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開講学部等 授業科目名 単位 学期 曜日・時限

教養教育科目 芸術－囲碁入門－ 2 前期 月1・2時限
教養教育科目 運動と健康Ａ－運動とリハビリテーションB子どもから老人まで－ 2 前期 月1・2時限
教養教育科目 運動と健康Ａ－運動とリハビリテーションC－ 2 前期 月1・2時限
教養教育科目 基礎ゼミナール【P特支】 2 前期 月9・10時限
教養教育科目 English Communication C 2 前期 火1・2時限
教養教育科目 メンタルヘルス－心と体の健康を考える－ 2 前期 火1・2時限
教養教育科目 物理学の世界－物理学入門－ 2 前期 火5・6時限
教養教育科目 生活と健康－人間発達とリハビリテーション－ 2 前期 火5・6時限
教養教育科目 生活と健康－ストレスと健康－ 2 前期 火7・8時限
教養教育科目 生活と健康－食と栄養と薬の関係－ 2 前期 火7・8時限
教養教育科目 データサイエンス基礎【M保看護】 2 前期 火9・10時限
教養教育科目 環境と生活－環境と生活A①－ 2 前期 火9・10時限
教養教育科目 English Communication C 2 前期 水1・2時限
教養教育科目 English Communication C 2 前期 水3・4時限
教養教育科目 芸術－声楽入門Ⅰ－ 2 前期 水7・8時限
教養教育科目 English Communication C 2 前期 木1・2時限
教養教育科目 情報と健康・医学－保健・医療とデータ解析－ 2 前期 木1・2時限
教養教育科目 データサイエンス基礎【M保検査】 2 前期 木3・4時限
教養教育科目 化学の世界－毒の話－ 2 前期 木5・6時限
教養教育科目 環境と生活－人類とエネルギー－ 2 前期 木5・6時限
教養教育科目 運動と健康Ａ－運動とリハビリテーションA－ 2 前期 木5・6時限
教養教育科目 人を育む営み－子どもの健康－ 2 前期 木5・6時限
教養教育科目 人を育む営み－ESDと消費者教育－ 2 前期 木5・6時限
教養教育科目 人を育む営み－教育学への誘い－ 2 前期 木7・8時限
教養教育科目 人を育む営み－教育の場における試行錯誤と幸福A－ 2 前期 木9・10時限
教養教育科目 医学・医療の世界－最新医学の現状A－ 2 前期 金5・6時限
教養教育科目 農学の世界－食と生活の酵素科学－ 2 前期 金7・8時限
教養教育科目 運動と健康Ａ－健康運動実践①－ 2 前期 金7・8時限
教養教育科目 生活と健康－食と健康－ 2 前期 金7・8時限
教養教育科目 生活と健康－生活習慣と健康－ 2 前期 金7・8時限
教養教育科目 医学・医療の世界－身体をはかる－ 2 前期 金9・10時限
教養教育科目 運動と健康Ａ－リハビリテーションとメンタルヘルス－ 2 前期 金9・10時限
教養教育科目 くらし・文化－地域の芸術文化振興－ 2 前期 集中・不定期等
教養教育科目 青森エクスカーション－青森県の企業の魅力を発信①－ 2 前期 月9・10時限
教養教育科目 地域プロジェクト演習－健康革命を学ぶ－ 2 前期 火3・4時限
教養教育科目 地域の多様性と活性化－原発・核燃と地域社会－ 2 前期 水3・4時限
教養教育科目 地域プロジェクト演習－食と地域づくり－ 2 前期 木1・2時限
教養教育科目 地域の多様性と活性化－消費者市民社会入門－ 2 前期 木3・4時限
教養教育科目 地域の多様性と活性化－地域とアートワールド－ 2 前期 木3・4時限
教養教育科目 青森エクスカーション－地域の情報の集め方・まとめ方・伝え方－ 2 前期 集中・不定期等
教養教育科目 地域プロジェクト演習－弘前市の課題と発展を考える－ 2 前期 集中・不定期等
教養教育科目 地域の多様性と活性化－地域活性化論①－ 2 前期 集中・不定期等
教養教育科目 青森の経済・産業－地方創生入門①－ 2 前期 月5・6時限
教養教育科目 青森エクスカーション－青森県の企業の魅力を発信①－ 2 前期 月9・10時限
教養教育科目 青森の歴史－写真で見る青森の近代－ 2 前期 火1・2時限
教養教育科目 キャリア形成の発展－自分らしく働く しあわせに生きる－ 2 前期 火1・2時限
教養教育科目 地域プロジェクト演習－健康革命を学ぶ－ 2 前期 火3・4時限
教養教育科目 青森の多様性と活性化－原発・核燃と地域社会－ 2 前期 水3・4時限
教養教育科目 地域プロジェクト演習－食と地域づくり－ 2 前期 木1・2時限
教養教育科目 青森の多様性と活性化－消費者市民社会入門－ 2 前期 木3・4時限
教養教育科目 地域プロジェクト演習－弘前のアートワールド－ 2 前期 木3・4時限
教養教育科目 青森の文化－青森の手工芸実習①－ 2 前期 木5・6時限
教養教育科目 青森の文化－青森の手工芸実習②－ 2 前期 木7・8時限
教養教育科目 日本－日本語教育を知る①－ 2 前期 木7・8時限
教養教育科目 キャリアデザイン－地域のエネルギー産業－ 1 前期 木9・10時限
教養教育科目 情報処理入門B【M保看護】 2 前期 火9・10時限
教養教育科目 情報処理入門B【M保検査】 2 前期 木3・4時限
教養教育科目 青森エクスカーション－地域の情報の集め方・まとめ方・伝え方－ 2 前期 集中・不定期等
教養教育科目 地域プロジェクト演習－弘前市の課題と発展を考える－ 2 前期 集中・不定期等
教養教育科目 キャリアデザイン－知的財産教育－ 1 前期 集中・不定期等
教養教育科目 世界の芸術・芸能－近現代の音楽文化史－ 2 前期 集中・不定期等

教養教育科目
日本－津軽ライフ：英語で地元を語ろう－／Japan-Tsugaru Life: English
Through Local Topics-

2 前期 集中・不定期等

教養教育科目 青森の多様性と活性化－地域活性化論①－ 2 前期 集中・不定期等
教養教育科目 キャリア形成の発展－社会と私①－【A生物・分子・地域】 2 前期 木3・4時限
教養教育科目 キャリア形成の発展－社会と私②－【A食料・国際】 2 前期 木3・4時限
教養教育科目 芸術－囲碁入門その後－ 2 後期 月1・2時限
教養教育科目 地域の経済・産業－地域課題解決論－ 2 後期 月3・4時限
教養教育科目 地域の社会・文化－地域司法－ 2 後期 月3・4時限
教養教育科目 地域の社会・文化－弘前藩のサムライ文化－ 2 後期 月3・4時限
教養教育科目 地域の社会・文化－オンライン演奏会実習－ 2 後期 月3・4時限
教養教育科目 化学の世界－カリカリベーコンはどうして美味しいにおいなの？ － 2 後期 月3・4時限
教養教育科目 農学の世界－イネ（稲）を学ぶ－ 2 後期 月3・4時限
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開講学部等 授業科目名 単位 学期 曜日・時限

教養教育科目 物理学の世界－物理学の基礎－ 2 後期 月3・4時限
教養教育科目 メンタルヘルス－メンタルヘルスⅠ－ 2 後期 月3・4時限
教養教育科目 医学・医療の世界－人体のしくみと健康－ 2 後期 月3・4時限
教養教育科目 人を育む営み－家族の機能と役割－ 2 後期 月3・4時限
教養教育科目 人を育む営み－女性の健康－ 2 後期 月3・4時限
教養教育科目 English Communication B 2 後期 火1・2時限
教養教育科目 歴史・地理－考古学の基礎－ 2 後期 火5・6時限
教養教育科目 キャリア形成の基礎【P】 2 後期 火7・8時限
教養教育科目 地球環境・気候－地球温暖化と防災－ 2 後期 火9・10時限
教養教育科目 言語学の世界－医療におけるノンテクニカルスキル入門－ 2 後期 火9・10時限
教養教育科目 English Communication B 2 後期 水1・2時限
教養教育科目 English Communication B 2 後期 水3・4時限
教養教育科目 国際地域・社会・文化－歴史・認知言語学入門－ 2 後期 水9・10時限
教養教育科目 地域の社会・文化－弘前藩の古武術－ 2 後期 木5・6時限
教養教育科目 持続可能な開発目標 SDGs－世界の健康問題－ 2 後期 木5・6時限
教養教育科目 持続可能な開発目標SDGs－日本語教育を知る②－ 2 後期 木5・6時限
教養教育科目 芸術－木材・木炭入門－ 2 後期 木5・6時限
教養教育科目 キャリア形成の基礎【M医】 2 後期 木7・8時限
教養教育科目 地域の自然・環境－青森の地震と火山－ 2 後期 木9・10時限
教養教育科目 地域の社会・文化－北日本の民俗芸能・祭り－ 2 後期 木9・10時限
教養教育科目 化学の世界－生活の化学B－ 2 後期 木9・10時限
教養教育科目 医学・医療の世界－人体のしくみＢ－ 2 後期 木9・10時限
教養教育科目 運動と健康Ａ－健康運動実践②－ 2 後期 木9・10時限
教養教育科目 人を育む営み－教育の場における試行錯誤と幸福B－ 2 後期 木9・10時限
教養教育科目 地域の社会・文化－地方創生入門②－ 2 後期 金5・6時限
教養教育科目 地域の経済・産業－青森の色感嗜好－ 2 後期 金5・6時限
教養教育科目 地域の自然・環境－白神学Ⅰ－ 2 後期 月3・4時限
教養教育科目 地域の社会・文化－青森の手工芸基礎－ 2 後期 金5・6時限
教養教育科目 環境と生活－環境と生活A②－ 2 後期 金5・6時限
教養教育科目 くらし・文化－世界を変えた作物－ 2 後期 金7・8時限
教養教育科目 医学・医療の世界－最新医学の現状Ｂ－ 2 後期 金7・8時限
教養教育科目 環境と生活－放射線リスクコミュニケーションの理解－ 2 後期 金9・10時限
教養教育科目 人間の尊厳－人間の尊厳B－ 2 後期 金9・10時限
教養教育科目 世界の芸術・文学－舞台芸術概論－ 2 後期 集中・不定期等
教養教育科目 世界の芸術・文学－コンテンポラリーアート－ 2 後期 集中・不定期等
教養教育科目 青森エクスカーション－青森県の企業の魅力を発信②－ 2 後期 金9・10時限
教養教育科目 地域の多様性と活性化－地域活性化論②－ 2 後期 集中・不定期等
教養教育科目 青森の経済・産業－地域課題解決論－ 2 後期 月3・4時限
教養教育科目 青森の行政－地域司法－ 2 後期 月3・4時限
教養教育科目 青森の民俗・芸能－弘前藩のサムライ文化－ 2 後期 月3・4時限
教養教育科目 青森の文化－オンライン演奏会実習－ 2 後期 月3・4時限
教養教育科目 環境と生活－地球温暖化と防災－ 2 後期 火9・10時限
教養教育科目 キャリアデザイン－アート・インターンシップ－ 2 後期 集中・不定期等
教養教育科目 青森の文化－弘前藩の古武術－ 2 後期 木5・6時限
教養教育科目 グローバルヘルス－世界の健康問題－ 2 後期 木5・6時限
教養教育科目 日本－日本語教育を知る②－ 2 後期 木5・6時限
教養教育科目 青森の自然－青森の地震と火山－ 2 後期 木9・10時限
教養教育科目 青森の文化－北日本学－ 2 後期 木9・10時限
教養教育科目 青森の経済・産業－地方創生入門②－ 2 後期 金5・6時限
教養教育科目 青森の芸術－青森の色感嗜好－ 2 後期 金5・6時限
教養教育科目 青森の自然－白神学Ⅰ－ 2 後期 月3・4時限
教養教育科目 青森の文化－青森の手工芸－ 2 後期 金5・6時限
教養教育科目 青森エクスカーション－青森県の企業の魅力を発信②－ 2 後期 金9・10時限
教養教育科目 世界の芸術・芸能－舞台芸術概論－ 2 後期 集中・不定期等
教養教育科目 世界の芸術・芸能－コンテンポラリーアート－ 2 後期 集中・不定期等
教養教育科目 青森の多様性と活性化－地域活性化論②－ 2 後期 集中・不定期等

