
更新年月日　2019/4/15 

【前学期】
水曜日Ⅰ　8：50－10：20 ～～主題科目名と分野～～

電気電子工学の世界Ａ 木本　晃 理院202 60人 「医用エレクトロニクスのはなし」（６分野） ●理工学部を除く

栄養科学Ａ
栄養素の体内挙動
（摂取・利用から排泄まで）

岡島　俊哉 教養141 ４分野

生命科学の基礎Ｂ 実験動物学 北嶋・松久 鍋島医１ 「実験動物学」（５分野）

ドイツの言語と文化Ⅰ 重竹　芳江 教養2301 １分野 ●1年生優先　●ドイツ語Ⅰa，Ⅰb，Ⅱa，Ⅱbの単位修得者を除く

フランスの言語と文化Ⅰ 相野　毅
教養

2202ＡＬ
40名 １分野 ●1年生優先　●フランス語Ⅰa，Ⅰb，Ⅱa，Ⅱbの単位修得者を除く

西洋史 都築　　彰 教養121 「ヨーロッパ中世史」（２分野）

日本国憲法 井上　亜紀
教養

大講義室
150名 「現代の法と社会（日本国憲法）」（３分野） ●経済学部を除く　●教職科目受講生優先

心理学Ａ 発達心理学 村久保　雅孝 鍋島看４ 120名 「心の科学（基礎心理学）」（４分野） ●下学年優先　●医学部看護学科優先

健康科学A 人体科学 福留　健司 教養111 ●１，２年生に限る　●医学部除く

Citizenship Education 早瀬　博範 教養124 ３分野 ●ISAC生優先

心身の発達過程 中島　俊思 教養135 100名 ４分野 ●子ども発達支援士養成プログラム生優先20名

教養129

鍋島臨小１

水曜日Ⅱ 10：30－12：00

基礎数理の世界 猿子　幸弘 理院202 「連続と変化」（５分野） ●理工学部を除く

実験化学Ⅰ 兒玉　宏樹　他
教養化学・
生物実験室

20名 「やさしい実験化学Ⅰ」（５分野）

●1,2年生優先
●「やさしい実験化学Ⅰ・Ⅱ」、「実験化学Ⅱ」の単位修得者を除く
●2年次以上の理工学部機能物質化学科を除く
●2年次以上の農学部生命機能科学科を除く
●講義室：教養教育1号館１階

The Natural  World モクスン
教養

2203AL
１分野 ●ISAC生優先

情報科学の世界Ⅰ 情報のしくみ 日永田　泰啓 教養133 「情報のしくみ」（５分野）

機械工学の世界B 木上・松尾 理院204 「やさしい流れの力学」（６分野） ●2年次以上の理工学部機械システム工学科を除く

都市と生活 住環境の科学 小島　昌一
理工4号館

都市Ⅰ
50名 「生活の科学（住環境の科学）」（４分野）

●1年生優先
●2年次以上の理工学部都市工学科を除く
●講義室：理工学部4号館2階都市工学科Ⅰ番教室

農業と農地環境 近藤　文義 農５ ６分野 ●上級生優先

生物科学の世界A 細胞と遺伝子 鈴木・早川 農３ ５分野 ●農学部を除く

芸術論 音楽 山田　潤次
教育４号館

講義室
40名

「芸術の歴史と理論（文化史のなかの音
楽）」(１分野)

●Ｈ26前期「芸術文化と社会」（1分野）単位修得者を除く

日本語学 日本語の歴史 中里　理子 教養124 50名 １分野 ●文化教育学部科目「日本語史」単位修得者を除く

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 ネット ネット 170名 「人間社会とコミュニケーション」（１、３、４分野）

