
曜日 時限 授業科目名 担当教員氏名 対象学部・学科 教室名

2019年度前期授業教室割当
時間割

　コード

体育・健康科学実習 法文1・2月 第二体育館1 1111

体育・健康科学実習 法文1・2 ※再履修者登録用。月
曜1限希望者

月 第二体育館1 1112

体育・健康科学実習 法文1・2月 第二体育館1 1113

体育・健康科学実習 深田　忠徳 法文1・2月 第二体育館1 1114

体育・健康科学実習 末吉 靖宏 法文1・2月 第二体育館1 1115

情報活用 仁科　文子 水産、国際食料資源（農・水）月 （4月8日のみ１31）123、134､
135､136､137

1 1116

英語IA 金岡正夫 医1月 2171 1117

英語IA 藏本 真衣 医1月 2131 1118

英語IA ジョナサン・エンズ 医1月 1241 1119

英語IA トレマーコ 歯月 2151 1120

英語IA 岡村和信 歯月 1221 1121

英語Ⅴ 畑  邦彦 農3（森林科学）月 農　獣医共通棟１０４1 1122

英語Ⅴ 西野 吉彦 農3（地域環境）月 農　獣医共通棟１０５1 1123

異文化理解入門 大野 克彦 工1・3（海洋土木）・工4月 1111 1124

異文化理解入門 二村 淳子 工2・3（建築）月 1211 1125

体育・健康科学実習 法文1・2 ※再履修者登録用。月
曜2限希望者

月 第二体育館2 1211

体育・健康科学実習 法文1・2月 第二体育館2 1212

体育・健康科学実習 深田　忠徳 法文1・2月 第二体育館2 1213

体育・健康科学実習 長岡　良治 法文1・2月 第二体育館2 1214

情報活用 伊藤 祐二 農3月 134､1362 1215

情報リテラシー演習 白石光也 共同獣医月 農　獣医共通棟３０６2 1216

英語IA ｽﾛｰﾝ ﾛﾊﾞｰﾄ ｱﾗﾝ 医2月 2172 1217

英語IA 田口佳奈子 医2月 2132 1218

英語IA 村山 陽平 医2月 3122 1219

中級韓国語A 鄭 芝淑 初級韓国語Ⅰ・Ⅱ履修者月 common room 1A2 1220

鹿児島の歴史地理 小林善仁 全学部月 2142 1221

現代の日本政治 吉田健一 全学部月 2112 1222
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社会人としての救急措置入門 萩野誠 全学部月 1332 1223

初年次セミナーI 山本一哉 法文3、工3・4、水産、国際食料
資源（農・水）

月 common room 32 1224

初年次セミナーI 上谷　俊平 法文3、工3・4、水産、国際食料
資源（農・水）

月 3252 1225

初年次セミナーI 堀江　雄二 法文3、工3・4、水産、国際食料
資源（農・水）

月 3142 1226

初年次セミナーI 中村　啓彦 法文3、工3・4、水産、国際食料
資源（農・水）

月 common room 22 1227

初年次セミナーI 岩船 昌起 法文3、工3・4、水産、国際食料
資源（農・水）

月 4212 1228

初年次セミナーI 渡邊 弘 法文3、工3・4、水産、国際食料
資源（農・水）

月 1242 1229

初年次セミナーI 伊藤　昌和 法文3、工3・4、水産、国際食料
資源（農・水）

月 1252 1230

初年次セミナーI 冨山　清升 法文3、工3・4、水産、国際食料
資源（農・水）

月 3242 1231

初年次セミナーI 藤村　一郎 法文3、工3・4、水産、国際食料
資源（農・水）

月 3132 1232

初年次セミナーI 河邊 弘太郎 法文3、工3・4、水産、国際食料
資源（農・水）

月 4512 1233

初年次セミナーI 大野　裕史 法文3、工3・4、水産、国際食料
資源（農・水）

月 3222 1234

初年次セミナーI 大前　慶和 法文3、工3・4、水産、国際食料
資源（農・水）

月 4222 1235

初年次セミナーI 中里 陽子 法文3、工3・4、水産、国際食料
資源（農・水）

月 1222 1236

初年次セミナーI 高丸　理香 法文3、工3・4、水産、国際食料
資源（農・水）

月 1322 1237

初年次セミナーI 森　裕生 法文3、工3・4、水産、国際食料
資源（農・水）

月 2152 1238

基礎統計学入門 高橋　将宜 工2（電気電子）月 4312 1239

情報活用 尾崎孝宏 法文3（多元地域文化64001～
64036）、未修得者

月 1353 1311

英語IA ｽﾛｰﾝ ﾛﾊﾞｰﾄ ｱﾗﾝ 教育月 2173 1312

英語IA 村山 陽平 教育月 3123 1313

英語IA 岡村　和信 教育月 1223 1314

英語IA 入江公啓 教育月 1243 1315

英語IA レアリー 教育月 1333 1316

英語IA ニコライ ギュレメトヴ 教育月 1323 1317

初級独語I 與倉アンドレーア 歯※金4と週2コマ月 2143 1318

障害児教育入門 米衛政光 全学部月 2113 1319

日本国憲法 渡邊 弘 教育1・3月 1213 1320
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日本国憲法 小栗實 法文月 1313 1321

基礎統計学入門 郭 永明 工3（海洋土木）月 3133 1322

基礎物理学入門 中村　啓彦 水産1月 4213 1323

基礎物理学入門 江幡　恵吾 水産2（除く国際食料資源（農・水
）)

