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理
科
１
年

○

○

○

＊・※

＊・□

＊・△

文系ディシプリン科目

基幹物理学ⅠＡ

言語文化基礎科目 言語文化基礎科目

基幹教育セミナー

言語文化古典語科目専攻教育科目

23

20 プログラミング演習
44 ロシア語Ⅰ

45 古典ギリシア語Ⅰ

22 微分積分学・同演習Ａ

23 微分積分学・同演習Ａ
21プログラミング演習

24 25

（L1-1～3に同じ）

（担当教員はS1-1を参照）
○
2103

○　○　  1601
○　○　  2212

22 微分積分学・同演習Ａ

①

② ③

○　○　  2212

○○ 1307

○○ 1404

△　△　  2213

2215

○　○　  1602
○
2104

○
2105

1 2 3
月　　曜　　日

4 5
注
意
事
項（
１
年
前
期
）

集
中
講
義

①は時間割コードです。同一名称の科目を区別するために使用することがあります。
　WEBでの履修登録画面において，科目名の隣に表示される講義コードの下二桁と同じ数字です。
　例えば上記の科目はWEBでは「15531322」と表示されます。
②は授業担当教員名です。「※※」となっている科目は，担当教員が未定です。決定次第，掲示でお知らせします。
③は教室番号です。　教室番号は4桁の数字で表示され，桁により以下を意味します。
　1桁目：建物名（1→センター1号館，2→センター2号館）　2桁目：階数
　例えば上記の科目は「2212」となっていますので，センター2号館2階にある2212教室です。
　なお，「製図室」はセンター1号館3階，「各実験室」はセンター1号館5・6階にあります。

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。
2．　　　（色の濃い枠）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．　　　（色の薄い枠）は，複数学部の混成により受講クラスを設けている科目です。
4．　　　（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。
5．　　　（ピンクの枠）は，専攻教育科目の時間枠です。 
6．　　　　の線で囲っている箇所（左表の1限の基幹物理学ⅠA）のように，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，
　　　　　 の線で囲っている箇所（左表の2限のプログラミング演習）のように，クラスの横列の中間で分かれている場合は，受講クラスの指定があります。
7．受講クラスについては，センターゾーンの公用掲示板（クラス割関係）に掲示などにより連絡します。なお，科目によっては受講クラスの指定しない場合があります。 
8．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。  
9．理系ディシプリン科目のうち，「各学部・学科の履修細目」で「2年次以降に開講する」と記載のある科目は1年次では履修できません。
10．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）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。

区　分 科目名 担当教員
総合科目（オープン科目）
総合科目（オープン科目）
総合科目（オープン科目）
総合科目（オープン科目）
総合科目（オープン科目）
総合科目（オープン科目）
総合科目（オープン科目）
総合科目（オープン科目）
総合科目（オープン科目）
総合科目（オープン科目）
総合科目（オープン科目）
総合科目（QREC提供科目）
総合科目（QREC提供科目）
総合科目（QREC提供科目）
総合科目（QREC提供科目）
総合科目（QREC提供科目）
総合科目（QREC提供科目）

ジョーンズ 他
武内
松原
岡﨑
井上（奈）
田中（真） 他
安西
古賀 他
崔
崔
田中（真） 他
※※
朱
山田（仁）
平井
谷川
五十嵐

Introduction to the Principles of Drug Research and Development and Bioinnovation
企業の経済学 
グローバル社会における東アジアの未来 
タイの言語と文化 （夏季開講）
ディベート教育国際研究会 （夏季開講）
バリアフリー支援入門 
Powerful Presentation: learning with a Massive Open Online Course （MOOC）
フィールド科学研究入門 （夏季開講）
東アジア社会の共通課題は何か？Ⅰ （夏季開講）
東アジア社会の共通課題は何か？Ⅱ （夏季開講）
ユニバーサルデザイン研究 
アントレプレナーシップ・ファイナンスⅠ 
イノベーション・マネジメント 
アントレプレナーシップ・マネジメントⅠ 
デザイン思考 
新興国アントレプレナーシップ （夏季開講）
ＱＲＥＣインターンシップ 

ドイツ語Ⅰ
44 ○○ 46 ○○
48 ○○
フランス語Ⅰ
50 ○○
中国語Ⅰ
52 ○○ 54 ○○
韓国語Ⅰ
56 ○○
スペイン語Ⅰ
58 ○○
日本語Ⅰ 59 ○○

月　　曜　　日 火　　曜　　日 水　　曜　　日 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

文
科
一
年
（
Ｌ
１
）

1 文 文系ディシプリン科目
（L1-9～13に同じ）

理系ディシプリン科目（教養系）
（Ｌ1-5～8に同じ）

基幹物理学ⅠＡ、物理学概論Ａ
（S1-9～13に同じ）

文系ディシプリン科目
01 哲学・思想史入門	 倉田　　　2305
02 先史学入門	 溝口（孝）　2306
03 歴史学入門	 中島（楽）　2308
04 文学・言語学入門	 髙木（信）　1302
05 社会学入門	 三隅　　　2404
06 心理学入門	 中島（祥）　2406
07 法学入門	 田中（孝）　2407

言語文化基礎科目
（S1-1 ～ 7に同じ）

専 攻 教 育 科 目
2303

言語文化基礎科目
44 ロシア語Ⅰ

佐藤（正）　1307
言語文化古典語科目
45 古典ギリシア語Ⅰ

村　田　　1404

61 学術英語１・リーディング・リスニングＡ
谷口（秀）　1402

課　題　協　学　Ｂ
01 大河内・松井（康）・野瀬
02 緒方・吉国・田中（真）
03 瀧上・長谷・中山
04 島田・片岡・林（信）
05 林（篤）・施・久場

※教室等は、別途公用掲示板にてお知らせします。

言語文化古典語科目
44 ラテン語Ⅰ

國　越　　1404
健康・スポーツ科目
80 健康・スポーツ科学演習
　 （アダプテッドコース）

村　木　　　　

文系ディシプリン科目
01 歴史学入門

福田（千）　2304
02 文学・言語学入門

上　山　　2306
03 芸術学入門

青　野　　2303
04 文化人類学入門

太田（好）　2216
05 地理学入門

山下（潤）　2406
06 教育学入門

山田（政）　2407
07 政治学入門

山　尾　　2403

理系ディシプリン科目（教養系）
理系ディシプリン科目（リメディアル系）
理系ディシプリン科目（専門基礎系）

理系ディシプリン科目（教養系）
（L1-4 ～ 8に同じ）

文系ディシプリン科目
01 社会思想史

清水（靖）　2108
02 社会学入門

直　野　　2406

理系ディシプリン科目（教養系）
15 身の回りの物理学

水野（大）・河合　2306

総合科目（フロンティア科目）
総合科目（オープン科目）
（S1-1 ～ 37に同じ）

言語文化基礎科目
44 ロシア語Ⅰ

中村（美）　1307
1 文系ディシプリン科目

（S1-11～17に同じ）

理系ディシプリン科目（教養系）
(前半)15・(後半)16　（クォーター)
　 生命の科学Ｂ

阿部（芳）　2404

文系ディシプリン科目
01 歴史学入門 小笠原 2407
02 文学・言語学入門 武田（利） 2305
03 文化人類学入門 太田（好） 2406
04 社会学入門 杉山（あ） 2308
05 経済学入門 磯　谷 2403

言語文化基礎科目
（S1-1～7に同じ）

基 幹 教育セミナー
（担当教員はS1-23を参照）

理系ディシプリン科目（教養系）
（L1-5～13に同じ）

文系ディシプリン科目
（S1-21～28に同じ）

80 健康･スポーツ科学演習
内田（若）　　　

学術英語１・ライティング・スピーキングＡ
52 大園	 2206
53 志水（智）	 1404
54 アームストロング	1307
55 ローウェンスタイン	1306

