
平成30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

1 特別コース共通 オープン 生活安全学 教育学研究科 飯干　明 2 前期 金曜１限 2018/4/11 生涯教育総合研究棟4階研究室

2 環境学・食と健康共通 オープン 水産業の課題と未来 水産学研究科
横山　佐一郎
（オムニバス）

2 1a
火曜4限
金曜4限

2018/4/13 未定

3 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 前期 集中講義
受講生の状況確
認後決定する。

屋久島

4 水・エネルギー共通 オープン
総合講義
（小水力発電とコミュニティ・ビジネス）

人文社会科学研究科 西村　知 2 前期 集中講義 8～9月予定

共通教育棟4号館人文社会科学研
究科地域経営研究センター、霧島市
溝辺町竹子（地域経営研究センター
社会実験サイト）、鹿児島市下田町
（地域経営研究センター社会実験サ
イト）

5 島嶼学 コア 島嶼学概論Ｉ
人文社会学研究科（国
際島嶼教育研究セン
ター）

山本　宗立、
高宮 広土

2 前期 水曜３限 2018/4/11
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：硫黄島

8 島嶼学 オープン 離島・遠隔保健特論 保健学研究科 根路銘　安仁 2 前期 金曜６限 2018/4/13 桜ヶ丘共通教育棟５階505講義室

11
島嶼学
（環境学ｺｰｽ乗り入れ）

オープン 太平洋島嶼学特論
農学研究科（国際島嶼
教育研究センター）

山本　宗立 2 前期 集中講義 未定
総合教育研究棟5階国際島嶼研究
センター会議室
実習：グアム、ミクロネシア

12 島嶼学 オープン Tropical Fisheries 水産学研究科 石崎　宗周 2 1b 集中講義 7月上旬 
フィリピン大学ヴィサヤス校にて
7月上旬から約2週間実施

13 島嶼学 オープン 離島医療学 医歯学総合研究科 嶽﨑　俊郎 2 前期 火曜６限 2018/5/8
医歯学総合研究棟2（基礎医学系）2
階カンファレンス室

15 環境学 コア 環境化学特論 理工学研究科 冨安　卓滋 2 前期 火曜４限 2018/4/17 理学部1号館102号教室

16
環境学
（島嶼学ｺｰｽ乗り入れ）

コア Aquatic Sciences 水産学研究科 中村啓彦 2 SS
SS第3週目
（9/3-9/6）

2018/9/3 未定

17
環境学
（島嶼学ｺｰｽ乗り入れ）

オープン 環境経済学特論 人文社会科学研究科 福山　博文 2 前期 火曜１限 2018/4/17 法文2号館5階経済演習室2

19 環境学 オープン 森林環境学特論 農学研究科 井倉　洋二 2 前期 集中講義 未定 農学部研究棟E（4階）井倉研究室

22 食と健康 コア 食と健康Ｉ 農学研究科 髙峯　和則 2 前期 月曜４限 2018/4/16 農獣医共通棟105号教室

23 食と健康 コア 食と健康II 農学研究科 安部　淳一 2 前期 集中講義 未定 農獣医共通棟

25 食と健康 オープン 技術経営と社会連携
理工学研究科
（産学官連携推進セン
ター）

近藤　英二 2 前期

土曜日
第1回　4/14
2限
第2回　4/21
1･2限
第3回　5/19
1･2限
第4回　6/9
1･2限
第5回　7/7
3･4･5限
第6回  7/21
2･3･4限
第7回　7/28
1･2限

2018/4/14

第1回　農・獣医共通棟2階204講義
室
第2回　農･獣医共通棟1階105講義
室
第3回　農･獣医共通棟1階105講義
室
第4回　農･獣医共通棟1階105講義
室
第5回　農･獣医共通棟1階105講義
室
第6回  工学部共通棟2階201講義室
第7回　農･獣医共通棟1階105講義
室

26 食と健康 オープン 知的財産戦略構築実務論
理工学研究科
（産学官連携推進セン
ター）

近藤　英二 2 前期

土曜日
第1回  4/14
2限
第2回  4/28
3･4･5限
第3回  5/26
3･4･5限
第4回  6/16
3･4･5限
第5回  6/23
3･4･5限
第6回  7/14
4・5限

2018/4/14

第1回　農・獣医共通棟2階204講義
室
第2回　農・獣医共通棟2階204講義
室
第3回　農･獣医共通棟1階101講義
室
第4回　学術情報基盤センター2階
　　　　　第一端末室及び第2端末室
第5回　農･獣医共通棟1階101講義
室
第6回  農・獣医共通棟2階204講義
室