日本史 近現代史 鬼嶋　淳
教育2号館
社会科教室

「戦後日本の社会と文化」（２分野）

人類学 菊池・川久保 鍋島看４ 75名 「人類学」（４分野） ●医学部は２年生に限る　●医学部優先

経済学 上山　和俊 経済5 200名 「現代の経済（経済統計概論）」（３分野） ●経済学部を除く

法律学 中山　泰道　他 経済４ ３分野

日本国憲法 城下　健太郎
教養

大講義室
150名 「現代の法と社会（日本国憲法）」（３分野） ●経済学部を除く　●教職科目受講生優先 *

現代社会の法と政治 吉岡　剛彦 教養129 100名 ３分野

地理学 五十嵐　勉 教養2201 ３分野

心理学Ａ 心の思想史 大元　誠 教養121 ４分野

健康科学A 人体科学 福留　健司 教養111 ●1,2年生に限る　●医学部を除く

情報メディアと倫理 大谷　　誠
情報基盤
大演習室

100名 「情報メディアと倫理」（３分野）
●芸術地域デザイン学部地域デザインコース優先
●デジタル表現技術者養成プログラム生優先
●講義室：総合情報基盤センター大演習室

シナリオ入門 角　和博
総合研究1
ICTルーム

30名 １分野
●デジタル表現技術者養成プログラム生優先10名
●講義室：総合研究１号館ICT教育クラスルーム

外国人留学生科目 日本事情ー自然科学と技術 堀　良彰
教養

2204ＡＬ
●外国人留学生対象

水曜日Ⅲ　 13：00－14：30

ドイツの言語と文化Ⅰ 重竹　芳江 教養2301 １分野
●1年生優先　●ドイツ語Ⅰa，Ⅰb，Ⅱa，Ⅱbの単位修得者を除く
●芸術地域デザイン学部地域デザインコース優先

フランスの言語と文化Ⅰ 相野　毅
教養

2202ＡＬ
40名 １分野

●1年生優先　●フランス語Ⅰa，Ⅰb，Ⅱa，Ⅱbの単位修得者を除く
●芸術地域デザイン学部地域デザインコース優先

中国の言語と文化Ⅰ 谷口　高志
教育2号館
社会科教室

40名 １分野
●中国語Ⅰa，Ⅰb，Ⅱa，Ⅱbの単位修得者を除く
●芸術地域デザイン学部地域デザインコース優先
●講義室：教育学部2号館2階

韓国・朝鮮の言語と文化Ⅰ 村田　寛 教養125 40名 １分野
●朝鮮語Ⅰa，Ⅰb，Ⅱa，Ⅱbの単位修得者を除く
●芸術地域デザイン学部地域デザインコース優先 *

記号論 記号情報論 木戸田　力 鍋島看４
「コミュニケーションの諸相（企業のコミュニ
ケーション）」（１分野）

●経済学部を除く

日本史 宮武　正登 鍋島医５ 50名 「戦後日本の社会と文化」（２分野）

スポーツウェルネスの世界 倉岡　晃夫 鍋島医１ １分野

心理学Ａ 発達心理学 村久保　雅孝 教養131 100名 「心の科学（基礎心理学）」（４分野） ●下学年優先

スポーツと健康 町田　正直 教養124 35名 ●1年生に限る　

現代社会

文化

平成２５年度以降入学者

現代社会

分野

分野

文化

自然科学と
技術

鍋島教室

人数本庄教室副　　題

本庄教室担当教員

担当教員

人数

堀川　悦夫　他

鍋島教室

副　　題 平成２４年度以前入学者

平成２４年度以前入学者 履修制限等

「高齢者や障がい者への生活・就労支援
概論」（４分野）

平成３１年度　基本教養科目（ネット授業を含む）

平成２４年度以前入学者

平成２５年度以降入学者

履修制限等

高齢者・障がい者の生活・就労支援概論 ●同期型遠隔授業

履修制限等

人数平成２５年度以降入学者 鍋島教室

文化

分野 担当教員

自然科学と
技術

現代社会

副　　題 本庄教室

　