言語文化基礎科目 1 53 文
2 文 62 学術英語１・リーディング・リスニングＡ

江口（巧）　2202 2 健康・スポーツ科目 81 健康･スポーツ科学演習
山　㟢　　　　

基 幹 教育セミナー
（担当教員はS1-28を参照） 2 53 文

3 文 学術英語１・ライティング・スピーキングＡ
63 スピア	 1305
64 デカマス	 1304
65 クイン･B	 1306
66 グイン・M	1307

3 44 学術英語１・リーディング・リスニングＡ
馬　渡　　1305

基 幹 教育セミナー
（担当教員はS1-23を参照）

82 健康･スポーツ科学演習
藤　木　　　　

言語文化基礎科目
44 ロシア語Ⅰ

佐藤（正）　1307
3 53 文

4 教育 文系ディシプリン科目
理系ディシプリン科目（教養系）

言語文化基礎科目
ドイツ語Ⅰ
44	福元	 2205	 45	栗山（暢）	2214
46	恒川	 2213	 47	津村	 2302
フランス語Ⅰ
48	阿尾	 2309	 49	ロリヤール	2206
中国語Ⅰ
50	西山（猛）	2104	 51	中里見	 2105
52	岡村（真）	2402	 53	秋山（久）	2301
54	羽田ジェシカ	1407	 55	奥野	 1406
韓国語Ⅰ
56	李（相）	 2310	 57	朴（環）	 2401
スペイン語Ⅰ
58	阿部（俊）	2103	 59	フジヨシ	 2408
日本語Ⅱ	 60	金	 1209

文系ディシプリン科目
（S1-18～ 20に同じ）

80 健康･スポーツ科学演習
井　藤　　　　

基幹教育セミナー
（担当教員はL1-8を参照）

文系ディシプリン科目
（L1-9 ～ 13に同じ）

理系ディシプリン科目（教養系）
(前半)15・(後半)16　（クォーター)
　 社会と数理科学

髙　瀬　　2303
(前半)17・(後半)18　（クォーター)
　 身の回りの化学

松　島　　2304
(前半)19・(後半)20　（クォーター)
　 地球と宇宙の科学

桑　原　　2307

4 言語文化 基礎科目
ドイツ語Ⅰ
44	福元	 2205	 45	栗山（暢）	2214
46	恒川	 2213	 47	津村	 2302
フランス語Ⅰ
48	ロリヤール	 2309	 49	倉方	 2206
中国語Ⅰ
50	西山（猛）	2104	 51	中里見	 2105
52	王	 2301	 53	平田	 2402
54	羽田ジェシカ	1407	 55	奥野	 1406
韓国語Ⅰ
56	高（仁）	 2401	 57	李（廷）	 2310
スペイン語Ⅰ
58	宮城	 2103	 59	辻（博）	 2408
日本語Ⅰ	 60	板橋	 1209

62 学術英語１・リーディング・リスニングＡ
鈴木（右）　1305

健康・スポーツ科目
80 健康･スポーツ科学演習
　　（アダプテッドコース）

内田（若）　　　

課　題　協　学　Ｂ
（S1-8～10に同じ） 4 49 教育

5 法 理系ディシプリン科目（教養系）
15 身の回りの物理学

原田（恒）　2404
（前半）16・（後半）17（クォーター）
生命の科学Ａ

割　石　　2406
（前半）18・（後半）19（クォーター）
図と理論

志　賀　　1303

文系ディシプリン科目
06 法学入門

南　野　2403 15 プログラミング演習
池　田　1502

基 幹 教育セミナー
（担当教員はS1-21を参照）

文系ディシプリン科目
01 文学・言語学入門

静　永　　2105
02 文化人類学入門

太田（好）　2403
03 地理学入門

今　里　　2305
04 経済学入門

武　田　　2407

理系ディシプリン科目（教養系）
(前半)15・(後半)16　（クォーター)
　 生命の科学Ａ

（前半）谷村　2406
（後半）川畑　2406

文系ディシプリン科目
01 日本教育史

新　谷　　2406

80 健康･スポーツ科学演習
斉藤（篤）　　　

学術英語１・ライティング・スピーキングＡ
44 スピア	 1304
45 ファーマー	 1608
46 クイン･B	 1305
47 アレレス	 1409

言語文化古典語科目
健康・スポーツ科目 5 課　題　協　学　Ａ

01 岡本・鏑木・丸山
02 斎藤（新）・山下・仁田坂
03 山形・下條（雅）・小島
04 矢山・若菜・森田
05 新谷・石田・安田（章）

※教室等は、別途公用掲示板にてお知らせします。

文系ディシプリン科目
01 文学・言語学入門

西　野　　2407
02 芸術学入門

米　村　　2406

理系ディシプリン科目（教養系）
(前半)15・(後半)16　（クォーター)
　 身の回りの化学

高　原　　2303
(前半)17・(後半)18　（クォーター)
　 生命の科学Ｂ

（前半）山脇・（後半）岩見　2306
(前半)19・(後半)20　（クォーター)
　 地球と宇宙の科学

野　口　　2304
(前半)21　（クォーター)
　 情報を科学する

島　田　　2307

文系ディシプリン科目
06 政治学入門

岡﨑（晴）　2407

61 学術英語１・リーディング・リスニングＡ
高（蓉）　　2103 5 50 法

6 法 言語文化 基礎科目
言語文化古典語科目

81 健康･スポーツ科学演習
井　藤　　　　

基幹教育セミナー
（担当教員はL1-8を参照） 6 62 学術英語１・リーディング・リスニングＡ

大津（隆）　2106 6 50 法
7 法 基 幹 教育セミナー

（担当教員はS1-21を参照）
82 健康･スポーツ科学演習

森　部　　　　
48 学術英語１・リーディング・リスニングＡ

横　森　　2205
言語文化古典語科目
健康・スポーツ科目 7

17 プログラミング演習
亀　井　　1501

学術英語１・ライティング・スピーキングＡ
63 田口（純）	 1403
64 ボドナー	 1409
65 シルバーマン	 1308
66 ローウェンスタイン	1306

7 50 法
8 法 言語文化 基礎科目

言語文化古典語科目
（L1～ 4に同じ）

83 健康･スポーツ科学演習
河　津　　　　

49 学術英語１・リーディング・リスニングＡ
内田（諭）　2206

基幹教育セミナー 8 8 49 法
9 経：

経済・経営
文系ディシプリン科目
01 文学・言語学入門

辛　島　　2403
理系ディシプリン科目（教養系）
（Ｌ1-5～8に同じ）

61 学術英語１・リーディング・リスニングＡ
石井（有）　2106

課 題 協 学 Ａ
01 田村・内田・吉田（素）
02 山田（琢）・岡﨑（晴）・小早川
03 木村（拓）・阿部（康）・陳
04 山田（政）・鬼丸・牛尻

※教室等は、別途公用掲示板にてお知らせします。

言語文化 基礎科目
（S1-29～ 33に同じ）

学術英語１・ライティング・スピーキングＡ
61 ホール	 1404
62 山口（み）	 1607
63 スピア	 1304
64 ファーマー	 1608
65 アームストロング	 2201
66 アレレス	 1409