教養教育科目　　計 254
人文社会科学部 多言語コミュニケーションＡ(中国語) (20H以降) 2 前期 火3・4時限
人文社会科学部 企業戦略コース特設講義Ａ(1)「観光と地域振興」 2 前期 火5・6時限
人文社会科学部 経済法律・企業戦略・地域行動コース特設講義Ｃ(3)「証券論」経済法律コース 2 前期 火5・6時限
人文社会科学部 経済法律・企業戦略・地域行動コース特設講義Ｃ(3)「証券論」企業戦略コース 2 前期 火5・6時限
人文社会科学部 経済法律・企業戦略・地域行動コース特設講義Ｃ(3)「証券論」地域行動コース 2 前期 火5・6時限
人文社会科学部 多言語コミュニケーションＢ(中国語) (20H以降) 2 前期 金3・4時限
人文社会科学部 事業計画演習I 2 前期 火9・10時限
人文社会科学部 プロジェクトマネジメント実習I 2 前期 月1-4時限
人文社会科学部 考古学実習I 2 前期 火7-10時限
人文社会科学部 文化財科学実習I 2 前期 火7-10時限
人文社会科学部 考古学フィールドワーク実習I 2 前期 火7-10時限
人文社会科学部 保存科学実習I 2 前期 火7-10時限
人文社会科学部 ビジネス戦略実習I 2 前期 金7-10時限
人文社会科学部 言語コミュニケーション実習（多言語）中国語B(1単位)(19H以前) 1 前期 金3・4時限
人文社会科学部 ３年次ゼミナールI（上條） 2 前期 火3・4時限
人文社会科学部 ４年次ゼミナールI（上條） 2 前期 火3・4時限
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開講学部等 授業科目名 単位 学期 曜日・時限

人文社会科学部 書道I 2 前期 集中・不定期等
人文社会科学部 文化資源学コース特設講義Ａ「現代アート入門」 2 前期 集中・不定期等
人文社会科学部 【教職】特別活動及び総合的な学習の時間の指導法 2 前期 集中・不定期等
人文社会科学部 企業戦略コース特設講義Ｃ(2)「観光基礎論」 2 前期 集中・不定期等
人文社会科学部 インターンシップＡ 2 前期 集中・不定期等
人文社会科学部 【教職】特別な教育的ニーズの理解とその支援 1 前期 集中・不定期等
人文社会科学部 【学芸員】博物館資料保存論 2 前期 集中・不定期等
人文社会科学部 【教職】商業科教育法I 2 前期 木7・8時限
人文社会科学部 【教職】公民科教育法 2 前期 木9・10時限
人文社会科学部 ベンチャービジネス論 2 後期 月5・6時限
人文社会科学部 刑事司法論 2 後期 月7・8時限
人文社会科学部 企業戦略コース特設講義Ｂ(4)「フードビジネス論」 2 後期 月9・10時限
人文社会科学部 自治体政策研究 2 後期 火3・4時限
人文社会科学部 企業戦略コース特設講義B②「サービス企業論」 2 後期 火5・6時限
人文社会科学部 簿記システムI 2 後期 火9・10時限
人文社会科学部 形態文化史 2 後期 水3・4時限
人文社会科学部 文化財科学 2 後期 水3・4時限
人文社会科学部 多言語コミュニケーションＣ（中国語） (20H以降) 2 後期 水3・4時限

人文社会科学部
経済法律コース・企業戦略コース・地域行動コース特設講義Ｂ(1)「消費者市民
社会の実践」経済法律コース学生

2 後期 木3・4時限

人文社会科学部
経済法律コース・企業戦略コース・地域行動コース特設講義Ｂ(1)「消費者市民
社会の実践」企業戦略コース学生

2 後期 木3・4時限

人文社会科学部
経済法律コース・企業戦略コース・地域行動コース特設講義Ｂ(1)「消費者市民
社会の実践」地域行動コース学生／Special Lecture B: Practice for
Consumer Civil Society

2 後期 木3・4時限

人文社会科学部
多言語コミュニケーションＤ（中国語） (20H以降)／Foreign Language
Communication (Chinese)D

2 後期 金3・4時限

人文社会科学部
経済法律・企業戦略コース特設講義Ｄ(1)「子どもと法律」経済法律コース学生
／Economic and Law Program Special Lecture D

2 後期 金3・4時限

人文社会科学部
経済法律・企業戦略コース特設講義Ｄ(1)「子どもと法律」企業戦略コース学生
／Corporate Strategy Program Special Lecture D

2 後期 金3・4時限

人文社会科学部 事業計画演習II／Project Planning Colloquium II 2 後期 火9・10時限
人文社会科学部 プロジェクトマネジメント実習II／Business Stratgies Practicum II 2 後期 月1-4時限
人文社会科学部 考古学実習II／Archeology Practicum II 2 後期 火7-10時限
人文社会科学部 文化財科学実習II／Cultural Properties Practicum II 2 後期 火7-10時限
人文社会科学部 考古学フィールドワーク実習II／Archeology Fieldwork Practicun II 2 後期 火7-10時限
人文社会科学部 保存科学実習II／Preservation Science Practicum II 2 後期 火7-10時限
人文社会科学部 地域司法実習／Regional Justice Practicum 2 後期 金5-8時限
人文社会科学部 ビジネス戦略実習II／Business Stratgies Practicum I 2 後期 金7-10時限
人文社会科学部 ３年次ゼミナールII（上條）／3rd year Seminar Ⅱ 2 後期 火3・4時限
人文社会科学部 ４年次ゼミナールII（上條）／4th year Seminar Ⅱ 2 後期 火3・4時限
人文社会科学部 インターンシップＢ／Internship B 2 後期 集中・不定期等
人文社会科学部 【教職】教育相談の理論と方法／Study on ducational Counseling 2 後期 集中・不定期等

人文社会科学部
【教職】社会科地理歴史科授業構成論／Theory on Instructional Materials in
Social Studies Geography and History

2 後期 水7・8時限

人文社会科学部 【教職】商業科教育法II／Teaching Methods for Commercial Education Ⅱ 2 後期 木7・8時限
人文社会科学部 【教職】地理歴史科教育法／Teaching Methods for Geography and History 2 後期 木9・10時限

人文社会科学部　　計 108
教育学部 環境教育概論／Introduction to Environmental Education 2 前期 金1・2時限
教育学部 卒業研究【９月卒業予定者】／Graduation Research 6 前期 集中・不定期等
教育学部 小学校英語基礎／Fundamentals of English for Elementary School Teachers 1 前期 月1・2時限
教育学部 小学校音楽基礎／Introduction to Teaching Elementary Music 1 前期 火1・2時限
教育学部 小学校音楽基礎／Introduction to Teaching Elementary Music 1 前期 火5・6時限
教育学部 小学校音楽実技／Teaching Elementary Music Through Performance 1 前期 水5・6時限

教育学部
小学校図画工作演習／Seminar of Arts and Crafts for Elementary School
Teachers

1 前期 水5・6時限

教育学部 小学校家庭科実習 1 前期 水5・6時限
教育学部 小学校算数基礎／Fundamentals of Mathematics for Elementary School 1 前期 木5・6時限
教育学部 小学校音楽基礎／Introduction to Teaching Elementary Music 1 前期 木5・6時限

教育学部
小学校専門生活／Fundamentals of Life Environment Studies for Elementary
School Teachers

1 前期 木7・8時限

教育学部
小学校理科基礎／Fundamentals of Natural Science for Elementary School
Teachers

1 前期 木9・10時限

教育学部 小学校算数演習／Seminar of Mathematics for Elementary School Teachers 1 前期 金1・2時限

教育学部
小学校理科・家庭科実験／Natural Science and Home economics for
Elementary School Teachers&comma; Laboratory Work

1 前期 金3・4時限

教育学部 ソルフェージュⅢC／SolfageIIIＣ 1 前期 月3・4時限
教育学部 栽培技術Ａ／Crop Production Technology A 3 前期 月3・4時限
教育学部 独唱ⅢＣ／Solo (Voice Performance)ⅢＣ 2 前期 月3・4時限
教育学部 木材加工技術基礎／Introduction to Woodworking Technology 2 前期 月5・6時限
教育学部 被服学Ⅰ／Clothing Science I 2 前期 月5・6時限
教育学部 母性保健／Maternity Health 1 前期 月5・6時限
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開講学部等 授業科目名 単位 学期 曜日・時限