月 4313 1324

口と顔の科学 田松　裕一 全学部月 1113 1325

体育・健康科学実習 歯、共同獣医
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

月 第二体育館4 1411

体育・健康科学実習 歯、共同獣医※再履修者登録用
。

月 第二体育館4 1412

体育・健康科学実習 福満 博隆 歯、共同獣医月 第二体育館4 1413

体育・健康科学実習 髙橋　恭平 歯、共同獣医月 第二体育館4 1414

英語IA 内尾　ホープ 法文1月 1224 1415

英語IA 藏本 真衣 法文1月 2134 1416

英語IA 大和高行 法文1月 1254 1417

英語IA トレマーコ 法文2・3月 2154 1418

英語IA 丹羽佐紀 法文2・3月 4214 1419

英語IA 日髙 佑郁 法文2・3月 1324 1420

英語IA モニカ　ハムチュック 法文2・3月 common room 34 1421

英語IA 太田一郎 法文2・3月 1214 1422

英語IA 入江公啓 法文2・3月 1244 1423

英語IA 高橋玄一郎 法文2・3月 commonroom２4 1424

英語IA 竹内勝徳 法文2・3月 3124 1425

万葉集－古代人の心とことば- 富原カンナ 全学部月 3134 1426

基礎統計学入門 田淵 敏彦 工1月 4314 1427

稲盛和夫のリーダー論 吉田健一 全学部月 2114 1428

奄美の民俗文化 財部めぐみ 全学部月 1114 1429

基礎物理学実験 三井　好古 工2（電気電子）、理2（地球環境） 
※4・5と連続授業

月 3314 1430

基礎物理学実験 三井　好古 工2（情報生体）、理2（地球環境）
、水産 ※4・5と連続授業

月 3314 1431

基礎化学実験 横川　由起子 理1（物理）、理2（生命化学）、水
産 ※4・5と連続授業

月 3114 1432
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基礎化学実験 横川　由起子 医１ ※4・5と連続授業月 3114 1433

基礎生命科学実験 宮本　旬子 医１ ※4・5と連続授業月 3214 1434

基礎生命科学実験 宮本　旬子 理1（物理）、理2 ※4・5と連続授
業

月 3214 1435

基礎地学実験 井村　隆介 理(数理情報を除く）、工、農、水  
※4・5と連続授業

月 地学実験室4 1436

英語Ⅴ 下田代 智英 農1(応用植物科学）月 農　獣医共通棟１０４5 1511

書物に見る日本近代文学 多田　蔵人 全学部月 2165 1512

自然学校へ行こう 井倉 洋二 全学部月 1115 1513

生物学入門 河邊 弘太郎 全学部月 4315 1514
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情報活用 宇都由美子 医1火 桜ヶ丘インテリジェント講義室1 2111

英語IA 藏本 真衣 理火 1111 2112

英語IA 村山　陽平 理火 3241 2113

英語IA 日髙 佑郁 理火 common room 31 2114

英語IA 原　隆幸 理火 2121 2115

英語IA ジョナサン・エンズ 理火 1241 2116

英語IA モニカ　ハムチュック 水産、国際食料資源（農・水）火 稲盛アカデミー棟　A111 2117

英語IA ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ ﾗｰｷﾝｽ ｱﾝﾄﾞﾘｭ
ｰ

水産、国際食料資源（農・水）火 2141 2118

英語IA 石原知英 水産、国際食料資源（農・水）火 4211 2119

英語IA 竹下智子 水産、国際食料資源（農・水）火 1251 2120

英語IB 内尾　ホープ 農火 1321 2121

英語IB 田口佳奈子 農火 3231 2122

英語IB ｼﾞｮﾝ ｸﾘｽﾄﾌｧｰ ﾌｫｽﾀｰ 農火 4511 2123

英語IB 千代田夏夫 農火 教育　第二講義棟3階講義室B1 2124

英語IB ニコライ ギュレメトヴ 農火 4311 2125

英語IB 高橋玄一郎 農火 2131 2126

英語Ⅰ ブレイジア 共同獣医※金2と週2コマ火 common room 21 2127

英語Ⅴ 池永 誠 農2（食環境制御科学）火 農　獣医共通棟１０５1 2128

初級独語I 竹内宏 法文1※木1と週2コマ火 3141 2129

初級独語I 中島大輔 法文2※木１と週2コマ火 2171 2130

初級独語I 竹岡健一 法文3※木１と週2コマ火 3251 2131

初級独語I 大野 克彦 教育(初等コース・特別支援)※
木1と週2コマ

火 common room 1B1 2132

初級独語I 安東 清 教育(中等コース・実技系初等中
等コース)※木2と週2コマ

火 4221 2133

初級独語I ミヒャエル　シレニ 文系（法文・教育）から40名抽選
※木1と週2コマ

火 稲盛アカデミー棟　A211 2134

初級仏語I 梁川英俊 法文1・2※木1と週2コマ火 稲盛アカデミー棟　A121 2135

初級仏語I 二村 淳子 法文3※木1と週2コマ火 common room 1A1 2136

初級仏語I 新納恵子 教育※木1と週2コマ火 2161 2137
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初級中国語I 陳 昱 秀 法文1※木1と週2コマ火 1221 2138