更新年月日　2019/4/15 

木曜日Ⅰ　 8：50－10：20

Sustainable Society ルー
教養

2204ＡＬ
４分野 ●ISAC生優先

生命科学の基礎C 医学・看護学研究の勧め 市場　正良　他 鍋島医１ 「医学研究の勧め」（４分野）

ドイツの言語と文化Ⅰ 重竹　芳江 教養2301 １分野 ●1年生優先　●ドイツ語Ⅰa，Ⅰb，Ⅱa，Ⅱbの単位修得者を除く

フランスの言語と文化Ⅰ 相野　毅
教養

2202ＡＬ
40名 １分野 ●1年生優先　●フランス語Ⅰa，Ⅰb，Ⅱa，Ⅱbの単位修得者を除く

現代社会 環境科学Ⅰ 岡島 俊哉
教養

大講義室
「環境科学Ⅰ」（３、４、６分野）

木曜日Ⅱ　10：30－12：00

応用数理の世界 半田　賢司 理院204 「ゆらぎの数理」（５分野）

物理の世界Ⅰ 古典物理学の世界 河野　宏明 教養2201 136名 「波動と電磁気」（５分野） ●理工学部を除く

化学の世界B 鯉川・藤澤 理院301 「生命と物質」（５分野）
●2年次以上の理工学部機能物質化学科を除く
●医学部を除く

Breakthroughs in the Modern Age ルー
教養

2204AL
２分野 ●ISAC生優先

情報科学の世界Ⅰ 情報のしくみ 堀　良彰 教養129 「情報のしくみ」（５分野）

情報科学の世界Ⅱ 社会の中の情報科学 只木　進一 教養124 ５分野

Western Culture 大渡ドーガン
教養

2209LM1
48名 １分野 ●ISAC生優先 *

映画製作 西村　雄一郎 教養2101 120名 「芸術と表現（映画製作）」（１分野）
●デジタル表現技術者養成プログラム生優先30名
●「映画製作入門」単位修得者を除く *

日本史 宮武　正登 教養111 60名 ２分野

経営学 洪　廷和 経済4 100名 ３分野 ●経済学部を除く

経営学 篠﨑　伸也 教養131 ３分野

教育学 教育の社会学 村山　詩帆 教養121
「教育の実際（テストを科学的に考える）」
（４分野）

ネット授業

文化 芸術論 有田焼入門　　　　　　　　　 中村　隆敏 ネット ネット 60名 １分野

現代社会 インストラクショナル・デザイン 角・米満 ネット ネット 150人 「インストラクショナル・デザイン」（1分野） ●デジタル表現技術者養成プログラム生優先４0名

集中講義（前学期）

自然科学と技術 環境科学Ⅱ 郡山・岡島 農 前・集中 40名 「環境科学Ⅱ」（３、４、６分野）

Immersion Program ルー 前・集中 10名 １分野

文化の分野特別講義ーGlobal Leadership 山田　直子 前・集中 30名 １分野

現代社会 身体表現入門 青柳　達也 前・集中 60名 「身体表現入門」（４分野） ●デジタル表現技術者養成プログラム生優先30名 *

集中講義（通年）

海外交流実習 ドイツ・オランダ芸術デザイン研修 三木　悦子 前・後（集中） 10名
●1，2年生優先
●海外交流実習を初めて履修する学生に限る

チャレンジ・インターンシップB 佐賀市環境政策課へのインターンシップ 兒玉　宏樹 前・後（集中） 5名 ●インターフェース科目「地域環境の保全と市民社会Ⅰ」の履修者を除く

チャレンジ・インターンシップB 田中　宗浩 前・後（集中） 10名

チャレンジ・インターンシップB 五十嵐　勉 前・後（集中）

自然科学と
技術

分野

現代社会

文化

分野

分野

自然科学と
技術

人数

副　　題

分野

分野

文化

総合科目

担当教員平成２５年度以降入学者

本庄教室

平成２５年度以降入学者

副　　題

担当教員平成２５年度以降入学者

平成２５年度以降入学者 担当教員

副　　題平成２５年度以降入学者

履修制限等

平成２４年度以前入学者

履修制限等

人数 平成２４年度以前入学者

履修制限等人数本庄教室

本庄教室副　　題 担当教員

平成２４年度以前入学者人数鍋島教室

人数鍋島教室

平成２４年度以前入学者

履修制限等平成２４年度以前入学者

履修制限等

文化

担当教員

副　　題

　