教育学部
肢体不自由者の心理・生理・病理／Behavioural Characteristics for Children
with Physically Handicapped

2 前期 月5・6時限

教育学部 基礎地学Ⅰ／後半／Fundamentals of Earth Science I 1 前期 月7・8時限
教育学部 基本実技３|（バスケットボール・バドミントン） 1 前期 月7・8時限
教育学部 栽培技術基礎／Introduction to Crop Production Technology 2 後期 月7・8時限
教育学部 独唱Ⅰ／Solo (Voice Performance) I 1 前期 月7・8時限
教育学部 電気技術基礎／Introduction to Electrical Technology 2 前期 月7・8時限
教育学部 学校看護学／School Nursing Science 2 前期 月7・8時限
教育学部 学校看護学実習（３年前）／Training of School Nursing 1 前期 火1-4時限
教育学部 ソルフェージュ IA／Solfage IA 1 前期 火3・4時限
教育学部 臨床発達心理学演習（前期）／Seminar in Clinical Developmental Psychology 1 前期 火5・6時限
教育学部 臨床医科学Ⅲ-1（整形外科）／前半／Clinical Medicine III-1 (Orthopedics) 1 前期 火5・6時限
教育学部 心理測定と統計／Psychological Measurement and Statistics 2 前期 火7・8時限
教育学部 木材加工技術Ａ／Woodworking Technology A 2 前期 水1・2時限
教育学部 地学概論Ⅱ／General Earth Science Ⅱ 2 前期 水3・4時限
教育学部 電気技術Ａ／Electrical Technology A 2 前期 水3・4時限
教育学部 独奏Ⅰ／Solo (Instrumental Performance) I 1 前期 水5・6時限
教育学部 機械技術基礎／Introduction to Machine Technology 2 前期 水5・6時限
教育学部 デザインⅡ（４年前）／Design II 2 前期 水9・10時限
教育学部 情報技術Ａ／Information Technology A 2 前期 木5・6時限
教育学部 教育学特殊講義 2 前期 木5・6時限
教育学部 物理学概論Ⅱ／General Physics Ⅱ 2 前期 木5・6時限
教育学部 独唱ⅢＡ／Solo (Voice Performance)ⅢＡ 2 前期 木5・6時限
教育学部 独奏ⅣＣ／Solo (Instrumental Performance)ⅣＣ 2 前期 木5・6時限
教育学部 独奏ⅣＡ／Solo (Instrumental Performance)IVA 2 前期 木7・8時限
教育学部 工芸史【学校教育】／History of Industrial Arts 2 前期 木7・8時限

教育学部
特別支援教育相談支援／Educational Consultation and Support for Children
with Disabilities

2 前期 木9・10時限

教育学部
知的障害者の指導法／Curriculum and Teaching Method for Children with
Intellectual Disabilities

2 前期 金1・2時限

教育学部 養護学概論／Introduction to School Health Nursing 2 前期 金3・4時限

教育学部
社会科教育演習Ⅰ（Ａ）【対象：２１Ｐ以降】／Teaching Methodology of Social
Studies&comma; Seminar I

2 前期 金5・6時限

教育学部 ソルフェージュⅢA／Solfage IIIA 1 前期 金5・6時限
教育学部 木材加工実習Ⅰ／Practical Training on Woodworking I 1 前期 金5・6時限
教育学部 金属加工実習Ⅰ／Practical Training on Metalworking I 1 前期 金7・8時限
教育学部 基礎地学実験／Laboratory Work in Elemental Earth Science 2 前期 金7-10時限

教育学部
被服学実験実習Ⅱ／前半／Laboratory Work and Practical Training in
Clothing Science Ⅱ

1 前期 金7-10時限

教育学部 養護学演習Ⅱ／School Health Nursing&comma; Seminar II 2 前期 金7・8時限
教育学部 工芸基礎（２年前）／Basic Crafts 1 前期 金9・10時限
教育学部 バドミントンⅠ【対象：２０Ｐ以前】／Badminton I 1 前期 金9・10時限
教育学部 機械実習Ⅰ／Practical Training on Machine Technology I 1 前期 金9・10時限
教育学部 社会教育特殊講義／Special Lecture on Adult and Community Education 2 前期 金9・10時限
教育学部 バドミントンⅡ（３年）／Badminton II 1 前期 金9・10時限
教育学部 バドミントンⅡ（４年）／Badminton II 1 前期 金9・10時限
教育学部 基本実技５|（水泳・スキー） 1 前期 集中・不定期等
教育学部 水泳Ⅰ／Swimming I 1 前期 集中・不定期等
教育学部 教育科学演習／Introducition of Educational Science 2 前期 火9・10時限
教育学部 ソルフェージュ IIA／Solfage IIA 1 前期 集中・不定期等
教育学部 電気実習Ⅰ／Practical Training on Electrical Technology I 1 前期 集中・不定期等
教育学部 電気実習Ⅱ／Practical Training on Electrical Technology II 1 前期 集中・不定期等
教育学部 情報技術実習Ⅰ／Practical Training on Information Technology I 1 前期 集中・不定期等
教育学部 精神衛生／Mental Hygiene 2 前期 集中・不定期等
教育学部 精神保健／Mental Health 2 前期 集中・不定期等
教育学部 保育内容指導法Ⅳ（表現）／Curriculum for Preschool Education IV 2 前期 集中・不定期等

教育学部
社会科教育演習Ⅰ（Ａ）／Teaching Methodology of Social Studies&comma;
Seminar I

2 前期 集中・不定期等

教育学部 独奏ⅢＡ／Solo (Instrumental Performance) IIIA 2 前期 集中・不定期等
教育学部 情報技術実習Ⅱ／Practical Training on Information Technology Ⅱ 1 前期 集中・不定期等
教育学部 歴史学演習Ⅳ／Seminar in Japanese History Ⅳ 2 前期 集中・不定期等
教育学部 臨床看護学演習／Seminar in Clinical Nursing 1 前期 集中・不定期等
教育学部 臨床実習／Practice in Clinical Nursing 2 前期 集中・不定期等
教育学部 独奏ⅢＣ／Solo (Instrumental Performance)ⅢＣ 2 前期 集中・不定期等
教育学部 デザインⅠ（２年前）／Design I 1 前期 金7・8時限
教育学部 栽培実習Ⅰ／Practical Training on Crop Production I 1 前期 木3・4時限
教育学部 保育学Ⅱ／Early Childhood Education and Care II 2 前期 木3・4時限
教育学部 小学校音楽基礎／Introduction to Teaching Elementary Music 1 前期 木5・6時限
教育学部 特別な教育的ニーズの理解と支援 2 前期 月9・10時限
教育学部 インクルーシブ教育概論／Introduction to Inclusive Education 2 前期 月9・10時限
教育学部 数学科教材論／Materials Developments in Mathematics Education 2 前期 火3・4時限
教育学部 理科教材方法論Ⅱ／Methodology and Teaching Materials of Science 2 前期 火3・4時限
教育学部 音楽科教育法Ⅲ 2 前期 火3・4時限
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開講学部等 授業科目名 単位 学期 曜日・時限

教育学部
美術科教育法演習Ⅰ／Curriculum and Instruction in Teaching Arts&comma;
Seminar I

2 前期 火3・4時限

教育学部 体育科教育方法論／Materials Developments in Physical Education Teaching 2 前期 火3・4時限
教育学部 技術科教育法Ⅲ／Technology Education Teaching III 2 前期 火3・4時限
教育学部 家庭科教育法Ⅲ／Home Economic Education III 2 前期 金9・10時限
教育学部 数学科教育法／Mathematics Teaching 2 前期 水3・4時限
教育学部 体育科教育法／Physical Education Teaching 2 前期 水3・4時限
教育学部 技術科教育法Ⅰ／Technology Education Teaching I 2 前期 水3・4時限
教育学部 家庭科教育法Ⅰ／Home Economic Education I 2 前期 水3・4時限

教育学部
人間教育論Ⅰ（教育の理念と歴史）※【小学校コース】／The Basic Study of
Human Education I

2 前期 水5・6時限

教育学部 教育におけるICT活用【対象：小学校コース】 1 前期 月3・4時限
教育学部 公民科教育法／Curriculum and Instruction in Civics 2 前期 木9・10時限
教育学部 工業科教育法Ⅰ 2 前期 月5・6時限
教育学部 教育方法論（初等）／Educational Methods (Primary) 2 前期 金7・8時限
教育学部 特別活動及び総合的な学習の時間の指導法 2 前期 集中・不定期等
教育学部 教育実習（集中実習・小学校）／Teaching Practicum on Elementary School 2 前期 集中・不定期等
教育学部 教育実習（集中実習・中学校）／Teaching Practicum on Junior High School 2 前期 集中・不定期等
教育学部 教育実習（卒業要件外小学校）／Teaching Practicum on Elementary School 2 前期 集中・不定期等
教育学部 教育実習（卒業要件外中学校）／Teaching Practicum on Junior High School 2 前期 集中・不定期等

教育学部
事前事後指導（卒業要件外工業）／Guidance before Practicum&comma;
Guidance after Practicum (Industry)

1 前期 集中・不定期等

教育学部 教職実践演習（基礎演習）／Seminar for Teaching Practice&comma; Basic 1 前期 集中・不定期等
教育学部 教職実践演習（教諭）／Seminar for Teaching Practice 2 前期 集中・不定期等
教育学部 特別活動（初等）／Fundamentals of Extracurricular Activities (Primary) 2 前期 木3・4時限
教育学部 教育におけるICT活用【対象：中学校コース・特支・養教】 1 前期 木7・8時限
教育学部 教育相談の理論と方法（初等） 2 前期 集中・不定期等
教育学部 カウンセリング基礎論（初等）【18P以前】 2 前期 集中・不定期等
教育学部 特別な教育的ニーズの理解とその支援 1 前期 集中・不定期等
教育学部 教職実践演習（養護教諭） 2 前期 集中・不定期等
教育学部 健康教育概論／health education and literacy 2 後期 水5・6時限

