
 

  

 
令和２年度前期 時間割 

 

履修登録のスケジュールとアクセス先 

 

日にち 内容 アクセス先と参照資料 

4/15 (水) 

～19（日） 

抽選科目（導入ゼミ、英語Ⅱa/b、英語以

外の外国語）の抽選科目申請。申請は指定

された期間内で行う。 

「県大トップページ」→「令和 2 年度前期

オリエンテーション」から「抽選科目申請シ

ステムへ」 

4/21 (火) 

 

（「履修登録確

認表」は、

5/31（日）

まで確認可

能） 

抽選科目の結果発表。「Proself」（注 1）よ

り「履修登録確認表」で抽選結果を確認。 

 

英語Ⅱa/b、英語以外の外国語で、抽選に

外れた場合は、「定員に余裕のあるクラス

一覧」（注 2）を確認。 

一覧より受けたい授業を選択し、シラバス

のメールアドレスを見て担当教員に連絡

し、受講できるか確認。 

（注 1）「Proself」について 

「県大トップページ」→「在学生の方」→ 

「コンピュータの利用」→「Proself」 

※詳細は、上記「コンピュータの利用」→ 

 「学務関連のオンライン配布文書の閲覧・

取得の方法」参照 

 

（注 2）「定員に余裕のあるクラス一覧」の

掲示は「県大トップページ」→「令和 2 年

度前期オリエンテーション」を確認のこと 

5/4 (月) 

授業開始。導入ゼミ・外国語は、抽選で決

定した授業へ。情報の必修科目は各学科の

授業へ。その他の科目は、それぞれの授業

に参加。 

「県大トップページ」→「令和 2 年度前期

オリエンテーション」 

6 月初旬頃 

～1 週間程度 

（予定）* 

抽選科目以外の履修登録。登録は指定され

た期間内で行う。 

「履修の手引き」P23 

「第２章 履修登録」参照 

履修登録期間

終了後 

～1 週間程度 

（予定）* 

履修登録確認期間（Proself）。必ず「履修

登録確認表」で、登録を行った講義が正し

く記載されていることを確認する。画面上

での確認だけでは登録されていない可能

性がある。 

「Proself」について 

「県大トップページ」→「在学生の方」→ 

「コンピュータの利用」→「Proself」 

※詳細は、上記「コンピュータの利用」→ 

 「学務関連のオンライン配布文書の閲覧・

取得の方法」参照 

（予定）*・・・日程が決まり次第、HP によりお知らせします。 

 

 

福井県立大学 

HM
引き出し線
「最終募集のお知らせページ」に記載してあるメールアドレスに、4月28日（火）正午までに希望科目を申請してください。希望が多い場合は抽選の上、最終受講者を確定します。
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配当 授業科目名 担当教員 教室 配当 授業科目名 担当教員 教室 配当 授業科目名 担当教員 教室 配当 授業科目名 担当教員 教室 配当 授業科目名 担当教員 教室

ⅰ～ⅲ 代数学 田中武 Ｌ１０４ ⅰ～ⅲ 政治学 島田洋 Ｌ１０７ ⅰ～ⅲ 文学概論 木村小 Ｌ２０４ ⅰ～ⅲ 日本の文化と社会 國崎 他 Ｌ１１０

ⅰ～ⅲ 現代家族論 加藤ま Ｌ１０９ ⅱ～ⅳ 学術ゼミ（発達心理）Ａ 清水聡 Ｎ３５４ ⅱ～ⅳ 学術ゼミ（美学）Ａ 北村 Ｅ２０３

ⅱ～ⅳ 学術ゼミ（国際政治）Ａ 島田洋 Ｅ２０２ ⅱ～ⅳ 学術ゼミ（国文学）Ａ 木村小 Ｅ２０１

ⅱ～ⅳ 学術ゼミ（文化人類学）Ａ 杉村 Ｅ２０４

ⅰ・ⅱ 英語Ⅱb 熊谷正 L１１３ ⅰ・ⅱ 英語Ⅱb 熊谷正 Ｌ１１３ ⅰＮ 英語Ⅰ サッカ Ｌ２０５ ⅰＡ 英語Ⅰ 小松 Ｌ１０６

ⅰ・ⅱ 英語Ⅱa ジェントリー Ｌ２１２ ⅰＮ 英語Ⅰ 小松 Ｌ１０６ ⅰ・ⅱ 英語Ⅱa サッカ Ｌ２０５

ⅰ・ⅱ 英語Ⅱb 天谷 Ｌ２０７ ⅰ・ⅱ 英語Ⅱa バトラー田中 L２０６

ⅰ・ⅱ 英語Ⅱa 小木 Ｌ２０６

ⅰ 中国語Ⅰ③🌓 任 Ｌ２１１ ⅰ 中国語Ⅰ③🌗 任 Ｌ２１１

ⅱ～ⅳ 中国語Ⅲb 加藤錦 Ｌ２１２ ⅰ 中国語Ⅰ⑥🌓 加藤錦 L２１２

ⅰＳＡ 情報基礎演習 徳野 第１情報 ⅰE 情報基礎演習 徳野 第１情報

ⅰSＭ 情報基礎演習 山川 Ｌ２０１ ⅰES 情報基礎演習 山川 Ｌ２０１

ⅰＥ★Ｂ● マクロ経済学Ⅰ 新宮 Ｌ１０８ ⅱｅＢ 簿記論Ⅱ 山下 Ｌ１０６ ⅰＥＢ● 簿記原理🌓 山下 Ｌ１０８ ⅰＥＢ● 簿記原理🌗 山下 Ｌ１０８ ⅲＥｂ 環境経済学 中井 Ｌ１１３

ⅱＥ●ｂ 労働経済学 吉村臨 Ｌ１１０ ⅱＥＢ 産業組織論 廣瀬 Ｌ１１０ ⅱＥ●Ｂ 財政学🌓 桑原 Ｌ１１３ ⅱＥｂ 世界経済論 鄭 Ｌ１１３

ⅲｅＢ 生産管理論Ⅰ 木野 Ｌ１１２ ⅲｅＢ 管理会計論 木下 Ｌ１１２

ⅲＳ 科学英語Ⅱ 仲下・加藤久 Ｌ２０４ ⅱＳ 生化学Ⅰ 岩崎 Ｌ１１１ ⅰＳ 学生実験🌓（通年） ⅰＳ 学生実験🌗（通年） ⅳＳ 専攻演習（通年）

ⅲＳ 植物病理学 加藤久 Ｌ２０４ ⅲＳ 学生実験・演習🌓（通年） ⅲＳ 学生実験・演習🌗（通年）

ⅰ～ⅲA 植物病理学 加藤久 Ｌ２０４

ⅱＮ 老年看護学概論 寺島 Ｌ２１０ ⅰＮ 看護学原論Ⅰ⑮ 笠井 Ｌ２０９ ⅱN 精神看護学概論⑮ 長谷川 Ｌ２１０ ⅱＮＷ 社会福祉調査Ａ 塚本 Ｌ２１０ ⅰＷ 児童福祉論 吉弘 Ｎ２１３

ⅰＷ 社会学概論 塚本 Ｌ２１３

ⅱＷ 精神保健福祉論 吉川 Ｎ２０１ ⅳＷ 社会問題論Ａ 塚本 Ｎ２５１ ⅲＷ 精神科リハビリテーションン学🌓 吉川 Ｎ２０１ ⅲＷ 精神科リハビリテーション学🌗 吉川 Ｎ２０１

