルギー

高年次基幹教育科目

90 日本国憲法
　 【３年以上対象】

梶　原　　　2215

42 基礎化学結合論
渡　邉　　　2407

（春）（夏）学術英語C・テーマベース
 （春）74（夏）75 鎌　田　2212
 （春）76（夏）77 オドワイヤー

2213
（春）（夏）学術英語C・スキルベース
 （春）78（夏）79 ブライセチ

1308
 （春）80（夏）81 パーウェルス

1405

学術英語C
（S2-1～5に同じ）

24 24 48 工・
エネルギー

25 工・
エネルギー 25 25 47 工・

エネルギー

26 工・
機械航空 26 34 微分積分学・同演習Ⅲ

蔦　谷　　　2307
23 無機物質化学

宗　藤　　　2304
26 55 工・

機械航空

27 工・
機械航空 27 27 55 工・

機械航空
35 無機物質化学

出　光　　　1303
24 微分積分学・同演習Ⅲ

翁　　　　　230728 工・
機械航空 28 28 54 工・

機械航空

34 農
36 生態系の科学

高　須　　　　　
ウエスト5号館232

26 基礎生物有機化学
堤・北岡　　　　　
ウエスト5号館232

（春）（夏）学術英語C・テーマベース
（春）70（夏）71 岡本（太）　2107

（春）（夏）学術英語C・スキルベース
（春）72（夏）73 ホール.M　1306 31 基礎化学結合論

巽　　　　　　　
ウエスト5号館232

28 数理統計学
川　口　　　　　
ウエスト5号館220

75 集団生物学
安　井　　　　　
ウエスト5号館232

64 分子生物学
飯　田　　　　　
ウエスト5号館232

37 基礎化学熱力学
西　本　　　　　
ウエスト5号館222

34
21 基礎生化学

角田・沖野　　　　
ウエスト5号館232

34 57 農
35 農 35 35 57 農
36 農 （春）（夏）学術英語C・テーマベース

（春）54（夏）55 高　橋　1405
（春）（夏）学術英語C・スキルベース
（春）56（夏）57 生　田　1406

29 集団生物学
紙　谷　　　　　
ウエスト5号館232

76 数理統計学
川　口　　　　　
ウエスト5号館220

65 分子生物学
酒井（譲）　　　　
ウエスト5号館220 

36 36 56 農
37 農 37 37 56 農

病　

院　

地　

区

6 医・医学 　　14 細胞生物学
近藤（久）

※集中講義で実施（曜日時限等詳細は掲示で確認）

高年次基幹教育科目

93 医療における倫理
島　添　　　　　

臨床大講堂
（ウエストウイング）

6 6 62 医・医学

7 医・医学 7 7 61 医・医学
医・生命 医・生命

8 医・保健
（看護）

（春）（夏）学術英語C・テーマベース
（春）69 浜　本　総合研究棟102
（夏）70 浜　本　基礎Ａ棟第1講義室
（春）（夏）学術英語C・スキルベース
（春）71 ターナー　保健学科講義棟第１講義室
（夏）72 ターナー　保健学科講義棟第3講義室

（春）（夏）学術英語C・スキルベース
（春）44（夏）45 横　森  0000

8 8 68 医・保健
（看護）

9 医・保健
（放射）

66 電気電子工学入門
高橋（昭） 保健学科講義棟第２講義室 9 9 33 医・保健

（放射）

10 医・保健
（検査） 10 10 33 医・保健

（検査）

11 歯 40 数理統計学
田中（勝）　歯学部講義室Ｃ

79 学術英語３・個別テーマ
　 【5年生】

築　山　歯学部講義室B
32 分子生物学

片　山　薬学部第1講堂
高年次基幹教育科目
81 社会と健康【３年以上対象】

石井（祐次）　薬学部第2講堂 

30 情報科学
石田（俊）歯学部講義室Ｂ

（春）（夏）学術英語C・テーマベース
（春）58（夏）59 浜　本

薬学部第2講堂 
（春）（夏）学術英語C・スキルベース
（春）60（夏）61 ターナー

歯学部講義室Ｂ

11 50 学術英語３・個別テーマ
【5年生対象】　築　山　201講義室 11 53 歯

12 薬・
創薬科学

50 学術英語３・科学英語

【3年以上対象】
ホセ　　　　　　　
薬学部本館第4講堂

27 数理統計学
田中（勝）　　　　

薬学部第1講堂

12 12 49 薬・
創薬科学

13 薬・
臨床薬学 13 13 30 薬・

臨床薬学

大
橋
地
区

29 芸・
環境設計 高年次基幹教育科目

94 サイバー空間デザイン
牛　尼　 　　511

95 デザインと観察
尾　方　 　　322

健康・スポーツ科目
04 身体運動科学実習Ⅱ

村　木　　　　　　　

健康・スポーツ科目
87 身体運動科学実習Ⅱ

村　木　　　　　　　 29 36 数理統計学
笹　渕　　　 525

46 専門英語
ロウ　　　　521 29 35 芸・

環境設計

30 芸・
工業設計 30 　　36 空間表現実習Ⅱ

曽我部　　　　製図室
49 専門英語

ロウ　　　　521
24 数理統計学

大　草　　  　525 30 45 芸・
工業設計

31 芸・
画像設計 31 70 専門英語

吉　村　　　533
65 数理統計学

笹　渕　　　 525 31 35 芸・
画像設計

32 芸・
音響設計

80 専門英語
ロウ  　　　  512 32 数理統計学

（S2-30に同じ） 32 35 芸・
音響設計

33 芸・
芸術情報

健康・スポーツ科目
（S2-29に同じ） 33 85 専門英語

吉　村　　　532
数理統計学

（S2-31に同じ） 33 37 芸・
芸術情報

2019年度 前期　 基 幹 教 育 科 目 授 業 時 間 割 （ 2 年 生 以 上 用 ）
九　州　大　学　基　幹　教　育　院

1 2 3 4 5
8:40～10:10 10:30～12:00 13:00～14:30 14:50～16:20 16:40～18:10

曜 時 
限科年組


