
佐賀大学

令和５年度　前学期

教養教育科目

[授業時間割表]

2023 Spring 



月 日 曜 学  年  暦 行 事

1 土 前学期始、春季休業(４月４日まで)

4 火 令和５年度入学式

5 水 オリエンテーション（４月７日まで） 各学部・研究科オリエンテーション

10 月 前学期開講日

3 土 全学統一英語能力テスト(TOEIC)

10 土 全学統一英語能力テスト(TOEIC)予備日

24 月 前学期定期試験時間割発表

31 月 前学期定期試験（８月４日まで）

8 8 火 夏季休業(９月３０日まで) 交換留学生終了式

22 金 令和５年度学位記授与式＜９月期＞

30 土 前学期終

1 日 開学記念日、後学期始

2 月 後学期開講

4 水 令和５年度大学院入学式〈１０月期〉

12 23 土 冬季休業(１月７日まで)

13 土 令和６年度大学入学共通テスト（１月１４日まで）

27 土 全学統一英語能力テスト(TOEIC)

31 水 後学期定期試験時間割発表

3 土 全学統一英語能力テスト(TOEIC)予備日

7 水 後学期定期試験(２月１４日まで)

16 金 交換留学生終了式

25 日 令和６年度個別学力検査(前期日程)入学試験(２月２６日まで)(予定)

12 火 令和６年度個別学力検査(後期日程)入学試験（予定）

22 金 令和５年度学位記授与式＜３月期＞

31 日 後学期終

 (参考） 令和６年度

1 月 前学期始

2 火 入学式

注：予備日については、通常の休講等に対応するものではなく、入試及び風水害等による大学全体の休講等に充当するもの
である。
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＊ ６月１７日・２４日、７月１日・８日・１５日、１１月１８日、１２月２日・９日・１６日、１月２０日は補講日とす
る。ただし、土曜日の補講日は、授業曜日が重ならないよう補講曜日を指定する。(通常の授業日の６校時も利用すること
ができる。)

＊　７月２２日・２３日・２５日・２９日・３０日、８月５日・７日、２月４日・６日・１５日は風水害対応の予備日

＊　１１月１日は入試対応の予備日

10

令和５年度 学年暦及び年間行事予定表
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4月5日 (水)

4月6日 (木)

4月7日 (金)

4月8日 (土)

4月9日 (日)

4月10日 (月)

4月11日 (火)

4月12日 (水)

4月13日 (木)

4月14日 (金)

4月15日 (土)

4月16日 (日)

4月17日 (月)

4月18日 (火)

4月19日 (水)

4月20日 (木)

4月21日 (金)

4月22日 (土)

～～～ ～

4月25日 (火)

4月26日 (水)

4月27日 (木) 4月２7日(木)17時以降は履修登録の追加・削除を行うことはできません。

●手続きに必要な様式は、以下の場所に掲載されているので、各自でダウンロードして作成してください。

   LiveCampus ＞ menu ＞ キャンパスInfo ＞ 掲示物 ＞ 学生 ＞ 教養教育

●4月10日(月)は抽選処理のためLiveCampusのシステムを停止します。(履修登録不可)

令和5年度前学期　教養教育関係事務手続日程（新１年次生）

●自身で登録する必要がある科目については、オリエンテーションが終了次第速やかに登録してください。

！注意！　履修登録の際は以下事項を必ずチェックし、登録ミスのないようにしてください。
・自分の学科や学年の指定クラスを正しく登録できているか。
・実際に受講しているクラスと履修登録したクラスの担当教員が合っているか。
・必修科目を登録し忘れていないか。
・受講するつもりのない科目を登録していないか。
・履修上限単位数を超えて登録していないか。

手続方法
　(窓口)・・・教養教育1号館１階の教育企画課 教養教育教務窓口で手続きをしてください。
　(LiveCampus)・・・LiveCampusシステムで登録、変更（追加・削除）、確認をしてください。

日付 曜日 共通基礎科目等
基本教養科目・

大学院教養教育プログラム
単位認定

注　意　事　項

●英語Ａ
履修登録は全学部事務で行いますので、
自分で登録する必要はありません。

●情報リテラシー科目
●大学入門科目
 【4月5日(水)～4月17日(月)】
 (LiveCampus)
※理工学部は、クラス編成が複雑なため
登録は事務で行いますので、自分で履修
登録する必要はありません。

●外国語単位認定申請(TOEIC等)
【4月5日(水)～4月10日(月)17時】
 (窓口)

下記書類を窓口に持参してください。
・申請書
・外国語能力試験の成績証明書(原本)

※TOEIC（IPテスト含む）のオンライン受験制
度によるスコアは認定対象外です。

●履修登録確認期間(窓口)
【4月18日(火)～4月27日(木)17時】
※登録変更申請書の提出が必要です。
　申請書は教養教育科目と専門科目で異なります。
　上記以外の科目については各学部の窓口で問い合わせてください。
　大学院教養教育プログラムは、科目により開講部局が異なるので
　ご注意ください。

※基本教養科目は追加できません。削除のみ。

●抽選履修登録
【4月5日(水)～4月9日(日)】
 (LiveCampus)

●抽選結果発表
【4月10日(月)15時頃】
 (LiveCampus)
 
※各自LiveCampusで結果を確認の上、
下記の期間に追加・削除を行ってくださ
い。
【4月11日(火)～4月17日(月)】

※定員に空きがある科目について追加登
録が可能です。空きは随時変化します。
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日付 曜日 共通基礎科目等
基本教養科目・

大学院教養教育プログラム
インターフェース科目

(副専攻)
単位認定

3月23日 (木)

3月24日 (金)

3月25日 (土)

3月26日 (日)

～～～ ～

4月5日 (水)

4月6日 (木)

4月7日 (金)

4月8日 (土)

4月9日 (日)

4月10日 (月)

4月11日 (火)

4月12日 (水)

4月13日 (木)

4月14日 (金)

4月15日 (土)

4月16日 (日)

4月17日 (月)

4月18日 (火)

4月19日 (水)

4月20日 (木)

4月21日 (金)