ⅳＷ 外書講読⑮ 吉村臨 Ｎ４０６ ⅲＷ 精神保健ソーシャルワーク実習指導Ⅰ🌓（通年）
吉川・今井・
岡田隆・舟木

Ｎ２０１ ⅲＷ 精神保健ソーシャルワーク実習指導Ⅰ🌗（通年）
吉川・今井・
岡田隆・舟木

Ｎ２０１

Ｎ３５４ Ｎ３５４

ⅰ～ⅳ 発達心理学 乙部 Ｌ２０７ ⅰ～ⅲＳＭ 理科教育法Ⅰ 淺原・西沢 Ｌ２０７

【補足】「英語Ⅱa/b」は2019以前生の「英語Ⅱ」

５時限（１６：２０～１７：５０）

教
職

一
般
教
育

外
国
語

体
育

情
報

専
門
科
目

ⅱＮ 臨床栄養学

１時限（９：００～１０：３０） ２時限（１０：４０～１２：１０）

平井一・牧野

令 和 ２ 年 度 前 期 時 間 割  （永 平 寺 キ ャ ン パ ス ）

３時限（１３：００～１４：３０） ４時限（１４：４０～１６：１０）

Ｌ２１０ ⅲN 公衆衛生看護活動論Ⅱ Ｌ２０９ ⅲＮ 在宅看護演習 Ｌ２０９普照・梅津中谷・斎藤

月
曜
日

※実験・演習の各科目の履修登録について

は「その他」のページ参照
※実験・演習の各科目の履修登録につい

ては「その他」のページ参照



配当 授業科目名 担当教員 教室 配当 授業科目名 担当教員 教室 配当 授業科目名 担当教員 教室 配当 授業科目名 担当教員 教室 配当 授業科目名 担当教員 教室

ⅰ～ⅲ ジェンダー論 加藤ま Ｌ１１０ ⅰ 観光学 加藤裕 Ｌ１１３ ⅰ～ⅲ 複雑系科学 山川 第２情報 ⅰ～ⅲ 文化人類学 杉村 Ｌ１０８ ⅰ～ⅲ 日本国憲法 根田 Ｌ１０８

ⅱ～ⅳ 教養の最前線D（森と人の生態学Ⅱ） 石丸 Ｌ２１１ ⅰ～ⅲ 国際関係論 島田洋 Ｌ１０９ ⅰ～ⅲ メディア情報処理概論 徳野 第２情報 ⅱ～ⅳ 学術ゼミ（西洋史）Ａ 松本 Ｌ２１１

ⅰ・ⅱ キャリア形成論 中里 Ｌ１１０

ⅲ・ⅳ 現代社会と将来設計 中里 Ｌ１１０

ⅰＷ 英語Ⅰ サッカ Ｌ１０６ ⅰ・ⅱ 英語Ⅱa サッカ Ｌ１０６ ⅰＥ 英語Ⅰ デンマン Ｌ１０４ ⅰＢ 英語Ⅰ デンマン Ｌ１０４ ⅰ フランス語Ⅰ②🌓 近藤 Ｌ２１３

ⅰ・ⅱ 英語Ⅱa モレン Ｌ２０７ ⅰ・ⅱ 英語Ⅱa モレン Ｌ２０７ ⅰＥ 英語Ⅰ 小松 Ｌ１０５ ⅰＢ 英語Ⅰ 長岡 Ｌ２０６

ⅰ・ⅱ 英語Ⅱa ペンドルトン Ｌ２０６ ⅰ・ⅱ 英語Ⅱa ペンドルトン Ｌ２０６ ⅰＥ 英語Ⅰ 熊谷正 Ｌ２１２ ⅰＢ 英語Ⅰ 熊谷正 Ｌ２１２

ⅰ ドイツ語Ⅰ①🌓 村田 Ｌ１０５ ⅰ・ⅱ 英語Ⅱa デラヤナ Ｌ１１２ ⅰＥ 英語Ⅰ 森英 Ｌ２０５ ⅰＢ 英語Ⅰ 森英 Ｌ２０５

ⅰ 中国語Ⅰ①🌓 亀田 Ｌ２０１ ⅰ・ⅱ 英語Ⅱa デラヤナ Ｌ１１２

ⅰ ロシア語Ⅰ（Ａ）🌓 前田 Ｌ２１１ ⅰ 韓国朝鮮語Ⅰ🌓 李 Ｌ１０６

ⅰ フランス語Ⅰ①🌓 近藤 Ｌ２１３ ⅰ 中国語Ⅰ⑥🌗 加藤錦 Ｌ２０６

ⅰ ドイツ語Ⅰ②🌓 村田 Ｌ１０５ ⅰ フランス語Ⅰ③🌓 近藤 Ｌ111

体
育

ⅱＥ●Ｂ 金融論🌓 清水葉 Ｌ１０７ ⅰＥ●Ｂ● 統計学 松岡孝 Ｌ１０７ ⅱＥ★ 基礎ゼミ 清水葉 Ｅ１０１ ⅲＥ★ 演習Ⅰ（通年） 新宮 Ｅ109 ⅳＥ★ 演習Ⅱ（通年） 廣瀬 Ｅ１０１

ⅲＥＢ 公益事業論 淺沼 Ｌ１１２ ⅱｅＢ● 経営戦略論Ⅰ 山路 Ｌ１０８ ⅱＥ★ 基礎ゼミ 杉山 Ｅ１０2 ⅲＥ★ 演習Ⅰ（通年） 鄭 Ｅ607 ⅳＥ★ 演習Ⅱ（通年） 桑原 Ｌ116

ⅲｅＢ 国際経営論 松下 Ｌ２０８ ⅱＥ★ 基礎ゼミ 松岡孝 Ｅ201 ⅲＥ★ 演習Ⅰ（通年） 中西 Ｅ406 ⅳＥ★ 演習Ⅱ（通年） 松岡孝 Ｅ201

ⅰｅｂ キャリアデザイン概論Ⅰ① 中里 Ｌ１０９ ⅱＢ★ 基礎ゼミ 淺沼 Ｅ202 ⅲＥ★ 演習Ⅰ（通年） 廣瀬 Ｅ101 ⅳＥ★ 演習Ⅱ（通年） 池本 Ｌ118

ⅱＥ★Ｂ★ 基礎ゼミ 福山 Ｅ203 ⅲＥ★ 演習Ⅰ（通年） 堀田 Ｌ119 ⅳＢ★ 演習Ⅱ（通年） 淺沼 Ｅ202

ⅱＢ★ 基礎ゼミ 木下 Ｅ608 ⅲＥ★ 演習Ⅰ（通年） 桑原 Ｌ116 ⅳＢ★ 演習Ⅱ（通年） 木野 Ｅ502

ⅱＢ★ 基礎ゼミ 松下 Ｅ204 ⅲＥ★ 演習Ⅰ（通年） 中井 Ｌ213 ⅳＢ★ 演習Ⅱ（通年） 徳前 Ｅ102

ⅱＢ★ 基礎ゼミ 石井 Ｅ20７ ⅲＥ★ 演習Ⅰ（通年） 松岡孝 Ｅ201 ⅳＥ★Ｂ★ 演習Ⅱ（通年） 福山 Ｅ203

ⅲＥ★ 演習Ⅰ（通年） 池本 Ｌ118 ⅳＢ★ 演習Ⅱ（通年） 山路 Ｅ103

ⅲＥＢ 外書講読Ⅱ（中国語） 鄭 Ｅ607 ⅲＢ★ 演習Ⅰ（通年） 淺沼 Ｅ202 ⅳＢ★ 演習Ⅱ（通年） 木下 Ｅ608

ⅲＢ★ 演習Ⅰ（通年） 木野 Ｅ502 ⅳＢ★ 演習Ⅱ（通年） 藤野秀 Ｅ106

ⅲＢ★ 演習Ⅰ（通年） 徳前 Ｅ102 ⅳＢ★ 演習Ⅱ（通年） 松下 Ｅ204

ⅲＥ★Ｂ★ 演習Ⅰ（通年） 福山 Ｅ203 ⅳＢ★ 演習Ⅱ（通年） 山崎淳 Ｌ117

ⅲＢ★ 演習Ⅰ（通年） 山路 Ｅ103 ⅳＢ★ 演習Ⅱ（🌓） 山下 Ｅ109

ⅲＢ★ 演習Ⅰ（通年） 木下 Ｅ608 ⅳＢ★ 演習Ⅱ（通年） 石井 Ｅ207

ⅲＢ★ 演習Ⅰ（通年） 田中求 Ｌ211

ⅲＢ★ 演習Ⅰ（通年） 藤野秀 Ｅ106

ⅲＢ★ 演習Ⅰ（通年） 松下 Ｅ204

ⅲＢ★ 演習Ⅰ（通年） 山崎淳 Ｌ117

ⅲＢ★ 演習Ⅰ（通年） 石井 Ｅ20７

ⅰＳ 化学Ⅰ 片野 Ｌ１１１ ⅱＳ 動物生理学 村上（生物） Ｌ２０５ ⅰＳ 化学基礎 学科長 Ｌ２０４ ⅰＳ 生物学基礎 学科長 Ｌ２０４ ⅲＳ 技術者倫理 村上（生物）　 Ｌ２０５