初級中国語I 陳躍 法文2※木1と週2コマ火 2111 2139

初級中国語I 米田智美 法文2、教育（中等教育：国語・社
会・英語・数学・理科）※木1と週

火 3111 2140

初級中国語I 三木夏華 法文3※木1と週2コマ火 3221 2141

初級中国語I 寺西 光輝 法文3※木1と週2コマ火 1311 2142

初級中国語I 張　紹妤 教育（初等教育）※木1と週2コマ火 3131 2143

初級中国語I 中筋 健吉 教育（中等教育：技術・家政、初
等中等教育技術系、特別支援）

火 2151 2144

初級韓国語I 河　昇玉 法文1・2、教育3※木1と週2コマ火 3121 2145

初級韓国語I 姜　美貞 法文2、教育4（除く保体）※木1と
週2コマ

火 総合教育研究棟2031 2146

初級韓国語I 李　賢雄 教育1※木1と週2コマ火 3211 2147

初級韓国語I 鄭 芝淑 法文3、教育2・4（保体）※木1と
週2コマ

火 1211 2148

体育・健康科学理論 石走 知子 理2火 3112 2211

体育・健康科学理論 福満 博隆 教育4（除く(特支)、理1（数理情
報）

火 3112 2212

体育・健康科学理論 中島友樹 教育1、教育4（特支）火 3212 2213

体育・健康科学理論 中島友樹 教育2・3、理1（物理）火 3212 2214

体育・健康科学理論Ａ 石走 知子 H27入以前の教育、理、医1、農
、水産、H27年入の共同獣医、国

火 3142 2215

情報活用 下田代 智英 農1火 134、1362 2216

情報活用 豊 智行 農1火 1352 2217

情報活用 兒玉慎平 医2（看護）火 桜ヶ丘マルチメディア講義室2 2218

情報活用 福留清博 医2（理学・作業）火 桜ヶ丘インテリジェント講義室2 2219

英語IB 金岡正夫 法文2・3火 2132 2220

英語IB 内尾ホープ 法文2・3火 common room 32 2221

英語IB ブレイジア 法文2・3火 common room 22 2222

英語IB 新福豊実 法文2・3火 1232 2223

英語IB 井原慶一郎 法文2・3火 1322 2224

英語IB 原 隆幸 法文2・3火 2142 2225

英語IB 濱崎孔一廊 法文2・3火 3132 2226
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英語IB ニコライ ギュレメトヴ 法文2・3火 4222 2227

英語IB 田口佳奈子 法文2・3火 3232 2228

英語IB レアリー 法文2・3火 1332 2229

英語Ⅲ ﾈﾊﾞﾗ ｼﾞｭﾆｱ ｼﾞｮﾝ ﾊﾞｯﾄﾞ 水産・国際食料資源（農・水）火 1252 2230

英語Ⅲ 千代田夏夫 水産・国際食料資源（農・水）火 教育　第二講義棟3階講義室B2 2231

英語Ⅲ モニカ　ハムチュック 水産・国際食料資源（農・水）火 稲盛アカデミー棟A１１2 2232

英語Ⅲ ジョナサン・エンズ 水産・国際食料資源（農・水）火 1242 2233

放射線とくらし・地域 中村　祐三 全学部火 3122 2234

アメーバ経営 劉　美玲 全学部火 1222 2235

情報活用 大野　裕史 工2（情報生体）　火 工　情報生体システム工学科棟
電算演習室

3 2311

英語IB ﾈﾊﾞﾗ ｼﾞｭﾆｱ ｼﾞｮﾝ ﾊﾞｯﾄﾞ 教育火 1253 2312

英語IB 樋口晶彦 教育火 1223 2313

英語IB 新福豊実 教育火 第一端末室3 2314

英語IB ｼﾞｮﾝ ｸﾘｽﾄﾌｧｰ ﾌｫｽﾀｰ 教育火 4513 2315

英語IB ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ ﾗｰｷﾝｽ ｱﾝﾄﾞﾘｭ
ｰ

教育火 2133 2316

英語IB レアリー 教育火 1243 2317

英語IB 高橋玄一郎 教育火 commonroom２3 2318

留学生のための異文化理解 畝田谷桂子 全学部火 common room 1A3 2319

情報活用 安部 淳一 農2火 134、1364 2411

情報活用 宮田 健 農2火 1354 2412

情報活用 竹原重信 歯火 歯講義実習棟第４講義室4 2413

情報セキュリティ・モラル 王躍 共同獣医火 農　獣医共通棟３０１4 2414

大学と地域 大脇哲洋 法文、理、工火 3114 2415

大学と地域 地頭薗 隆 法文、理、工火 3314 2416

大学と地域 出口　英樹 法文、理、工火 1114 2417

大学と地域 桑原 季雄 法文、理、工火 1314 2418

大学と地域 藤田 志歩 法文、理、工火 1214 2419
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大学と地域 大前　慶和 法文、理、工火 3214 2420

大学と地域 宮本  篤 法文、理、工火 農　獣医共通棟１０１4 2421

情報活用 大田由紀夫 法文3（多元地域文化64037～
64082）

火 1375 2511

英語Ⅴ 大塚 彰 農1（畜産科学）火 農　獣医共通棟１０４5 2512

初年次セミナーI 桑原 季雄 法文2、工1・2火 2125 2513

初年次セミナーI 大前　慶和 法文2、工1・2火 3255 2514

初年次セミナーI 黒田 景子 法文2、工1・2火 2145 2515

初年次セミナーI 藤田 志歩 法文2、工1・2火 3135 2516

初年次セミナーI 塗木　淳夫 法文2、工1・2火 4515 2517

初年次セミナーI 伊藤　昌和 法文2、工１・２火 1225 2518

初年次セミナーI 今井　裕 法文2、工1・2火 3145 2519

初年次セミナーI 井村　隆介 法文2、工1・2火 3125 2520

初年次セミナーI 牟田　京子 法文2、工1・2火 common room 25 2521

初年次セミナーI 大野　裕史 法文2、工1・2火 3225 2522

初年次セミナーI 中筋 健吉 法文2、工1・2火 2175 2523

初年次セミナーI 竹内　正興 法文2、工1・2火 common room 35 2524

初年次セミナーI 有村　卓朗 法文2、工1・2火 1245 2525

英語Ⅴ 李 哉ヒョン 農1（食料農業経済学）火 農　獣医共通棟１０５5 2526
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英語Ⅲ ｽﾄｯｸﾃﾞｨﾙ ﾃﾞｨｳﾞｨｯﾄ ｱｼｭ
ﾘ