4月22日 (土)

~~~ ~

4月25日 (火)

4月26日 (水)

4月27日 (木) 4月27日(木)17時以降は履修登録の追加・削除を行うことはできません。

注　意　事　項
●手続きに必要な様式は、以下の場所に掲載されているので、各自でダウンロードして作成してください。

   LiveCampus ＞ menu ＞ キャンパスInfo ＞ 掲示物 ＞ 学生 ＞ 教養教育

●4月10日(月)は抽選処理のためLiveCampusのシステムを停止します。(履修登録不可)

●体育実技Ⅰ・Ⅱは、令和５年度から基本教養科目として開講されます（令和４年度以前の入学生は共通教職科目に読替）。
　教員免許取得のために履修を希望される場合は、別紙３を参照ください。

●基本教養科目 優先履修登録
【3月23日(木)～4月6日(木)】
 (LiveCampus)
 ※別紙３参照

・結果発表
【4月7日(金)15時頃】
　各自、LiveCampusで結果を確認して
ください。

●抽選履修登録
【3月23日(木)～4月9日(日)】
 (LiveCampus)

●抽選結果発表
【4月10日(月)15時頃】
 (LiveCampus)

※各自LiveCampusで結果を確認の上、
下記の期間に追加・削除を行ってくださ
い。
【4月11日(火)～4月17日(月)】
 
※定員に空きがある科目について追加登
録が可能です。空きは随時変化します。

令和5年度前学期　教養教育関係事務手続日程(新２年次生以上)

！注意！　履修登録の際は以下事項を必ずチェックし、登録ミスのないようにしてください。

・自分の学科や学年の指定クラスを正しく登録できているか。
・実際に受講しているクラスと履修登録したクラスの担当教員が合っているか。
・必修科目を登録し忘れていないか（インターフェース科目も履修登録が必要です!!）。
・受講するつもりのない科目を登録していないか。
・履修上限単位数を超えて登録していないか。

手続方法
　(窓口)・・・教養教育1号館１階の教育企画課 教養教育教務窓口で手続きをしてください。
　(LiveCampus)・・・LiveCampusシステムで登録、変更（追加・削除）、確認をしてください。

●英語C・D
再履修・過年度履修を除き、履修
登録は全学部事務で行いますの
で、自分で登録する必要はありま
せん。

●英語再履修・過年度履修
【3月23日(木)～4月17日(月)】
 (LiveCampus・窓口)
※別紙１参照

●情報リテラシー科目 再履修
●大学入門科目 再履修
●初修外国語 再履修
【3月23日(木)～4月17日(月)】
 (LiveCampus)
 ※初修外国語は別紙2参照

●インターフェース科目

※プログラム登録とは別に
履修登録も必要です‼
【3月23日(木)～4月17日(月)】
 (LiveCampus)

※インターフェース芸術と社会の
うち、「芸術と社会Ⅲ」の実践編
については、抽選を行いますの
で、希望する学生は基本教養科目
と同様に抽選登録を行ってくださ
い。

●副専攻選択科目 履修申請
【3月23日(木)～4月6日(木)】
 (LiveCampus)

・結果発表
【4月7日(金)15時頃】
　各自、LiveCampusで結果を確
認してください。

●外国語単位認定申請(TOEIC等)
【3月23日(木)～4月10日(月)17時】
 (窓口)

下記書類を窓口に持参してください。
・申請書
・外国語能力試験の成績証明書(原本)
・各自の「個人時間割」「学業成績通
知書」

※TOEIC（IPテスト含む）のオンライ
ン受験制度によるスコアは認定対象外
です。

●履修登録確認期間(窓口)
【4月18日(火)～4月27日(木)17時】
※登録変更申請書の提出が必要です。
　申請書は教養教育科目と専門科目で異なります。
　上記以外の科目については各学部・研究科の窓口で問い合わせてください。
　大学院教養教育プログラムは、科目により開講部局が異なるのでご注意ください。

※英語再履修及び基本教養科目は追加できません。削除のみ。
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「英語Ａ・Ｄ」について

自身の所属している学部向けに開講されたクラスから選択して登録してください。

（同一曜校時に複数のクラスがありますが、英語Ａで再履修学生が登録できるクラスは予め設定されています。）

「英語B、C」について

英語Bは水曜１、２校時、英語Cは月曜６校時に開講されている本庄再履修クラスから選択して登録してください。

注１ 基本的に先着順の登録となります。

注２

【担当・送付先】

教養教育教務　係

Mail : kyoyokyo@mail.admin.saga-u.ac.jp

英語再履修・過年度履修のフローチャート

【再履修クラス一覧】

英語Ｂ（本庄 水1,水2）

英語Ｃ（本庄 月6）

開講時間が他の必修科目等と重複してしまうために、所属学部のクラス又は再履修クラスが履修できない場合に

は、LiveCampusの掲示物にある「英語　再履修・過年度履修願」をダウンロードし、教養教育教務宛にメール送

付してください。

令和5年度前学期　英語再履修・過年度履修の登録について

英語の再履修・過年度履修が必要な学生は、LiveCampusより自身で履修登録する必要があります。

以下を参考に手続きを行ってください。

なお、医学部学生は学生課に問い合わせるようにして下さい。

別紙１

再履修クラスがあるか？

Yes

↓

再履修クラスが受けられ

るか？

Yes

↓

LiveCampusで履修登録

No

↓

他の曜校時で再履修申請

（注２参照）

No

↓

所属学部学科の指定クラ

スが受けられるか？

Yes

↓

LiveCampusで履修登録

No

↓

他の曜校時で再履修申請

（注２参照）

- 5 -



2023/2/28

授業科目 曜日校時 担当教員 講義室

ドイツ語Ⅱa 木２ 重竹　芳江 教養 2109AL/遠隔

 令和５年度前学期　初修外国語（再履修）

《2015年度以前入学の学生対象》

別紙２
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以下の基本教養科目については、特定の学生に対して履修の優先条件が設けられています。

優先対象の学生は、LiveCampusのアンケートで、優先履修登録を行うことができます。

優先履修を希望される場合は、以下の要領で登録を行ってください。

登録場所：　LiveCampus ＞ menu ＞ 授業・課題 ＞ 課題・アンケート提出

※4/1(土)以降は、「開講年度・作成年度」を「2022年度」に変えて検索してください。

アンケート名：　 ・2023年度前学期「日本国憲法」優先履修登録

・2023年度前学期「体育実技」優先履修登録

 ・2023年度前学期ISAC/PAGE優先履修登録

・2023年度前学期ドイツ語・ドイツ文化プログラム優先履修登録

登録期間：　3月23日(木)～4月6日(木)

優先履修登録対象基本教養科目

優先条件 曜日 校時 科目名 主担当教員 分野

教職希望者優先 水 1 日本国憲法 井上亜紀 現代社会の分野

木 1 体育実技Ⅱ 坂元康成 現代社会の分野

木 2 体育実技Ⅱ 坂元康成 現代社会の分野

木 3 体育実技Ⅰ 町田正直 現代社会の分野

木 3 体育実技Ⅱ 佐藤広徳　他 現代社会の分野

木 4 体育実技Ⅰ 町田正直 現代社会の分野

木 4 体育実技Ⅱ 佐藤広徳　他 現代社会の分野

水 2 Introduction to Sociology Bowman Morgan 現代社会の分野

水 3 Critical Thinking for the Modern Age Chapman Andrew 文化の分野

木 2 Aspects of Modern Society Hao Xiaoyang 現代社会の分野

集中講義 PAGE Online Immersion Program 佐々木有紀 文化の分野

水 1 ドイツの言語と文化Ⅰ 重竹芳江 文化の分野

水 3 ドイツの言語と文化Ⅰ 重竹芳江 文化の分野

木 1 ドイツの言語と文化Ⅰ 重竹芳江 文化の分野

●

●

●

● 上記の登録期間外での優先履修登録はできません。

注意事項

令和５年度前学期　基本教養科目の優先履修登録について

優先履修登録した基本教養科目は抽選されずに自動的に履修登録されますので、LiveCampus「履修登録」で

は、そのコマに何も入れないでください。

日本国憲法は、基本的に経済学部生は対象外ですが、教職希望者であれば登録可能です。

ISAC生/PAGE生優先

ドイツ語・ドイツ文化

プログラム生優先