ⅲＳ 生物物理化学Ⅱ 伊藤貴 Ｌ２０４ ⅲＳ 応用微生物学Ⅱ 濱野 Ｌ２０４ ⅲＳ 学生実験・演習🌓（通年） ⅲＳ 学生実験・演習🌗（通年）

ⅰA 実践農業英語 村井 他 Ｓ２０１ ⅰA 食農環境・文化概論 村井 他 Ｓ２０１ ⅰA 総合農学 水口 他 Ｓ２０１ ⅰA 総合農学 水口 他 Ｓ２０１

ⅰ～ⅲA 応用微生物学Ⅱ 濱野 Ｌ２０４

ⅱＮ 基礎看護技術Ⅲ 笠井・上木・東 Ｌ２１０ ⅰＮ 解剖生理学Ⅰ🌓 水谷 Ｌ１１３ ⅰＮ 解剖生理学Ⅰ🌗 水谷 Ｌ１１３ ⅱＷ 基礎演習（通年） 池田 Ｎ２５２

ⅲＮ 小児看護学🌓 赤川・金粕 Ｌ２０９ ⅲＮ 小児看護学🌗 赤川・金粕 Ｌ２０９ ⅱＮ フィジカルアセスメント
笠井・東・
上木・山内

Ｌ２１０ ⅲＮ 産業保健論⑮ 平井一・中谷 Ｌ２０９ ⅱＷ 基礎演習（通年） 岡田隆 Ｎ４０６

ⅲＷ ソーシャルワーク実習指導Ⅱ（通年）
奥西・木村

・相馬/
Ｎ２５２ ⅲＷ 就労支援サービス⑮ 相馬 Ｌ２１２ ⅲＮ 公衆衛生看護管理論⑮ 中谷 Ｌ２０９ ⅰＷ 法学概論 光照 Ｎ２５１ ⅱＷ 基礎演習（通年） 木村 Ｎ２０７

吉弘・佐野・
永井・山口

ⅱＷ 地域福祉論（通年） 佐野 Ｌ２１３ ⅱＷ 高齢者福祉論Ⅰ 奥西 Ｌ２０７ ⅱＷ 基礎演習（通年） 塚本 Ｎ２５６

ⅳＷ 精神保健ソーシャルワーク演習🌓(通年） 吉川 Ｎ３５４ ⅳＷ 精神保健ソーシャルワーク演習🌗（通年） 吉川 Ｎ３５４ ⅲＷ 雇用政策⑮ 吉村臨 Ｌ１０６ ⅱＷ 基礎演習（通年） 吉村臨 Ｎ４０５

ⅲW 民法（家族法） 光照 Ｌ２１２

ⅳＷ 精神保健ソーシャルワーク実習指導Ⅱ🌓（通年） 吉川・今井・舟木 Ｎ２０１ ⅳＷ 精神保健ソーシャルワーク実習指導Ⅱ🌗（通年） 吉川・今井・舟木 Ｎ２０１

Ｎ３５４ Ｎ３５４

ⅲＳＮ キャリアデザイン概論Ⅰ① 中里 Ｌ１０９

ⅰ～ⅲＥＢ 商業科教育法Ⅰ 藤野正 Ｌ２０５

【補足】「英語Ⅱa/b」は2020以前生の「英語Ⅱ」

５時限（１６：２０～１７：５０）１時限（９：００～１０：３０） ２時限（１０：４０～１２：１０） ３時限（１３：００～１４：３０） ４時限（１４：４０～１６：１０）
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※実験・演習の各科目の履修登録について

は「その他」のページ参照



配当 授業科目名 担当教員 教室 配当 授業科目名 担当教員 教室 配当 授業科目名 担当教員 教室 配当 授業科目名 担当教員 教室 配当 授業科目名 担当教員 教室

