
開講科目一覧

　 平成２8年3月現在

※開講大学
新
規

※開講学期 ※時間割 ※科目名
※担当教員

氏名
※担当教員

所属
※担当教員

役職
※授業形式

※シラバス
（別紙、又はURL）

※他大学生
受入定員

※開講大学にお
ける科目区分

開講場所
（キャンパス）

他大学生による履修上の注
意

佐賀大学 前学期 水２
コミュニケーション論
（人間社会とコミュニケーション） 早瀬 博範

はやせ　ひろのり
教育学部 教授 ネットのみ

http://syllabus.sc.admin.saga-
u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subj
ectID=026100212606&formatCD=1

30人 教養科目

佐賀大学本庄キャンパスで
定期試験を行ないますが、
各自の所属大学で受験でき
るように対応します。

佐賀大学 後学期 水２
コミュニケーション論
（人間社会とコミュニケーション） 早瀬 博範

はやせ　ひろのり
教育学部 教授 ネットのみ

http://syllabus.sc.admin.saga-
u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subj
ectID=026100214290&formatCD=1

30人 教養科目

佐賀大学本庄キャンパスで
定期試験を行ないますが、
各自の所属大学で受験でき
るように対応します。

佐賀大学 前学期 常時受講可芸術論（有田焼入門） 中村 隆敏
なかむら　たかとし

　他 芸術地域デザイン学部 教授 ネットのみ
http://syllabus.sc.admin.saga-
u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subj
ectID=026100210875&formatCD=1

10人 教養科目

佐賀大学 後学期 常時受講可芸術論（有田焼入門） 中村 隆敏
なかむら　たかとし

　他 芸術地域デザイン学部 教授 ネットのみ
http://syllabus.sc.admin.saga-
u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subj
ectID=026100213133&formatCD=1

10人 教養科目

佐賀大学 後学期 常時受講可考古学（吉野ヶ里学） 重藤 輝行
しげふじ　てるゆき

　他 芸術地域デザイン学部 教授 ネットのみ
http://syllabus.sc.admin.saga-
u.ac.jp/ext_syllabus/referenceDirect.do?nologin=on&subj
ectID=026100212607&formatCD=1

150人 教養科目

西九州大学 前学期 水３ 生命のしくみ 高橋 忠夫
たかはし　ただお

共通科目のため所属無し 非常勤講師 対面のみ
http://er.nisikyu-
u.ac.jp/abu0310/readsyllabus?si=37&mod=2&sid=50&ry=
2015&f=0&d=3&s=0&c=0

10人 教養科目 神埼

西九州大学 前学期 水２ 現代社会と倫理 井本 浩之
いもと　ひろゆき

健康福祉学部社会福祉学科 教授 対面のみ
http://er.nisikyu-
u.ac.jp/abu0310/readsyllabus?si=78&mod=2&sid=50&ry=
2015&f=0&d=3&s=0&c=0

10人 教養科目 神埼

西九州大学 後学期 水３ 生物と環境 高橋 忠夫
たかはし　ただお

共通科目のため所属無し 非常勤講師 対面のみ
http://er.nisikyu-
u.ac.jp/abu0310/readsyllabus?si=38&mod=2&sid=50&ry=
2015&f=0&d=3&s=0&c=0

10人 教養科目 神埼

西九州大学 後学期 水２ 人間論と現代思想 井本 浩之
いもと　ひろゆき

健康福祉学部社会福祉学科 教授 対面のみ
http://er.nisikyu-
u.ac.jp/abu0310/readsyllabus?si=94&mod=2&sid=50&ry=
2015&f=0&d=3&s=0&c=0

10人 教養科目 神埼

西九州大学 後学期 水３ 少子高齢化社会と人間 田中 豊治
たなか とよじ

健康福祉学部社会福祉学科 教授 対面のみ
http://er.nisikyu-
u.ac.jp/abu0310/readsyllabus?si=102&mod=2&sid=50&ry
=2015&f=0&d=3&s=0&c=0

10人 教養科目 神埼

西九州大学 後学期 水３ ジェンダー論 香川 せつ子
か が わ せ つ こ

子ども学部子ども学科 教授 対面のみ
http://er.nisikyu-
u.ac.jp/abu0310/readsyllabus?si=98&mod=2&sid=50&ry=
2015&f=0&d=3&s=0&c=0

10人 教養科目 佐賀

西九州大学 後学期 水２ 人類学 永吉
ナガヨシ

　守
マモル

共通科目のため所属無し 非常勤講師 対面のみ
http://er.nisikyu-
u.ac.jp/abu0310/readsyllabus?si=106&mod=2&sid=50&ry
=2015&f=0&d=3&s=0&c=0

10人 教養科目 神埼

九州龍谷短期大学 前学期 木２ 現代と人間 高石
たかいし

 双樹
そうじゅ

共通科目のため所属無し 非常勤講師 対面及び同期 別途提出(現在作成中) 制限なし 教養科目

九州龍谷短期大学 前学期 未定 心理学概論 田中沙来人
たなかさきと 保育学科 講師 対面のみ 別途提出(現在作成中) 制限なし 教養科目

九州龍谷短期大学 後学期 金２ 生命論 後藤 明信
ごとう　みょうしん

人間コミュニティ学科 教授 対面及び同期 別途提出(現在作成中) 制限なし 教養科目

九州龍谷短期大学 後学期 月２ 仏教入門 原田 泰教
はらだ　やすのり

人間コミュニティ学科 准教授 ネットのみ 別途提出(現在作成中) 制限なし 教養科目

佐賀女子短期大学 後学期 金３(予定） 美容文化論 永柄　真澄
ながえ ますみ

キャリアデザイン学科 講師 対面のみ 別紙 20 専門科目 女子に限る

西九州大学短期大学部 前学期 水２ 生命科学 平田
ひ らた

 孝治
こ う じ

食物栄養学科 教授 対面のみ
http://er.nisikyu-
u.ac.jp/abu0310/readsyllabus?si=520&mod=2&sid=51&ry
=2015&f=0&d=53&s=0&c=0

制限なし 教養科目 佐賀キャンパス 必ず教科書を購入すること

西九州大学短期大学部 後学期 水２ 化学（生活の化学） 田中
たなか

 知恵
と も え

食物栄養学科 准教授 対面のみ
http://er.nisikyu-
u.ac.jp/abu0310/readsyllabus?si=530&mod=2&sid=51&ry
=2015&f=0&d=53&s=0&c=0

10名 教養科目 佐賀キャンパス 必ず教科書を購入すること

放送大学 - 放送大学授業科目案内のとおり。約300科目
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