優先履修登録を行わなくても、通常の履修登録画面で履修登録できますが、その場合は他の学生と同様に抽

選されます。

2年生以上の

教職カルテ登録者優先

別紙３

- 7 -



【授業時間割の見方】 

 
１ 指定クラスについて（大学入門科目、英語、情報リテラシー科目、体育実技） 

学部又は学科及び学年又はその他の方法でクラスを指定しています。科目名の後の( )の中に書か

れている学部・学科・学年により、履修するクラスを確認してください。体育実技については、学部又

は学科及び学年以外にも抽選によるクラス分けがあります。 

 

学科・課程ごとにクラス指定  

   ・大学入門科目 

   ・情報リテラシー科目 

・英語 

    ※英語Ｃ、Ｄのクラス分けについて（２年生） 

     学部及び学籍番号（前半・後半）、理工学部については学部及びコースごとに指定。 

     前学期に英語Ｃが指定されている場合、英語Ｄは後学期に履修します。 

     前学期に英語Ｄが指定されている場合、英語Ｃは後学期に履修します。 

 

入学時に事前申請した者を対象に、クラス指定  

   ・英語Ｃの学術英語プログラム(PAGE)用クラス 

 

学科・課程及び抽選により、クラス指定  

   ・体育実技 

 

２ 授業時間 

校時 授業時間 

１ ８：５０ ～ １０：２０ 

２ １０：３０ ～ １２：００ 

３ １３：００ ～ １４：３０ 

４ １４：４０ ～ １６：１０ 

５ １６：２０ ～ １７：５０ 

６ １８：００ ～ １９：３０ 
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３ 集中講義について 

集中講義は、募集から履修登録までの流れによって以下の２通りに分けられます。 

・集中講義①… 通常の履修登録期間内に LiveCampus で履修登録を行います。基本教養科目の場合

は抽選により履修者が決定されます。履修の追加、削除は開講日の１週間前まで可能

です。 

・集中講義②… 開講時期に応じて、個別に募集案内が出されます。履修登録の方法についても科目

によって異なるため、案内に従ってください。 

 

４ 担当教員について 

授業を担当する教員が複数の場合は、代表の教員を表しています。担当教員の名前の後の( )書きに

は所属(略称)が書かれています。オフィスアワー確認にご利用ください。(非)は学外非常勤講師です。 

 ●オフィスアワー掲載場所： 

LiveCampus >> menu >> キャンパス info >> 掲示物 >> 【全学教育機構】オフィスアワー(学期ごと） 

 

５ 授業形態／教室について 

「遠隔」と書かれている授業科目は、多様なメディアを利用して、教室以外の場所で受講する授業科

目です。個々の遠隔授業の具体的な受講方法については、シラバス及び授業担当教員等からの連絡を確

認してください。 

●シラバス：https://lc2.sc.admin.saga-u.ac.jp/lcu-web/SC_06001B00_21/init 

対面で行われる授業科目については、教室名が書かれています。スペースの都合上、教室名は略称で

表記しています。正式な名称及び場所については、「講義室案内」を参照してください。 

●講義室案内：http://www.sc.admin.saga-u.ac.jp/jikannwari_kyoyo_annai.pdf 

 

６ 基本教養科目の履修登録について 

基本教養科目は、全学部学生を対象としている関係上、履修者が極端に偏らないよう、予め希望を申

請し、抽選により履修科目が決定されます。LiveCampus 教務システムの「抽選履修登録」から希望申

請してください。なお、抽選処理は基本的に上級生優先です。 

 

※履修制限について 

時間割の備考欄で、〇〇学部優先（〇〇学科優先）と記載されている科目は、抽選の際に該当する学

生から優先的に当選する仕組みです。優先学部、学科以外の学生も希望申請可能ですが、抽選漏れしや

すくなる可能性があります。 

また、以下の履修制限が課されているものについては、別の方法で優先登録を受け付け、残った枠に

該当しない学生も希望申請ができる仕組みです。 
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・教職希望者優先 

・２年生以上の教職カルテ登録者優先 

・ISAC 生/PAGE 生優先 

・ドイツ語・ドイツ文化プログラム生優先 

 

７ 履修上の注意事項 

履修登録を行う際は、「時間割」だけでなく「履修の手引き」、「教養教育関係事務手続日程」及び

シラバスを参照してください。 

●履修の手引き：http://www.sc.admin.saga-u.ac.jp/risyuu-tebiki.html 

●教養教育関係事務手続日程：http://www.sc.admin.saga-u.ac.jp/jikannwari_kyoyo_nittei.pdf 

●シラバス：https://lc2.sc.admin.saga-u.ac.jp/lcu-web/SC_06001B00_21/init 

  ※「履修の手引き」は、自分が入学した年度のものを参照してください。 
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2023/3/23

大学入門科目
区分・分野・コース 科目名(指定学部等) 副題 単位数 曜日校時 担当教員(所属) 授業形態/教室 定員 備考

火2 荒巻治美(教育) 教養 133

火2 谷口高志(教育) 教養 111

火2 黒田圭介(教育) 教養 121

火2 川中子正(教育) 教養 123

火2 角縁進(教育) 教養 125

火2 井上伸一(教育) 教養 135

金2 山﨑功(芸術)　他 教養 125 ●地域デザインコース

金2 甲斐広文(芸術)　他 教養 129 ●芸術表現コース

火3 品川優(経済) 教養 121

火3 SALIYA DE SILVA(経済)　他 教養 133

火3 薗田竜之介(経済) 教養 123

火3 張韓模(経済) 教養2103AL

火3 中西一(経済) 教養 111

火3 谷口みゆき(経済) 教養2104AL

金2 野方大輔(経済) 教養2104AL

金2 羽石寛志(経済) 教養 141

金2 閔庚炫(経済) 教養 144

金2 山本長次(経済) 教養2103AL

金2 角田幸太郎(経済) 教養 143

火2 樫澤秀木(経済) 教養2103AL

火2 早川智津子(経済) 教養 144

火2 中山泰道(経済) 教養 143

火2 平部康子(経済) 教養 141

大学入門科目Ⅰ（医学部看護学科1年生） 2 火4,火5 古島智恵(医) 鍋島 看１

大学入門科目Ⅰ（理工学部1年生） 2 時間割外 高椋利幸(理工)　他 遠隔

大学入門科目Ⅰ（農学部1年生） 2 月5 田中宗浩(農)　他 農学部大講義室

大学入門科目Ⅰ（医学部医学科1年生） 4 金3 坂本麻衣子(地域C) 鍋島 医１ ●通年科目

大学入門科目Ⅰ（芸術地域デザイン学部1年生） 2

大学入門科目Ⅰ（経済学部1年生） 2

令和５年度 前学期 教養教育科目　時間割

個々の授業科目に関する具体的な指示は、オンラインシラバス及び授業担当教員等からの連絡を確認してください。
オンラインシラバス：https://lc2.sc.admin.saga-u.ac.jp/lcu-web/SC_06001B00_21/init ■ 遠隔で行われる授業科目

（遠隔：多様なメディアを利用して，教室以外の場所で受講すること）

大学入門科目

大学入門科目Ⅰ（教育学部1年生） 2

●経済学科

●経営学科

●経済法学科
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2023/3/23
共通基礎教育科目

区分・分野・コース 科目名(指定学部等) 副題 単位数 曜日校時 担当教員(所属) 授業形態/教室 定員 備考
月3 中野京子(非) 遠隔
月3 名本達也(全学) 教養2202AL
月3 Nikandrov Nikolai(非) 教養 124
火1 小池知英(非) 教養 122
火1 名本達也(全学) 教養 124
火1 Bowman Morgan Tyler(非) 教養2202AL
金1 大城綾子(非) 遠隔
金1 岡有子(非) 教養 124
金1 小野浩司(非) 教養 122
金1 名本達也(全学) 教養2202AL
金1 YOUNG DANIEL(非) 教養 133
金1 Nikandrov Nikolai(非) 教養 134
金1 Silverman Lisa Kaoru(非) 遠隔
火2 岡有子(非) 鍋島 医１