農水 1221 3111

英語Ⅲ 村山 陽平 農水 3121 3112

英語Ⅲ 生田　和也 農水 1321 3113

英語Ⅲ 原 隆幸 農水 2131 3114

英語Ⅲ 久木田美枝子 農水 3241 3115

英語Ⅲ 森礼子 農水 2151 3116

日本語Ⅰ 西鶴　淳一 全学部 ※留学生のみ水 common room 1A1 3119

日本語Ⅰ 和田礼子 全学部 ※留学生のみ水 common room 1B1 3120

大学の日本史 金井静香 全学部水 4211 3121

税と法律 鳥飼貴司 全学部水 1251 3122

行動科学 横山春彦 全学部水 法文2階２０３1 3123

こころと「多様な生き方」を学ぶ 飯田昌子 全学部水 3131 3124

韓国語入門II 鄭 芝淑 全学部水 2121 3125

仏語入門II 二村 淳子 全学部水 3251 3126

世界の中のイスラーム 森田豊子 全学部水 common room 21 3127

鹿児島探訪－歴史－ 日隈正守 全学部水 4221 3128

生物とリズム 笠井　聖仙 全学部水 3211 3129

遺伝のしくみ 一谷 勝之 全学部水 1211 3130

大学で学ぶ 伊藤奈賀子 全学部水 1311 3131

いのちと地域を守る防災学Ⅰ 松成裕子 全学部水 1111 3132

ヒトの身体の仕組みと働き 木佐貫彰 全学部（除く医）水 3111 3133

南太平洋多島域 河合渓 全学部水 2111 3134

鹿児島探訪－文化－ 丹羽謙治 全学部水 3221 3135

体育・健康科学実習Ⅱ 宮脇　千恵美 H27入以前の教育、医、農、H26
入以前の水産

水 第二体育館2 3211

情報活用 新森　修一 理1（数理情報）水 134､1362 3212

情報活用 中川　亜紀治 理1（物理）水 1352 3213

英語IA 久木田美枝子 工1水 3242 3214
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英語IA 生田　和也 工1水 1322 3215

英語IA 藏本 真衣 工1水 common room 32 3216

英語IB トレマーコ 工2水 稲盛アカデミー棟　A112 3217

英語IB ニコライ ギュレメトヴ 工2水 2132 3218

英語IB 原 隆幸 工2水 2122 3219

英語IB 内尾　ホープ 工2水 1222 3220

英語IB 森礼子 工2水 2152 3221

英語IB ﾈﾊﾞﾗ ｼﾞｭﾆｱ ｼﾞｮﾝ ﾊﾞｯﾄﾞ 工3・4水 1252 3222

英語IB 新福豊実 工3・4水 1232 3223

英語IB 金岡正夫 工3・4水 2172 3224

英語IB 坂本　育生 工3・4水 3232 3225

英語IB 河野一典 工3・4水 2142 3226

英語IB 高橋玄一郎 工3・4水 1242 3227

日本事情Ａ 大嶋眞紀 文系、水産(水産学科） ※留学生
のみ

水 1332 3229

自己理解の心理学 稲垣　勉 全学部水 3132 3230

心理学概論 有倉巳幸 全学部水 3212 3231

中国語入門II 寺西 光輝 全学部水 2162 3232

古代東アジアの王陵 橋本達也 全学部水 3222 3233

娯楽数学 青山　究 文系（法文・教育）水 1212 3234

教養微分積分学 小櫃　邦夫 全学部水 4222 3235

スポーツ実習（バドミントン） 宮脇　千恵美 H30入以前の全学部水 第二体育館2 3236

焼酎 髙峯 和則 全学部水 1112 3237

基礎化学入門A 横川　由起子 農、医2（作業）水 4212 3238

基礎化学入門B 橋本 文雄 農、医2（作業）水 2112 3239

グローバル社会を生きる 中谷　純江 全学部水 3122 3240

環境ビジネス１ 大前　慶和 全学部水 common room 1A2 3241

ヒトの病気の成り立ちと予防Ⅰ 赤崎　安昭 全学部（除く医）水 3112 3242
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身近な話題の生物学 冨山　清升 全学部水 1312 3243