教育学部
小学校家庭科基礎／Fundamentals of Home Economics for Elementary
School Teachers

1 後期 月3・4時限

教育学部 小学校音楽基礎／Introduction to Teaching Elementary Music 1 後期 月9・10時限
教育学部 小学校音楽基礎／Introduction to Teaching Elementary Music 1 後期 火3・4時限
教育学部 小学校音楽基礎／Introduction to Teaching Elementary Music 1 後期 火5・6時限
教育学部 小学校音楽講義／Music in Elementary Education 2 後期 金5・6時限
教育学部 基礎地学Ⅱ／Fundamentals of Earth Science Ⅱ 2 後期 月1・2時限
教育学部 デザイン基礎／Basic Design 2 後期 月1・2時限

教育学部
保育内容指導法Ⅲ（環境・言葉）／Curriculum for Preschool Education III
(Environment&comma; Language)

2 後期 月3・4時限

教育学部 独唱Ⅱ／Solo (Voice Performance) Ⅱ 1 後期 月3・4時限
教育学部 工芸基礎（２年後）／Basic Crafts 1 後期 月3・4時限
教育学部 栽培技術Ｂ／Crop Production Technology B 2 後期 月3・4時限

教育学部
歌唱（合唱および日本の伝統的な歌唱を含む）／Voice Performance in Vocal
Chamber Ensembles and Japanese Traditional Singings

1 後期 月5・6時限

教育学部 基礎化学実験／Laboratory Work in Elemental Chemistry 2 後期 月5-8時限
教育学部 独奏Ⅱ／Solo (Instrumental Performance) II 1 後期 月9・10時限
教育学部 電気技術Ｂ／Electrical Technology B 2 後期 月5・6時限
教育学部 ソルフェージュ IB／SolfageIＢ 1 後期 月7・8時限

教育学部
被服学実験実習Ⅰ／前半／Laboratory Work and Practical Training in
Clothing Science I

1 後期 月7-10時限

教育学部 養護学基礎実習／隔週／Basic Training of School Health Nursing 1 後期 月7-10時限
教育学部 臨床医科学Ⅲ-2(精神科)／前半／Clinical Medicine III-2 (Neuro Psychiatry) 1 後期 月7・8時限
教育学部 社会教育演習／Seminar on Adult and Community Education 2 後期 月7・8時限

教育学部
肢体不自由者の指導法／Curriculum and Teaching Method for Children with
Physical Disabilities

2 後期 月7・8時限

教育学部 養護学実習／隔週／Practice of School Health Nursing 1 後期 月7-10時限
教育学部 独唱ⅢＤ／Solo (Voice Performance)IIIＤ 2 後期 月7・8時限
教育学部 デザインⅡ（３年後）／Design II 2 後期 月9・10時限
教育学部 学校看護学実習（３年後）／Training of School Nursing 1 後期 火1-4時限
教育学部 ソルフェージュⅢB／Solfage IIIB 1 後期 火3・4時限
教育学部 金属加工技術基礎／Introduction to Metalworking Technology 2 後期 火3・4時限

教育学部
合奏および和楽器／Chamber Ensembles (Including Traditional Japanese
Instruments)

1 後期 火5・6時限

教育学部 情報技術基礎／Introduction to Information Technology 2 後期 火5・6時限
教育学部 学校看護学演習／Seminar on School Nursing Science 2 後期 火5・6時限
教育学部 養護学演習Ⅰ／School Health Nursing&comma; Seminar I 2 後期 水1・2時限
教育学部 指揮法／Conducting 1 後期 水1・2時限
教育学部 木材加工技術Ｂ／Woodworking Technology B 2 後期 水1・2時限
教育学部 救急処置実習／Practice in Emergency Treatment 2 後期 水1-4時限

教育学部
臨床医科学Ⅲ-1（歯科）／前半／Clinical Medicine III-1 (Dentistry and Oral
Surgery)

1 後期 水3・4時限
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教育学部 情報技術Ｂ／Information Technology B 2 後期 水3・4時限
教育学部 臨床発達心理学演習（後期）／Seminar in Clinical Developmental Psychology 1 後期 水5・6時限
教育学部 栽培実習Ⅱ／Practical Training on Crop Production II 1 後期 木3・4時限
教育学部 被服学Ⅱ／Clothing Science II 2 後期 木3・4時限
教育学部 独奏および伴奏／Instrumental Solo and Accompaniment 1 後期 木5・6時限
教育学部 知的障害者の心理／Psychology for Children with Intellectual Disabilities 2 後期 木5・6時限
教育学部 教育学演習 2 後期 木5・6時限
教育学部 独唱ⅢＢ／Solo (Voice Performance)IIIＢ 2 後期 木5・6時限
教育学部 健康相談活動の理論と方法／Theory and Method of Health Counseling 2 後期 木5-8時限
教育学部 独奏ⅣＢ／Solo (Instrumental Performance) IVＢ 2 後期 木7・8時限
教育学部 被服学Ⅲ／Clothing Science III 2 後期 木7・8時限

教育学部
特別支援教育相談支援／Educational Consultation and Support for Children
with Disabilities

2 後期 木9・10時限

教育学部 独奏ⅣＤ／Solo (Instrumental Performance)IVＤ 2 後期 木9・10時限
教育学部 ソルフェージュⅢD／SolfageIIIＤ 1 後期 金3・4時限
教育学部 木材加工実習Ⅱ／Practical Training on Woodworking Ⅱ 1 後期 金3・4時限
教育学部 現代美術演習 2 前期 集中・不定期等
教育学部 地理学演習Ⅱ（自然地理学）／Geography&comma; Seminar Ⅱ 2 後期 集中・不定期等
教育学部 ソルフェージュ IIB／Solfage IIB 1 後期 集中・不定期等
教育学部 スポーツ医学（スポーツ医学&comma;アダプテッド・スポーツ） 2 後期 集中・不定期等
教育学部 視覚障害者教育総論／Education for Children with Visual Impairments 2 後期 集中・不定期等
教育学部 独奏ⅢＢ／Solo (Instrumental Performance) IIIＢ 2 後期 集中・不定期等

教育学部
社会科教育演習Ⅳ（Ａ）／Teaching Methodology of Social Studies&comma;
Seminar Ⅳ

2 後期 集中・不定期等

教育学部 独奏ⅢＤ／Solo (Instrumental Performance)IIIＤ 2 後期 集中・不定期等
教育学部 学校保健研究Ⅱ／School Health Research II 2 後期 集中・不定期等
教育学部 臨床心理学 2 後期 木5・6時限

教育学部
小学校算数科教育法／Teaching Methodology of Mathematics Education for
Elementary School Teachers

2 後期 月1・2時限

教育学部 生涯学習論／Introduction to Lifelong Learning 2 後期 火1・2時限
教育学部 数学科教育方法論／Methodology in Mathematics Education 2 後期 火3・4時限
教育学部 理科教育法Ⅱ／Principle of Science Education II 2 後期 火3・4時限

教育学部
保健体育科実践Ⅰ／Methodology in Physical Education Teaching&comma;
Seminar I

2 後期 火3・4時限

教育学部 技術科教育法Ⅳ／Technology Education Teaching IV 2 後期 火3・4時限
教育学部 家庭科教育法Ⅳ／Home Economic Education Ⅳ 2 後期 火3・4時限
教育学部 小学校家庭科教育法／Home Economics Teacning for Elementary School 2 後期 水1・2時限
教育学部 数学科授業論／Mathematics Teaching Analysis 2 後期 水3・4時限
教育学部 理科教材方法論Ⅰ／Methodology and Teaching Materials of Science 2 後期 水3・4時限
教育学部 美術科教育法／Curriculum and Instruction in Teaching Arts 2 後期 水3・4時限
教育学部 技術科教育法Ⅱ／Technology Education Teaching II 2 後期 水3・4時限
教育学部 家庭科教育法Ⅱ／Home Economic Education II 2 後期 水3・4時限
教育学部 社会教育計画論／Planning Theory of Adult Education 2 後期 水3・4時限
教育学部 地理歴史科実践論 2 後期 水7・8時限
教育学部 総合的な学習の時間の指導法 2 後期 木1・2時限

教育学部
小学校生活科教育法／Life Envirionment Studies Teaching for Elementary
School Teachers

2 後期 木9・10時限

教育学部
地理歴史科教育法／Curriculum and Instruction in Teaching Geography and
History

2 後期 木9・10時限

教育学部 工業科教育法Ⅱ／Industry Education Teaching II 2 後期 月5・6時限
教育学部 生徒指導心理学（初等） 2 後期 金7・8時限
教育学部 特別活動（中等）／Fundamentals of Extracurricular Activities (Secondary) 2 後期 金7・8時限
教育学部 小学校英語科教育法／Elementary School English Language Teaching 2 後期 金9・10時限
教育学部 音楽科教育法Ⅱ／Curriculum and Instruction in Teaching Secondary Music II 2 後期 集中・不定期等

教育学部
子どもとカリキュラム（中等）【副免許取得希望者】／Children and Curriculum
(Secondary)

2 後期 集中・不定期等

教育学部 学校教育支援実習（後期） 2 後期 集中・不定期等
教育学部 教育相談の理論と方法（中等）【19P以降】 2 後期 集中・不定期等
教育学部 カウンセリング基礎論（中等）【18P以前】 2 後期 集中・不定期等
教育学部 地域コラボレーション演習Ⅰ／Regional Collaboration Seminar I 1 通年 水7-10時限
教育学部 地域コラボレーション演習Ⅱ／Regional Collaboration Seminar Ⅱ 1 通年 水7-10時限
教育学部 キャリアサポート実習Ⅰ／Career Support I 1 通年 集中・不定期等
教育学部 キャリアサポート実習Ⅱ／Career Support II 1 通年 集中・不定期等
教育学部 卒業研究【３月卒業予定者】／Graduation Research 6 通年 集中・不定期等

教育学部
事前・事後指導（特別支援学校）／Guidance before Practicum&comma;
Guidance after Practicum (Special Needs Education School)

1 通年 集中・不定期等

教育学部
事前・事後指導（卒業要件外特別支援学校）／Guidance before
Practicum&comma; Guidance after Practicum (Special Needs Education

1 通年 集中・不定期等

教育学部
特別支援学校教育実習（３年）／Teaching Practicum (Special Needs
Education School)

2 通年 集中・不定期等

教育学部
特別支援学校教育実習（４年）／Teaching Practicum (Special Needs
Education School)

2 通年 集中・不定期等
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教育学部
特別支援学校教育実習（卒業要件外）／Teaching Practicum (Special Needs
Education School)