金2 小池知英(非) 鍋島 医１
火1 岡有子(非) 鍋島 医１
金1 小池知英(非) 鍋島 医１
火3 大城綾子(非) 遠隔
火3 小池知英(非) 教養 122
火3 Chapman Andrew(非) 教養2202AL
火3 Hao Xiaoyang(非) 遠隔
火3 Nikandrov Nikolai(非) 教養 124
火3 Silverman Lisa Kaoru(非) 遠隔
金2 大城綾子(非) 遠隔
金2 岡有子(非) 教養 124
金2 小野浩司(非) 教養 122
金2 YOUNG DANIEL(非) 教養 133
金2 Nikandrov Nikolai(非) 教養 134
金2 Silverman Lisa Kaoru(非) 遠隔
金2 Wagnitz Philip(非) 教養 111
木4 中野京子(非) 遠隔
木4 岡有子(非) 教養 124
木4 Hao Xiaoyang(非) 教養 134
木4 Owatari-Dorgan John(非) 教養2202AL
火2 高野吾朗(医) 鍋島 医４
金2 高野吾朗(医) 鍋島 医４
火1 高野吾朗(医) 鍋島 医４
金1 高野吾朗(医) 鍋島 医４
水1 鈴木繁(全学) 教養 111 60
水2 鈴木繁(全学) 教養 111 60
金3 岡有子(非) 教養 124
金3 YOUNG DANIEL(非) 教養2203AL
金3 Wagnitz Philip(非) 教養2103AL
木4 熊本千明(非) 教養2204AL
木4 森奏子(非) 遠隔
木4 Wagnitz Philip(非) 教養2103AL

外国語科目

1

英語Ａ（農学部1年生） 1

英語Ｃ（教育学部2年生） 1

英語Ａ（医学部医学科1年生） 1

英語Ａ（教育学部1年生） 1

英語Ａ（芸術地域デザイン学部1年生） 1

英語Ａ（経済学部1年生）

英語Ｂ（医学部医学科1年生） 1

英語Ａ（医学部看護学科1年生） 1

英語Ａ（理工学部1年生） 1

●学籍番号前半

英語Ｃ（芸術地域デザイン学部2年生） 1 ●学籍番号前半

英語Ｂ（医学部看護学科1年生） 1

英語Ｂ（再履修） 1
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2023/3/23
区分・分野・コース 科目名(指定学部等) 副題 単位数 曜日校時 担当教員(所属) 授業形態/教室 定員 備考

木3 中野京子(非) 遠隔
木3 岡有子(非) 教養 124
木3 熊本千明(非) 教養2204AL
木3 森奏子(非) 遠隔
木3 Owatari-Dorgan John(非) 教養2202AL
木3 Wagnitz Philip(非) 教養2103AL
月2 中野京子(非) 遠隔
月2 小野浩司(非) 教養 122
月2 名本達也(全学) 教養2204AL
月2 Bowman Morgan Tyler(非) 教養2202AL
月2 Nikandrov Nikolai(非) 教養 124
月2 YOUNG DANIEL(非) 教養2203AL
火2 Silverman Lisa Kaoru(非) 遠隔
火2 大城綾子(非) 遠隔
火2 小池知英(非) 教養 122
火2 佐々木有紀(全学) 教養2203AL
火2 Bowman Morgan Tyler(非) 教養2202AL
火2 Hao Xiaoyang(非) 遠隔
火2 Nikandrov Nikolai(非) 教養 124
月1 小野浩司(非) 教養 122
月1 名本達也(全学) 教養2204AL
月1 Bowman Morgan Tyler(非) 教養2202AL
月1 YOUNG DANIEL(非) 教養2203AL

英語Ｃ（再履修） 1 月6 鈴木繁(全学) 遠隔/教養2201
水4 Wagnitz Philip(非) 教養2103AL Aクラス
水4 Chapman Andrew(非) 教養2203AL Bクラス

英語Ｄ（教育学部2年生） 1 火6 鈴木繁(全学) 遠隔/教養2201 ●学籍番号後半
英語Ｄ（芸術地域デザイン学部2年生） 1 木6 佐々木有紀(全学) 遠隔/教養2201 ●学籍番号後半
英語Ｄ（経済学部2年生） 1 火6 鈴木繁(全学) 遠隔/教養2201 ●学籍番号後半

木6 佐々木有紀(全学) 遠隔/教養2201 ●電子・基盤・建築コース
金6 名本達也(全学) 遠隔/教養2201 ●知能・生化・物理コース

英語Ｄ（農学部2年生） 1 金6 名本達也(全学) 遠隔/教養2201 ●学籍番号後半
ドイツ語Ⅱa（再履修） 1 木2 重竹芳江(全学) 教養2109AL/遠隔 ●ドイツ語とドイツ語圏の歴史・文化Ⅲと同時開講
情報基礎概論（教育学部1年生） 2 火3 和久屋寛(教育) 教養大講
情報基礎概論（芸術地域デザイン学部1年生） 2 金1 髙﨑光浩(全学) 教養2101

金2 米満潔(全学) 教養2101 ●経済学科（学籍番号後半）
金3 米満潔(全学) 教養2101 ●経済学科（学籍番号前半）・経済法学科
火2 安田伸一(経済) 教養2101 ●経営学科

情報基礎概論（経済学部再履修生） 2 火2 安田伸一(経済) 教養2101 ●経済学部・全学科の再履修生
情報基礎概論（医学部医学科1年生） 2 金4 髙﨑光浩(全学) 鍋島 情報セ
情報基礎概論（医学部看護学科1年生） 2 金3 髙﨑光浩(全学) 鍋島 情報セ

月2 伊藤秀昭(理工) 教養2101
月2 後藤聡(理工) 教養2201
月2 李海峰(理工) 教養2301
火4 光武雄一(海エネ) 教養2101
火4 泉清高(理工) 教養2201

情報基礎概論（農学部1年生） 2 金2 北垣浩志(農)　他 教養大講
情報基礎演習Ⅰ（教育学部1年生） 1 木3 小野文慈(教育)　他 教養2201
情報基礎演習Ⅰ（医学部医学科1年生） 1 月1,月2 髙﨑光浩(全学) 鍋島 情報セ

集中講義① 佐藤和也(理工) 研究室 ●機械システム工学科（再履修）●個人PC持参
月2 伊藤秀昭(理工) 教養2101 ●電気電子工学科（再履修）●情報基礎概論と同時開講

情報基礎演習Ⅰ（農学部1年生） 1 金4 稲葉繁樹(農) 農学部大講義室

英語Ｃ（経済学部2年生） 1 ●学籍番号前半

英語Ｃ（理工学部2年生） 1

●数理・情ネ・応化コース

●機械・メカ・電気コース

情報リテラシー科目

情報基礎概論（経済学部1年生） 2

英語Ｃ（農学部2年生） 1 ●学籍番号前半

英語Ｃ（PAGE2年生） 1

外国語科目

2

情報基礎演習Ⅰ（理工学部再履修生） 1

1

情報基礎概論（理工学部1年生）

英語Ｄ（理工学部2年生）
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2023/3/23
基本教養科目

区分・分野・コース 科目名(指定学部等) 副題 単位数 曜日校時 担当教員(所属) 授業形態/教室 定員 備考

物理の世界Ⅰ 古典物理学の世界 2 木2 河野宏明（工）(理工) 教養2201 136 ●理工学部を除く

化学の世界Ｂ 2 木2 鯉川雅之(理工)　他 院棟301 100 ●理工学部機能物質化学科 及び 理工学部理工学科生命化学コース・応用化学コース
を除く

実験化学Ⅰ Laboratory of  Chemistry I 2 水2 成田貴行(理工)　他 教養化･生実 20

●1,2年生に限る
●「実験化学Ⅱ」の単位修得者を除く
●理工学部2年次の「生命化学コース」と「応用化学コース」を除く
●農学部2年次の「生命機能科学コース」を除く

水2 日永田泰啓(総情C) 教養 131 123

木2 山下義行(全学) 教養大講 200 ●授業内容に応じて、5回（5週）程度、オンデマンド授業を行うことを予定していま
す。

情報科学の世界Ⅱ 社会の中の情報科学 2 木1 只木進一(理工) 教養大講 176

機械工学の世界Ｂ 2 水2 木上洋一(海エネ)　他 院棟301 100 ●理工学部機械システム工学科を除く
●理工学部理工学科機械エネルギー工学コース，メカニカルデザインコースを除く

電気電子工学の世界Ａ 2 水1 木本晃(理工) 院棟202 100 ●理工学部を除く

肥前セラミック学 2 水1 矢田光徳(理工)　他 講義室は時間割を参照 15
●芸術地域デザイン学部有田セラミック分野を除く
●7コマ分は本庄キャンパスにて開講、8コマ分は有田町及び有田キャンパスにおいて
集中講義

AI・数理・データサイエンスⅠ 2 木2 只木進一(理工) 総情 演習室 50 ●理工学部生を除く
●プログラミング・データサイエンスⅠと同時開講

農学の世界Ａ 農村の環境 2 木2 原口智和(農) 教養 125 121

生物科学の世界Ａ 細胞と遺伝子 2 水2 鈴木章弘(農)　他 農学部大講義室 82 ●農学部を除く

生物科学の世界Ｂ ゲノムから生命を知る 2 木1 永野幸生(総分C) 教養2201 136 ●状況により対面＋遠隔にする可能性があります。