ⅰ～ⅲ スポーツ科学 石原 Ｌ１０５ ⅰ 導入ゼミ（健康を科学する） 石原 Ｌ１０５ ⅱ～ⅳ 言語文化（ロシア）A 角 Ｌ２０６

ⅰ～ⅲ 心理学 清水聡 Ｌ２０９ ⅰ 導入ゼミ（東洋を語ろう） 亀田 Ｅ２０２ ⅰ～ⅲ 教養特講Ⅰ（研究の世界） 加藤裕　他 Ｌ１０７

ⅰ 導入ゼミ（ヨーロッパの都市と芸術） 北村 Ｅ２０７

ⅰ 導入ゼミ（文芸作品との対話） 木村小 Ｅ１０３

ⅰ 導入ゼミ（ストレスと心の健康） 黒田祐 Ｌ１１４

ⅰ 導入ゼミ（国際政治） 島田洋 Ｅ２０４

ⅰ 導入ゼミ（マンガから始める自閉症の理解） 清水聡 Ｎ３５４

ⅰ 導入ゼミ（アフリカにふれる） 杉村 Ｅ２０１

ⅰ 導入ゼミ（「知」の探求） 塚原 Ｅ２０３

ⅰ 導入ゼミ（音律と音階の科学） 中村 Ｌ１０４

ⅰ 導入ゼミ（テレビを読もう） 山川 第２情報

ⅰ 導入ゼミ（なぜから考える科学） 石丸 Ｌ１１７

ⅰ 導入ゼミ（ちょっと考える） 大石 Ｌ２１３

ⅰ 導入ゼミ（子どもの放課後活動の社会学・入門） 加藤ま Ｅ１０２

ⅰ 導入ゼミ（はじめての東南アジア） 加藤裕 Ｅ１０９

ⅰ 導入ゼミ（「学校あるある」を考える） 國崎 Ｌ１１８

ⅰ 導入ゼミ（数の文化） 田中武 Ｅ１０６

ⅰ 導入ゼミ（インターネット社会の歩き方） 徳野 Ｌ２０４

ⅰ 導入ゼミ（ヨーロッパの歴史と文化） 松本 Ｌ２０５

ⅰ 導入ゼミ（ことばの仕掛け） 森英 Ｌ１１３

ⅰ 導入ゼミ（論理的な文章を書こう） 根田 Ｌ２１２

ⅰ 導入ゼミ（Ｊ-ＰＯＰ論） 村井 Ｌ１１９

ⅰ 導入ゼミ（あなたの日常に生かそう！化合物の科学と知恵） 黒川 Ｌ２０６

ⅰ 導入ゼミ（プレゼンテーション練習と生命科学の基礎英文） 林 Ｌ２０７

ⅰ 導入ゼミ（福井県の健康長寿を考える） 平井一 Ｎ２５１

ⅰ 導入ゼミ（『民主主義』を読む） 吉村臨 Ｎ４０６

ⅰ 導入ゼミ（地域経済を学ぼう） 杉山友 Ｌ１１６

ⅰ 導入ゼミ（観光と地域資源） 江川 Ｌ１１５

ⅰ 導入ゼミ（生命現象の不思議をテーマとして） 朝日 Ｅ１０１

ⅰ 導入ゼミ（グローカルを考える） 菊沢 Ｌ１０６

ⅰ 導入ゼミ（福祉とジェンダー） 北 Ｌ２０９

ⅱ～ⅳ 言語文化（ドイツ）Ａ 磯崎 Ｌ２０８

ⅰ・ⅱ 英語Ⅱb 大武 Ｌ２０１ ⅰ・ⅱ 英語Ⅱb 大武 Ｌ２０１ ⅰ～ⅳ 英語特論ⅠＡ サッカ Ｌ１０６

ⅰ・ⅱ 英語Ⅱa バトラー田中 Ｌ１０６ ⅰ～ⅳ 英語特論ⅡＡ 長岡 Ｌ１０４

ⅰ・ⅱ 英語Ⅱa マラホヴァ Ｌ２０５ ⅰ・ⅱ 英語Ⅱa マラホヴァ Ｌ２０５ ⅰ フランス語Ⅰ③🌗 近藤 Ｌ１１１

ⅰ 中国語Ⅰ⑤🌓 臧 Ｌ１０４ ⅰ フランス語Ⅰ②🌗 近藤 Ｌ２１３

ⅰ フランス語Ⅰ①🌗 近藤 Ｌ２１３ ⅰ ドイツ語Ⅰ②🌗 村田 Ｌ１０５

ⅰ ドイツ語Ⅰ①🌗 村田 Ｌ１０５ ⅰ ロシア語Ⅰ（Ｂ）🌗 角 Ｌ２０６

ⅰ 中国語Ⅰ⑤🌗 臧 Ｌ１０４

ⅰ 中国語Ⅰ④🌓 加藤錦 Ｌ２０７

ⅰＮ 情報基礎演習 大石 第１情報 ⅱ～ⅳEBNW 情報処理基礎演習 菊沢 第１情報

ⅰＮＷ 情報基礎演習 石丸 Ｌ２０１

準備科目 ⅰ 英語基礎 森英 Ｌ２０４

ⅰＥＢ★ 経営学総論Ⅰ 松下 Ｌ１０８ ⅱＥＢ 中小企業論Ⅰ 山崎淳 Ｌ１０８

ⅱＥＢ 会社法🌓 福山 Ｌ１０９ ⅱＥＢ 会社法🌗 福山 Ｌ１０９

ⅲＥｂ ファイナンス理論 佐野 Ｌ１１３ ⅲＥｂ 経済統計学 佐野 Ｌ１１１

ⅱＳ 一般微生物学 濱野、木元 Ｌ１１２ ⅱＳ 遺伝学Ⅰ 風間 Ｌ１１２ ⅱＳ 学生実験🌓（通年） ⅱＳ 学生実験🌗（通年）

ⅲＳ 植物生理学Ⅱ 林 Ｌ２０４ ⅲＳ 学生実験・演習🌓（通年） ⅲＳ 学生実験・演習🌗（通年）

ⅰ～ⅲA 植物生理学Ⅱ 林 Ｌ２０４

ⅰＭ 化学Ⅰ 松井 Ｌ２０８

ⅳＮ 卒業研究（通年） ⅲＮ 学校保健Ⅱ 室 Ｎ２５２ ⅳＷ 卒業研究（通年）

ⅱＷ ソーシャルーク論Ⅲ🌓 今井 Ｎ２０１ ⅱＷ ソーシャルーク論Ⅲ🌗 今井 Ｎ２０１ ⅰＷ 【不定期開講】精神医学Ⅰ🌓 池田 Ｎ２０１ ⅰＷ 【不定期開講】精神医学Ⅰ🌗 池田 Ｎ２０１

ⅲＷ 保健医療サービス 木村 Ｌ２１１

【補足】「英語Ⅱa/b」は2019以前生の「英語Ⅱ」

５時限（１６：２０～１７：５０）１時限（９：００～１０：３０） ２時限（１０：４０～１２：１０） ３時限（１３：００～１４：３０） ４時限（１４：４０～１６：１０）
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精神医学Ⅰ日程

※一部集中のため日程は集中講義のページに記



配当 授業科目名 担当教員 教室 配当 授業科目名 担当教員 教室 配当 授業科目名 担当教員 教室 配当 授業科目名 担当教員 教室 配当 授業科目名 担当教員 教室

ⅰ～ⅲ 福井を学ぶ 塚原　他 Ｌ１０８ ⅰ～ⅲ 宇宙科学 中村 Ｌ１０８ ⅰ～ⅲ 恐竜学 柴田　他 Ｌ１０９

ⅱ～ⅳ 学術ゼミ（文化人類学）Ａ 加藤裕 Ｅ２０２ ⅰ～ⅲ 日本史 長谷川裕 Ｌ１１２ ⅰ～ⅲ コケの世界 大石 Ｌ１１０ ⅰ～ⅳ 英語特論ⅤA 森英 Ｅ４０４

ⅱ～ⅳ 学術ゼミ（東洋）Ｅ 亀田 Ｌ１１４ ⅱ～ⅳ 学術ゼミ（環境学）Ａ 大石 Ｌ２１１

ⅰ・ⅱ 英語Ⅱｂ 澤崎 第1情報 ⅰ・ⅱ 英語Ⅱa デンマン Ｌ１０４ ⅰＳ 英語Ⅰ デンマン Ｌ１０４ ⅰＭ 英語Ⅰ 長岡 Ｌ２０４

ⅰ・ⅱ 英語Ⅱa 浅井 Ｌ１０５ ⅰ・ⅱ 英語Ⅱa 浅井 Ｌ１０５ ⅰＳ 英語Ⅰ 熊谷正 Ｌ１０５ ⅰＭ 英語Ⅰ 森英 Ｌ２０５

ⅰ 中国語Ⅰ①🌗 亀田 Ｌ２０１ ⅰ 基礎日本語Ⅰ 澤崎 Ｌ１０６ ⅰ・ⅱ 英語Ⅱｂ 斉藤 第2情報 ⅰ・ⅱ 英語Ⅱｂ 斉藤 Ｌ１０６

iMW 情報基礎演習 徳野 第1情報 ⅰＢ 情報基礎演習 大石 第１情報 ⅰＥ 情報基礎演習 石丸 第１情報

ⅰＢ 情報基礎演習 田中武 Ｌ２０１ ⅰＥＢ 情報基礎演習 田中武 Ｌ２０１

ⅱＥ●Ｂ 金融論🌗 清水葉 Ｌ１０７ ⅱｅＢ● 人的資源管理論Ⅰ 飛田 Ｌ１１０ ⅱＥ★ 基礎ゼミ 新宮 Ｅ106 ⅲＥ★ 演習Ⅰ（通年） 佐野 Ｅ201 ⅳＥ★ 演習Ⅱ（通年） 佐野 Ｅ201

ⅱＥＢ 会計学Ⅰ（15年度以降生） 徳前 Ｌ１１０ ⅲＥｂ 移行経済論 ベロフ Ｌ１０９ ⅱＥ★ 基礎ゼミ 佐野 Ｅ201 ⅲＥ★Ｂ★ 演習Ⅰ（通年） 唱 Ｅ202 ⅳＥ★ 演習Ⅱ（通年） 新宮 Ｌ116

ⅱＥＢ 会計学（通年）（14年度以前生） 徳前 Ｌ１１０ ⅰｅｂ キャリアデザイン概論Ⅰ② 中里 Ｌ１０７ ⅱＥ★Ｂ★ 基礎ゼミ 唱 Ｅ202 ⅲＥ★ 演習Ⅰ（通年） ベロフ Ｅ207 ⅳＥ★Ｂ★ 演習Ⅱ（通年） 唱 Ｅ202

ⅲｅｂ 保健医療福祉行政論 吉村臨・齋藤 Ｌ１１３ ⅱＥ★ 基礎ゼミ 中西 Ｅ406 ⅲＥ★ 演習Ⅰ（通年） 山﨑茂 Ｅ101 ⅳＥ★ 演習Ⅱ（通年） 中西 Ｅ406