言語文化古典語科目
健康・スポーツ科目

理系ディシプリン科目（教養系）
（S1-1 ～ 9に同じ）

理系ディシプリン科目（リメディアル系）
理系ディシプリン科目（専門基礎系）
（S1-15～ 23に同じ）

文系ディシプリン科目
01 哲学・思想入門

新　島　　1303
02 社会思想史

清水（靖）　2108
03 歴史学入門

永　島　　2306
04 社会学入門

安　立　　2406
05 心理学入門

古　賀　　2403
06 心理学入門

佐々木　　2404
07 心理学入門

實　藤　　2305
08 経済史入門

宮　地　　2407

9 文系ディシプリン科目
（S1-11～17に同じ）

理系ディシプリン科目（教養系）
（L1-1～4に同じ）

15 微分積分学
田　口　　2209

文系ディシプリン科目
06 経済学入門

岩　田　　2403

言語文化基礎科目
（S1-29～33に同じ） 15 プログラミング演習

中　嶋　　2204

80 健康･スポーツ科学演習
河　津　　　　

基 幹 教育セミナー
（担当教員はS1-28を参照） 9 50 経：

経済・経営

10 経：
経済・経営

62 学術英語１・リーディング・リスニングＡ
小　谷　　1402 10 80 健康･スポーツ科学演習

東（和）　　　　
基 幹 教育セミナー
（担当教員はS1-23を参照）

言語文化基礎科目 10 50 経：
経済・経営16 線形代数

辻　井　　2204 16 プログラミング演習
田中（俊昭）　160211 経：

経済・経営
63 学術英語１・リーディング・リスニングＡ

ハズウェル　1305 11 健康・スポーツ科目 81 健康･スポーツ科学演習
杉山（佳）　　　

基 幹 教育セミナー
（担当教員はS1-28を参照） 11 49 経：

経済・経営

12 経：経工 文系ディシプリン科目
（Ｌ１-1～ 3に同じ）

言語文化 基礎科目
（S1-1 ～ 7に同じ）

44 学術英語１・リーディング・リスニングＡ
下條（恵）　1402

基 幹 教育セミナー
（担当教員はS1-21を参照）

15 微分積分学・同演習Ａ
藤田（敏）　2103

80 健康･スポーツ科学演習
増　本　　　　

16 プログラミング演習
辻（康）　　2307

12 文系ディシプリン科目
05 経済学入門

磯　谷　　2403

言語文化基礎科目
（S1-1～7に同じ）

16 線形代数学・同演習Ａ
樋　上　　2105

学術英語１・ライティング・スピーキングＡ
61 高（蓉）	 1304
62 オノデラ	 1305
63 アレレス	 1306

課　題　協　学　Ｂ
（S1-8～10に同じ）

言語文化基礎科目 12 45 経：経工

13 経：経工 45 学術英語１・リーディング・リスニングＡ
内田（諭）　1408

言語文化 基礎科目
言語文化古典語科目

16 微分積分学・同演習Ａ
松本（浩）　2203

81 健康･スポーツ科学演習
中　尾　　　　 13 17 線形代数学・同演習Ａ

権　　　　2104
基 幹 教育セミナー
（担当教員はS1-23を参照） 13 44 経：経工

21世紀
プログラム（N１）

文系ディシプリン科目
理系ディシプリン科目（教養系）

言語文化基礎科目
（L1-4 ～ 8に同じ）

文系ディシプリン科目
（S1-18～ 20に同じ）

基幹教育セミナー
（担当教員はS1-21を参照）

文系ディシプリン科目
（L1-5 ～ 8に同じ）

課　題　協　学　Ｂ
（L1-1～3に同じ）

文系ディシプリン科目
理系ディシプリン科目（教養系）
理系ディシプリン科目（リメディアル系）
理系ディシプリン科目（専門基礎系）

50 学術英語１・リーディング・リスニングＡ
高橋（勤）　　1209

文系ディシプリン科目
理系ディシプリン科目（教養系）

総合科目（フロンティア科目）
総合科目（オープン科目）
（S1-1 ～ 37に同じ）

言語文化基礎科目 21 世紀 
プログラム

文系ディシプリン科目
理系ディシプリン科目（教養系）

言語文化基礎科目
（L1-4～8に同じ）

80 健康･スポーツ科学演習
熊　谷　　　　

専 攻 教 育 科 目
1210

健康・スポーツ科目 文系ディシプリン科目
（S1-21～28に同じ）

16 プログラミング演習
田中（俊昭）　1602

学術英語１・ライティング・スピーキングＡ
57 マッカーシー　1304

言語文化基礎科目

26 21 世紀 
プログラム

月　　曜　　日 火　　曜　　日 水　　曜　　日 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

理

科

一

年

（

Ｓ

１

）

1 理・物理 文系ディシプリン科目
理系ディシプリン科目（教養系）

80 健康･スポーツ科学演習
山　津　　　　

言語文化 基礎科目
ドイツ語Ⅰ
44	福元	 2205	 45	栗山（暢）	2214
46	恒川	 2213	 47	嶋田	 1602
48	津村	 2302
フランス語Ⅰ
49	阿尾	 2309	 50	ロリヤール	 2206
中国語Ⅰ
51	西山（猛）	2104	 52	中里見	 2105
53	東（英）	 1601	 54	羽田ジェシカ	1407
55	奥野	 1406
韓国語Ⅰ
56	辻野	 2310	 57	朴（環）	 2401
スペイン語Ⅰ
58	阿部（俊）	2103	 59	フジヨシ	 2408
60	辻（博）	 2402
日本語Ⅱ	 61	金	 1209