生涯学習概論 小栗 有子 法文、教育、理、水産（除く国際
食料資源（農・水））

水 4312 3244

英語Ⅴ 二神 泰基 農2（焼酎発酵・微生物科学）水 農　獣医共通棟３０52 3245

英語Ⅴ 二神 泰基 農2（食品機能科学）水 農　獣医共通棟３０52 3246

体育・健康科学実習 医1、農水 第二体育館3 3311

体育・健康科学実習 医1、農 ※再履修者登録用。水
曜3限希望者

水 第二体育館3 3312

体育・健康科学実習 石原伸子 医1、農水 第二体育館3 3313

体育・健康科学実習 髙橋　恭平 医1、農水 第二体育館3 3314

体育・健康科学実習 大村一光 医1、農水 第二体育館3 3315

体育・健康科学実習 末吉 靖宏 医1、農水 第二体育館3 3316

英語IB トレマーコ 理水 2113 3317

英語IB 藏本 真衣 理水 1333 3318

英語IB 新福豊実 理水 1233 3319

英語IB ニコライ ギュレメトヴ 理水 2133 3320

英語IB 河野一典 理水 2143 3321

英語IB 高橋玄一郎 理水 1243 3322

英語Ⅲ ﾈﾊﾞﾗ ｼﾞｭﾆｱ ｼﾞｮﾝ ﾊﾞｯﾄﾞ 教育水 1253 3323

英語Ⅲ ブレイジア 教育水 common room 23 3324

英語Ⅲ 日髙 佑郁 教育水 1323 3325

英語Ⅲ 金岡正夫 教育水 2173 3326

英語Ⅲ モニカ　ハムチュック 教育水 common room 33 3327

英語Ⅲ 久木田美枝子 教育水 3243 3328

異文化理解入門 大野 克彦 教育水 1113 3329

異文化理解入門 二村 淳子 法文2・3（心理学）水 1213 3330

異文化理解入門 寺西 光輝 法文1・3（多元地域文化）水 1313 3331

基礎化学実験 横川　由起子 工4 ※3・4と連続授業水 3113 3332

理系ジャーナリズム 半田　利弘 全学部水 3213 3333
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体育・健康科学実習 医1、農 ※再履修者登録用。水
曜4限希望者

水 第二体育館4 3411

体育・健康科学実習 石原伸子 医1、農水 第二体育館4 3412

体育・健康科学実習 髙橋　恭平 医1、農水 第二体育館4 3413

体育・健康科学実習 大村一光 医1、農水 第二体育館4 3414

体育・健康科学実習 末吉 靖宏 医1、農水 第二体育館4 3415

情報活用 古屋 保 法文1 (62001～62035）水 134､1364 3416

情報活用 小田謙太郎 法文1 (62036～62070）水 学術情報基盤センター第一端末
室

4 3417

情報活用 下園幸一 法文2(63001～63070)水 学術情報基盤センター第二端末
室

4 3418

英語Ⅲ 村山 陽平 理(除く数理情報）水 3124 3419

英語Ⅲ ブレイジア 理(除く数理情報）水 common room 24 3420

英語Ⅲ 日髙 佑郁 理(除く数理情報）水 1324 3421

英語Ⅲ モニカ　ハムチュック 理(除く数理情報）水 common room 34 3422

貞観政要を読む－帝王学入門
－

吉田健一 全学部水 2114 3423

大学生のための社会人基礎力
入門

竹内　正興 全学部水 common room 1A4 3424

地球環境保全のための国際協
力

星野　一昭 全学部水 3214 3425

基礎物理学実験 重田　出 工1※4・5と連続授業水 3314 3426

基礎物理学実験 重田　出 工4 ※4・5と連続授業水 3314 3427

初年次セミナーI 桑原 季雄 教育3・4、理2、歯、共同獣医水 2124 3428

初年次セミナーI 岩船 昌起 教育3・4、理2、歯、共同獣医水 3254 3429

初年次セミナーI 黒田 景子 教育3・4、理2、歯、共同獣医水 2144 3430

初年次セミナーI 渡邊 弘 教育3・4、理2、歯、共同獣医水 1244 3431

初年次セミナーI 庄野 宏 教育3・4、理2、歯、共同獣医水 4514 3432

初年次セミナーI 藤田 志歩 教育3・4、理2、歯、共同獣医水 3134 3433

初年次セミナーI 藤村　一郎 教育3・4、理2、歯、共同獣医水 3144 3434

初年次セミナーI 河邊 弘太郎 教育3・4、理2、歯、共同獣医水 3244 3435

初年次セミナーI 中里 陽子 教育3・4、理2、歯、共同獣医水 1334 3436

初年次セミナーI 石走 知子 教育3・4、理2、歯、共同獣医水 3234 3437
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英語Ⅱ スミス　ヘンリー 共同獣医水 1224 3438

Confronting Kagoshima 
Regional

畝田谷桂子水 common room 1B4 3439

基礎化学実験 横川　由起子水 3114 3499

情報活用 古屋 保 法文１ （62071以降 ）・法政策学
科未修得者

水 134、1365 3511

情報活用 下園幸一 法文2（63111以降）および｢情報
科学入門｣未修得者

水 学術情報基盤センター第二端末
室

5 3512

異文化理解入門 大野 克彦 農1・2、共同獣医水 1115 3513

異文化理解入門 二村 淳子 農3、医1水 1315 3514

異文化理解入門 寺西 光輝 医2、歯水 1215 3515

簿記入門 劉　美玲 全学部水 2115 3516

地域キャリアプランニング 牧野　暁世水 common room 1A5 3517

基礎物理学実験 重田　出水 3315 3598

基礎物理学実験 重田　出水 3315 3599
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情報活用 高橋　淳二 工1木 134､135､136､1371 4111