ⅱＥ★ 基礎ゼミ 廣瀬 Ｅ101 ⅲＥ★ 演習Ⅰ（通年） 清水葉 Ｅ102 ⅳＥ★ 演習Ⅱ（通年） ベロフ Ｅ207

ⅱＥ★ 基礎ゼミ 池本 Ｅ102 ⅲＥ★ 演習Ⅰ（通年） 杉山 Ｅ103 ⅳＥ★ 演習Ⅱ（通年） 山﨑茂 Ｅ101

ⅱＥ★ 基礎ゼミ 北島 Ｅ203 ⅲＥ★ 演習Ⅰ（通年） 渡邉 Ｅ106 ⅳＥ★ 演習Ⅱ（通年） 清水葉 Ｅ102

ⅱＥ★ 基礎ゼミ 田中求 Ｅ103 ⅲＢ★ 演習Ⅰ（通年） 内川 Ｅ109 ⅳＥ★ 演習Ⅱ（通年） 杉山 Ｅ103

ⅱＢ★ 基礎ゼミ 飛田 Ｅ204 ⅲＢ★ 演習Ⅰ（通年） 北島 Ｅ203 ⅳＥ★ 演習Ⅱ（通年） 渡邉 Ｅ106

ⅲＥＢ 外書講読Ⅱ（ロシア語） ベロフ Ｅ207 ⅲＢ★ 演習Ⅰ（通年） 境 L117 ⅳＢ★ 演習Ⅱ（通年） 内川 Ｅ109

ⅱＥＢ 権利擁護と民法総則 山口 Ｌ110 ⅲＢ★ 演習Ⅰ（通年） 飛田 Ｅ204 ⅳＢ★ 演習Ⅱ（通年） 北島 Ｅ203

ⅳＢ★ 演習Ⅱ（通年） 境 Ｌ117

ⅳＢ★ 演習Ⅱ（通年） 田中求 Ｌ118

ⅳＢ★ 演習Ⅱ（通年） 飛田 Ｅ204

ⅳＢ★ 演習Ⅱ（🌗） 山下 Ｌ119

ⅱＳ 農産物利用学 村上（生物） Ｌ２０５ ⅱＳ 環境生物学 深尾 Ｌ２０５ ⅲＳ 学生実験・演習🌓（通年） ⅲＳ 学生実験・演習🌗（通年）

ⅲＳ 生物物理化学Ⅰ 植松 Ｌ２０４ ⅲＳ 分子生物学Ⅰ 石川 Ｌ２０４ ⅰA 食農環境実習・演習Ⅰ 村井　他 Ｓ２０１ ⅰA 食農環境実習・演習Ⅰ 村井　他 Ｓ２０１

ⅰA 食農環境実習・演習Ⅰ 村井　他 Ｓ２０１ ⅰA 食農環境実習・演習Ⅰ 村井　他 Ｓ２０１

ⅰ～ⅲA 農産物利用学 村上（生物） Ｌ２０５ ⅰ～ⅲA 分子生物学Ⅰ 石川 Ｌ２０４

ⅱＮＷ 保健医療福祉行政論 吉村臨・齋藤 Ｌ１１３ ⅱＮ 成人看護学概論⑮ 有田 Ｌ２１０ ⅰＮ 基礎看護技術Ⅰ🌓 上木・東・笠井 Ｌ１１３ ⅰＮ 基礎看護技術Ⅰ🌗 上木・東・笠井 Ｌ１１３ ⅰＮ 社会保障・社会福祉概説 輪倉 Ｌ１１３

ⅲＷ ソーシャルワーク演習Ⅱ🌓 吉弘・奥西・木村 Ｎ２５２ ⅲＷ ソーシャルワーク演習Ⅱ🌗 吉弘・奥西・木村 Ｎ２５２ ⅲＮ 母性看護学🌓 大川・平井宏 Ｌ２０９ ⅲＮ 母性看護学🌗 大川・平井宏 Ｌ２０９

佐野・相馬・山口 Ｎ３５４ 佐野・相馬・山口 Ｎ３５４ ⅰＷ 社会福祉学概論（通年） 輪倉 Ｌ２１１ ⅱＷ 障害者福祉論 相馬 Ｌ２１１

ⅳＷ ソーシャルワーク特別講義Ａ⑮🌓 塚本 Ｎ２５１ ⅳＷ ソーシャルワーク特別講義Ａ⑮🌗 塚本 Ｎ２５１ ⅲＷ 権利擁護と民法総則 山口 Ｌ１１０ ⅲＷ 精神保健ソーシャルワーク論Ⅱ🌓 岡田隆 Ｎ２０１ ⅲＷ 精神保健ソーシャルワーク論Ⅱ🌗 岡田隆 Ｎ２０１

ⅲＳＮ キャリアデザイン概論Ⅰ② 中里 Ｌ１０９

ⅰ～ⅳ 教育社会学 國崎 Ｌ２０９ ⅱ～ⅲS 農業科教育法Ⅰ（生物資源学科の2～4年生のみ） 長谷川 Ｌ１０６ ⅰ～ⅳ 教育方法論 木村優 Ｌ２１０

ⅰ～ⅲ 教育心理学 黒田祐 Ｌ１１２

【補足】「英語Ⅱa/b」は2019以前生の「英語Ⅱ」

教
職

長谷川・應戸 有田 法木 法木ⅱＮ 病態生理学🌓 Ｌ２１０ ⅱＮ 病態生理学🌗 Ｌ２１０ⅲＮ 精神看護学演習 Ｌ２１０ ⅱＮ 緩和ケア論⑮ Ｌ２１０
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５時限（１６：２０～１７：５０）１時限（９：００～１０：３０） ２時限（１０：４０～１２：１０） ３時限（１３：００～１４：３０） ４時限（１４：４０～１６：１０）

※実験・演習の各科目の履修登録については「その他」のページ



配当 授業科目名 担当教員 教室 配当 授業科目名 担当教員 教室 配当 授業科目名 担当教員 教室 配当 授業科目名 担当教員 教室 配当 授業科目名 担当教員 教室

ⅰ～ⅳ 英語特論ⅢA 小松恭 Ｌ１０６ ⅰ～ⅲ 西洋史 松本 Ｌ１０９　 ⅰ～ⅲ 教養特講A（コトのデザインと発想Ⅰ） 谷内 Ｌ１１２ ⅰ～ⅲ 物理学Ⅰ（ＴＶ） 中村 Ｌ２０８ ⅰ～ⅲ 美術史 北村 Ｌ２０８

ⅰ～ⅳ 英語特論ⅣA デンマン Ｌ１０４ ⅱ～ⅳ 言語文化（中国）C 加藤錦 Ｌ１１２ ⅱ～ⅳ 言語文化（韓国朝鮮）Ａ 李 Ｌ１０６ ⅰ～ⅲ 東洋史 小野木 Ｌ１１２ ⅱ～ⅳ 学術ゼミ（数理科学）Ａ 中村 Ｌ２０４

ⅱ～ⅳ 情報処理D 小松貴 第1情報 ⅱ～ⅳ 学術ゼミ（哲学）Ａ 塚原 Ｌ１０４

ⅰ・ⅱ 英語Ⅱa ハウカ Ｌ２０６ ⅰ・ⅱ 英語Ⅱb 小松恭 Ｌ１０５ ⅰ・ⅱ 英語Ⅱb 池田有 Ｌ２１２ ⅰ・ⅱ 英語Ⅱa 池田有 Ｌ２１２

ⅰ・ⅱ 英語Ⅱa ダイクス Ｌ１０５

ⅰ 中国語Ⅰ②🌓 西川 Ｌ２１３ ⅰ 中国語Ⅰ②🌗 西川 Ｌ２１３

ⅰ 中国語Ⅰ④🌗 加藤錦 Ｌ２１１ ⅰ 韓国朝鮮語Ⅰ🌗 李 Ｌ１０６

体
育

ⅰＥ★Ｂ● ミクロ経済学Ⅰ 渡邉 Ｌ１０８ ⅰＥｂ 経済数学 渡邉 Ｌ１０８ ⅱｅＢ● 経営財務論🌓 境 Ｌ１１１ ⅱｅＢ🌑 経営財務論🌗 境 Ｌ１１１ ⅱEｂ 中国経済論 唱 Ｌ１１０