言語文化 基礎科目
言語文化古典語科目
（L1～ 4に同じ）

17 プログラミング演習
畑　埜　　1601

17 線形代数学・同演習Ａ
中島（秀）　1302

67 学術英語１・リーディング・リスニングＡ
志水（俊）　1501

専 攻 教 育 科 目
2306

基 幹 教育セミナー
（担当教員はL1-8を参照）

文系ディシプリン科目
（L1-1～8に同じ）

理系ディシプリン科目（教養系）
(前半)15・(後半)16　（クォーター)
　 社会と数理科学

新　居　　1303
(前半)17・(後半)18　（クォーター)
　 生命の科学Ａ

飛　松　　2308
(前半)19　（クォーター)
　 情報を科学する

島　田　　2307

理系ディシプリン科目（リメディアル系）
理系ディシプリン科目（専門基礎系）
（S1-15～23に同じ）

基幹物理学ⅠＡ
21 川　越　　2207
22 坂　口　　2208
23 廣　岡　　2209
24 吉　武　　2210

物理学概論Ａ
25 関　谷　　2211

文系ディシプリン科目
理系ディシプリン科目（教養系）
（L1-1～11に同じ）

総合科目（フロンティア科目）
01 大学とは何か

折　田　　2202
02 女性学・男性学

野々村　　2406
03 日本事情

高　松　2207・2208
04 社会連携活動論

小　湊　　1303

総合科目（オープン科目）
05 少人数セミナー

加　知　　1305
06 少人数セミナー

鎌　滝　　1405
07 少人数セミナー

菊池（勇）　2206
08 少人数セミナー

小　山　　1402
09 少人数セミナー

佐藤（剛）　2106
10 少人数セミナー

シュミット　　1406
11 少人数セミナー

スカリー悦子	1407
12 少人数セミナー

武　内　　2213
13 少人数セミナー

中野（豊）　1408
14 少人数セミナー

原田（恒）　1404
15 少人数セミナー

比良松　　1401
16 少人数セミナー

森（雅）　　2214

20 アジア埋蔵文化財学
田　尻　　2215

21 伊都キャンパスを科学する
坂　井　　2407

22 糸島の水と土と緑
原田（昌）　2304

23 医薬品・医療機器開発概論
ジョーンズ　2301

24 （前半に4,5限連続開講）
　 映画の世界

鈴木（右）　2306
25 科学の進歩と女性科学者

渡邊（壽）　2203
26 韓国学への招待

松　原　　2404
27 サイバーセキュリティー基礎論

岡村（耕）　2403
28 知識創造のためのコミュニケーション

李（暁）　　2201
29 テスト学への招待

木村（拓）　2303
30 遙かなる宇宙への誘い

藤原（智）　1302
31 身近な地球環境の科学

西山（浩）　2305
32 （前半に4,5限連続開講）
　 アントレプレナーシップ入門

五十嵐　　2307
33 （後半に4,5限連続開講）
　 アイデア・ラボⅠ

五十嵐　　2307
34 （後半に4,5限連続開講）
　 アントレプレナーシップ・マネジメントⅡ

※　※　　1308

言語文化基礎科目 1 基幹物理学ⅠＡ演習
18 坂上（貴）	 2207
19 渡辺（幸）	 2208
20 川　野	 2209
21 杉　原	 2210

物理学概論Ａ演習
22 中島（健）	 2211

文系ディシプリン科目
（L1-1～3に同じ）

言語文化 基礎科目
ドイツ語Ⅰ

44	福元	 2205	 45	栗山（暢）	2214
46	恒川	 2213	 47	嶋田	 1602
48	津村	 2302
フランス語Ⅰ

49	ロリヤール	 2309	 50	佐藤（典）	 2206
中国語Ⅰ

51	西山（猛）	2104	 52	中里見	 2105
53	東（英）	 1601	 54	羽田ジェシカ	 1407
55	奥野	 1406
韓国語Ⅰ

56	高（仁）	 2401	 57	姜（希）	 2310
スペイン語Ⅰ

58	山村	 2408	 59	辻（博）	 2402
60	宮城	 2103
日本語Ⅰ	 61	板橋	 1209

18 微分積分学・同演習Ａ
野村（隆）　2212

健康・スポーツ科目 文系ディシプリン科目
理系ディシプリン科目（教養系）
（L1-5～13に同じ）

学術英語１・ライティング・スピーキングＡ
65 シルバーマン	 1308
66 チェイス	 1404
67 ボドナー	 1210
68 鈴木（隆）	 1405
69 ペインター・アンドリュー	1607

課　題　協　学　Ｂ
（S1-8～10に同じ）

言語文化基礎科目 1 58 理・物理

2 理・化学 20 基礎化学結合論
寺　嵜　　2215

文系ディシプリン科目
（Ｌ1-1～3に同じ）

文系ディシプリン科目
理系ディシプリン科目（教養系）
（Ｌ１-5～13に同じ）

18 線形代数学・同演習Ａ
佐藤（榮）　2201

68 学術英語１・リーディング・リスニングＡ
藤　内　　1307

専 攻 教 育 科 目
1501 2 80 健康･スポーツ科学演習

森　山　　　　
19 微分積分学・同演習Ａ

髙　瀬　　2216 2 66 理・化学

3 理・　　 
地球惑星

文系ディシプリン科目
理系ディシプリン科目（教養系）

80 健康･スポーツ科学演習
増　本　　　　

19 情報科学
竹田（正）　2303

課　題　協　学　Ｂ
（L1-1～3に同じ）

言語文化古典語科目
健康・スポーツ科目

17 線形代数学・同演習Ａ
服　部　　2204 3 学術英語１・ライティング・スピーキングＡ

61 久保（善）	 1305
62 岡本（太）	 1306
63 小谷	 1408
64 鈴木（隆）	 1404
65 高橋（勤）	 1405
66 グイン・M	 1307

20 無機物質化学
酒　井　　2308

基 幹 教育セミナー
（担当教員はS1-23を参照）

70 学術英語１・リーディング・リスニングＡ
谷口（秀）　2103

17 微分積分学・同演習Ａ
奥　田　　2203

専 攻 教 育 科 目
1501 3 47 理・　　 

地球惑星

4 理・数学 文系・理系ディシプリン科目（教養系）
図形科学（S1-29,30に同じ）

文系ディシプリン科目
有機物質化学（S1-5に同じ）

81 健康･スポーツ科学演習
西村（秀）　　　

18 プログラミング演習
溝口（佳）　1602

17 微分積分学・同演習Ⅰ
落　合　　2106

専 攻 教 育 科 目
（数理学研究教育棟で実施）

18 数学演習ⅠＡ　石井（豊）　2203 4 60 学術英語１・リーディング・リスニングＡ
志水（俊）　2212

15 線形代数学・同演習Ａ
松井（卓）　2212

課　題　協　学　Ｂ
（S1-8～10に同じ） 4 53 理・数学

19 数学演習ⅠＡ　大津（幸）　2210

5 理・生物 21 微分積分学・同演習Ⅰ
高田（敏）　2105

15 有機物質化学
末　永　　2303

82 健康･スポーツ科学演習
栗木（明）　　　

文系ディシプリン科目
理系ディシプリン科目（教養系）

19 情報科学
竹田（正）　2303

課　題　協　学　Ｂ
（L1-1～3に同じ）

44 学術英語１・リーディング・リスニングＡ
岩崎（一）　1401 5 文系ディシプリン科目

理系ディシプリン科目（教養系）
（L1-5～13に同じ）

文系ディシプリン科目
（S1-21～28に同じ）

18 線形代数学・同演習Ａ
野　坂　　2209

専 攻 教 育 科 目
1402 5 48 理・生物

6 医・医学 22 基幹物理学ⅠＡ
木村（崇）　2204

健康･スポーツ科学演習
81 森　山

17 線形代数学・同演習Ａ
趙　　　　2202

文系ディシプリン科目
（L1-5～8に同じ）

51 学術英語１・リーディング・リスニングＡ
アレレス　　2103

20 微分積分学・同演習Ａ
綿　谷　　2103 6 文系ディシプリン科目

理系ディシプリン科目（教養系）
30 情報科学
（S1-29,	30に同じ）

文系ディシプリン科目
（L1-1～3に同じ）

健康・スポーツ科目

16 無機物質化学
岡　上　　2304

学術英語１・ライティング・スピーキングＡ
67 マッカーシー	 1304
68 オノデラ	 1305
69 鈴木（右）	 2214
70 アームストロング	1307
71 スミス	 2213

基 幹 教育セミナー
（担当教員はS1-28を参照） 6 62 医・医学

7 医・医学 23 基幹物理学ⅠＡ　茂　木　2208 健康･スポーツ科学演習
82 増　本

18 微分積分学・同演習Ａ
野村（隆）　2203

52 学術英語１・リーディング・リスニングＡ
稲　葉　　2104

21 線形代数学・同演習Ａ
吉田（正）　2104 7 7 61 医・医学

医・生命科学 23 基幹物理学ⅠＡ　26 物理学概論Ａ 医・生命科学 

8 医・保健 
（看護）

文系ディシプリン科目
理系ディシプリン科目（教養系）

文系ディシプリン科目
（Ｌ1-1～3に同じ）

15 細胞生物学
杉　島　　2303

学術英語１・ライティング・スピーキングＡ
46 大島	 1409
47 高橋	 1304
48 マッカーシー	 1306
49 レイカー	 1405
50 ハズウェル	 1404

