
平成29年度大学院共通科目・特別コース開講科目一覧

コース等 区分 科目名 研究科名 代表者教員 単位数 開講期 曜日/時限 授業開始日 講義場所

環境学・エネルギー共通 コア
総合講義
（地球温暖化と代替エネルギー）

人文社会科学研究科 市川　英孝 2 後期 集中講義
受講生の状況確
認後決定する。

屋久島

島嶼学 コア 島嶼学概論ＩＩ
農学研究科（国際島嶼
教育研究センター）

河合　渓、
大塚　靖

2 後期 水曜３限 2017/10/4
総合教育研究棟5階国際島嶼教育
研究センター会議室
実習：中之島

島嶼学 オープン 文化人類学特論 人文社会科学研究科 桑原　季雄 2 後期 月曜２限 2017/10/9
共通教育棟２号館３階
人文図書室

島嶼学 オープン 水圏生態学特論 理工学研究科 佐藤　正典 2 後期 木曜１限 2017/10/5 理学部３号館３階312号

島嶼学 オープン 国際農業資源学特論 農学研究科 遠城　道雄 2 後期 金曜１限 2017/10/6
農・獣医共通棟３階
33セミナー室

環境学 コア 環境生物学特論 教育学研究科 川西　基博 2 後期 木曜１限 2017/10/12
管理棟・理系研究棟５階
生物学実験室

環境学 コア フィールド環境学特論 理工学研究科 鈴木　英治 2 後期 火曜２限 2017/10/3 学術情報基盤センター第４端末室

環境学 オープン 災害地質学特論 理工学研究科 井村　隆介 2 後期 木曜３限 2017/10/5
理学部1号館2階地球環境科学実験
室

環境学 オープン 農地保全学特論 農学研究科 平　瑞樹 2 後期 月曜２限 2017/10/2 農・獣医共通棟３階34セミナー室

環境学 オープン 環境と健康・安全 医歯学総合研究科 川口　博明 2 後期 水曜６限 2017/9/27
医歯学総合研究棟２（基礎医学系）
2階カンファレンス室

食と健康 オープン 農業政策論演習 人文社会科学研究科 北﨑　浩嗣 2 後期 木曜５限 2017/10/5 法文１号館５階北崎研究室

食と健康 オープン 青果保蔵学特論 農学研究科
渡部　由香、
濱中　大介

2 後期 月曜２限 2017/10/2 農・獣医共通棟１階105講義室

食と健康 オープン 国際バイテク・リーダー育成 農学研究科 岡本　繁久 2 後期
集中（2月中
～下旬に研
修予定）

但し、事前講習（12-1月）及び事後
講習（3月）を農学部教室（場所未
定）にて行う。

水 コア 水科学特論Ⅱ 水産学研究科 前田　広人　他 2 後期 木曜３限 2017/10/5 水産学部4号館3階31号講義室

水 オープン 水資源学特論 農学研究科 籾井　和朗 2 後期 金曜２限 2017/10/6 農・獣医共通棟2階22セミナー室

エネルギー コア 総合講義（エネルギー政策総論） 人文社会科学研究科 市川　英孝 2 後期 水曜３限 2017/10/4 法文１号館5階市川研究室

エネルギー コア エネルギー概論 理工学研究科 甲斐　敬美 2 後期 木曜1限 2017/10/5
工学部環境化学プロセス工学科棟1
階会議室

エネルギー オープン 電気エネルギーシステム特論 理工学研究科 川畑　秋馬 2 後期 木曜1限 2017/10/5 工学部電気電子工学科棟26号教室

エネルギー オープン パワーエレクトロニクス特論 理工学研究科 山本　吉朗 2 後期 木曜3限 2017/10/5 工学部電気電子工学科棟26号教室

エネルギー オープン 分離工学特論 理工学研究科 二井　晋 2 後期 火曜2限 2017/10/3 工学部講義棟123号教室

エネルギー オープン 海洋物理環境学特論 理工学研究科 山城　徹 2 後期 木曜2限 2017/10/5 工学部講義棟123号教室

エネルギー オープン 森林計画学特論 農学研究科 寺岡　行雄 2 後期 集中講義

外国語コミュニケーション 標準科目 プレゼンテーション・スキルズ（文系）
教育学研究科
（教育センター）

ブレイジア　アン 2前・後期
前期木曜４限
後期水曜４限

2017/10/11
共通教育棟1号館4階
Common RoomⅠA

外国語コミュニケーション 標準科目 プレゼンテーション・スキルズ（理系）
教育学研究科
（教育センター）

トレマーコ　ジョン 2前・後期
前期木曜３限
後期木曜３限

2017/10/5
共通教育棟2号館2階
トレマーコ研究室（部屋番号2030）

外国語コミュニケーション 標準科目 リーディング＆ライティング（文系）
教育学研究科
（教育センター）

高橋　玄一郎 2前・後期
前期水曜５限
後期木曜５限

2017/10/5
共通教育棟1号館4階
Common RoomⅠA

外国語コミュニケーション 標準科目 リーディング＆ライティング（理系）
教育学研究科
（教育センター）

金岡　正夫 2前・後期
前期水曜５限
後期水曜５限

2017/10/11 共通教育棟2号館216号教室

外国語コミュニケーション オープン 特殊目的の英語教育 Ⅱ 教育学研究科 坂本　育生 2 後期 月曜６限 2017/10/9 文系研究棟４階小会議室
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