生命科学の基礎Ｂ 実験動物学 2 水1 北嶋修司(総分C)　他 鍋島 医１ 60 ●医学部（医学科・看護学科）優先

生命科学の基礎Ｃ 医学・看護学研究の勧め 2 木1 市場正良(医)　他 鍋島 臨大 120 ●医学部（医学科・看護学科）優先

栄養科学Ａ 三大栄養素の体内挙動 2 時間割外 岡島俊哉(教育) 遠隔 280

欧米の文化・文学 2 水2 都築彰(非) 遠隔 100

佐賀の染織Ａ 2 時間割外 石井美恵(芸術) 担当者の指示による 28

日本語学 日本語の歴史 2 水2 中里理子(教育) 教育国語科 40 ●留学生は3名までとする

コミュニケーション論 人間社会とコミュニケーション 2 時間割外 米満潔(全学)　他 ネット授業 170

Critical Thinking for the Modern Age 2 水3 Chapman Andrew(非) 教養2203AL 40 ●ISAC生/PAGE生/副専攻欧米の言語文化専攻－英語コース生優先

水3 宮武正登(全学) 鍋島 医４ 40 ●医学部（医学科・看護学科）優先

木2 宮武正登(全学) 教養 121 60

西洋史 2 水2 岡本託(教育) 教養 145 100

人類学 2 水2 菊池泰弘(医)　他 鍋島 医２ 104
●医学部（医学科・看護学科）優先
●医学部医学科は2年次生に限る

スポーツウェルネスの世界 2 水3 倉岡晃夫(医) 鍋島 医１/鍋島 医２ 130 ●医学部（医学科・看護学科）優先

サッカーの歴史と技法 2 水3 坂元康成(教育) 教養 135 60

文化の分野特別講義（九州学Ⅰ） 2 時間割外 中尾友香梨(全学)　他 遠隔 10 ●副専攻「歴史文化専攻」履修生優先
「●文化の分野特別講義（九州学）の単位修得者を除く」

文化の分野

自然科学と技術の分野

情報科学の世界Ⅰ 情報のしくみ 2

日本史 2
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2023/3/23
区分・分野・コース 科目名(指定学部等) 副題 単位数 曜日校時 担当教員(所属) 授業形態/教室 定員 備考

水1 重竹芳江(全学) 教養2301 201

●1年生優先
●ドイツ語・ドイツ文化プログラム生優先
●ドイツ語Ⅰa，Ⅰb，Ⅱa，Ⅱbの単位修得者を除く
●佐賀大学オンライン試験システム（＝eラーニング）を利用した毎週の課題提出を
メインに、発音と聞き取りの練習に重点をおいた対面授業を行う。

水3 重竹芳江(全学) 教養2301 201

●1年生優先
●ドイツ語・ドイツ文化プログラム生優先
●ドイツ語Ⅰa，Ⅰb，Ⅱa，Ⅱbの単位修得者を除く
●佐賀大学オンライン試験システム（＝eラーニング）を利用した毎週の課題提出を
メインに、発音と聞き取りの練習に重点をおいた対面授業を行う。

木1 重竹芳江(全学) 教養2301 201

●1年生優先
●ドイツ語・ドイツ文化プログラム生優先
●ドイツ語Ⅰa，Ⅰb，Ⅱa，Ⅱbの単位修得者を除く
●佐賀大学オンライン試験システム（＝eラーニング）を利用した毎週の課題提出を
メインに、発音と聞き取りの練習に重点をおいた対面授業を行う。

水2 阿尾安泰(非) 教養 123 40

水3 阿尾安泰(非) 教養 123 40

中国の言語と文化Ⅰ 2 水3 谷口高志(教育) 教育社会科 40 ●講義室：教育学部２号館２階

木1 黄聖媛(非) 教養 123 40

木2 黄聖媛(非) 教養 123 40

PAGE Online Immersion Program 2 集中講義② 佐々木有紀(全学) 遠隔
●ISAC生/PAGE生優先
●Online Immersion Programと同時開講
●Online Immersion Programと合わせて定員15名

Intensive English I 2 水1 佐々木有紀(全学) 教養2202AL 50 ●副専攻欧米の言語文化専攻－英語コース生優先

アカデミック英語 1 木2 佐々木有紀(全学) 教養2202AL 50 ●副専攻欧米の言語文化専攻－英語コース生優先

アカデミック独語 1 集中講義① 重竹芳江(全学) 教養2109AL 56

●1,2年生を除く
●初級文法を学び終えている人に限る
●開講日：5月13日(土)1～4限、5月20日(土)1～4限
●通常の履修登録期間内に受付、抽選を実施。
　 履修の追加・削除は開講日の１週間前まで可能。

ドイツ文学Ａ 1 集中講義① 重竹芳江(全学) 教養2109AL 56
●8月8日（火）と8月9日（水）の1～4限
●通常の履修登録期間内に受付、抽選を実施。
　 履修の追加・削除は開講日の１週間前まで可能。

ドイツ文化論Ａ 2 集中講義② 堺雅志(非)

文化の分野

ドイツの言語と文化Ⅰ 2

フランスの言語と文化Ⅰ 2

韓国・朝鮮の言語と文化Ⅰ 2
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2023/3/23
区分・分野・コース 科目名(指定学部等) 副題 単位数 曜日校時 担当教員(所属) 授業形態/教室 定員 備考

経済学 2 水2 上山和俊(経済) 経済４ 100 ●経済学部を除く

水2 篠﨑伸也(経済) 教養 129/遠隔 70 ●遠隔で受講できるのは医学部生のみとする

木2 篠﨑伸也(経済) 教養 129/遠隔 70 ●遠隔で受講できるのは医学部生のみとする

法律学 2 水2 中山泰道(経済)　他 遠隔 100

日本国憲法 2 水1 井上亜紀(経済) 経済５ 150 ●経済学部を除く、ただし教職希望者は履修可　●教職希望者優先

Introduction to Sociology 2 水2 Bowman Morgan Tyler(非) 教養2104AL 40 ●ISAC生/PAGE生/欧米文化プログラム英語コース生優先

現代社会の法と政治 2 水2 吉岡剛彦(教育) 教育社会科 75

水1 村久保雅孝(医) 鍋島 看１ 100 ●まず医学部看護学科1年次生最優先
●次に医学部看護学科生および医学科生を低学年から優先

水3 村久保雅孝(医) 教養2101 80 ●まず1年次生最優先　●次に2年次生以降順次優先

情報メディアと倫理 2 時間割外 大谷誠(総情C) 遠隔 100

心身の発達過程 2 水1 中島俊思(学教研) 教養2201 100 ●子ども発達支援士養成プログラム生優先

スポーツと健康 2 水3 町田正直(教育) 教養 134 35 ●1年生に限る

水1 福留健司(全学) 教養 125 121 ●1,2年生に限る　●医学部を除く

水2 福留健司(全学) 教養 125 121 ●1,2年生に限る　●医学部を除く

情報メディアコミュニケーション 2 木1 米満潔(全学)　他 遠隔 60

Aspects of Modern Society 2 木2 Hao Xiaoyang(非) 教養2204AL 40 ●ISAC生/PAGE生/欧米文化プログラム英語コース生優先

プレゼンテーション・デザイン 2 水2 古賀崇朗(全学) 教養 124 40

教育学Ｂ 教育の社会学 2 木2 村山詩帆(全学) 教養2101 201 ●「教育学」の単位修得者を除く

環境科学Ⅰ 2 時間割外 岡島俊哉(教育)　他 遠隔 200

インストラクショナル・デザイン 2 時間割外 古賀崇朗(全学)　他 ネット授業 150

現代社会の分野特別講義（グローバル化と証券投資） 2 集中講義② 中村博和(経済) ●経済学部を除く

現代社会の分野特別講義（西洋近代社会思想史） 2 木2 石松弘幸(国際C) 教養2104AL 30

現代社会の分野特別講義（多文化社会論） 2 水3 石松弘幸(国際C) 教養2104AL 30

月2 井上伸一(教育)　他 体育館 35

月2 山津幸司(教育)　他 体育館 35

木3 町田正直(教育) 体育館 35

木4 町田正直(教育) 体育館 35

月2 坂元康成(教育)　他 体育館 35

月2 原田光(非)　他 体育館 35

木1 坂元康成(教育)　他 体育館 35

木2 坂元康成(教育)　他 体育館 35

木3 佐藤広徳(非)　他 体育館 35

木4 佐藤広徳(非)　他 体育館 35

現代社会の分野

経営学 2

心理学Ａ 発達の心理学 2

健康科学Ａ 人体科学 2

体育実技Ⅰ（教育学部）

●教育学部以外は教職カルテ登録者優先

●体育実技Ⅰ…大人数で行うスポーツ（サッカー、バスケットボール、バレーボー
ルなど）
●体育実技Ⅱ…少人数で行うスポーツ（テニス、卓球、バドミントンなど）
●履修の順番はどちらが先でも良い。

1

1体育実技Ⅰ（教育学部以外）

1

1

体育実技Ⅱ（教育学部）

体育実技Ⅱ（教育学部以外）
