
科目番号 科目分野 科目名 担当教員 開講期 曜日 時限 受講定員 備　　　　　　考

KA-K001 自然科学 行動科学 横山春彦 前期 水 １

KA-K002 自然科学 口と顔の科学 歯学部教員 前期 月 ３

KA-K003 産業
有機農業Ⅰ　新しい食と農のかたち
（旧：新しい食と農のかたち）

高山耕二 前期 木 ２

KA-K004 産業 暮らしの中のバイオ 石橋松二郎 前期 木 ２

KA-K005 言語 日本事情Ａ 大嶋眞紀 前期 　水　 ２ 日本語能力試験2級以上の留学生

KA-K006 言語 実用英語短期講座 坂本育生 前期 20名程度 英検2級程度以上の者を希望日程は未定

KA-K007 芸術、美術 合唱Ⅰ 齊藤祐 前期 木 ５ １単位

KA-K008 自然科学 いのちと地域を守る防災学Ⅰ 小林励司 前期 水 1

KA-K009 社会科学 自然学校へ行こう 井倉洋二 前期 月 5 要事前連絡

KA-K010 自然科学 水産生物学 山本智子 前期 木 3 若干名

KA-K011 自然科学 最先端医療を創出するバイオ研究 小戝健一郎、三井薫 前期 金 １ 5名程度

KA-K012 社会科学 自然学校へ行こう　実践編Ⅰ 井倉洋二 前期 「自然学校へ行こう」受講者

KA-K013 自然科学 地球と環境 河野元治　他 後期 水 ２ 5名以内

KA-K014 自然科学 行動科学 横山春彦 後期 水 １

KA-K015 自然科学 口と顔の科学 歯学部教員 後期 木 ３

KA-K016 言語 日本事情Ｂ 大嶋眞紀 後期 　水　 ４ 日本語能力試験2級以上の留学生

KA-K017 自然科学 ＤＮＡの科学 福留清博 後期 水 ２ 5名以内
パソコン使用。学術情報基盤センターから
利用証を交付する予定。

KA-K018 芸術、美術 合唱Ⅱ 齊藤祐 後期 木 ５ １単位

KA-K019 自然科学 いのちと地域を守る防災学Ⅱ 小林励司 後期 水 2

KA-K020 自然科学 医学生物学 小戝健一郎、三井薫 後期 火 ５ 5名程度

KA-K021 社会科学 自然学校へ行こう　実践編Ⅱ 井倉洋二 後期 「自然学校へ行こう」受講者

KA-K022 社会科学 男女共同参画社会 浅野陽樹 後期 金 4

【教養科目（一般科目）

（前期）

集中講義

集中講義

（後期）

平成３０年度  鹿児島県における大学等間の授業交流（単位互換）提供科目一覧

　　○　備考欄に特に記載がある科目を除き、科目は全て２単位の授業である。

　　○　科目分野は、学生の学修上の便宜を考えて、おおまかに区分したもの。［参照：日本十進分類法（ＮＤＣ）９版－２次区分表－、－３次区分表－］

　　○  鹿児島純心女子大学、鹿児島純心女子短期大学は女子学生のみ受講できる。

鹿児島大学

集中講義



科目番号 科目分野 科目名 担当教員 開講期 曜日 時限 受講定員 備　　　　　　考

KY-K001 社会・文化科目 異文化理解 吉重美紀・国重徹・中村勇・ｴﾙﾒｽ･ﾃﾞｨﾋﾞｯﾄ 前期 水 ２ ５名 　

KY-K002 社会・文化科目 日本国憲法 森　克己 後期 木 ２ ５名

KY-K003 社会・文化科目 人権論 森　克己 後期 水 １ ５名 １単位（１週目～８週目）

KY-K004 社会・文化科目 ジェンダー論 前田博子 後期 水 １ ５名 １単位（９週目～１６週目）

科目番号 科目分野 科目名 担当教員 開講期 曜日 時限 受講定員 備　　　　　　考

KO-K001 心理学 心理学 小窪輝吉 前期 火 １

KO-K002 生物学 生命科学 舩越公威 前期 月 １

KO-K003 外国語 フランス語入門Ⅰ 杉山朱実 前期 週２回授業２単位

KO-K004 外国語 スペイン語入門Ⅰ 中村幹郎 前期 週２回授業２単位

KO-K005 地理学 地理学 森　勝彦 前期 どちらか選択可

KO-K006 文学 外国文学 山下孝子 前期 木 ３

KO-K007 生物学 生命科学 舩越公威 後期 火 ３

KO-K008 外国語 フランス語入門Ⅱ 杉山朱実 後期 週２回授業２単位

KO-K009 外国語 スペイン語入門Ⅱ 中村幹郎 後期 週２回授業２単位

KO-K010 文学 外国文学 山下孝子 後期 木 ３

火３，木３

鹿児島国際大学

（後期）

（前期）

火３，木３

金３，金４

鹿屋体育大学

火３，水３

（後期）

火３，水３

（前期）



科目番号 科目分野 科目名 担当教員 開講期 曜日 時限 受講定員 備　　　　　　考

JU-K001 音楽 音楽概論 藤尾　清信 前期 木 1 5 年２回開講

JU-K002 看護 看護入門 牟田　京子 前期 金 3・4 3 1単位、変則開講

JU-K003 教育 教育相談の理論と方法 餅原　尚子 前期 火 1 5 守秘義務を守れる者

JU-K004 言語 独語入門Ⅰ 仙波　玲子 前期 木 1 5