唐代の文学 高津孝 全学部木 1251 4112

基礎統計学入門 二宮　公紀 工2（情報生体）木 工　情報生体システム工学科棟
1階７１

1 4115

基礎統計学入門 庄野 宏 工3（建築）木 4311 4116

基礎統計学入門 近藤　正男 工4木 3241 4117

基礎数学入門 郭 永明 医2（作業）、農木 4511 4118

基礎生物学入門 坂巻 祥孝 医2（理学・作業）、農木 3311 4119

宇宙のすがた 半田　利弘 全学部木 1111 4120

博物館概論 山西　健夫 法文、教育、理、水産（除く国際
食料資源（農・水））

木 4211 4121

初級韓国語I 鄭 芝淑 法文3、教育2・4（保体）※火1と
週2コマ

木 1211 4180

初級韓国語I 李　賢雄 教育1※火1と週2コマ木 3211 4181

初級韓国語I 姜　美貞 法文2、教育4（除く保体）※火1と
週2コマ

木 総合教育研究棟2031 4182

初級韓国語I 河　昇玉 法文1・2、教育3※火1と週2コマ木 3121 4183

初級中国語I 中筋 健吉 教育（中等教育：技術・家政、初
等中等教育技術系、特別支援）

木 2151 4184

初級中国語I 張　紹妤 教育（初等教育）※火1と週2コマ木 3131 4185

初級中国語I 寺西 光輝 法文3※火1と週2コマ木 1311 4186

初級中国語I 三木夏華 法文3※火1と週2コマ木 3221 4187

初級中国語I 米田智美 法文2、教育（中等教育：国語・社
会・英語・数学・理科）※火1と週

木 3111 4188

初級中国語I 陳躍 法文2※火1と週2コマ木 2111 4189

初級中国語I 陳 昱 秀 法文1※火1と週2コマ木 1221 4190

初級仏語I 新納恵子 教育※火1と週2コマ木 2161 4191

初級仏語I 二村 淳子 法文3※火1と週2コマ木 common room 1A1 4192

初級仏語I 梁川英俊 法文1・2※火1と週2コマ木 稲盛アカデミー棟　A121 4193

初級独語I ミヒャエル　シレニ 文系（法文・教育）から40名抽選
※火1と週2コマ

木 稲盛アカデミー棟　A211 4194

初級独語I 安東 清 教育(中等コース・実技系初等中
等コース)※火1と週2コマ

木 4221 4195

初級独語I 大野 克彦 教育(初等コース・特別支援)※
火1と週2コマ

木 common room 1B1 4196

初級独語I 竹岡健一 法文3※火1と週2コマ木 3251 4197
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初級独語I 中島大輔 法文2※火1と週2コマ木 2171 4198

初級独語I 竹内宏 法文1※火1と週2コマ木 3141 4199

日本語Ⅱ 中島　祥子 全学部 ※留学生のみ木 common room 1A2 4211

日本語Ⅱ 市島佑起子 全学部 ※留学生のみ木 common room 1B2 4212

西洋史入門 藤内哲也 理系木 1322 4213

日本の焼き物 渡辺芳郎 全学部木 1222 4214

中国と東アジア世界 福永善隆 全学部木 1242 4215

国際私法入門 眞砂康司 文系（法文・教育）木 2142 4216

ｷｬﾘｱ･恋人･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの社会
学

櫻井芳生 全学部木 学術情報基盤センター第二端末
室

2 4217

How Language and Music 
Influenc

トレマーコ 全学部木 common room 32 4218

著作権とビジネスコンプライアン
ス

高橋　省吾 全学部木 3212 4219

中級独語A ミヒャエル　シレニ 初級独語Ⅰ・Ⅱ履修者木 2162 4221

中級中国語A 寺西 光輝 初級中国語Ⅰ・Ⅱ履修者木 2152 4222

地震と火山 宮町　宏樹 全学部木 1112 4223

動物の病気 三好宣彰 全学部木 農　獣医共通棟１０１2 4224

暮らしの中のバイオ 侯 德興 全学部（除く農2）木 3112 4225

環境と進化の科学 冨山　清升 全学部（除く理、歯、工）木 1312 4226

有機農業Ⅰ　新しい食と農のか
たち

髙山 耕二 全学部木 1212 4227

がんはなぜおこるのか 古川龍彦 全学部木 1252 4228

平和学－広島・長崎講座- 木村朗 全学部木 3132 4229

博物館経営論 佐久間　美明 法文、教育、理、水産（除く国際
食料資源（農・水））

木 4212 4230

体育・健康科学実習 法文3、医2木 第二体育館3 4311

体育・健康科学実習 法文3、医2 ※再履修者登録用。
木曜3限希望者

木 第二体育館3 4312

体育・健康科学実習 福満 博隆 法文3、医2木 第二体育館3 4313

体育・健康科学実習 道向　良 法文3、医2木 第二体育館3 4314

体育・健康科学実習 丸山敦夫 法文3、医2木 第二体育館3 4315

体育・健康科学実習 古村溝 法文3、医2木 第二体育館3 4316
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Intercultural understanding and 福冨　渉 全学部木 1223 4317

情報活用 古屋 保 法文2（63071～63110）木 1373 4318

情報活用 横川　由起子 理2（生命化学）木 134､1363 4319

博物館資料論 渡辺芳郎 法文、教育、理、水産（除く国際
食料資源（農・水））

木 1253 4320

初年次セミナーI 黒田 景子 教育1・2、理1、医1木 2143 4321

初年次セミナーI 岩船 昌起 教育1・2、理1、医1木 3253 4322

初年次セミナーI 渡邊 弘 教育1・2、理1、医1木 common room 33 4323

初年次セミナーI 藤田 志歩 教育1・2、理1、医1木 3133 4324

初年次セミナーI 伊藤　昌和 教育1・2、理1、医1木 3143 4325

初年次セミナーI 今井　裕 教育1・2、理1、医1木 3233 4326

初年次セミナーI 冨山　清升 教育1・2、理1、医1木 3243 4327

初年次セミナーI 藤村　一郎 教育1・2、理1、医1木 common room 23 4328

初年次セミナーI 河邊 弘太郎 教育1・2、理1、医1木 4513 4329

初年次セミナーI 大野　裕史 教育1・2、理1、医1木 3123 4330

体育・健康科学実習 法文3、医2 ※再履修者登録用。
木曜4限希望者

木 第二体育館4 4411

体育・健康科学実習 道向　良 法文3、医2木 第二体育館4 4412

体育・健康科学実習 丸山敦夫 法文3、医2木 第二体育館4 4413

体育・健康科学実習 古村溝 法文3、医2木 第二体育館4 4414

情報活用 五島　崇 工4（環境化学）木 1354 4415

情報活用 山元 和哉 工4（化学生命）木 134､1364 4416

英語IB ブレイジア 法文1木 common room 24 4417

英語IB 仮屋　衣里 法文1木 3244 4418

英語IB トレマーコ 法文1木 2174 4419

初級仏語I 信友 建志 歯※後期水3と週1コマ木 2124 4420

国際異文化交流Ⅰ 内尾　ホープ 全学部木 1324 4421

基礎物理学実験 廣井　政彦 工3、水産 ※4・5と連続授業木 3314 4422

基礎化学実験 横川　由起子 国際食料資源学特別コース、理
2、農1・2・3※4・5と連続授業

木 3114 4423
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基礎化学実験 横川　由起子 国際食料資源学特別コース、理
2（地球環境）、農1・2・3※4・5と