ⅱＥ●Ｂ 国際経済学Ａ（貿易論） 杉山 Ｌ１０７ ⅱＥ●Ｂ 財政学🌗 桑原 Ｌ１１３ ⅲeB 情報管理論 藤野秀 Ｌ１０９ ⅲEｂ 開発経済論 池部 Ｌ１１２

ⅱｅＢ 社会システム論（18年度生） 田中求 Ｌ１１０ ⅲｅｂ インターンシップ 藤野・渡邉 Ｌ１１０

ⅱｅＢ 経営組織論（通年）（17年度以前生） 田中求 Ｌ１１０

ⅰＳ 生物学Ⅰ 加藤久 Ｌ１１１ ⅱＳ 有機化学 日竎 Ｌ２０４ ⅱＳ 地域生物生産実習🌓（通年）【隔】 学科長　他 Ｌ２０４ ⅱＳ 地域生物生産実習🌗（通年）【隔】 学科長　他 Ｌ２０４

ⅲＳ 栄養化学 高橋 Ｌ２０７ ⅲＳ 育種学Ⅱ 村井 Ｌ２０７ ⅱＳ 生物資源学概論（通年）【隔】 学科長　他 Ｌ２０４

ⅲＳ インターンシップ 仲下・加藤久 Ｌ２０５

ⅰＭ 海洋生物資源学ﾌｨｰﾙﾄﾞ演習（通年） 兼田・瀧澤　他 Ｌ２０８ ⅰＭ 生物学Ⅰ 宮台 Ｌ２０８ ⅰM 数学基礎 中村 Ｌ２０８ ⅰM 物理学Ⅰ 中村 Ｌ２０８

ⅰＮ 臨床病態学Ⅰ 米田 Ｌ２１０ ⅰＮＷ 精神保健Ⅰ 長谷川・栗田 Ｌ２１０ ⅱＮ 感染症学（通年） 米田 Ｌ２０９ ⅱＮⅰＷ 居住福祉論 内山 Ｌ２０９ ⅱＷ 発達心理学Ⅱ 青井 Ｌ２０７

ⅱN 公衆衛生看護学概論 中谷 Ｌ２０９ ⅲＮ 看護研究方法論 大川・普照・東 Ｌ２１０ ⅲＮ 老年看護学演習
寺島・竹内
・坂本

Ｌ２１０ ⅲＷ 社会福祉演習（通年） 今井 Ｎ２５６

ⅲＮ 成人急性看護学演習 熊谷・矢島 Ｌ１１３ ⅲＮ 成人慢性看護学演習 成田・有田・岡田 Ｌ１１３ ⅱＷ ソーシャルワーク論Ⅱ 舟木 Ｎ２０１ ⅲＷ 社会福祉演習（通年） 奥西 Ｎ２５１

ⅰＷ 医学概論 法木 Ｌ２１１ ⅲＷ 社会福祉演習（通年） 佐野 N５０２

ⅲＷ 社会福祉演習（通年） 相馬 Ｎ２５２

ⅲＷ 社会福祉演習（通年） 舟木 Ｎ３５４

ⅲＷ 社会福祉演習（通年） 山口 Ｎ２０７

ⅲＷ 社会福祉演習（通年） 吉弘 Ｎ４０５

ⅰ～ⅲＥＢ 公民科教育法Ⅰ 佐々木裕 Ｌ２０７ ⅰ～ⅲ 教師論 國崎 Ｌ２１０

【補足】「英語Ⅱa/b」は2019以前生の「英語Ⅱ」

教
職

金
曜
日

一
般
教
育

専
門
科
目

外
国
語

５時限（１６：２０～１７：５０）１時限（９：００～１０：３０） ２時限（１０：４０～１２：１０） ３時限（１３：００～１４：３０） ４時限（１４：４０～１６：１０）