27 食と健康 オープン 食品分子機能学特論 農学研究科 侯　徳興 2 前期 水曜２限 2018/4/11 農獣医共通棟3階　33セミナー室

29 食と健康 オープン 熱帯作物学特論 農学研究科 坂上　潤一 2 前期 火曜2限 2018/4/17 農獣医共通棟3階　33セミナー室

30 食と健康 オープン 農業経済学特論 農学研究科 田代　正一 2 前期 水曜２限 2018/4/11
農学部研究棟D（5階）
農業経済分析室

31 食と健康 オープン 酒類文化社会学特論 農学研究科
髙峯　和則
（鮫島　吉廣、
小泉　武夫）

2 前期 集中講義 未定 農獣医共通棟

33 食と健康 オープン Fisheries Food Sciences 水産学研究科
木村郁夫、上西
由翁　、進藤
譲、加藤早苗

2 1a
月曜2限
木曜1限

2018/4/12 未定

34 水 コア 水科学特論Ⅰ 農学研究科 籾井　和朗　他 2 前期 火曜2限 2018/4/17 農獣医共通棟3階32セミナー室

36 水 オープン 国際開発経済論特論　 人文社会科学研究科 西村　知 2 前期 木曜7限 2018/4/12 共通教育棟3号館4階西村研究室

37 水 オープン 土砂水理学特論　 理工学研究科 齋田　倫範 2 Q1 金曜3,4限 2018/4/13 工学部講義棟111号教室
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38 水 オープン 環境水理学特論 理工学研究科 安達　貴浩 2 Q1
木曜１限
金曜２限

2018/4/12
木1：工学部講義棟122号教室
金2：工学部共通棟3階305号教室

40 水 オープン 砂防学特論 農学研究科 地頭薗　隆 2 前期 集中講義 未定 未定

41 水 オープン 水圏環境保全学特別指導 水産学研究科 前田　広人 2 前期 木曜2限 2018/4/12 未定

42 水 オープン Conservation of Aquatic Environment 水産学研究科
吉川　毅
前田　広人
宇野　誠一

2 1a
火曜1限
金曜1限

2018/4/13 未定

44 エネルギー コア
総合講義（ダイバーシティ人材育成
論）

人文社会科学研究科 市川　英孝 2 前期 水曜３限 2018/4/11 法文1号館5階市川研究室

46 エネルギー オープン 数値熱流体工学特論 理工学研究科 片野田　洋 2 前期 金曜５限 2018/4/13 工学部共通棟2階202号教室

47 エネルギー オープン 熱機関工学特論 理工学研究科 木下　英二 2 Q1 火曜１、２限 2018/4/17 工学部共通棟2階202号教室

48 エネルギー オープン 熱環境特論 理工学研究科 二宮　秀興 2 Q1 火曜３、４限 2018/4/17 工学部講義棟123号教室

49 エネルギー オープン 反応工学特論 理工学研究科 甲斐　敬美 2 前期 水曜１限 2018/4/11 工学部共通棟3階305号教室

50 エネルギー オープン コロイドプロセス特論 理工学研究科 平田　好洋 2 前期 火曜２限 2018/4/17
工学部化学生命工学科棟2階42号
教室

57 エネルギー オープン 技術経営特論 人文社会科学研究科 市川　英孝 2 前期 金曜2限 2018/4/13 法文1号館5階市川研究室

58 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
（共通教育センター）

ブレイジア　アン 2 前期 木曜４限 2018/4/12
共通教育棟1号館4階
Common room 1A

59 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
（共通教育センター）

トレマーコ　ジョン 2 前期 木曜３限 2018/4/12
共通教育棟2号館2階
トレマーコ研究室（部屋番号2030）

60 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
（共通教育センター）

高橋　玄一郎 2 前期 水曜５限 2018/4/11
共通教育棟1号館4階
Common room 1A

61 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
（共通教育センター）

金岡　正夫 2 前期 水曜５限 2018/4/18 共通教育棟2号館1階217号教室

62 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 I 教育学研究科 坂本　育生 2 前期 月曜６限 2018/4/16 文系研究棟4階小会議室

64 外国語コミュニケーション オープン
理工系グローバル人材育成の為のア
カデミック・イングリッシュ

理工学研究科
小山　佳一
ボウ・コーザー

2 Q1
木曜２限
火曜４限

2018/4/12
建築棟1号館1階レクチャールーム
（予定）

65 外国語コミュニケーション オープン Fisheries and Fisheries Sciences 水産学研究科
ﾊﾞｽｹｽ ｱｰﾁﾃﾞｨ
ﾙ
 ﾐｹﾞﾙ

2 1a
火曜２限
金曜２限

2018/4/13 未定

66 外国語コミュニケーション オープン 実用英語Ｓ 水産学研究科 松元　貴子 2 前期 水曜４限 2018/4/11 未定

67 外国語コミュニケーション オープン 英語で学ぶ生命科学 医歯学総合研究科 草野　秀一 2 前期 木曜６限 2018/5/10
分子ウイルス感染研究分野
セミナー室
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