2 通年 集中・不定期等

教育学部 Ｔｕｅｓｄａｙ実習（小学校）／Ｔｕｅｓｄａｙ 2 通年 火5-10時限
教育学部 Ｔｕｅｓｄａｙ実習（中学校）／Ｔｕｅｓｄａｙ 2 通年 火5-10時限

教育学部
事前事後指導（小学校）／Guidance before Practicum&comma; Guidance after
Practicum (Elementary School)

1 通年 水9・10時限

教育学部
事前事後指導（中学校）／Guidance before Practicum&comma; Guidance after
Practicum (Junior High School)

1 通年 水9・10時限

教育学部
事前事後指導（卒業要件外小学校）／Guidance before Practicum&comma;
Guidance after Practicum (Elementary School)

1 通年 水9・10時限

教育学部
事前事後指導（卒業要件外中学校）／Guidance before Practicum&comma;
Guidance after Practicum (Junior High School)

1 通年 水9・10時限

教育学部 教職入門／Introduction Teachers Theory 2 通年 集中・不定期等

教育学部
学校生活体験実習Ⅰ（小学校）／Experience and Support Practice of School
Life in Student and Teacher I（Primary）

1 通年 集中・不定期等

教育学部
学校生活体験実習Ⅰ（中学校）／Experience and Support Practice of School
Life in Student and Teacher I（Secondary）

1 通年 集中・不定期等

教育学部
学校生活体験実習Ⅱ／Experience and Support Practice of School Life in
Student and Teacher II

1 通年 集中・不定期等

教育学部 養護実習／School Health Teaching Practice 4 通年 集中・不定期等

教育学部
事前事後指導（養護実習）／Guidance before Practicum&comma; Guidance
after Practicum (School Nurse Teacher)

1 通年 集中・不定期等

教育学部 研究教育実習（小学校）／Teaching Practicum in Elementary Education 2 通年 集中・不定期等
教育学部 研究教育実習（中学校）／Teaching Practicum in Secondary Education 2 通年 集中・不定期等
教育学部 学校教育支援実習（前期）／Practicum in Educational Support 2 通年 水9・10時限
教育学部 教職実践演習（発展演習・教諭） 2 前期 集中・不定期等
教育学部 教職実践演習（養護教諭） 2 前期 集中・不定期等
教育学部 学校教育支援実習（養護教諭） 2 後期 集中・不定期等

教育学部　　計 386
医学部医学科 医の原則／Medical Ethics 1 前期 月7・8時限
医学部医学科 基礎人体科学演習／Practice for Human Biology 2 前期 月1-4時限
医学部医学科 臨床医学入門／Practice for Introduction to Clinical Medicine 2 前期 水5-10時限
医学部医学科 地域医療入門／Introduction to Community Medicine 1 前期 水3・4時限

医学部医学科 解剖学／Anatomy 4 前期
月1-6時限・火3-6時
限・水5・6時限・木1-6
時限・金1-6時限

医学部医学科 生理学／Physiology 2 前期
月1-10時限・火3-10
時限・水5-10時限・木
1-4時限・金1-4時限

医学部医学科 解剖学実習／Anatomy Practice 3 前期
月5-10時限・火5-10
時限・水5-10時限・木
5-10時限・金5-10時

医学部医学科 生理学実習／Physiology Practice 2 前期
月1-10時限・火3-10
時限・水5-10時限・木
1-4時限・金1-4時限

医学部医学科 社会医学／Social Medicine 2 前期 金1-10時限
医学部医学科 外科学概論／Surgery 1 前期 木9・10時限
医学部医学科 消化器内科学・外科学Ⅰ／Gastroenterology Ⅰ 2 前期 月5・6時限・木5・6時
医学部医学科 循環器内科学・外科学Ⅰ／Cardiology Ⅰ 2 前期 火1・2時限・水1・2時
医学部医学科 内分泌・代謝学Ⅰ（内分泌）／Endocrinology and Metabolism Ⅰ 1 前期 月9・10時限
医学部医学科 呼吸器内科学・外科学Ⅰ／Respirology Ⅰ 1 前期 月7・8時限
医学部医学科 感染症学／Infectology 1 前期 月3・4時限
医学部医学科 神経精神医学Ⅰ／Neuropsychiatry Ⅰ 1 前期 水3・4時限
医学部医学科 小児科学Ⅰ／Pediatrics Ⅰ 1 前期 木3・4時限

医学部医学科 病理学実習／Pathology Practice 2 前期
火5-10時限・水5-10
時限・他

医学部医学科 社会医学実習／Social Medicine Practice 2 前期 金1-10時限
医学部医学科 医学英語Ⅳ／Medical English Ⅳ 1 前期 月9・10時限
医学部医学科 血液内科学Ⅰ／Hematology Ⅰ 1 前期 水9・10時限
医学部医学科 血液内科学Ⅱ／Hematology Ⅱ 1 前期 金9・10時限
医学部医学科 周産期医学／Obstetrics 1 前期 火1・2時限
医学部医学科 症候学／Symptomatology 1 前期 水3・4時限
医学部医学科 整形外科学Ⅱ／Orthopedics Ⅱ 1 前期 火5・6時限
医学部医学科 麻酔科学・緩和医療学Ⅱ／Anesthesiology and Palliative Medicine Ⅱ 1 前期 月3・4時限
医学部医学科 放射線腫瘍学／Radiology（Therapy） 1 前期 火9・10時限
医学部医学科 臨床腫瘍学／Clinical Oncology 1 前期 水7・8時限
医学部医学科 皮膚科学／Dermatology 1 前期 木5・6時限
医学部医学科 泌尿器科学／Urology 1 前期 火7・8時限
医学部医学科 眼科学／Ophthalmology 1 前期 月5・6時限
医学部医学科 耳鼻咽喉・頭頚部外科学／Otorhinolaryngology 1 前期 月7・8時限
医学部医学科 脳神経外科学／Neurosurgery 1 前期 火3・4時限
医学部医学科 歯科口腔外科学／Dentistry and Oral Surgery 1 前期 木7・8時限
医学部医学科 形成外科学／Plastic and Reconstructive Surgery 1 前期 木3・4時限
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医学部医学科 救急・災害医学／Emergency and Disaster Medicine 1 前期 水5・6時限
医学部医学科 臨床検査医学／Laboratory Medicine 1 前期 月1・2時限
医学部医学科 小児外科学／Pediatric Surgery 1 前期 木9・10時限
医学部医学科 法医学／Forensic Medicine 1 前期 水1・2時限
医学部医学科 医療安全学／Health Care Safety Management 1 前期 金5・6時限
医学部医学科 臨床実習Ⅱ／Clinical Clerkship Ⅱ 17 前期 集中・不定期等
医学部医学科 医学英語Ⅰ（クラスＡ）／Medical English Ⅰ-Class A 1 後期 月7・8時限
医学部医学科 医学英語Ⅰ（クラスＢ）／Medical English Ⅰ-Class B 1 後期 月7・8時限
医学部医学科 生化学／Biochemistry 2 後期 月1-4時限
医学部医学科 組織学／Histology 1 後期 水5・6時限
医学部医学科 組織学実習／Histology Practice 1 後期 水
医学部医学科 医学英語Ⅱ／Medical English Ⅱ 1 後期 火5・6時限
医学部医学科 免疫学／Immunology 1 後期 水1・2時限
医学部医学科 神経科学／Neuroscience 1 後期 月5・6時限
医学部医学科 病理学／Pathology 3 後期 3・4時限
医学部医学科 神経科学実習／Neuroscience Practice 1 後期 月
医学部医学科 医学英語Ⅲ／Medical English Ⅲ 1 後期 集中・不定期等
医学部医学科 消化器内科学・外科学Ⅱ／Gastroenterology Ⅱ 1 後期 月3・4時限
医学部医学科 循環器内科学・外科学Ⅱ／Cardiology Ⅱ 1 後期 月5・6時限
医学部医学科 内分泌・代謝学Ⅰ（内分泌）／Endocrinology and Metabolism Ⅰ 1 後期 月9・10時限
医学部医学科 内分泌・代謝学Ⅱ／Endocrinology and Metabolism 1 後期 火7・8時限
医学部医学科 呼吸器内科学・外科学Ⅱ／Respirology Ⅱ 1 後期 月1・2時限
医学部医学科 臨床免疫学／Clinical Immunology 1 後期 木1・2時限
医学部医学科 神経精神医学Ⅱ／Neuropsychiatry Ⅱ 1 後期 木3・4時限
医学部医学科 小児科学Ⅱ／Pediatrics Ⅱ 1 後期 金1・2時限
医学部医学科 婦人科学／Gynecology 1 後期 火1・2時限
医学部医学科 神経内科学／Neurology 1 後期 金3・4時限
医学部医学科 腎臓内科学／Nephrology 1 後期 火3・4時限
医学部医学科 整形外科学Ⅰ／Orthopedics Ⅰ 1 後期 火5・6時限
医学部医学科 麻酔科学・緩和医療学Ⅰ／Anesthesiology and Palliative Medicine Ⅰ 1 後期 月7・8時限
医学部医学科 放射線診断学／Radiology（Diagnosis） 1 後期 火9・10時限
医学部医学科 特別教育科目（研究室研修）／Laboratory Training 3 後期 集中・不定期等
医学部医学科 リハビリテーション医学／Rehabilitation Medicine 1 後期 火3・4時限
医学部医学科 臨床薬理・和漢薬学／Clinical Pharmacology and Japanese Oriental Medicine 1 後期 金9・10時限
医学部医学科 病理診断学／Anatomic Pathology 1 後期 木1・2時限
医学部医学科 ＰＢＬ／Problem Based Learning 6 後期 集中・不定期等
医学部医学科 臨床実習入門／Introduction to Clinical Training 10 後期 集中・不定期等
医学部医学科 総合教育演習Ⅱ／Clinical Clerkship Ⅱ 8 後期 集中・不定期等
医学部医学科 臨床実習Ⅰ／Clinical Clerkship Ⅰ 44 通年 集中・不定期等