※履修登録については「その他」のページ参



【集中講義】　　講義日程が重なっている集中講義は履修できません
●永平寺キャンパス開講

配当 担当教員 教室 ＜永平寺キャンパス開講時間＞

ⅰ～ⅲ 西 Ｌ１１２ 未定 ２時限 　１０：４０～１２：１０

ⅰ～ⅲ 矢部 Ｌ１１３ 8月17日（月）～20（木）の1～4限 ３時限 　１３：００～１４：３０

ⅰ～ⅲ 渡辺 Ｌ１１１ 8月24日（月）～26（水）の1～5限 ４時限 　１４：４０～１６：１０

ⅰ～ⅲ 柴田 8月19日（水）～21日（金）の1～5限 ５時限 　１６：２０～１７：５０

ⅱ～ⅳ 8月24日（月）～9月18日（金）【現地プログラム日程（移動日は含まない）】

ⅱ～ⅳ 8月24日（月）～9月25日（金）【現地プログラム日程（移動日は含まない）】

ⅱ～ⅳ 随時（ただし、原則夏季休業期間中の４週間～）

ⅱ～ⅳ LCAP

ⅰeB 日高 Ｌ１１１ 5月9日（土）、5月10日（日）、8月28日（金）、8月29日（土）の1～4限

ⅰＥｂ 安達 Ｌ１１３ 8月31日（月）～9月3日（木）の1～4限

ⅰEB🌑 山﨑京 L１０８ 9月中旬ごろ　　※9月末卒業予定の学生は履修不可

ⅱＥｂ 内山怜 Ｌ１１２ 8月1７日（月）～19日（水）の1～4限、20日（木）の1～3限、試験8月21（金）の2限

ⅱＥＢ 多木 Ｌ１１０ 8月31日（月）の1～4限、9月1日（火）～4日（金）の2～4限

ⅲＥＢ 村上（経済） Ｌ２１１ 4月25日（土）、5月16（土）、6月6日（土）、２０日（土）の1～4限

ⅲｅＢ 金早 Ｌ１１０ 8月20日（木）～23日（日）の1～4限

ⅲｅＢ 野末 Ｌ１１０ 8月24日（月）～27（木）の1～4限

ⅱＳ 大野 Ｌ１１２ 8月26日（水）～28日（金）の1～4限、29日（土）の1～3限

ⅱＳ 矢内 Ｌ２０５ 9月15日（火）の3～5限、16日（水）～17日（木）の1～5限、9月18日（金）の1～2限

ⅲS 井鷺 Ｌ２０４ 9月10日（木）～12日（土）の1～4限、13日（日）の1～3限

ⅲS 石田 Ｌ２０４ 9月1日（火）～3日（木）の2～5限、4日（金）の2～4限

ⅲS 仲下・加藤久 Ｌ２０４ 9月29日（火）～30日（水）の1～5限

ⅲS 西本 Ｌ２０４ 8月17日（月）3～5限、18日（火）2～5限、24日（月）～25（火）の2～5限

ⅲⅳS 白岩 Ｌ２０７ 8月21日（金）～23日（日）の1～5限

ⅲⅳS 中川 Ｌ２０７ 8月26日（水）～28日（金）の1～5限

ⅲⅳS 寺林 Ｌ２０７ 8月19日（水）～20日（木）の1～4限

ⅲⅳS 松本 Ｌ２０７ 7月23日（木）～24日（金）の1～4限

ⅰ～ⅲA 大野 Ｌ１１２ 8月26日（水）～28日（金）の1～4限、29日（土）の1～3限

ⅰ～ⅲA 矢内 Ｌ２０５ 9月15日（火）の3～5限、16日（水）～17日（木）の1～5限、9月18日（金）の1～2限

ⅰ～ⅲA 井鷺 Ｌ２０４ 9月10日（木）～12日（土）の1～4限、13日（日）の1～3限

ⅰ～ⅲA 石田 Ｌ２０４ 9月1日（火）～3日（木）の2～5限、4日（金）の2～4限

ⅰ～ⅲA 白岩 Ｌ２０７ 8月21日（金）～23日（日）の1～5限

ⅰ～ⅲA 中川 Ｌ２０７ 8月26日（水）～28日（金）の1～5限

ⅰ～ⅲA 寺林 Ｌ２０７ 8月19日（水）～20日（木）の1～4限

ⅳＮ 大久保 L２０８ 未定

ⅳＮ 笠井・上木・東 未定

ⅳＮ 有田・成田 未定

ⅳＮ 寺島・竹内・坂本 未定

ⅳＮ 赤川・金粕 未定

ⅳＮ 大川・平井宏 未定

ⅳＮ 長谷川・應戸 未定

ⅳＮ 普照・梅津 未定

ⅰＷ 池田 Ｎ２０１

ⅱＮＷ 長宗 Ｎ２０１ 8月24日（月）、8月25日（火）、8月26日（水）の2～5限、8月27日（木）の2～4限

ⅱＷ 伊藤 Ｌ２１２ 4月18日（土）、5月2日（土）、5月9日(土)の1～4限、5月23日（土）の1～3限

ⅲＷ 佐藤寿 Ｌ１０６ 5月23日（土）、24日（日）、7月11日（土）の１～４限　7月12日（日）の1～3限

ⅲＷ 辻井 Ｎ２０１ 4月18日(土)、5月9日(土)、5月16日(土)、6月6日(土)の1～4限

ⅲＷ 吉村公 9月予定

ⅰ～ⅳ 田邊 Ｌ２０９ 5月16日(土）、6月20日(土）、7月11日(土）の1～4限、もう1日分は後日連絡

ⅰ～ⅲＷ 福祉科教育法Ⅰ 田村 Ｎ２５１ 5月10日（日）、17日（日）、31日（日）の1～5限 

特別活動論（18年度以前生）

ⅰ～ⅳＥ 長谷川俊 Ｌ２１１ 8月19日（水）、20日（木）の2～4限、21日（金）の1～4限、24日（月）、25日（火）の2～4限

●アオッサ開講 (状況により変更になる場合があります） ＜アオッサ開講時間＞

配当 １時限 　　９：３０～１１：００

ⅰ～ⅲ ２時限 　１１：１５～１２：４５

ⅰ～ⅲ ３時限 　１３：４５～１５：１５

４時限 　１５：４５～１７：１５

５時限 　１７：４５～１９：１５

4月8日（水）の3～4限、4月15日（水）の3限、5月20日（水）の3限、6月10日（水）の3～5限、6月17日（水）の3限、7月8日（水）の3～5限、7月15日（水）の3限、7月29日（水）の3～5限

アジア経済論

ブリスベン

欧米企業論

作物学

看護管理学

農薬化学

土壌学

森林生理・生態学

動物資源学

作物学

農薬化学

施設園芸学

小児看護発展セミナー

母性看護発展セミナー

地圏環境学

授業科目名

中国：上海師範大学、台湾：高雄科技大学、台中科技大学等のいずれか。日程未定

西洋経営史

土壌学

取引法

期     間

企業論

経済学特講Ａ（経済学のための基礎数学）

外書講読Ⅲ

教養特講E（構造地質学）

教養特講K（植物進化学）

地域社会とフィールドワークＤ（古脊椎動物学（恐竜学）実習）

教養特講Ｌ（現代のアート入門）

LEAP

ホノルル、ポートランド、チチェスター、バンクーバー

ゴールドコースト、全米各地		

職業指導論（商業）（経済学科）

地（知）の拠点（４４）ファシリテーション基礎（県立大学）

期間

9月8日（火）～9月11日(金)　　※9月末卒業予定の学生は履修不可

8月19日(水)、20日(木)、21日(金)、27日(木)、28日(金)の9：30～17：00

在宅看護発展セミナー

授業科目名

5月23日（土）、24日(日)の1～4限、もう2日分は後日連絡 藤原・松本

介護概論

Ｌ２０９

社会福祉管理運営論

教育制度論

生活保護論

精神医学Ⅰ

韓国の企業と経営

地圏環境学

細胞免疫学

成人看護発展セミナー

精神看護発展セミナー

老年看護発展セミナー

施設園芸学

精神保健福祉制度論（通年）

地（知）の拠点（３１）地域創生学Ⅰふくいを知る・見る・考える（福井大学）
一般教育科目

専門教育科目
（経済学部）

福祉工学（自助具・介護機器）

特別活動及び総合的な学習の時間の指導法（19年度以降生）

専 門 教 育 科 目
（生物資源学部）

教職科目
ⅰ～ⅳ

森林生理・生態学

動物資源学

技術者と企業

果樹園芸学

基礎看護発展セミナー



【その他】

●生物資源学部　学生実験・演習等

配当 担当教員
履修登録上の
時間割（※）

備　考 【注意事項】

松岡、村上、片野、丸山、伊藤崇、風間、塩野 通年・月３ １　 学年によってカリキュラムが異なる場合があるので、履修する際には「履修の手引き」のカリキュラムを参照すること。

日竎、片野、伊藤貴、植松、黒川、坂江、岩崎、石川、
林、

通年・月４ ２　「配当」欄に表示がある科目は、原則それぞれ履修が指定されていることを示す。（再履修を除く）

　生物化学実験 植松、日竎、片野、伊藤貴、伊藤崇、黒川、坂江 通年・水３    詳しくは「履修の手引き」、「講義要綱(SYLLABUS)」を参照すること。なお、略号については、それぞれ次のとおりである。

　応用生物学実験 仲下、加藤、松岡、村上、伊藤崇、丸山 通年・水４       🌑 ⅰ… １年次生（20年度入学生）   ⅱ… ２年次生（19年度入学生）   ⅲ… ３年次生（18年度入学生）   ⅳ… ４年次生（17年度入学生）

　分子生物学実験 石川、仲下、林、三浦 通年・月３       🌑  Ｅ… 経済学科専門科目または経済学科  ｅ… 経済学科専門関連科目　Ｂ…　経営学科専門科目または経営学科　ｂ…　経営学科専門関連科目  

　微生物学実験 濱野、村上、丸山、伊藤崇、木元 通年・月４            Ｓ… 生物資源学科   Ａ… 創造農学科　 Ｍ… 海洋生物資源学科   Ｎ… 看護学科   Ｗ… 社会福祉学科

　生物物理化学実験 伊藤貴、片野、植松、黒川、坂江 通年・火３       🌑  経済学部の★は必修科目を、🌑は選択必修科目を示す。

　食品生化学実験 高橋、日竎、片野、伊藤貴、植松、黒川、坂江 通年・火４ ３　「授業科目」欄に付記されている略号については、それぞれ次のとおりである。

　植物資源学実験 塩野、深尾、風間、村井、水口 通年・水３       🌑  🌓および🌗の付記されている授業科目は、１週当たり２コマをあわせて受講しなければならない。

　環境生物学実験 加藤、仲下、塩野、深尾、水口 通年・水４       🌑  （隔）の付記されている授業科目は、原則隔週で開講する。（開講予定日程については「講義要綱(SYLLABUS)」、教育推進課前の掲示板等にて確認すること）

　応用生化学演習 伊藤貴、片野、日竎、植松、黒川、坂江 通年・木３・前半       🌑  （ＴＶ）の付記されている授業科目は、テレビ講義システムを利用して授業を行う。

　分子機能科学演習 濱野、村上、高橋、丸山、伊藤崇、木元 通年・木３・後半       🌑  ⑮の付記されている授業科目は8回（15時間）授業を行う。

　分子生物学演習 石川、岩崎、仲下、三浦、加藤、林 通年・木４・前半 ４　「教室」欄のアルファベット等は次の各講義棟を、数字はそれぞれの部屋番号を示す。

　植物資源学演習 塩野、深尾、松岡、風間、村井、水口 通年・木４・後半       🌑  Ｌ…共通講義棟   Ｅ…経済学部棟   Ｂ…生物資源学部棟   Ｎ…看護福祉学部棟   第1情報…第1共通情報演習室　　第2情報…第２共通情報演習室　　