JU-K005 言語 仏語入門Ⅰ 久木田　英史 前期 木 1 5

JU-K006 社会科学 純心講座 松下　栄子 前期 金 1 3

JU-K007 宗教 キリスト教概論Ⅰ 末吉　卓也 前期 金 4 3

JU-K008 宗教 キリスト教論 末吉　卓也 前期 木 2 3

JU-K009 宗教 聖書講読Ⅰ 末吉　卓也 前期 木 1 3

JU-K010 心理学 心理学 仲　沙織 前期 木 1 10

JU-K011 心理学 人間関係論 中村　誠文 前期 木 3 5

JU-K012 音楽 音楽概論 藤尾　清信 後期 木 1 5 年２回開講

JU-K013 言語 独語入門Ⅱ 仙波　玲子 後期 木 1 5

JU-K014 言語 仏語入門Ⅱ 久木田　英史 後期 木 1 5

JU-K015 宗教 キリスト教概論Ⅱ 末吉　卓也 後期 金 2 3

JU-K016 宗教 聖書講読Ⅱ 末吉　卓也 後期 木 1 3

JU-K017 心理学 臨床心理学 餅原　尚子 後期 木 1 5

（前期）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(※女子学生のみ受講可能）

鹿児島純心女子大学

（後期）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(※女子学生のみ受講可能）



科目番号 科目分野 科目名 担当教員 開講期 曜日 時限 受講定員 備　　　　　　考

（前期）

（後期）

志學館大学



科目番号 科目分野 科目名 担当教員 開講期 曜日 時限 受講定員 備　　　　　　考

DK-K001 人文・社会科学 産業と人間 石田尾博夫 前期 水 3 5名

DK-K002 人文・社会科学 ベンチャービジネス論 當金一郎 後期 金 ４ 5名

DK-K003 人文・社会科学 経営学総論 石田尾博夫 後期 木 １ 5名

DK-K004 人文・社会科学 現代社会に生きる倫理 知念潔 後期 金 １ 5名

DK-K005 人文・社会科学 マーケティング論 石田尾博夫 後期 水 ２ 5名

科目番号 科目分野 科目名 担当教員 開講期 曜日 時限 受講定員 備　　　　　　考

KE-K001 文学 日本文学・近代 竹本寛秋 前期 水 2 若干名 二部開講

KE-K002 文学 文学の世界 土肥・小林・木戸 後期 水 １ 若干名 一部開講

KE-K003 文化論 比較文化 小林朋子 後期 木 １ 若干名 二部開講

科目番号 科目分野 科目名 担当教員 開講期 曜日 時限 受講定員 備　　　　　　考

JT-K001 宗教 キリスト教概論 佐々木　亘 前期 月 1 5名以内

JT-K002 語学 フランス語Ⅰ 福山　孝子 前期 火 2 5名以内 演習科目1単位

JT-K003 倫理学 倫理学 河野　一典 前期 月 2 5名以内

JT-K004 人間学 人間学 佐々木　亘 後期 未定 未定 5名以内

JT-K005 生物科学 生命と環境 櫻井　真 後期 未定 未定 5名以内

JT-K006 語学 フランス語Ⅱ 福山　孝子 後期 未定 未定 5名以内 演習科目1単位

JT-K007 映画 アメリカ映画史 小玉　智治 後期 未定 未定 5名以内

JT-K008 音楽 音楽概説 鶴巻　保子 後期 未定 未定 5名以内

科目番号 科目分野 科目名 担当教員 開講期 曜日 時限 受講定員 備　　　　　　考

SE-K001 倫理学 倫理学 町　泰樹 前期 未定 未定 5名 　

SE-K002 文学 文学概論 保坂直之 前期 未定 未定 5名

SE-K003 社会科学 技術倫理 町　泰樹 後期 未定 未定 5名

SE-K004 文学 文学概論 保坂直之 後期 未定 未定 5名

SE-K005 数学 ベクトル解析 松浦　将國 後期 未定 未定 5名

SE-K006 物理学 地球物理学概論 池田昭大 後期 未定 未定 5名

SE-K007 語学 科学技術英語 坂元真理子 後期 未定 未定 5名

SE-K008 環境工学 環境プロセス工学 大竹孝明 後期 未定 未定 5名

（後期）

鹿児島工業高等専門学校

鹿児島純心女子短期大学

（前期）

（後期）

鹿児島県立短期大学

（前期）                                                                                                                                （※未定の箇所は後日決定します。曜日・時限は本校にお問い合わせください。）

注） 一部開講＝昼間部，二部開講＝夜間部

（後期）

（前期）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(※女子学生のみ受講可能）

第一工業大学

（前期）

（後期）