基 幹 教育セミナー
（担当教員はS1-21を参照）

文系ディシプリン科目
理系ディシプリン科目（教養系）

言語文化基礎科目
（S1-29～33に同じ）

69 学術英語１・リーディング・リスニングＡ
井上（奈）　1405

81 健康･スポーツ科学演習
斉藤（篤）　　　

文系ディシプリン科目
（L1-9～13に同じ）

理系ディシプリン科目（教養系）
（L1-4～8に同じ）

文系ディシプリン科目（L1-1 ～ 11に同じ）
理系ディシプリン科目（教養系）（L1-1～11に同じ） 8

専　　攻　　教　　育　　科　　目
（　　病　　院　　地　　区　　）

言語文化基礎科目
（S1-29～33に同じ）

課　題　協　学　Ｂ
01 飯嶋・松永（信）・古屋
02 早川・遠藤・小山	
03 山田（祐）・池上・佐藤（幸）
04 内田･廣渡・田中（岳）

※教室等は、別途公用掲示板にてお知らせします。

言語文化基礎科目 8 68 医・保健 
（看護）

9 医・保健 
（放射）

基幹物理学ⅠＡ
（S1-11～ 13に同じ）

19 線形代数学・同演習Ａ
趙　　　　2201

70 学術英語１・リーディング・リスニングＡ
横　森　　1306

82 健康･スポーツ科学演習
村　木　　　　

基幹物理学ⅠＡ演習
22 茂木　2207　23 吉武　2208 9 22 微分積分学・同演習Ⅰ

大津（幸）　2213 9 33 医・保健 
（放射）

10 医・保健 
（検査）

物理学概論Ａ
26 矢　山　　2210

15 有機物質化学
末　永　　2303

20 微分積分学
岩　瀬　　2202

71 学術英語１・リーディング・リスニングＡ
鈴木（右）　1305

21 基礎生物学概要
沖部・清野　2305

文系・理系ディシプリン科目(教養系)
36 無機物質化学（S1-34,35に同じ）

24 物理学概論Ａ演習
大河内　　2209 10 文系ディシプリン科目

理系ディシプリン科目（教養系）
（L1-5～13に同じ）

10 33 医・保健 
（検査）

11 歯 基幹物理学ⅠＡ
24 渡部（行）　1306
25 大　瀧　　2209

物理学概論Ａ
26 矢　山　　2210

16 線形代数学・同演習Ａ
幸　﨑　　2202

課　題　協　学　Ａ
（L1-9～11に同じ）

言語文化 基礎科目
言語文化古典語科目
（L1～ 4に同じ）

44 学術英語１・リーディング・リスニングＡ
太田（一）　2103

20 プログラミング演習
緒　方　　1602

言語文化 基礎科目
ドイツ語Ⅰ
44	阿部（吉）	1601	 45	カスヤン	2309
46	田畑	 1502	 47	堀口（順）	2402
フランス語Ⅰ
49	佐藤（典）	1408	 50	ロリヤール	 1407
中国語Ⅰ
51	秋吉	 2301	 52	李（麗）	 2401
53	李（大）	 2302	 54	荒木	 2206
55	栗山（雅）	1401
韓国語Ⅰ
56	李（廷）	 2310
スペイン語Ⅰ
58	宮城	 2104	 59	フジヨシ	 2105
日本語Ⅱ	 60	金	 1209

15 細胞生物学
小早川　　1401

文系ディシプリン科目
（L1-1～8に同じ）

理系ディシプリン科目（教養系）
（S1-1～9に同じ）

理系ディシプリン科目（リメディアル系）
理系ディシプリン科目（専門基礎系）
（S1-15～23に同じ）

文系・理系ディシプリン科目(教養系)
31 図形科学（S1-26に同じ）

基幹物理学ⅠＡ演習（S1-9に同じ）
物理学概論Ａ演習（S1-10に同じ） 11 文系ディシプリン科目

01 芸術学入門
石井（祐）　2303

02 地理学入門
山下（潤）　2403

03 社会学入門
杉山（あ）　2308

04 心理学入門
山田（祐）　2407

05 教育学入門
藤田（雄）　2306

理系ディシプリン科目（教養系）
（L1-1～4に同じ）

専 攻 教 育 科 目
1302

17 無機物質化学
林（克）　　2308

81 健康･スポーツ科学演習
内田（若）　　　

基 幹 教育セミナー
（担当教員はS1-23を参照）

17 微分積分学・同演習Ａ
奥　田　　2203

言語文化 基礎科目
ドイツ語Ⅰ

44	阿部（吉）	1601	 45	カスヤン	 2309
46	田畑	 1502	 47	堀口（里）	2402
フランス語Ⅰ

49	佐藤（典）	1407	 50	倉方	 1408
中国語Ⅰ

51	秋吉	 2301	 52	李（麗）	 2401
53	李（大）	 2302	 54	秋山（久）	1401
55	長谷川	 2408
韓国語Ⅰ

56	朴（順）	 2310
スペイン語Ⅰ

58	土屋	 2104	 59	山村	 2105
日本語Ⅰ	 60	板橋	 1209

学術英語１・ライティング・スピーキングＡ
58 田口（純）	 1403
59 江口（巧）	 1405
60 クイン・B	 1607
61 スミス	 2213
62 ペインター・アンドリュー	2205

11 53 歯
12 薬・　　 

創薬科学
64 学術英語１・リーディング・リスニングＡ

松村（瑞）　2216
文系ディシプリン科目
（S1-18～20に同じ）

19 微分積分学
深　井　　1302

21 無機物質化学
下　東　　2303

専 攻 教 育 科 目
2103

文系ディシプリン科目
理系ディシプリン科目（教養系）

文系ディシプリン科目
理系ディシプリン科目（教養系）
（L1-1～11に同じ）

12 文系ディシプリン科目
（L1-1～3に同じ）

課　題　協　学　Ａ
（L1-5～8に同じ）

健康・スポーツ科目

23 細胞生物学
小早川　　2305

80 健康･スポーツ科学演習
藤　木　　　　

基 幹 教育セミナー
（担当教員はS1-28を参照） 12 49 薬・ 　 　 

創薬科学

13 薬・　　 
臨床薬学

65 学術英語１・リーディング・リスニングＡ
アームストロング　1401

基 幹 教育セミナー
（担当教員はS1-21を参照） 13 81 健康･スポーツ科学演習

山　㟢　　　　
言語文化基礎科目 13 30 薬・ 　 　 

臨床薬学

14 工・建築 27 線形代数学・同演習Ａ
岩　瀬　　2106

17 図形科学
志　賀　　1303

16 空間表現実習Ⅰ　　志賀　　製図室 文系ディシプリン科目
理系ディシプリン科目（教養系）
（Ｌ１-5～13に同じ）

21 基幹物理学ⅠＡ
山　城　　1303

専 攻 教 育 科 目
1601

44 学術英語１・リーディング・リスニングＡ
高橋（勤）　2204

25 基幹物理学ⅠＡ演習
横　田　　2201 14 学術英語１・ライティング・スピーキングＡ

67	横森	 1304	 68	鈴木（右）	1308
69	田中（俊）	1501

24 プログラミング演習
加　知　　1602

82 健康･スポーツ科学演習
杉山（佳）　　　

18 微分積分学・同演習Ａ
宗　田　　2203 14 59 工・建築

15 工・　　 
電気情報

28 線形代数学・同演習Ａ
佐藤（好）　2201

文系ディシプリン科目
（Ｌ1-1～3に同じ）

課　題　協　学　Ａ
（L1-9～11に同じ）

言語文化 基礎科目
言語文化古典語科目
（L1～ 4に同じ）

67 学術英語１・リーディング・リスニングＡ
稲　葉　　1403

専 攻 教 育 科 目
（伊都ウエストゾーンで実施）

文系ディシプリン科目
（L1-1～8に同じ）

理系ディシプリン科目（教養系）
（S1-1～9に同じ）

理系ディシプリン科目（リメディアル系）
20 基礎化学

瀧　上　　1302
21 基礎生物学概要

沖部・清野　2305

理系ディシプリン科目（専門基礎系）
22 地球科学

狩　野　　2404

26 基幹物理学ⅠＡ
山本（元）・菊植　1401 15 17 基礎化学結合論

吉　澤　　2106
学術英語１・ライティング・スピーキングＡ
63	井上（奈）	2212	 64	デカマス	 2108

21 微分積分学・同演習Ａ
竹田（雄）　1302

基 幹 教育セミナー
（担当教員はS1-23を参照）

80 健康･スポーツ科学演習
杉山（佳）　　　

18 基幹物理学ⅠＡ演習
山本（元）・菊植　2204 19 プログラミング演習

フォン　　2305
15 53 工・ 　 　 

電気情報

16 工・　　 
電気情報

29 微分積分学・同演習Ａ
翁　　　　2202

68 学術英語１・リーディング・リスニングＡ
鈴木（隆）　2205

27 基幹物理学ⅠＡ
室園・永井　1402 16 学術英語１・ライティング・スピーキングＡ

70 大津（隆）	 1401
71 稲葉	 1402
72 保田	 1601
73 内田（諭）	 1602
74 ペインター・アンドリュー	 1502
75 マッカーシー	 2107
76 レイカー	 2108