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集中講義② 石松弘幸(国際C) ●1,2年生優先　●SUSAP/オーストラリア・ラトローブ大学

集中講義② 石松弘幸(国際C) ●1,2年生優先　●SUSAP/インドネシア・マラン国立大学

チャレンジ・インターンシップＢ 2 集中講義② 田中宗浩(農)
●通年科目
●２年間でできる「がばいベンチャー」の作り方の受講生の希望者を対象とする。

データサイエンスへの招待 2 金1 髙﨑光浩(全学) 教養2101 20
●1,2年生を除く
●3年生は教育学部と芸術地域デザイン学部に限る
●情報基礎概論（金1、芸術地域デザイン学部）と同時開講

ライフデザインとセルフ・リーダーシップ 2 水3 山内一祥(キャリアセンター)　他 教養大講 200 ●低学年優先

Online Immersion Program 2 集中講義② 佐々木有紀(全学) 遠隔
●副専攻欧米の言語文化専攻－英語コース生優先
●PAGE Online Immersion Programと同時開講
●PAGE Online Immersion Programと合わせて定員15名

海外交流実習 2

総合科目
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2023/3/23
インターフェース科目

区分・分野・コース 科目名(指定学部等) 副題 単位数 曜日校時 担当教員(所属) 授業形態/教室 定員 備考
機械工学と環境Ⅰ エネルギーと環境問題 2 水1 今井康貴(海エネ)　他 院棟401

流れと環境 木1 塩見憲正(理工)　他 院棟302

材料と環境 木2 只野裕一(理工)　他 院棟401

電気電子工学と環境Ⅰ 2 水1 佐々木伸一(理工) 院棟301
●再履修者または、未履修者対象
●エレクトロニクスと環境Ⅰと同時開講

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！ 2 木1 大津康徳(理工) 院棟101

エレクトロニクスと環境Ⅰ 通信のしくみ 2 水1 佐々木伸一(理工) 院棟301

地域環境の保全と市民社会Ⅰ 佐賀環境フォーラムⅠ 2 水2 兒玉宏樹(総分C)　他 教養 121/遠隔

●再履修者または、未履修者対象
●佐賀の環境Ⅰと同時開講
●一部時間割外での開講/オンライン開講（不定期）あり
●時間割外の日程及び講義室については、別途担当教員から連絡がある

地域環境の保全と市民社会Ⅱ 2 時間割外 兒玉宏樹(総分C)　他 担当者の指示による

●再履修者または、未履修者対象
●佐賀の環境Ⅱと同時開講
●通年科目
●最終報告会（１月）は状況に応じオンライン開催の可能性がある。

佐賀の環境Ⅰ 佐賀環境フォーラムⅠ 2 水2 兒玉宏樹(総分C)　他 教養 121/遠隔
●一部時間割外での開講/オンライン開講（不定期）あり
●時間割外の日程及び講義室については、別途担当教員から連絡がある

佐賀の環境Ⅱ 佐賀環境フォーラムⅡ 2 時間割外 兒玉宏樹(総分C)　他 担当者の指示による
●通年科目
●最終報告会（１月）は状況に応じオンライン開催の可能性がある。

佐賀の環境Ⅲ 有明海学Ⅰ 2 水1 速水祐一(農)　他 農　第５講義室
(1S-232)

異文化交流Ⅰ 2 木1 石松弘幸(国際C) 教養2104AL

異文化交流Ⅲ Our Life and Ethical Issues 2 木2 後藤正英(教育) 教育社会科

水1 青柳達也(非) 教養2203AL ●PAGE２年生対象（プログラム生に限る）Bクラス

集中講義② 山田智久(非) ●PAGE２年生対象（プログラム生に限る）Aクラス

木1 石丸裕佳子(非) 遠隔 ●PAGE３年生対象（プログラム生に限る）Aクラス

集中講義② Roux Petrus Willem(非) 遠隔 ●PAGE３年生対象（プログラム生に限る）Bクラス

木2 中村隆敏(芸術) デジタルデザイン
演習室

●デジタルコンテンツⅠと同時開講
●デジタル表現技術者養成プログラム生に限る（再履修用）

木2 中村隆敏(芸術) デジタルデザイン
演習室

●デジタルコンテンツⅠと同時開講
●クリエイティブ表現プログラム生に限る（再履修用）

映像・デジタル表現Ⅱ 2 集中講義② 中村隆敏(芸術) デジタルデザイン
演習室

●デジタル表現技術者養成プログラム生に限る（再履修用）

映像・デジタル表現Ⅲ Web表現 2 水1 髙﨑光浩(全学) 教養 124
●デジタルコンテンツⅢ、Web表現と同時開講
●クリエイティブ表現プログラム生に限る（再履修用）

水2 中村隆敏(芸術)　他 デジタルデザイン
演習室

●デジタル表現技術者養成プログラム生に限る（再履修用）

水2 中村隆敏(芸術)　他 デジタルデザイン
演習室

●クリエイティブ表現プログラム生に限る（再履修用）

肥前陶磁器産業体験Ⅰ 2 水2 田中右紀(芸術) 美術教室
●講義室：芸術地域デザイン学部1号館（美術科教室）
●芸術地域デザイン学部優先
●引き続き有田で開講される肥前陶磁器産業体験Ⅱ～Ⅳを受ける人に限る。

肥前陶磁器産業体験Ⅱ 2 集中講義① 湯之原淳(芸術)　他 有田キャンパス
●芸術地域デザイン学部有田セラミック分野優先（要：肥前陶磁器産業体験Ⅰ履修）
●講義室：有田キャンパス講義室１

肥前陶磁器産業体験Ⅲ 2 木2 甲斐広文(芸術)　他 有田キャンパス ●芸術地域デザイン学部優先

ドイツ語とドイツ語圏の歴史・文化Ⅰ 2 水2 重竹芳江(全学) 教養2109AL/遠隔 ●ドイツ語・ドイツ文化プログラム２年生対象（プログラム生に限る）

ドイツ語とドイツ語圏の歴史・文化Ⅲ 2 木2 重竹芳江(全学) 教養2109AL/遠隔 ●ドイツ語・ドイツ文化プログラム３年生対象（プログラム生に限る）

環境コース

機械工学と環境Ⅲ 2

映像・デジタル表現Ⅳ デジタル表現修了研究 2

文化と共生コース

Intercultural Communication Ⅰ 2

Intercultural Communication Ⅲ 2

映像・デジタル表現Ⅰ 2
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2023/3/23
区分・分野・コース 科目名(指定学部等) 副題 単位数 曜日校時 担当教員(所属) 授業形態/教室 定員 備考

未来を拓く材料の科学Ⅰ 有機機能性材料の科学 2 水1 竹下道範(理工)　他 教養2101
未来を拓く材料の科学Ⅲ 生体機能材料の科学 2 木1 川喜田英孝(理工)　他 院棟401

エレクトロニクスと生活Ⅰ 2 水1 佐々木伸一(理工) 院棟301
●再履修者または、未履修者対象
●エレクトロニクスと環境Ⅰと同時開講

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 2 木1 田中高行(理工) 院棟301
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 2 水1 掛下哲郎(理工)　他 COM ●講義室：理工学部７号館１階コンピュータ演習室
情報技術者キャリアデザインⅡ 2 木1 岡崎泰久(理工)　他 COM
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 2 木2 山口暢彦(理工) 遠隔 ● 2018年度以前の入学生に限る

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 2 水2 田中宗浩(農) 農　第３講義室
(1S-124)

●講義の際に自分専用のパソコンを持参し，使用できる事。

２年間でできる「がばいベンチャー」の作り方Ⅲ 企業戦略とイノベーション，ビジネスモデルの立案 2 木2 田中宗浩(農) 農　第３講義室
(1S-124)

●講義の際に自分専用のパソコンを持参し，使用できる事。

食糧生産の科学Ⅰ 2 木2 一色司郎(農) 農　第５講義室
(1S-232)

ライフサイエンス・フードサイエンスⅠ 2 水2 辻田忠志(農)　他 農　第５講義室
(1S-232)

リサーチ・リテラシーⅠ くらしの中の統計 2 水2 村山詩帆(全学) 教養2101 ●Microsoft ExcelがインストールされたノートPCを持参できること。
リサーチ・リテラシーⅢ 調査データの分析 2 木1 村山詩帆(全学) 教養2101 ●Microsoft ExcelがインストールされたノートPCを持参できること。
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 2 水2 山内一祥(キャリアセンター)　他 教養2318AL（3F）

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 2 木2 山内一祥(キャリアセンター)　他