医学部医学科　　計 173
医学部保健学科 保健学概論 1 前期 月1・2時限
医学部保健学科 コミュニケーション論 1 前期 月1・2時限
医学部保健学科 コミュニケーション論 1 前期 月1・2時限
医学部保健学科 看護対象論 1 前期 水5・6時限
医学部保健学科 精神医学演習 1 前期 月1・2時限
医学部保健学科 身体障害作業療法治療学Ⅰ 2 前期 金3・4時限
医学部保健学科 精神障害作業療法治療学Ⅱ 2 前期 月1・2時限
医学部保健学科 小児看護学概論 1 前期 月3・4時限
医学部保健学科 物理療法学 2 前期 月3・4時限
医学部保健学科 作業療法評価学概論 1 前期 月3・4時限
医学部保健学科 精神障害作業療法評価学 1 前期 月3・4時限
医学部保健学科 看護教育学演習 1 前期 月3・4時限
医学部保健学科 精神障害作業療法疾患学演習 1 前期 月3・4時限
医学部保健学科 理学療法学総論 1 前期 月5・6時限
医学部保健学科 作業療法概論 2 前期 月5・6時限
医学部保健学科 疾病論Ⅰ 1 前期 月5・6時限
医学部保健学科 疾病論Ⅲ 1 前期 月5・6時限
医学部保健学科 基礎作業学 2 前期 月5・6時限
医学部保健学科 生理検査学総論 1 前期 月9・10時限
医学部保健学科 細胞診断学講義 6 前期 月5・6時限・火3-6時
医学部保健学科 小児科学 1 前期 月5・6時限

医学部保健学科 細胞診断学実習 8 前期
月5-10時限・火7-10
時限・水5-10時限・木
5-10時限・金5-10時

医学部保健学科 基礎作業学実習 1 前期 月7-10時限
医学部保健学科 助産診断・技術学Ⅰ 1 前期 月7・8時限
医学部保健学科 公衆衛生看護方法論Ⅲ 1 前期 月7・8時限
医学部保健学科 小児理学療法学演習 1 前期 月7・8時限
医学部保健学科 身体障害作業療法治療学実習Ⅰ 1 前期 木5-8時限
医学部保健学科 看護学概論 2 前期 月9・10時限
医学部保健学科 量子撮影技術学（前期） 2 前期 月9・10時限
医学部保健学科 成人看護方法論Ⅴ 1 前期 月9・10時限
医学部保健学科 看護科教育法Ⅰ 2 前期 木7-10時限
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医学部保健学科 内部障害系理学療法学実習 1 前期 火1-4時限
医学部保健学科 発達障害作業療法治療学演習 1 前期 火1・2時限
医学部保健学科 地域医療検査学演習 1 前期 火1・2時限
医学部保健学科 身体障害作業療法治療学Ⅳ 2 前期 木3・4時限
医学部保健学科 放射線治療技術学演習Ⅱ 1 前期 火3・4時限
医学部保健学科 内科学演習 1 前期 火3・4時限
医学部保健学科 看護技術学 1 前期 火5・6時限
医学部保健学科 老年看護学概論 1 前期 火5・6時限
医学部保健学科 臨床血液学 2 前期 火5・6時限
医学部保健学科 運動療法学 2 前期 火5・6時限
医学部保健学科 脳障害理学療法学演習 1 前期 月9・10時限
医学部保健学科 地域作業療法学演習 1 前期 火5・6時限
医学部保健学科 成人看護方法論Ⅱ 2 前期 火7・8時限
医学部保健学科 精神看護学演習 1 前期 火7-10時限
医学部保健学科 医学英語演習 1 前期 火7・8時限
医学部保健学科 臨床血液検査学実習 1 前期 火7-10時限
医学部保健学科 成人看護方法論Ⅲ 2 前期 火9・10時限
医学部保健学科 臨床医学概論演習 1 前期 火9・10時限
医学部保健学科 放射線関係法規 2 前期 火9・10時限
医学部保健学科 神経筋障害理学療法学演習 1 前期 火9・10時限
医学部保健学科 理学療法学英語 1 前期 水1・2時限
医学部保健学科 神経系障害学Ⅰ 1 前期 水1・2時限
医学部保健学科 母性看護学演習 1 前期 水1・2時限
医学部保健学科 臨床薬理学 2 前期 水1・2時限
医学部保健学科 内部障害系理学療法学演習 1 前期 水1・2時限
医学部保健学科 リハビリテーション医学 1 前期 水3・4時限
医学部保健学科 保健医療福祉倫理学 1 前期 水3・4時限
医学部保健学科 医療リスクマネジメント 1 前期 水3・4時限
医学部保健学科 スポーツ障害理学療法学 1 前期 水9・10時限
医学部保健学科 作業療法管理学 2 前期 木1・2時限
医学部保健学科 地域理学療法学 1 前期 木9・10時限
医学部保健学科 放射線生物学 2 前期 水5・6時限
医学部保健学科 内科学I 2 前期 水5・6時限
医学部保健学科 スポーツ障害理学療法学実習 1 前期 水5-8時限
医学部保健学科 精神障害作業療法治療学演習 1 前期 水5・6時限
医学部保健学科 内科学 2 前期 水7・8時限
医学部保健学科 助産学概論 1 前期 水7・8時限
医学部保健学科 公衆衛生看護方法論Ⅳ 1 前期 水5・6時限
医学部保健学科 成人看護学演習 1 前期 水7-10時限
医学部保健学科 精神看護学概論 1 前期 水9・10時限
医学部保健学科 疾病論Ⅱ 1 前期 水9・10時限
医学部保健学科 地域リハビリテーション概論 1 前期 水9・10時限
医学部保健学科 神経・筋・感覚機能検査学 2 前期 木1・2時限
医学部保健学科 神経系障害装具学演習 1 前期 木1-4時限
医学部保健学科 核医学検査技術学 1 前期 木3・4時限
医学部保健学科 看護教育学概論 1 前期 木5・6時限
医学部保健学科 画像解剖学 1 前期 木5・6時限
医学部保健学科 診療画像技術学Ⅱ 2 前期 木5・6時限
医学部保健学科 臨床生理学実習 1 前期 木5-8時限
医学部保健学科 神経系障害理学療法学実習 1 前期 木5-8時限
医学部保健学科 公衆衛生看護学概論Ⅱ 1 前期 木7・8時限
医学部保健学科 母性看護学概論 1 前期 木7・8時限
医学部保健学科 核医学検査技術学Ⅱ 2 前期 木7・8時限
医学部保健学科 臨床栄養学 2 前期 木9・10時限