15 基礎化学結合論
藪　下　　2303

22 線形代数学・同演習Ａ
松井（卓）　1303

81 健康･スポーツ科学演習
山　﨑　　　　

19 基幹物理学ⅠＡ演習
室園・永井　2207 16 52 工・ 　 　 

電気情報
20 プログラミング演習

森（周）　　230617 工・　　 
電気情報

30 線形代数学・同演習Ａ
竹田（雄）　2203

69 学術英語１・リーディング・リスニングＡ
因　　　　2212

28 基幹物理学ⅠＡ
花田・西山　1403 17 23 微分積分学・同演習Ａ

高田（敏）　2103
健康・スポーツ科目 82 健康･スポーツ科学演習

藤　木　　　　
20 基幹物理学ⅠＡ演習

花田・西山　2208
基 幹 教育セミナー
（担当教員はS1-28を参照） 17 52 工・ 　 　 

電気情報

18 工・　　 
物質科学

80 健康･スポーツ科学演習
西村（秀）　　　

18 微分積分学・同演習Ａ
高　向　　2204

文系ディシプリン科目
05 先史学入門

瀬　口　　1403
06 法学入門

南　野　　2403

20 無機物質化学
石　原　　2305

基 幹 教育セミナー
（担当教員はS1-21を参照）

22 基幹物理学ⅠＡ
向　田　　2204

言語文化基礎科目
（S1-29～33に同じ）

課　題　協　学　Ｂ
（L1-1～3に同じ）

53 学術英語１・リーディング・リスニングＡ
岩崎（一）　1502

文系ディシプリン科目
理系ディシプリン科目（教養系）
（L1-1～11に同じ）

18 23 細胞生物学
射場・池ノ内　2305

16 線形代数学・同演習Ａ
植　野　　2211

専 攻 教 育 科 目
（伊都ウエストゾーンで実施）

文系ディシプリン科目
理系ディシプリン科目（教養系）
（L1-5～13に同じ）

言語文化基礎科目
（S1-29～33に同じ）

言語文化基礎科目 18 56 工・ 　 　 
物質科学

19 工・　　 
物質科学

81 健康･スポーツ科学演習
山　津　　　　

19 線形代数学・同演習Ａ
佐藤（好）　2201

言語文化 基礎科目
言語文化古典語科目
（L1～ 4に同じ）

23 基幹物理学ⅠＡ
田中（將）　2207

54 学術英語１・リーディング・リスニングＡ
田中（俊）　2106 19 学術英語１・ライティング・スピーキングＡ

44 久保（善）	 1305
45 谷口（秀）	 1306
46 大津（隆）	 1307
47 マッカーシー	 1308

18 細胞生物学
井嶋・水本　2303

21 微分積分学・同演習Ａ
植田（好）　2105

基 幹 教育セミナー
（担当教員はS1-28を参照） 19 56 工・ 　 　 

物質科学

20 工・　　 
物質科学

82 健康･スポーツ科学演習
森　山　　　　

20 線形代数学・同演習Ａ
濱　田　　2203

24 基幹物理学ⅠＡ
梶原（稔）・渡邊（隆）	2208

55 学術英語１・リーディング・リスニングＡ
岡本（太）　2105 20 17 無機物質化学

林（克）　　2308
22 微分積分学・同演習Ａ

増田（俊）　2106 20 55 工・ 　 　 
物質科学

21 工・　　 
地球環境

文系ディシプリン科目
（Ｌ1-9～13に同じ）

理系ディシプリン科目（教養系）
（Ｌ1-5～8に同じ）

言語文化基礎科目
（L1-4～8に同じ）

17 線形代数学・同演習Ａ
濱　田　　2203

基 幹 教育セミナー 学術英語１・ライティング・スピーキングＡ
45 因	 1304
46 大橋（浩）	 1306
47 稲葉	 1305
48 マッカーシー	 1405
49 デカマス	 1404
50 ホール	 1407

22 基幹物理学ⅠＡ
梶　田　　2204

18 プログラミング演習
田中（俊昭）　1602

専 攻 教 育 科 目
（伊都ウエストゾーンで実施）

文系ディシプリン科目
（L1-9～13に同じ）

理系ディシプリン科目（教養系）
（L1-4～8に同じ）

21 24 基幹物理学ⅠＡ演習
崔（準）　　2212

言語文化基礎科目
（L1-4～8に同じ）

81 健康･スポーツ科学演習
高　柳　　　　

24 微分積分学・同演習Ⅰ
岩　瀬　　2106

61 学術英語１・リーディング・リスニングＡ
シルバーマン　2215

文系ディシプリン科目
01 哲学・思想入門

岡　野　　1303
02 先史学入門

宮　本　　2303
03 歴史学入門

佐　伯　　2403
04 社会学入門

吉　岡　　2404
05 心理学入門

中村（知）　2406
06 政治学入門

岡﨑（晴）　2407

課　題　協　学　Ｂ
（S1-8～10に同じ）

言語文化基礎科目 21 50 工・ 　 　 
地球環境

22 工・　　 
地球環境

18 微分積分学・同演習Ⅰ
幸　﨑　　2202

21 プログラミング演習
石　藏　　1601

言語文化 基礎科目
言語文化古典語科目
（L1～ 4に同じ）

23 基幹物理学ⅠＡ
浅　井　　2215 22 25 基幹物理学ⅠＡ演習

玉　井　　2215
82 健康･スポーツ科学演習

東（和）　　　　
25 線形代数学・同演習Ａ

植　野　　2211
基 幹 教育セミナー
（担当教員はS1-23を参照）

62 学術英語１・リーディング・リスニングＡ
オノデラ　　1401 22 50 工・ 　 　 

地球環境

23 工・　　 
地球環境

19 微分積分学・同演習Ⅰ
高　向　　2204

22 プログラミング演習
木村（元）　1602

24 基幹物理学ⅠＡ
田中（太）　2216 23 26 基幹物理学ⅠＡ演習

田中（太）　2216
83 健康･スポーツ科学演習

井　　　　　　
26 線形代数学・同演習Ａ

村　川　　2215
基 幹 教育セミナー 63 学術英語１・リーディング・リスニングＡ

チェイス　　1402 23 49 工・ 　 　 
地球環境

24 工・　　　 
エネルギー

学術英語１・ライティング・スピーキングＡ
66 ホール	 1306
67 デカマス	 1404
68 ペインターアンガス	 1307
69 ブライセチ	 1405