更新年月日　2019/4/15 

【前学期】
水曜日Ⅰ   8：50－10：20

授　　業　　科　　目

機械工学と環境Ⅰ エネルギーと環境問題 今井　康貴　他 理院301

電気電子工学と環境Ⅰ 宇宙・落雷から地球を守る 猪原　哲 理院204

有明海学Ⅰ 有明海学概論 速水　祐一 他 農5

文化と共生 Intercultural  Communication Ⅰ ルー
教養

2204AL
●ISAC２年生対象

未来を拓く材料の科学Ⅰ 有機機能性材料の科学 竹下　道範 他 教養2201

エレクトロニクスと生活Ⅰ 通信のしくみ 佐々木　伸一 理院303

情報技術者キャリアデザインⅠ 情報技術者キャリアデザイン入門 掛下・前田
理工7
COM室

●講義室：理工学部７号館１階コンピュータ演習室

地域・佐賀学 地域経済と社会Ⅰ 地域と産業 宮崎　卓朗 教養131

サブスペシャルティ 英語コミュニケーションⅠ ビジネス英語 モクスン
教養

2203ＡＬ

水曜日Ⅱ   10：30－12：00

環境 地域環境の保全と市民社会Ⅰ 佐賀環境フォーラムⅠ 兒玉　宏樹 ー
●夜間開講（不定期）あり
●講義室・講義日については，別途担当教員から連絡があります。

異文化交流Ⅰ 「異文化交流」入門 布尾　勝一郎 教養132

肥前陶磁器産業体験Ⅰ 田中　右紀
芸術1号館
美術教室

●芸術地域デザイン学部1号館

ドイツの歴史・文化探究Ⅰ 重竹　芳江 教養122

フランスの歴史・文化探究Ⅰ 相野　毅
教養

2202ＡＬ

生活と科学 ２年間でできる「がばいベンチャー」の作り方Ⅰ
アントレプレナーシップとプログ
ラミング入門

田中・渡邉
農多目的
（農101）

●講義室：農学部１号館１階

リサーチ・リテラシーⅠ くらしの中の統計 村山　詩帆 教養2301

チームビルディングとリーダーシップⅠ
イベントプランニングとチームビ
ルディング

山内　一祥　他

スポーツイベントとボランティアリーダーⅠ 町田・山内

現代社会と医療Ⅰ 医療科学史 青木　歳幸 鍋島医２ *

食と健康Ⅰ 食物科学 市場　正良　他 鍋島医１

ライフサイクルからみた医療Ⅰ 公害と・薬害問題と人権 市場・倉岡 鍋島医５

地域・佐賀学 佐賀の歴史文化Ⅲ 佐賀の歴史性と現代 重藤　輝行
芸術1号館

Ａ101

芸術と社会Ⅰ 芸術創造（倫理） 小木曽　誠　他
教養

2104AL

歴史文化Ⅰ
異文化交流から見直す近世史ー
歴史の真実に迫れ！）

中尾　友香梨
教養

2109ＡＬ

木曜日Ⅰ   8：50－10：20

機械工学と環境Ⅲ 流れと環境 塩見　憲正　他 理院303

電気電子工学と環境Ⅲ
プラズマでクリーンな空気・おい
しい水を作る！

大津　康徳 理院102

文化と共生 Intercultural  Communication Ⅲ 大渡ドーガン
教養

2209LM1
●ISAC３年生対象 *

食料と生活Ⅲ 食料資源の開発 和田　康彦　他 農3

未来を拓く材料の科学Ⅲ 生体機能材料の科学 海野　雅司　他 理院301

エレクトロニクスと生活Ⅲ 生活の中の電波とレーダーの基礎 田中　高行 教養121

情報技術者キャリアデザインⅢ 情報技術者キャリアデザイン実践 山口　暢彦
理工7
COM室

●講義室：理工学部７号館１階コンピュータ演習室

人間と社会 リサーチ・リテラシーⅢ 調査データの分析 村山　詩帆 教養2201

現代社会と医療Ⅱ 医療人キャリアデザイン 吉田　和代

食と健康Ⅱ 医療人キャリアデザイン 吉田　和代

ライフサイクルからみた医療Ⅱ 医療人キャリアデザイン 吉田　和代

地域経済と社会Ⅲ 地域と商業 西島　博樹 教養2101

地域創成学Ⅰ 地域学入門 五十嵐　勉　他
教養

2110ＡＬ

プログラミング・データサイエンスⅠ 初めてのプログラミング 只木　進一
情報基盤
中演習室

●講義室：情報基盤センター中演習室

英語コミュニケーションⅡ 医療プロフェッショナルのための英語Ⅱ ニコライ 鍋島医６ *

鍋島教室

平成３１年度　インターフェース科目

履修制限等

履修制限等

●後半に集中講義あり

担当教員 鍋島教室

本庄教室 鍋島教室

鍋島看４

人数

人数

履修制限等

環境

副　　題

副　　題

本庄教室

生活と科学

本庄教室

副　　題

生活と科学

医療・福祉と
社会

人数

担当教員

教養135

担当教員

コース 授　　業　　科　　目

サブスペシャルティ

サブスペシャルティ

コース

文化と共生

人間と社会

医療・福祉と
社会

授　　業　　科　　目

環境

地域・佐賀学

コース

　