医学部保健学科 細胞診断学演習（前期） 2 前期
木9・10時限・金9・10
時限

医学部保健学科 看護技術学演習Ⅰ 2 前期 金1-4時限
医学部保健学科 臨床生理学 2 前期 金1・2時限
医学部保健学科 理学療法評価学実習 1 前期 金1-4時限
医学部保健学科 発達障害作業療法評価学 1 前期 金1・2時限
医学部保健学科 身体障害作業療法評価学 1 前期 金1・2時限
医学部保健学科 病理組織細胞検査学実習 1 前期 金1-4時限
医学部保健学科 放射線安全管理学実験 1 前期 金1-4時限
医学部保健学科 微生物学総論 2 前期 金3・4時限
医学部保健学科 小児看護学演習 1 前期 金3・4時限
医学部保健学科 医用情報機器工学実習 1 前期 金5-8時限
医学部保健学科 在宅看護学演習 1 前期 金5-8時限
医学部保健学科 老年看護学演習 1 前期 金5-8時限
医学部保健学科 臨床微生物検査学実習 1 前期 金5-8時限
医学部保健学科 臨床実習Ⅰ 1 前期 金1-10時限
医学部保健学科 臨床実習Ⅱ 1 前期 金1-10時限
医学部保健学科 発達障害作業療法治療学実習 1 前期 金5-8時限
医学部保健学科 セルフケア論 1 前期 金7・8時限
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医学部保健学科 在宅看護学概論 1 前期 金9・10時限
医学部保健学科 助産診断・技術学Ⅱ 1 前期 金9・10時限
医学部保健学科 人間発達論 1 前期 集中・不定期等
医学部保健学科 リハビリテーション教育学Ⅰ 2 前期 集中・不定期等
医学部保健学科 社会福祉学 1 前期 水7・8時限
医学部保健学科 基礎看護学実習Ⅰ 1 前期 集中・不定期等
医学部保健学科 老年看護学実習Ⅰ 1 前期 集中・不定期等
医学部保健学科 特別活動及び総合的な学習の時間の指導法 2 前期 集中・不定期等
医学部保健学科 教育相談の理論と方法 2 前期 集中・不定期等
医学部保健学科 特別な教育的ニーズの理解とその支援 1 前期 集中・不定期等
医学部保健学科 基礎看護学実習Ⅱ 2 前期 集中・不定期等
医学部保健学科 超微形態学 1 前期 1・2時限
医学部保健学科 看護管理学 1 前期 集中・不定期等
医学部保健学科 精神看護学実習 2 前期 集中・不定期等
医学部保健学科 老年看護学実習Ⅱ 3 前期 集中・不定期等
医学部保健学科 公衆衛生看護学実習Ⅰ 3 前期 集中・不定期等
医学部保健学科 在宅看護学実習 2 前期 集中・不定期等
医学部保健学科 助産学実習 8 前期 集中・不定期等
医学部保健学科 教育実習 2 前期 集中・不定期等
医学部保健学科 事前・事後指導 1 前期 集中・不定期等
医学部保健学科 臨床実習Ⅱ 5 前期 集中・不定期等
医学部保健学科 卒業研究（検査）〔前期〕 3 前期 集中・不定期等
医学部保健学科 臨床実習Ⅳ（４年１３単位） 13 前期 集中・不定期等
医学部保健学科 臨床実習Ⅱ 8 前期 1・2時限
医学部保健学科 保健学概論演習 1 前期 集中・不定期等
医学部保健学科 放射線生物学Ⅰ 2 後期 月1・2時限
医学部保健学科 老年看護方法論 1 後期 月1・2時限
医学部保健学科 検査管理総論 2 後期 月1・2時限
医学部保健学科 物理療法学実習 1 後期 月1-4時限
医学部保健学科 内科学II 2 後期 月1・2時限
医学部保健学科 助産管理論 2 後期 月1-4時限
医学部保健学科 微生物学 2 後期 月3・4時限
医学部保健学科 精神医学 2 後期 月3・4時限
医学部保健学科 地域作業療法学 2 後期 月3・4時限
医学部保健学科 地域医療検査学 1 後期 月3・4時限
医学部保健学科 理学療法学総論演習 1 後期 月5・6時限
医学部保健学科 看護過程論演習 1 後期 月5・6時限
医学部保健学科 理学療法管理学 2 後期 月5・6時限
医学部保健学科 細胞診断学演習（後期） 3 後期 月5-10時限
医学部保健学科 微生物学総論Ⅰ 2 後期 月9・10時限
医学部保健学科 看護倫理学 1 後期 月7・8時限
医学部保健学科 リハビリテーション特殊講義 1 後期 月5・6時限
医学部保健学科 成人看護学概論 1 後期 月9・10時限
医学部保健学科 成人看護方法論Ⅰ 1 後期 月9・10時限
医学部保健学科 臨床心理学 1 後期 月9・10時限
医学部保健学科 カウンセリング論 1 後期 月9・10時限
医学部保健学科 医療英語 1 後期 月7・8時限
医学部保健学科 神経系障害学演習 1 後期 月9・10時限
医学部保健学科 医用生体工学概論 1 後期 月9・10時限
医学部保健学科 検査機器総論 2 後期 火1・2時限
医学部保健学科 日常生活活動分析学 1 後期 火1・2時限
医学部保健学科 理学療法評価学演習 1 後期 火1-4時限
医学部保健学科 医用画像情報学実験 1 後期 火1-4時限
医学部保健学科 看護技術学演習Ⅱ 3 後期 火3-8時限
医学部保健学科 臨床生理学演習 1 後期 木1・2時限
医学部保健学科 義肢装具学 1 後期 火3・4時限
医学部保健学科 総合演習Ⅱ 1 後期 火3・4時限
医学部保健学科 地域・在宅看護学概論Ⅰ 1 後期 水7・8時限
医学部保健学科 臨床血液検査学演習 1 後期 火3・4時限
医学部保健学科 がん看護論 1 後期 火5・6時限
医学部保健学科 臨床血液学形態学実習 1 後期 火5-8時限
医学部保健学科 放射線安全管理学 2 後期 火7・8時限
医学部保健学科 親役割援助論 1 後期 火7・8時限
医学部保健学科 画像解剖学演習 1 後期 火9・10時限
医学部保健学科 救急・蘇生医学 1 後期 火9・10時限
医学部保健学科 救急・蘇生医学 1 後期
医学部保健学科 核医学検査技術学Ⅲ 2 後期 水1・2時限
医学部保健学科 筋骨格系障害理学療法学実習 1 後期 水1-4時限
医学部保健学科 医療安全管理学 1 後期 水3・4時限
医学部保健学科 言語療法学概論 1 後期 水3・4時限
医学部保健学科 公衆衛生看護方法論Ⅰ 1 後期 水1・2時限
医学部保健学科 公衆衛生看護方法論Ⅱ 1 後期 水5・6時限
医学部保健学科 がんリハビリテーション科学 1 後期 水5・6時限
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医学部保健学科 神経系障害学Ⅱ 1 後期 水5・6時限
医学部保健学科 臨床判断分析セミナー 1 後期 水5・6時限
医学部保健学科 公衆衛生看護学概論Ⅰ 1 後期 水5・6時限
医学部保健学科 在宅看護方法論 1 後期 月1・2時限・水7-10時
医学部保健学科 保健医療福祉行政論 1 後期 水9・10時限
医学部保健学科 核医学検査技術学Ⅰ 2 後期 木1・2時限
医学部保健学科 精神障害作業療法治療学Ⅰ 2 後期 木1・2時限
医学部保健学科 理学療法研究演習 1 後期 木1-4時限
医学部保健学科 運動療法学実習 1 後期 木1-4時限
医学部保健学科 精神看護方法論 1 後期 木3・4時限
医学部保健学科 疫学 1 後期 木3・4時限
医学部保健学科 臨床微生物検査学 2 後期 木3・4時限
医学部保健学科 クリティカル・ケア論 1 後期 木3・4時限
医学部保健学科 総合演習Ⅳ 1 後期 木3・4時限
医学部保健学科 人体病理学 2 後期 木5・6時限
医学部保健学科 成人看護方法論Ⅳ 2 後期 木5・6時限
医学部保健学科 量子撮影技術学（後期） 2 後期 木5・6時限
医学部保健学科 微生物学実習 1 後期 木5-8時限
医学部保健学科 身体障害作業療法治療学Ⅱ 2 後期 木5・6時限
医学部保健学科 精神障害作業療法治療学実習 1 後期 木5-10時限
医学部保健学科 社会保障論 1 後期 木5・6時限
医学部保健学科 総合演習Ｖ 1 後期 木5・6時限
医学部保健学科 薬理学 2 後期 木7・8時限
医学部保健学科 看護教育方法論 2 後期 木7・8時限
医学部保健学科 福祉住環境学 1 後期 木5・6時限
医学部保健学科 セクシュアリティ論 1 後期 木7・8時限
医学部保健学科 地域保健学 2 後期 木9・10時限
医学部保健学科 母性看護方法論 2 後期 木1・2時限
医学部保健学科 福祉機器適合論 1 後期 木7・8時限
医学部保健学科 病理組織細胞検査学 2 後期 金1・2時限
医学部保健学科 発達障害作業療法治療学 2 後期 金1・2時限
医学部保健学科 助産診断・技術学Ⅲ 2 後期 金1-4時限
医学部保健学科 助産診断・技術学演習 2 後期 金1-10時限
医学部保健学科 公衆衛生看護学演習Ⅰ 1 後期 金1-6時限
医学部保健学科 公衆衛生看護学演習Ⅱ 1 後期 金1-6時限
医学部保健学科 臨床ウイルス学 1 後期 金3・4時限
医学部保健学科 身体障害作業療法治療学Ⅲ 2 後期 木3・4時限
医学部保健学科 看護科教育法Ⅱ 2 後期 金3・4時限
医学部保健学科 人体病理学実習 1 後期 金5-8時限
医学部保健学科 筋骨格系障害義肢装具学演習 1 後期 金5-8時限
医学部保健学科 作業療法評価学実習 1 後期 金5-8時限
医学部保健学科 教職実践演習 2 後期 金5-8時限
医学部保健学科 卒業研究（看護）〔３年〕 1 後期 金7-10時限
医学部保健学科 リハビリテーション教育学Ⅱ 2 後期 集中・不定期等
医学部保健学科 成人看護学実習 6 後期 集中・不定期等
医学部保健学科 小児看護学実習 2 後期 集中・不定期等
医学部保健学科 統合実習Ⅰ 1 後期 集中・不定期等
医学部保健学科 母性看護学実習 2 後期 集中・不定期等
医学部保健学科 助産診断・技術学Ⅳ 2 後期 集中・不定期等
医学部保健学科 臨床実習Ⅰ 5 後期 集中・不定期等
医学部保健学科 臨地実習 9 後期 集中・不定期等
医学部保健学科 徒手療法セミナー 1 後期 集中・不定期等
医学部保健学科 臨床実習Ⅰ 4 後期 集中・不定期等
医学部保健学科 地域作業療法学実習 1 後期 集中・不定期等
医学部保健学科 卒業研究（看護）〔４年〕 3 後期 集中・不定期等
医学部保健学科 統合実習Ⅱ 1 後期 集中・不定期等
医学部保健学科 公衆衛生看護学実習Ⅱ 1 後期 集中・不定期等
医学部保健学科 公衆衛生看護管理論 1 後期 集中・不定期等
医学部保健学科 卒業研究（検査）〔後期〕 3 後期 集中・不定期等
医学部保健学科 関係法規 1 後期 集中・不定期等
医学部保健学科 卒業研究（理学） 5 後期 集中・不定期等
医学部保健学科 家族看護学 1 後期 月7・8時限
医学部保健学科 リハビリテーション医学演習 1 後期 月7・8時限
医学部保健学科 小児看護方法論 1 後期 金9・10時限
医学部保健学科 動作解析学 1 後期 金9・10時限
医学部保健学科 臨床実習Ⅲ（３年後６単位） 6 後期 1・2時限
医学部保健学科 コミュニケーション実習 1 後期 集中・不定期等
医学部保健学科 臨床実習Ⅰ 1 後期 集中・不定期等
医学部保健学科 臨床実習Ⅳ（３年後１単位） 1 後期 集中・不定期等
医学部保健学科 身体障害作業療法治療学演習 1 後期 木5-8時限

医学部保健学科　　計 399
医学部心理支援科学科 社会保障論 1 後期 木5・6時限
医学部心理支援科学科 精神疾患とその治療（保健学概論） 1 前期 月1・2時限
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医学部心理支援科学科 コミュニケーション論 1 前期 月1・2時限
医学部心理支援科学科 発達心理学Ⅰ 2 前期 月3・4時限
医学部心理支援科学科 精神疾患とその治療（医学概論） 2 前期 月9・10時限
医学部心理支援科学科 老年看護学概論 1 前期 火5・6時限
医学部心理支援科学科 臨床栄養学 2 前期 木9・10時限
医学部心理支援科学科 感情・人格心理学 2 前期 集中・不定期等
医学部心理支援科学科 精神疾患とその治療（精神医学） 2 前期 金5・6時限
医学部心理支援科学科 セルフケア論 1 前期 金7・8時限
医学部心理支援科学科 特別な教育的ニーズの理解とその支援 2 前期 1・2時限
医学部心理支援科学科 作業療法概論 2 前期 月5・6時限
医学部心理支援科学科 社会福祉学 1 前期 水7・8時限
医学部心理支援科学科 養護学概論 2 前期 金3・4時限
医学部心理支援科学科 福祉心理学 2 前期 月1・2時限
医学部心理支援科学科 心理的アセスメント 1 前期 月7・8時限
医学部心理支援科学科 発達小児科学 2 前期 火1・2時限
医学部心理支援科学科 臨床心理学演習Ⅱ 1 前期 火3・4時限
医学部心理支援科学科 心理学的支援法Ⅰ 2 前期 水1・2時限
医学部心理支援科学科 医療リスクマネジメント 1 前期 水3・4時限
医学部心理支援科学科 障害者・障害児心理学 2 前期 水5・6時限
医学部心理支援科学科 教育・学校心理学 2 前期 木5-8時限
医学部心理支援科学科 臨床心理学基礎研究 2 通年 木9・10時限