課　題　協　学　Ａ
（L1-9～11に同じ）

25 基幹物理学ⅠＡ
岡　部　　2209

文系ディシプリン科目
（L1-5～8に同じ）

言語文化基礎科目
（S1-11～17に同じ）

16 線形代数学・同演習Ａ
増田（俊）　1303

基 幹 教育セミナー
（担当教員はL1-8を参照）

82 健康･スポーツ科学演習
大　柿　　　　

29 微分積分学・同演習Ａ
吉田（正）　2216 24 文系ディシプリン科目

（S1-11～17に同じ）
理系ディシプリン科目（教養系）
（L1-1～4に同じ）

19 図形科学
樋　口　　2215

18 無機物質化学
島ノ江　　2304

専 攻 教 育 科 目
（伊都ウエストゾーンで実施）

健康・スポーツ科目

64 学術英語１・リーディング・リスニングＡ
下條（恵）　2106

言語文化基礎科目
（S1-11～17に同じ）

23 基幹物理学ⅠＡ演習
安田（和）　2209 24 49 工・　　　 

エネルギー

25 工・　　　 
エネルギー

26 基幹物理学ⅠＡ
松　浦　　2210

80 健康･スポーツ科学演習
井　藤　　　　

17 微分積分学・同演習Ａ
松井（卓）　2209

言語文化古典語科目
健康・スポーツ科目

文系ディシプリン科目
（L1-1～8に同じ）

理系ディシプリン科目（教養系）
（S1-1～9に同じ）

理系ディシプリン科目（リメディアル系）
理系ディシプリン科目（専門基礎系）
（S1-15～23に同じ）

30 線形代数学・同演習Ａ
深井（康）　2309 25 20 図形科学

大　月　　2211
65 学術英語１・リーディング・リスニングＡ

小　谷　　2216
24 基幹物理学ⅠＡ演習

伊豫本　　2204
基 幹 教育セミナー
（担当教員はS1-28を参照） 25 49 工・　　　 

エネルギー

26 工・　 　 
機械航空

文系ディシプリン科目
（Ｌ1-1～3に同じ）

学術英語１・ライティング・スピーキングＡ
63 ハズウェル	 1404
64 マッカーシー	 1608
65 アームストロング	 1210
66 ホール	 1306
67 ペインターアンガス	 1307
68 ブライセチ	 1304

専 攻 教 育 科 目
（伊都ウエストゾーンで実施）

51 学術英語１・リーディング・リスニングＡ
鈴木（右）　2211

81 健康･スポーツ科学演習
高　柳　　　　

18 線形代数学・同演習Ａ
佐藤（榮）　2106

基 幹 教育セミナー
（担当教員はL1-8を参照）

31 図形科学
大　月　　2212

26 プログラミング演習
大　月　　1602 26 27 微分積分学・同演習Ⅰ

辻　井　　2204
21 基幹物理学ⅠＡ

近藤（孝）　2202
課　題　協　学　Ａ
（L1-5～8に同じ）

25 基幹物理学ⅠＡ演習
菊植・辻　2201

言語文化基礎科目 26 56 工・　 　 
機械航空

27 工・　 　 
機械航空

52 学術英語１・リーディング・リスニングＡ
江口（巧）　2212

82 健康･スポーツ科学演習
森　部　　　　

20 線形代数学・同演習Ａ
中島（秀）　1302

文系ディシプリン科目
理系ディシプリン科目（教養系）

27 プログラミング演習
平　山　　1601 27 28 微分積分学・同演習Ⅰ

樋　上　　2105
22 基幹物理学ⅠＡ

雉　本　　2203
26 基幹物理学ⅠＡ演習

森上・森（英）　2202
25 図形科学

工　藤　　1401 27 56 工・　 　 
機械航空

28 工・　 　 
機械航空

53 学術英語１・リーディング・リスニングＡ
鈴木（隆）　2106

83 健康･スポーツ科学演習
河　津　　　　

21 微分積分学・同演習Ⅰ
杉山（由）　2201

言語文化古典語科目
健康・スポーツ科目

32 プログラミング演習
中島（裕）　1602

28 図形科学
世　良　　2212 28 29 線形代数学・同演習Ａ

川　崎　　2106
23 基幹物理学ⅠＡ

井上（卓）　2201
27 基幹物理学ⅠＡ演習

宮沢・麻生　2203
基 幹 教育セミナー 28 56 工・　 　 

機械航空

29 芸・　　 
環境設計

31 図形科学
川　本　　2216

基幹物理学ⅠＡ
21 竹之内　　2207
22 坂　口　　2208
23 青　木　　2209

課　題　協　学　Ａ
（L1-9～11に同じ）

文系ディシプリン科目
理系ディシプリン科目（教養系）
（Ｌ１-5～13に同じ）

言語文化 基礎科目
ドイツ語Ⅰ
44	阿部（吉）1601	 45	カスヤン	2309
46	田畑　　1502	 47	堀口（順）2402
フランス語Ⅰ
49	佐藤（典）1408	 50	倉方　　　1407
中国語Ⅰ
51	秋吉　　2301	 52	李（麗）　2401
53	李（大）　2302	 54	荒木	　　2206
55	栗山（雅）1401
韓国語Ⅰ
56	李（廷）　2310	 57	李（相）　2408
スペイン語Ⅰ
58	宮城　　2104	 59	フジヨシ　2105
日本語Ⅱ	 60	金　　　1209

19 空間表現実習Ⅰ
岸　　　製図室

基 幹 教育セミナー
（担当教員はL1-8を参照）

文系ディシプリン科目
理系ディシプリン科目（教養系）

29 線形代数
植田（好）　2202 29

30 情報科学
日下部　　2304

81 健康･スポーツ科学演習
山本（浩）　　　

学術英語１・ライティング・スピーキングＡ
65 馬渡	 1607
66 志水（俊）	 1210
67 岡本（太）	 1307
68 保田	 1308
69 スミス	 1404
70 アレレス	 1405
71 ペインター・アンドリュー	 1304
72 ハズウェル	 1306

文系ディシプリン科目
理系ディシプリン科目（教養系）
（L1-5～13に同じ）

言語文化 基礎科目
ドイツ語Ⅰ
44	阿部（吉）	1601	 45	カスヤン	 2309
46	田畑	 1502	 47	堀口（里）	2402
フランス語Ⅰ
49	佐藤（典）	1407	 50	倉方	 1408
中国語Ⅰ
51	秋吉	 2301	 52	李（麗）	 2401
53	李（大）	 2302	 54	秋山（久）	1401
55	長谷川	 2408
韓国語Ⅰ
56	李（相）	 2310	 57	辻野	 2206
スペイン語Ⅰ
58	阿部（俊）	2104	 59	山村	 2105
日本語Ⅰ	 60	板橋	 1209