木 3114 4424

基礎生命科学実験 笠井　聖仙 国際食料資源学特別コース、農
1、農3 ※4・5と連続授業

木 3214 4425

基礎生命科学実験 笠井　聖仙 国際食料資源学特別コース、農
1、農3 ※4・5と連続授業

木 3214 4426

基礎地学実験 井村　隆介 理(除く数理情報）、工、農、水木 地学実験室4 4427

情報活用 菅野　康太 法文3（心理学）木 1375 4511

情報活用 吉田　明弘 法文3（多元地域文化64083以降
）、私費外国人

木 学術情報基盤センター第二端末
室

5 4512

情報活用 川越　明史 工2（電気電子）木 134､135、1365 4513

株式会社と会計 澤田成章 全学部木 1255 4514

基礎地学実験 井村　隆介木 地学実験室5 4594

基礎生命科学実験 笠井　聖仙木 3215 4595

基礎生命科学実験 笠井　聖仙木 3215 4596

基礎化学実験 横川　由起子木 3115 4597

基礎化学実験 横川　由起子木 3115 4598

基礎物理学実験 廣井　政彦木 3315 4599
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日本事情Ａ 大嶋眞紀 理系 ※留学生のみ金 common room 1A1 5111

現代企業経営論 大前　慶和 全学部金 common room 31 5113

文化人類学の世界 桑原 季雄 全学部金 1311 5114

独語入門II 竹内宏 全学部金 2161 5115

基礎数学入門 重廣　律男 水産1金 3241 5116

基礎数学入門 須本　祐史 水産2（除く国際食料資源（農・水
））

金 3221 5117

グローバル・イニシアティブ概論 森田豊子 全学部金 common room 1B1 5118

地域環境論 佐藤　正典 全学部金 3111 5119

最先端医療を創出するバイオ
研究

小戝健一郎 全学部金 1111 5120

情報活用 児玉谷　仁 理2（地球環境）金 134、1362 5211

英語IB ﾈﾊﾞﾗ ｼﾞｭﾆｱ ｼﾞｮﾝ ﾊﾞｯﾄﾞ 水産、国際食料資源（農・水）金 1252 5212

英語IB 田口佳奈子 水産、国際食料資源（農・水）金 2142 5213

英語IB パーシバル　Ｃ　ﾎﾟラー
ド

水産、国際食料資源（農・水）金 3222 5214

英語IB 松元　貴子 水産、国際食料資源（農・水）金 2122 5215

英語IA 日髙 佑郁 農金 2172 5216

英語IA ニコライ ギュレメトヴ 農金 1332 5217

英語IA 高橋玄一郎 農金 2132 5218

英語IA 村山 陽平 農金 3132 5219

英語IA ﾊﾟﾄﾘｯｸ ｼﾞｪｰﾑｽﾞ ｺﾞｰﾗﾑ 農金 1322 5220

英語IA 仮屋　衣里 農金 4512 5221

英語IB ブレイジア 医1金 common room 22 5222

英語IB トレマーコ 医1金 2112 5223

英語IB ｴﾙﾒｽ　ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞ 医1金 3122 5224

英語IB 金岡正夫 医2金 3242 5225

英語IB ｽﾄｯｸﾃﾞｨﾙ ﾃﾞｨｳﾞｨｯﾄ ｱｼｭ
ﾘ

医2金 1222 5226

英語IB 原 隆幸 医2金 common room 1B2 5227

英語IB 藏本 真衣 医2金 稲盛アカデミー棟　A122 5228
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英語IB ジョン　ヘイドン 歯金 1242 5229