教養2318AL（3F）/教
養2103AL/

教養2110AL/
教養2203AL/

教養2209AL（2F）
スポーツイベントとボランティアリーダーⅠ 2 水2 町田正直(教育) 教養2209AL（2F）

スポーツイベントとボランティアリーダーⅢ 2 木2 町田正直(教育)　他 教養 135/
教養物･地実

●後半に集中講義あり

現代社会と医療Ⅰ 医療科学史 2 水2 青木歳幸(非) 鍋島 医１ ●医学部（医学科・看護学科）優先

現代社会と医療Ⅱ 医療人キャリアデザイン 2 木1 吉田和代(医) 鍋島 看１/遠隔
●医学部（医学科・看護学科）優先
●食と健康Ⅱ・ライフサイクルからみた医療Ⅱと同時開講

食と健康Ⅰ 食物科学 2 水2 市場正良(医)　他 鍋島 医４ ●医学部（医学科・看護学科）優先

食と健康Ⅱ 医療人キャリアデザイン 2 木1 吉田和代(医) 鍋島 看１/遠隔
●医学部（医学科・看護学科）優先
●現代社会と医療Ⅱ・ライフサイクルからみた医療Ⅱと同時開講

ライフサイクルからみた医療Ⅰ ライフサイクルから見た健康 2 水2 熊谷有記(医)　他 鍋島 医５ ●医学部（医学科・看護学科）優先

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 2 木1 吉田和代(医) 鍋島 看１/遠隔
●医学部（医学科・看護学科）優先
●現代社会と医療Ⅱ・食と健康Ⅱと同時開講

佐賀の歴史文化Ⅰ 佐賀の歴史概説 2 水2 三ツ松誠(地域C) 教養 135
●高校国語科レベルの古典文法を習得できていない場合、その分の自習が必要にな
る。

佐賀の歴史文化Ⅲ 2 木2 重藤輝行(芸術) 教養 132
地域経済と社会Ⅰ 経済社会と地域 2 木2 金子晋右(経済) 経済５
地域経済と社会Ⅲ 地域と商業 2 水2 宮崎卓朗(経済) 経済５

プログラミング・データサイエンスⅠ Pythonプログラミング 2 木2 只木進一(理工) 総情 演習室
●再履修者または、未履修者対象
●AI・数理・データサイエンスⅠと同時開講

プログラミング・データサイエンスⅢ ワンボードマイコンプログラミング 2 水2 堀良彰(総情C) 総情 演習室

デジタルコンテンツⅠ 2DCG制作 2 木2 中村隆敏(芸術) デジタルデザイン
演習室

●再履修者または、未履修者対象
●映像・デジタル表現Ⅰと同時開講

デジタルコンテンツⅢ Webデザイン 2 水1 髙﨑光浩(全学) 教養 124 ●映像・デジタル表現Ⅲ、Web表現と同時開講
芸術と社会Ⅰ 芸術創造（理論） 2 水2 阿部浩之(芸術)　他 教養 133

芸術を社会にひらく 木2 花田伸一(芸術)　他 芸術Ａ１０１

芸術創造（実践） 木2 井川健(芸術)　他 芸術美術/芸術染色/芸
術漆・木工

15 ●実技
●希望者が15名を超えた場合は抽選

実践栽培Ⅲ 2 水2 鄭紹輝(農)　他 農　第１講義室
(1S-126)

●実践栽培I～IIを修了した者に限る

サブスペシャルティコー
ス

生活と科学コース

人間と社会コース

医療・福祉と社会コース

地域・佐賀学コース

芸術と社会Ⅲ 2
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2023/3/23
区分・分野・コース 科目名(指定学部等) 副題 単位数 曜日校時 担当教員(所属) 授業形態/教室 定員 備考

歴史文化Ⅰ 「鎖国」時代の異文化接触 2 水2 中尾友香梨(全学) 遠隔

●１回目の授業までに必ず履修登録を済ませ、受講すること。
●１回目の授業を欠席した場合、履修を認めない。
●Ⅲとの同時履修及び履修順序の変更は認めない。
●本プログラムの登録者以外（副専攻履修者を含む）が、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳのいずれかを履
修したい場合、事前に担当教員に相談すること。Ⅱはそのまま履修してもかまわな
い。

歴史文化Ⅲ 佐賀「賢」人の足跡 2 木2 中尾友香梨(全学) 遠隔

●１回目の授業までに必ず履修登録を済ませ、受講すること。
●１回目の授業を欠席した場合、履修を認めない。
●Ⅰとの同時履修及び履修順序の変更は認めない。
●本プログラムの登録者以外（副専攻履修者を含む）が、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳのいずれかを履
修したい場合、事前に担当教員に相談すること。Ⅱはそのまま履修してもかまわな
い。

集中講義① 未定 ●医学部（医学科・看護学科）優先
水1 Bowman Morgan Tyler(非) 教養2104AL

英語コミュニケーションⅡ 2 集中講義① 未定 ●医学部（医学科・看護学科）優先
英語コミュニケーションⅢ 2 木1 Hao Xiaoyang(非) 教養2204AL
佐賀SDGsグローカルアクションⅠ 2 水2 五十嵐勉(非)　他 教養2202AL

佐賀SDGsグローカルアクションⅢ 2 木2 大串浩一郎(理工)　他

理工学部4号館1階
ﾃﾞｻﾞｲﾝｽﾀｼﾞｵ、
農第１講義室

(1S-126)

●佐賀SDGsグローカルアクションⅠ、Ⅱを履修した学生に限る
●土日を用いて学外授業を行う場合がある。それに参加できない場合には、担当教員
の指示を受けて対応すること。
●複数の講師によるオムニバス形式である。

学部間共通教育科目
区分・分野・コース 科目名(指定学部等) 副題 単位数 曜日校時 担当教員(所属) 授業形態/教室 定員 備考

Web表現 2 水1 髙﨑光浩(全学) 教養 124
●デジタル表現技術者養成プログラム生に限る（再履修用）
●デジタルコンテンツⅢ、映像・デジタル表現Ⅲと同時開講

アニメーション表現 2 集中講義② 中村隆敏(芸術) デジタルデザイン
演習室

●クリエイティブ表現プログラム生に限る（再履修用）

外国人留学生のための授業科目
区分・分野・コース 科目名(指定学部等) 副題 単位数 曜日校時 担当教員(所属) 授業形態/教室 定員 備考

アカデミック・ジャパニーズＡ 1 月3 橋本直幸(非) 教養2110AL ●外国人留学生対象
アカデミック・ジャパニーズＢ 1 金3 平川彩子(非) 教養 132 ●外国人留学生対象
アカデミック・ジャパニーズＤ 1 金2 平川彩子(非) 教養 132 ●外国人留学生対象
アカデミック・ジャパニーズＥ 1 火2 吹原豊(非) 教養 128（演） ●外国人留学生対象

日本事情 日本事情－文化 2 木3 宮武正登(全学) 教養 122 30 ●外国人留学生対象

留学生プログラム教育科目
区分・分野・コース 科目名(指定学部等) 副題 単位数 曜日校時 担当教員(所属) 授業形態/教室 定員 備考

日本語総合初級Ⅰ 3 月2,火2,木4 古賀弘毅(国際C) 教養2104AL ●外国人留学生対象
日本語総合初級Ⅱ 3 月2,火2,金2 貞松明子(非) 教養 127（演） ●外国人留学生対象
日本語総合中級Ⅰ 3 月4,火2,木2 石田英明(非) 教養 126（演） ●外国人留学生対象
日本語演習（A） 1 火3 吹原豊(非) 教養 125 ●外国人留学生対象
日本語演習（B） 1 金4 古賀弘毅(国際C)　他 教養2104AL ●外国人留学生対象
日本事情研修Ｂ 2 水4 古賀弘毅(国際C) 教養2104AL ●外国人留学生対象
理工学紹介B 2 火4 MD. T. ISLAM KHAN(理工) 理工220 ●外国人留学生対象
文法発展導入 2 金3 古賀弘毅(国際C) 教養2104AL ●外国人留学生対象
日本事情研修Ｆ 2 木3 三木悦子(芸術)　他 有田キャンパス ●外国人留学生対象
自主研究Ｄ 6 時間割外 三木悦子(芸術)　他 有田キャンパス ●外国人留学生対象

農学入門Ｂ－食品と環境 2 水5 辻田忠志(農)　他 農　第４講義室
(1S-233)

●外国人留学生対象

我が国の環境保全と環境教育Ｂ 2 水3 岡島俊哉(教育) 教養 122 ●外国人留学生対象

サブスペシャルティコー
ス

特定プログラム教育科目

外国語科目

日本語

分野専門科目

英語コミュニケーションⅠ 2
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2023/3/23
全学：全学教育機構 数理：数理サイエンスコース
アドC：アドミッションセンター 知能：知能情報システム工学コース
キャリア：キャリアセンター 情ネ：情報ネットワーク工学コース
国際C：国際交流推進センター 生化：生命化学コース
教育：教育学部 応化：応用化学コース
芸術：芸術地域デザイン学部 物理：物理学コース
経済：経済学部 機械：機械エネルギー工学コース
医：医学部 メカ：メカニカルデザインコース