72 学術英語１・リーディング・リスニングＡ
江口（巧）　1405

専 攻 教 育 科 目
2301

言語文化基礎科目

29 37 芸・ 　 　 
環境設計

30 芸・　　 
工業設計

32 図形科学
竹之内　　2212

72 学術英語１・リーディング・リスニングＡ
内田（諭）　1308

22 微分積分学・同演習Ａ
石井（豊）　1502

33 線形代数学・同演習Ａ
横山（俊）　2214

基幹物理学ⅠＡ演習
30 竹之内　　2105
31 森　川　　2106

30 文系ディシプリン科目
（L1-1～3に同じ）

83 健康･スポーツ科学演習
河　津　　　　

専 攻 教 育 科 目
2214 30 57 芸・ 　 　 

工業設計

31 芸・　　 
画像設計

69 学術英語１・リーディング・リスニングＡ
大　島　　1305

23 情報科学
合　田　　2304

基 幹 教育セミナー
（担当教員はS1-21を参照）

課　題　協　学　Ｂ
（L1-1～3に同じ）

言語文化古典語科目
健康・スポーツ科目 34 線形代数学・同演習Ａ

新　居　　2215
31

23 細胞生物学
射場・池ノ内　2305

82 健康･スポーツ科学演習
井　　　　　　 19 微分積分学・同演習Ａ

宗　田　　1302

専 攻 教 育 科 目
2408 31 37 芸・ 　 　 

画像設計

32 芸・　　 
音響設計

70 学術英語１・リーディング・リスニングＡ
保　田　　1308

言語文化 基礎科目
言語文化古典語科目
（L1～ 4に同じ）

文系・理系ディシプリン科目（教養系）
無機物質化学（S1-12,13に同じ） 32 専 攻 教 育 科 目

2409
基 幹 教育セミナー
（担当教員はS1-23を参照）

82 健康･スポーツ科学演習
内田（若）　　　 32 37 芸・ 　 　 

音響設計
35 微分積分学・同演習Ａ

石井（豊）　1302
20 線形代数学・同演習Ａ

神　本　　230633 芸・　　 
芸術情報

71 学術英語１・リーディング・リスニングＡ
小　谷　　1401

文系ディシプリン科目
理系ディシプリン科目（教養系）
（Ｌ１-5～13に同じ）

33 文系ディシプリン科目
（S1-11～17に同じ）

理系ディシプリン科目（教養系）
（L1-1～4に同じ）

82 健康･スポーツ科学演習
熊　谷　　　　

27 情報科学
石田（俊）　1602

専 攻 教 育 科 目
2402 33 39 芸・ 　 　 

芸術情報

34 農 文系ディシプリン科目
（Ｌ1-9～13に同じ）

理系ディシプリン科目（教養系）
（Ｌ1-5～8に同じ）

言語文化基礎科目
（L1-4～8に同じ）

20 情報科学
合　田　　2304

52 学術英語１・リーディング・リスニングＡ
石井（有）　2104

基 幹 教育セミナー
（担当教員はS1-21を参照）

基幹物理学ⅠＡ
25 川　越　　　2207
26 福田（哲）・岡安　2208

物理学概論Ａ
27 寺　西　　　2209
28 松村（順）　　2210

23 微分積分学
吉田（寛）　2105

83 健康･スポーツ科学演習
町　田　　　　

36 無機物質化学
岡　上　　2308

文系ディシプリン科目
理系ディシプリン科目（教養系）
（L1-1～11に同じ）

34 言語文化基礎科目
（L1-4～8に同じ）

課　題　協　学　Ａ
（L1-5～8に同じ）

健康・スポーツ科目 文系ディシプリン科目
（S1-21～28に同じ）

学術英語１・ライティング・スピーキングＡ
73 大園	 2206
74 クイン・B	 1607
75 ペインター・アンドリュー	2205
76 志水（智）	 1404
77 デカマス	 1406

専 攻 教 育 科 目
2303
2304

34 57 農
35 農 53 学術英語１・リーディング・リスニングＡ

デカマス	　2103
24 線形代数

廣　島　　2104
文系ディシプリン科目
（L1-1～8に同じ）

理系ディシプリン科目（教養系）
（S1-1～9に同じ）

理系ディシプリン科目（リメディアル系）
理系ディシプリン科目（専門基礎系）
（S1-15～23に同じ）

35 80 健康･スポーツ科学演習
高　柳　　　　 35 57 農

36 農 72 学術英語１・リーディング・リスニングＡ
石井（有）　1405

言語文化 基礎科目
言語文化古典語科目
（L1～ 4に同じ）

20 微分積分学
権　　　　2211

学術英語１・ライティング・スピーキングＡ
50 レイカー	 1308
51 デカマス	 1404
52 スミス	 1406
53 山口（み）	 1607
54 藤内	 1307

基 幹 教育セミナー
（担当教員はL1-8を参照）

文系ディシプリン科目
（L1-9～13に同じ）

理系ディシプリン科目（教養系）
（L1-4～8に同じ）

32 無機物質化学
岡　上　　2308

36 81 健康･スポーツ科学演習
森　山　　　　

21 情報科学
村　上　　2307

36 57 農
37 農 73 学術英語１・リーディング・リスニングＡ

下條（恵）　1402
21 線形代数

竹田（雄）　2209 37 82 健康･スポーツ科学演習
佐藤（広）　　　 37 57 農

01	山田（政）　1304	 16	野瀬　　　2402
02	福留　　　1305	 17	安田（章）　2408
03	田尻　　　1306	 18	佐藤（剛）　2409
04	田村（茂）　1405	 19	福盛　　　1209
05	岡本（剛）　1308	 20	田尾　　　1210
06	吉田（素）　1406	 21	木村（崇）　1407
07	原田（恒）　2205	 22	緒方　　　2204
08	今井　　　2206	 23	土井　　　2207
09	藤本　　　2213	 24	中野（等）　2208
10	山田（琢）　2214	 25	野口　　　2202
11	角　　　　2309	 26	入江　　　2201
12	アンドリューホール	2310	 27	吉田（昌）　2203
13	割石　　　2301	 28	山本（和）　2103
14	島田　　　2302	 29	木村（拓）　2105
15	原　　　　2401	 30	梶原（健）　2106

01	田中（岳）　1408	 16	島田　　　1308
02	大久保　　1306	 17	矢山　　　1209
03	五十君　　1305	 18	舘　　　　1210
04	青野　　　1405	 19	小湊　　　2104
05	鎌滝　　　1406	 20	藤野　　　2105
06	宮澤　　　1407	 21	長谷　　　2106
07	大河内　　2213	 22	猿渡　　　2212
08	小田　　　2206	 23	林（篤）　　1409
09	梶原（宏）　2205	 24	阿部（康）　2215
10	瀧上　　　2301	 25	田中（真）　2201
11 山田（政）　2302	 26	斎藤（新）　2202
12	楠見　　　2309	 27	坂元（一）　2203
13	角　　　　2310	 28	緒方　　　2207
14	安田（章）　2408	 29	村田（純）　2208
15	瀬口　　　2409	 30	溝口　　　2204

01	山形　　　1305	 16	古屋（謙）　2301
02	早川　　　1306	 17	松下　　　2302
03	大嶋　　　1307	 18	山口（輝）　2401
04	新谷　　　1308	 19	高柳　　　2408
05	田村（茂）　1404	 20	内田　　　2402
06	黒瀬　　　1405	 21	伊藤（幸）　2409
07	森田　　　1406	 22	小島　　　1607
08	藤原（智）　1407	 23	宮田　　　1209
09	白石　　　1408	 24	土屋　　　1608
10	山田（祐）　2205	 25	飯嶋　　　2103
11	青野　　　2206	 26	古屋（茂）　2104
12	丸山　　　2213	 27	松本　　　2105
13	石井（祐）　2214	 28	谷口（説）　2215
14	吉良　　　2309	 29	福田　　　2212
15	西野　　　2310	 30	米津　　　2216

01	梶原（健）	 1305	 15	巣山	 2213
02	田中（岳）	 1304	 16	斎藤（新）	 2202
03	大久保	 1306	 17	鎌滝	 2203
04	武田（友）	 1405	 18	平松	 2204
05	飯嶋	 1404	 19	小早川	 2310
06	野口	 1406	 20	大橋（浩）	 2408
07	福田	 1407	 21	久本	 2409
08	川島	 1607	 22	副島	 2210
09	今井	 1608	 23	早川	 2211
10	矢山	 2212	 24	吉田（茂）	 2209
11	髙瀬	 2215	 25	岡本	 2301
12	山田（祐）	 2216	 26	森田	 2309
13	内田（竜）	 2206	 27	本庄	 2302
14	小湊	 2205

平成27年度前期　 基 幹 教 育 科 目 授 業 時 間 割 （　　１　　年　　生　　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

曜 時 
限

科 年 
組

科 年 
組
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