更新年月日　2019/4/15 

木曜日Ⅱ   10：30－12：00

機械工学と環境Ⅲ 材料と環境 只野　裕一　他 理院101

有明海学Ⅲ 有明海の自然と環境 速水　祐一　他 農3

地域環境の保全と市民社会Ⅲ 環境保全運動と市民Ⅰ 五十嵐・藤村
教養

2110ＡＬ

芸術創造Ⅲ 音楽実技体験Ⅰ 今井・板橋
教育4号館

講義室
●講義室：教育学部４号館１階

芸術創造Ⅲ 平面・立体表現活動Ⅰ 小木曽　誠　他
芸術１号館

2号館
●使用講義室：芸術１号館西洋画室・美術室、芸術２号館木工室

異文化交流Ⅲ 地域社会参加 山田　直子 教養132

異文化交流Ⅲ Our Life and Ethical Issues 後藤　正英
教養

2103ＡＬ

ドイツの歴史・文化探究Ⅲ 重竹　芳江 教養122

フランスの歴史・文化探究Ⅲ 相野　毅
教養

2202ＡＬ

日・中・韓の文化Ⅲ 中尾　友香梨
教養

2109ＡＬ

生活と科学 ２年間でできる「がばいベンチャー」の作り方Ⅲ ビジネスモデルとプログラミング中級 田中・渡邉
農多目的
（農101）

●講義室：農学部１号館１階

現代社会における消費Ⅲ 衣食住の科学Ⅰ 澤島　智明　他 教養135

アントレプレナーシップⅢ 松前あかね　他
総合研究１
スタジオγ

●講義室：総合研究1号館 *

チームビルディングとリーダーシップⅢ リーダーシップとインストラクション 山内　一祥
教養

2203AL

スポーツイベントとボランティアリーダーⅢ 町田　正直
教養物理・
地学実験室

●後半に集中講義あり　●講義室：教養教育１号館３階

佐賀の歴史文化Ⅰ 佐賀の歴史概説 三ツ松　誠 教養134

地域創成学Ⅲ 都市の魅力とその再生を考える 三島・後藤
教養

2104AL

デジタルコンテンツⅠ チャレンジ！2DCGでデジタルペイント 永渓・古賀
総合研究１
スタジオα

●講義室：総合研究1号館

実践栽培Ⅰ 土を使って栽培してみよう 穴井　豊昭　他 農４

通年で時間割外に行われる授業

文化と共生 映像・デジタル表現Ⅳ デジタル表現修了研究 中村　隆敏　他
デジタルデザイ

ン演習室
前期・後期
（時間割外）

　●再履修生対象　●講義室：総合研究1号館

集中講義（通年および前学期）

環境 環境教育Ⅳ 実習・環境マネージメントシステム 岡島　俊哉 前期・集中 ●環境キャリア教育プログラム３年生及び単位未修得者に限る

映像・デジタル表現Ⅱ　　 アニメーション表現 中村　隆敏　他
デジタルデザイ

ン演習室
前期・集中 ●講義室：総合研究1号館

肥前陶磁器産業体験Ⅱ 田中　右紀　他
有田キャンパス

講義室1
前期・集中

肥前陶磁器産業体験Ⅲ 田中　右紀　他
有田キャンパス

講義室1
前期・集中

人間と社会 インターフェース演習（アントレプレナーシップ） 松前　進　他 前期・集中

鍋島教室 人数

履修制限等担当教員

授　　業　　科　　目 担当教員 本庄教室

担当教員

教室コース 副　　題授　　業　　科　　目

文化と共生

履修制限等

履修制限等

本庄教室授　　業　　科　　目

地域・佐賀学

サブスペシャルティ

コース 副　　題

副　　題

人間と社会

環境

コース

文化と共生

　