理工：理工学部 電気：電気エネルギー工学コース
農：農学部 電子：電子デバイス工学コース
学教研：学校教育学研究科 基盤：都市基盤工学コース
地域C：地域学歴史文化研究センター 建築：建築環境デザインコース
保健C：保健管理センター
海エネ：海洋エネルギー研究センター
総分C：総合分析実験センター
総情C：総合情報基盤センター
非：学外非常勤講師
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2021/12/2 更新 
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第１守衛室 

法人本部 

総合情報基盤センター 
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第２守衛室 

 理工学部２号館 

５号館 

６号館 

農学部 

南棟 

北棟 

南棟 

中棟 

経済学部 1号館 

保健管理センター 

芸術地域デザイン学部１号館 

 

芸術地域デザイン学部   ２号館 
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  学生センター 

教養教育 

教育学部３号館 

 教養教育２号館 

体育館 

プール 

附属図書館 大学会館 

かささぎホール 

スポーツ 

センター 

経
済
学
部 

 

 

正門（進入禁止） 
県道西与賀本庄線 

至 南門(国道 208 号線/南部ﾊﾞｲﾊﾟｽ) 

 
Ｐ 
 

農学部 
３号館 

オプティム・ヘッドクォータービル 

 

８号館 

佐賀大学本庄キャンパス構内配置図【令和３年 12 月１日現在】 

理工学部 

 

農学部1号館 
実
習
棟 

 
５号館 

４号館 

 
Ｐ 

Ｐ 
 

Ｐ 

Ｐ 
 

Ｐ 

 
Ｐ 

 
Ｐ 

美
術
館 

Ｐ 

西門（出口専用） 

産学交流プラザ 

  

地域学歴史文化研究センター 

 

授業料等支払窓口 
《茶色い３階建てビルの１階東側》 

授業料口座振替手続等 
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2023/2/28更新

位置
番号

教室番号
位置
番号

教室番号
位置
番号

教室番号

教養 111 111番 教育 101 101講義室 理工 210 210講義室

教養 化・生実 実験室（化学・生物） 教育 102 102講義室 理工 212 212講義室

教養 121 121番 教育 103 103講義室 理工 物理学生演習室 3階 309　学生演習室

教養 122 122番 教育 104 104講義室 理工 219 219講義室

教養 123 123番 教育 社会科教室 2階 社会科教室 理工 220 220講義室

教養 124 124番 教育 国語科教室 3階 国語科教室 院棟 101 101講義室

教養 125 125番 教育 AL室 1階 アクティブラーニング室 院棟 102 102講義室

教養 126 126番 教育 共通研究室 3階 共通研究室 院棟 201 201講義室

教養 127 127番 教育 合奏室 4階 合奏室 院棟 202 202講義室

教養 128 128番 芸術地域
デザイン 美術教室 美術教室 院棟 203 203講義室

教養 129 129番 芸術地域
デザイン 染色教室 染色教室 院棟 204 204講義室

教養 128 128番 芸術地域
デザイン A101 A101講義室 院棟 301 301講義室

教養 129 129番 芸術地域
デザイン デザイン教室 デザイン教室 院棟 302 302講義室

教養 131 131番 芸術地域
デザイン 日本画教室 日本画教室 院棟 303 303講義室

教養 132 132番 芸術地域
デザイン A102 3階 A102講義室 院棟 401 401講義室

教養 133 133番 芸術地域
デザイン

ミクストメディア ミクストメディア教室 院棟 402 402講義室

教養 134 134番 芸術地域
デザイン 漆・木工教室 漆・木工教室 院棟 403 403講義室

教養 135 135番 芸術地域
デザイン 金工教室 金工教室 理工3 107 ⑯ 1階 107　大セミナー室

教養 物・地実 実験室（物理・地学） デジタルデザイン演習室 都市 製図室 ⑰ 2階 製図室（207）

教養 141 141番 スタジオα 都市 大講 都市　大講義室

教養 142 142番 スタジオγ 理工ＤＣ 109 マルチメディア実験室（109）

教養 143 143番 	ICT教育クラスルーム 理工ＤＣ 110 マルチメディア実験室（110）

教養 144 144番 経済 情演 情報演習室 理工ＤＣ 205 2階 数理講義室（205）

教養 145 145番 経済 121演 経済121演習室 理工ＤＣ 310 3階 数理講義室（310）

教養 2101 2101 経済 122演 経済122演習室 理工ＤＣ 501 5階 演習室（大）（501）

教養 2103ＡＬ 2103AL 経済 123演 経済123演習室 理工ＤＣ 601 6階 大学院小講義室

教養 2104ＡＬ 2104AL 経済 124演 経済124演習室 AV 講義室 ＡＶ講義室（102）

教養 2108ＡＬ 2108AL 経済 125演 経済125演習室 COM 室 コンピュータ演習室（101）

教養 2109ＡＬ 2109AL 経済 多目的演 経済多目的演習室 理工9 609 ⑳ 6階 609　セミナー室（１）

教養 2110ＡＬ 2110AL 経済 131演 経済131演習室 1S-101　大学院多目的講義室

教養 2201 2201 経済 132演 経済132演習室 1S-102　大学院演習室 

教養 2202ＡＬ 2202AL 経済 133演 経済133演習室 1S-104　学生演習室 

教養 2203ＡＬ 2203AL 経済 134演 経済134演習室 1S-126　第１講義室 

教養 2204ＡＬ 2204AL 経済 135演 経済135演習室 1S-125　第２講義室 

教養 2209AL 2209AL 経済 136演 経済136演習室 1S-124　第３講義室

教養 2301 2301 経済 AL 1階 経済ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ室 1S-233　第４講義室 

教養 2318ＡＬ 2318AL 経済 会議室 2階 経済会議室 1S-232　第５講義室 

教養 大講 ③ 経済 4 1階 第４講義室 ㉒

経済 5 2階 第５講義室 総情 会議室 会議・研修室

総情 第１ 第１演習室

総情 第２ 2階 第２演習室

農　第５講義室(1S-232) 

農学部大講義室

本庄キャンパス講義室案内

教
育
学
部

④ 1号館

時間割教室表記

南棟

2階

1階

⑦ 1号館
2階

芸

術

地

域

デ

ザ

イ

ン

学

部

①

総合
研究

　スタジオα

	ICT教育クラスルーム

経
済
学
部

⑪

⑫

　スタジオγ

②

1階

2階

3階

大講義室

3階

２
号
館

2階

学部等

1号館

時間割教室表記学部等

⑬

⑭

2階

2階

北棟

1階

2号館

学部等

2階

時間割教室表記

⑤

⑮

教
養
教
育

4階

１
号
館

1階

3号館⑥

2号館

総合情報基盤
センター

1階

農学部

農学部大講義室

2階

1階

1階

6号館
（DC棟）

7号館

1階

理
工
学
部

4号館

3階

4階

大学院棟

9号館

1号館 南棟

3号館

⑩

⑧

　デジタルデザイン演習室

1階

⑨

3号館

㉓

農 大学院演習室(1S-102) 

⑱

⑲

農 大学院多目的講義室(1S-101) 

１号館

1号館 1階

㉑

4号館

農　学生演習室(1S-104) 

農　第１講義室(1S-126)

農　第２講義室(1S-125) 

農　第３講義室(1S-124) 

2階

3階

農　第４講義室(1S-233) 
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東門

①看護

学科棟 ②講義棟

③臨床講堂

正門

西門

Divison of Lecture Hall Bldg
Nursing Bldg

Lecture Hall
Clinical

■鍋島キャンパス建物配置図

■鍋島キャンパス講義室案内
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