ⅰＡ 　食農環境演習Ⅰ 村井、木元、森中、篠山、水口、三浦、向出 通年・木１～４

　生物資源学概論 学科長　他 通年・金３

　地域生物生産実習 学科長　他 通年・金４

ⅰＡ 　食農環境実習Ⅰ 村井、木元、森中、篠山、水口、三浦、向出 通年・木１～４

※　「履修登録上の時間割」は、便宜上割り振られたもので、実際の実験等の日程とは異なります。

●看護福祉学部　実習科目

配当 授業科目名

ⅱＮ

ⅳＮ

ⅳＮ

ⅳＮ

ⅲＷ

ⅳＷ 吉川・今井・舟木・岡田隆　精神保健ソーシャルワーク実習（通年）

担当教員

東・上木・笠井　他

中谷・三好・坂部・斎藤

中谷・坂部・三好・斎藤

大久保・寺島・有田・笠井・上木

　基礎看護学実習Ⅱ（８月初旬～中旬）

　ソーシャルワーク実習（通年）

　公衆衛生看護学実習Ⅰ

　公衆衛生看護学実習Ⅱ

　看護マネジメント実習

奥西・木村・相馬・吉弘・佐野・永井・山口

　前期オリエンテーション時に
　各日程表を配布する概論、実習

ⅲＳ

実験、演習

ⅱＳ

　前期オリエンテーション時に
　各実験、演習ごとの日程表を
  配布する

専門教育科目　
（看護福祉学

部）

授業科目名

ⅰＳ
　生物学実験

　化学実験

ⅱＳ



配当 授業科目名 担当教員 備考 配当 授業科目名 担当教員 備考 配当 授業科目名 担当教員 備考 配当 授業科目名 担当教員 備考 配当 授業科目名 担当教員 備考

ⅱM 大泉 必修 ⅱM 大泉 必修 ⅱM 兼田・田中 必修 ⅱM 兼田・田中 必修 ⅱM 瀬戸・田中

ⅱM 吉川・佐藤 必修 ⅱM 吉川・佐藤 必修 ⅱM 兼田 ⅱM 兼田

ⅲM 瀬戸 ⅲM 瀬戸 ⅲM 小北 ⅲM 小北 ⅲM 近藤
ⅲM 富永 ⅲM 富永 ⅲM 末武 ⅲM 末武

ⅱM 富永 必修 ⅱM 富永 必修 ⅱM 横山 必修 ⅱM 横山 必修 ⅱM 瀬戸・田中

ⅱM 東村 必修 ⅱM 東村 必修 ⅱM 兼田・田原 ⅱM 兼田・田原
・杉本 ・杉本

ⅲM 田原 ⅲM 田原 ⅲM 東村 ⅲM 東村 ⅲM 近藤
ⅲM 松川 ⅲM 松川 ⅲM 細井・横山 ⅲM 細井・横山

ⅱM 水田 必修 ⅱM 水田 必修 ⅱM 片岡 必修 ⅱM 片岡 必修 ⅱM 河原
ⅱM 吉川 ⅱM 吉川 ⅱM 水田 ⅱM 水田

ⅲM 大泉 ⅲM 大泉 ⅲM 瀧澤 ⅲM 瀧澤 ⅲM 佐藤
ⅲM 髙尾 ⅲM 髙尾 ⅲM 河原 ⅲM 河原

ⅱ～ⅳ 川股 ⅱ～ⅳ 川股
ⅱ～ⅳ 塚原 ⅱ～ⅳ 塚原

ⅱ～ⅳ 英語Ⅱb 今井静

ⅱM 河原

ⅲM 吉川 ⅲM 吉川 ⅲM 佐藤

ⅱ～ⅳ 物理学Ⅰ 中村
ⅱ～ⅳ 英語特論ⅦA 長岡

ⅱ～ⅳ 英語Ⅱb 長岡

ⅱ～ⅳM 職業指導論（水産） 長谷川

ⅱM 末武 必修 ⅱM 末武 必修

ⅱM 小北 ⅱM 小北

ⅲM 山田・片岡 ⅲM 山田・片岡
・兼田 ・兼田

ⅲM 松川 ⅲM 松川

●集中講義等
配 当 担当教員 教室

●通年
配当

●開講日程

配当 担当教員 教室

※一般教育科目は、他に永平寺キャンパス開講科目、アオッサ開講科目（「集中講義」のページ参照）があります。

※　専門教育科目の「数理科学基礎」、「科学者および技術者の倫理」、「基礎演習」、「水産経営学」、「科学英語Ⅱ」、「生物資源統計学」、「生物資源分析化学」、
　　「海洋生物資源学特別講義Ⅴ（藻類養殖）」、「地学概論」、「沿岸生態工学」、および実験実習科目は後期に開講予定です。

令 和 ２ 年 度 前 期 時 間 割 　小 浜 キ ャ ン パ ス 　
 １ 時 限  （ ９：００～１０：３０ ） ２ 時 限  （ １０：４０～１２：１０ ） ３ 時 限  （ １３：００～１４：３０ ） ４ 時 限  （ １４：４０～１６：１０ ）

外

国

語

専
門
教
育

５ 時 限  （ １６：２０～１７：５０ ）

月
 

曜
 

日

一
般

専
門
教
育

火
 

曜
 

日

一
般

専
門
教
育

水
 

曜
 

日

一
般

専
門
教
育

木
 

曜
 

日

一
般

　　 2 一般教育科目で（隔）の付記されている科目は下記の開講日程を参照すること。

※　1 専門教育科目で（前）の付記されている科目は前半（５月～６月中旬）に、（後）の付記されている科目は後半（６月下旬～）に実施する。

金
 

曜
 

日

一
般
外

国

語

教
職

専
門
教
育

キャリア教育科目 ⅱM キャリアデザイン特論 中里
6月20日（土）2～5限
その他は第1回目の講義の時に決定する

期　　　　間 備　　考授業科目名

教職科目 水産科教育法Ⅰ 小坂
5月10日（日）1～5限、5月17日（日）1～5限、
（3回目は未定）

専門教育科目
（海洋生物資源学部）

食品微生物学 小栁
9月10日（木）1～4限、11日（金）1～4限、
17日（木）1～4限、18日（金）1～3限

8月29日（土）1～4限、30日（日）1～4限

ⅲM 浮遊生物学 今井一

ⅲM

ⅱ・ⅲ・ⅳM 海洋生物資源学特別講義Ⅲ
（ブルーツーリズム）

江川

ⅲM 海洋生物資源情報論

5月9日（土）1～2限、23日（土）3～4限、
24日（日）1～2限、31日（日）1～2限

ⅱM

一般教育科目
ⅱ～ⅳ 地域特講Ｂ（小浜の歴史と文化を考えよう） 川股

4月16日（木）、4月30日（木）、5月14日（木）、5月28日（木）、
6月11日（木）、6月25日（木）、7月  9日（木）、7月30日（木）

ⅱ～ⅳ 西洋思想 塚原
4月  9日（木）、4月23日（木）、5月  7日（木）、5月21日（木）、
6月  4日（木）、6月18日（木）、7月  2日（木）、7月16日（木）

専門教育科目
（海洋生物資源学部）

ⅱM 地域活性化演習 細井・横山・水田・片岡
後期に不定期に実施の予定（履修登録は６月に行うこと）
詳細は開講時に案内する。

ⅱ・ⅲM

ⅲM インターンシップ

ⅳM 専攻演習 各分属研究室の教員

ⅳM 卒業論文 各分属研究室の教員

授業科目名 期　　　　間

食品流通調査演習 河原・東村・松川

瀬戸･河原・佐藤

2017年度以前入学生対象

授業科目名 担当教員 備　　考

海洋地質学 森下・久保田

河原

ⅱ・ⅲ・ⅳM 漁業学 小島 9月25日（金）1～4限、26日（土）1～4限

9月3日（木）1～4限、4日（金）1～3限
14日（月）1～4限、15日（火）1～4限

ⅱ・ⅲ・ⅳM 海洋生物資源学特別講義Ⅱ
（食品容器・包装論）

久田 9月8日（火）1～4限、9日（水）1～4限

8月25日（火）1～4限、26日（水）1～4限、
27日（木）1～4限、28日（金）1～3限

【補足】「英語Ⅱa/b」は2019以前生の「英語Ⅱ」

【補足】「英語Ⅱa/b」は2019以前生の「英語Ⅱ」