医学部心理支援科学科 臨床心理学実習 2 通年
水1-10時限・金1-10
時限

医学部心理支援科学科 精神疾患とその治療（心身医学） 2 後期 月1・2時限
医学部心理支援科学科 心理支援科学英語講読応用 2 後期 月7・8時限
医学部心理支援科学科 早期体験実習（多職種連携） 1 後期 月5・6時限
医学部心理支援科学科 臨床心理学概論 2 後期 月9・10時限
医学部心理支援科学科 健康・医療心理学 2 後期 木9・10時限
医学部心理支援科学科 発達心理学Ⅱ 2 後期 火5・6時限
医学部心理支援科学科 神経・生理心理学 2 後期 水1・2時限
医学部心理支援科学科 心理学概論 2 後期 水5・6時限
医学部心理支援科学科 心理支援科学英語講読基礎 2 後期 月5・6時限
医学部心理支援科学科 保健医療福祉行政論 1 後期 水9・10時限
医学部心理支援科学科 疫学 1 後期 木3・4時限
医学部心理支援科学科 人体の構造と機能及び疾病（人体病理学） 2 後期 木5・6時限
医学部心理支援科学科 薬理学 2 後期 木7・8時限
医学部心理支援科学科 心理学研究法 2 後期 木7・8時限
医学部心理支援科学科 公認心理師の職責 2 後期 月3・4時限
医学部心理支援科学科 刑事司法論 2 後期 月7・8時限
医学部心理支援科学科 老年看護方法論 1 後期 月1・2時限
医学部心理支援科学科 臨床心理学演習Ⅰ 1 後期 月9・10時限
医学部心理支援科学科 心理学的支援法Ⅱ 2 後期 月1・2時限
医学部心理支援科学科 産業・組織心理学 2 後期 木1・2時限
医学部心理支援科学科 関係行政論 2 後期 月7・8時限
医学部心理支援科学科 保健医療心理的アセスメント 1 後期 火7・8時限
医学部心理支援科学科 セクシュアリティ論 1 後期 木7・8時限
医学部心理支援科学科 慢性疾患学 2 後期 金1・2時限
医学部心理支援科学科 法学特殊講義 2 後期 金3・4時限
医学部心理支援科学科 保健医療心理支援演習 1 後期 集中・不定期等
医学部心理支援科学科 司法・犯罪心理学 2 後期 集中・不定期等
医学部心理支援科学科 健康教育概論 2 後期 水5・6時限

医学部心理支援科学科　　計 87
理工学部 知的財産論／Intellectual Property 2 前期 集中・不定期等
理工学部 知的財産論／Intellectual Property 2 前期 集中・不定期等
理工学部 空間情報学演習／Exercise on Geomatics 2 前期 水1・2時限
理工学部 気象学II／Meteorology II 2 前期 月7・8時限
理工学部 土質力学／Soil Mechanics 2 前期 木7・8時限
理工学部 資源地質学／Resource Geology 2 前期 木3・4時限
理工学部 力学I／Mechanics I 2 前期 木3・4時限
理工学部 電気回路／Erectric Circuit 2 前期 月5・6時限
理工学部 電気・電子計測／Electrical and Electronic Instrumentation 2 前期 火7・8時限
理工学部 画像処理／Image processing 2 前期 木9・10時限
理工学部 通信工学／Communication Engineering 2 前期 月5・6時限
理工学部 電気回路応用／Applied Electric Circuits 2 前期 火3・4時限
理工学部 エネルギー物理化学／Physical Chemistry 2 前期 月3・4時限
理工学部 自然エネルギー演習I／Exercise on Sustainable Energy I 2 前期 木5・6時限
理工学部 自然エネルギー研修I／Training course on Sustainable Energy I 2 前期 火9・10時限
理工学部 技術者倫理／Engineering Ethics 2 前期 集中・不定期等

理工学部 環境地球化学II／Geochemistry II 2 前期
水7・8時限・木1・2時
限・金7・8時限

理工学部 数学科教育法／Mathematics Teaching 2 前期 水3・4時限
理工学部 情報科教育法I／Information Education Teaching I 2 前期 集中・不定期等
理工学部 工業科教育法I／Industry Education Teaching I 2 前期 月5・6時限
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理工学部 道徳の歴史と方法（前期）／Method and History of Moral Education 2 前期 金1・2時限
理工学部 特別活動及び総合的な学習の時間の指導法／Extracurricular Activity 2 前期 集中・不定期等
理工学部 特別な教育的ニーズの理解とその支援 1 前期 集中・不定期等
理工学部 数学科教材論／Materials Developments in Mathematics Education 2 前期 火3・4時限
理工学部 理科教材方法論Ⅱ／Methodology and Teaching Materials of Science 2 前期 火3・4時限
理工学部 ベンチャービジネス論／Venture Business 2 後期 集中・不定期等
理工学部 技術者倫理／Engineering Ethics 2 後期 集中・不定期等
理工学部 環境地球化学I／Geochemistry I 2 後期 月3・4時限
理工学部 自然防災学／Mitigation of Natural Hazard 2 後期 金5・6時限
理工学部 地震防災学／Mitigation of seismic related hazard 2 後期 水1・2時限
理工学部 応用数学I／Applied Mathematics I 2 後期 木7・8時限
理工学部 電磁気学III／Electromagnetism III 2 後期 水3・4時限
理工学部 電子情報工学実験II／Electronic and Information Engineering Laboratory II 2 後期 金5-8時限
理工学部 電子回路／Electronic Circuit 2 後期 月3・4時限
理工学部 電子回路演習／Exercises in Electronic Circuit 2 後期 月5・6時限
理工学部 グリーン材料・デバイス工学／Green materials and devices engineering 2 後期 木3・4時限
理工学部 計算機プログラミング／Computer Programming 2 後期 木3・4時限
理工学部 自然エネルギー実験II／Experiments in Sustainable Energy II 2 後期 火5-8時限
理工学部 自然エネルギー演習II／Exercise on Sustainable Energy II 2 後期 木5・6時限
理工学部 自然エネルギー研修II／Training course on Sustainable Energy I 2 後期 火9・10時限
理工学部 数学科授業論／Mathematics Teaching Analysis 2 後期 木5・6時限
理工学部 理科教材方法論I／Methodology and Teaching Materials of Science Education 2 後期 木9・10時限
理工学部 理科教育法II／Science Teaching II 2 後期 火3・4時限
理工学部 情報科教育法II／Information Education Teaching II 2 後期 集中・不定期等
理工学部 工業科教育法II／Industry Education Teaching II 2 後期 月5・6時限
理工学部 道徳の歴史と方法（後期）／Method and History of Moral Education 2 後期 金1・2時限
理工学部 教育相談の理論と方法（後期）／Introduction to School Counseling 2 後期 集中・不定期等
理工学部 数学科教育方法論／Methodology in Mathematics Education 2 後期 木7・8時限

理工学部　　計 95
農学生命科学部 数学の基礎Ａ 2 前期 木9・10時限
農学生命科学部 地域環境工学概論 2 前期 月3・4時限
農学生命科学部 分子生物学I 2 前期 月7・8時限
農学生命科学部 動物分類学 2 前期 水3・4時限
農学生命科学部 生化学II 2 前期 金5・6時限
農学生命科学部 生物有機化学I 2 前期 月1・2時限
農学生命科学部 食品分析学 2 前期 金1・2時限
農学生命科学部 測量学 2 前期 水5・6時限
農学生命科学部 測量学実習 2 前期 水7-10時限
農学生命科学部 技術者倫理学 2 前期 集中・不定期等
農学生命科学部 水理学演習 1 前期 月7・8時限
農学生命科学部 作物生態学 2 前期 木1・2時限
農学生命科学部 植物病原学 2 前期 集中・不定期等
農学生命科学部 食品加工学実習 2 前期 木5-10時限
農学生命科学部 微生物機能利用学 2 前期 金1・2時限
農学生命科学部 基礎統計学 2 前期 月7・8時限
農学生命科学部 山間地環境計画学実習 1 前期 集中・不定期等
農学生命科学部 特別活動及び総合的な学習の時間の指導法 2 前期 集中・不定期等
農学生命科学部 特別活動論 2 前期 集中・不定期等
農学生命科学部 特別な教育的ニーズの理解とその支援 1 前期 集中・不定期等
農学生命科学部 道徳の歴史と方法 2 前期 金1・2時限
農学生命科学部 農業科教育法Ⅱ 2 前期 金3・4時限
農学生命科学部 理科教材方法論Ⅱ 2 前期 火3・4時限
農学生命科学部 作物栄養学 2 前期 集中・不定期等
農学生命科学部 食品冷凍冷蔵殺菌学 2 前期 火5・6時限
農学生命科学部 食品工学 2 前期 火5・6時限
農学生命科学部 水利造構学 2 前期 水1・2時限
農学生命科学部 生化学Ⅰ 2 後期 月7・8時限
農学生命科学部 化学の基礎Ｂ 2 後期 月9・10時限
農学生命科学部 農業気象学 2 後期 火7・8時限
農学生命科学部 専門英語（分子生命科学科） 2 後期 木1・2時限

農学生命科学部 分子生命科学実験I 2 後期
火5-8時限・水5-8時
限・木5-8時限

農学生命科学部 分子機能化学 2 後期 水3・4時限
農学生命科学部 微生物化学 2 後期 金1・2時限
農学生命科学部 水理学II 2 後期 火3・4時限
農学生命科学部 構造力学II 2 後期 木7・8時限
農学生命科学部 作物栽培管理学 2 後期 火5・6時限
農学生命科学部 食品保蔵学 2 後期 月5・6時限
農学生命科学部 文献講読Ⅱ 2 後期 木1・2時限
農学生命科学部 コンピュータ分子設計学 2 後期 金5・6時限
農学生命科学部 食品機能性成分分析学 2 後期 水3・4時限
農学生命科学部 作物病害管理学 2 後期 集中・不定期等
農学生命科学部 地域ブランド農産物論 2 後期 火1・2時限
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農学生命科学部 教育相談の理論と方法 2 後期 集中・不定期等
農学生命科学部 理科教材方法論Ⅰ 2 後期 木9・10時限
農学生命科学部 道徳の歴史と方法 2 後期 金1・2時限
農学生命科学部 農業科教育法I 2 後期 金3・4時限
農学生命科学部 理科教育法Ⅱ 2 後期 火3・4時限
農学生命科学部 海外研修入門 1 通年 集中・不定期等
農学生命科学部 卒業研究 6 通年 集中・不定期等
農学生命科学部 卒業研究 6 通年 集中・不定期等
農学生命科学部 地域環境工学実験 4 通年 金5-8時限
農学生命科学部 分子生命科学演習 2 通年 集中・不定期等

農学生命科学部　　計 112