英語IB 吉重美紀 歯金 2152 5230

中級仏語A 信友 建志 初級仏語Ⅰ・Ⅱ履修者金 2162 5231

日本国憲法 城野一憲 教育2・4金 教育　101号2 5234

人間と環境の心理学 園田美保 全学部金 4222 5235

乗り物の物理学 半田　利弘 全学部金 1112 5236

基礎統計学入門 庄野 宏 水産1、水産2（水産、国際食料
資源学特別コース）

金 3212 5237

英語Ⅰ モニカ　ハムチュック 共同獣医※火１と週２コマ金 common room 32 5299

体育・健康科学理論 福満 博隆 医2金 3313 5311

体育・健康科学理論 前田雅人 農1、水産1(50001～50030)金 3313 5312

体育・健康科学理論 長岡　良治 歯、共同獣医金 1113 5313

体育・健康科学理論 長岡　良治 医1金 1113 5314

体育・健康科学理論 石走 知子 農2・3金 3213 5315

体育・健康科学理論 石走 知子 水産１(50031～)、水産2、国際食
料資源学特別コース

金 3213 5316

情報活用 今由佳里 教育（国語・理科・音楽・特支）金 1373 5317

情報活用 和田七洋 教育（社会・数学・美術・英語）金 学術情報基盤センター第一端末
室

3 5318

情報活用 錦織寿 教育（初等教育コース46－85）金 134、1363 5319

英語IB ﾈﾊﾞﾗ ｼﾞｭﾆｱ ｼﾞｮﾝ ﾊﾞｯﾄﾞ 工1金 1253 5320

英語IB ｴﾙﾒｽ　ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞ 工1金 3123 5321

英語IB 仮屋　衣里 工1金 4513 5322

英語Ⅲ 金岡正夫 工1金 3243 5323

英語Ⅲ ｼﾞｮﾝ ｸﾘｽﾄﾌｧｰ ﾌｫｽﾀｰ 工1金 1333 5324

英語Ⅲ ﾊﾟﾄﾘｯｸ ｼﾞｪｰﾑｽﾞ ｺﾞｰﾗﾑ 工1金 1323 5325

英語Ⅲ ｽﾄｯｸﾃﾞｨﾙ ﾃﾞｨｳﾞｨｯﾄ ｱｼｭ
ﾘ

工3・4金 1223 5326

英語Ⅲ 内尾　ホープ 工3・4金 common room 23 5327

英語Ⅲ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ ﾗｰｷﾝｽ ｱﾝﾄﾞﾘｭ
ｰ

工3・4金 common room 33 5328

英語Ⅲ 吉重美紀 工3・4金 2153 5329
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英語Ⅲ ジョン　ヘイドン 工3・4金 1243 5330

稲盛和夫のベンチャー企業論 吉田健一 全学部金 2113 5331

大人になるための政治学 藤村　一郎 全学部金 common roomⅠA3 5332

情報活用 笠井高人 教育（初等教育コース1－45）金 1354 5411

情報活用 坂田桂一 教育（保体・技術・家政）金 1374 5412

英語IA 日髙 佑郁 工2金 2174 5413

英語IA ジョン　ヘイドン 工2金 1244 5414

英語IA ｼﾞｮﾝ ｸﾘｽﾄﾌｧｰ ﾌｫｽﾀｰ 工2金 1334 5415

英語IA 村山 陽平 工2金 3134 5416

英語IA パーシバル　Ｃ　ﾎﾟラー
ド

工3・4金 3224 5417

英語IA ﾊﾟﾄﾘｯｸ ｼﾞｪｰﾑｽﾞ ｺﾞｰﾗﾑ 工3・4金 1324 5418

英語IA ｽﾄｯｸﾃﾞｨﾙ ﾃﾞｨｳﾞｨｯﾄ ｱｼｭ
ﾘ

工3・4金 1224 5419

英語IA ブレイジア 工3・4金 common room 24 5420

英語IA 仮屋　衣里 工3・4金 4514 5421

英語Ⅲ 原 隆幸 工2金 1254 5422

英語Ⅲ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ ﾗｰｷﾝｽ ｱﾝﾄﾞﾘｭ
ｰ

工2金 common room 34 5423

英語Ⅲ 坂本　育生 工2金 4214 5424

英語Ⅲ レアリー 工2金 2134 5425

狂言の世界 内山弘 全学部金 3114 5427

倫理学入門 柴田健志 全学部金 3244 5428

稲盛和夫の経営哲学（I） 吉田健一 全学部金 2114 5429

進取の精神を学ぶ 劉　美玲 全学部金 1214 5430

キャリアデザイン 高丸　理香 全学部金 1114 5431

初級独語I 與倉アンドレーア 歯※月3と週２コマ金 2144 5499

情報活用 松鵜　さとみ 工3（建築）金 学術情報基盤センター第二端末
室

5 5511

情報活用 加古　真一郎 工3（海洋土木）金 134､136、1375 5512

英語Ⅴ 伊東　祐二 理2(生命化学）金 理　2号館２１１・２１２5 5513
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異文化理解入門 大野 克彦 理金 3115 5514

異文化理解入門 大野 克彦 水産・国際食料資源（農・水）金 3215 5515

初年次セミナーI 中島　祥子 法文1、農、医2金 3145 5516

初年次セミナーI 日隈正守 法文1、農、医2金 1225 5517

初年次セミナーI 平川　ひろみ 法文1、農、医2金 common room 25 5518

初年次セミナーI 伊藤奈賀子 法文1、農、医2金 2125 5519

初年次セミナーI 出口　英樹 法文1、農、医2金 2155 5520

初年次セミナーI 森　裕生 法文1、農、医2金 1325 5521

初年次セミナーI 柳田　信彦 法文1、農、医2金 2145 5522

初年次セミナーI 菊地聖史 法文1、農、医2金 common room 35 5523

初年次セミナーI 井倉 洋二 法文1、農、医2金 4515 5524

初年次セミナーI 清水 圭一 法文1、農、医2金 1245 5525

初年次セミナーI 寺床　勝也 法文1、農、医2金 3235 5526

初年次セミナーI 新地　浩之 法文1、農、医2金 3255 5527

初年次セミナーI 川越　明史 法文1、農、医2金 3125 5528

2019/05/30 16:23:5221 / 23 ページ

※授業教室は受講者数の変動等により変更することがあります。変更の際は掲示板にてお知らせしますのでご注意下さい
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曜日 時限 授業科目名 担当教員氏名 対象学部・学科 教室名

2019年度前期授業教室割当
時間割

　コード

美術への誘い 池川直 全学部集 0 7011

医学・行動心理学入門 桑木共之 全学部集 0 7012

実験医学・行動心理学 桑木共之 全学部集 0 7013

自然学校へ行こう　実践編I 井倉 洋二 全学部集 0 7014

コミュニケーション論 堀北哲也 共同獣医集 0 7015

生命倫理学 村瀬ひろみ 共同獣医集 0 7016

実用英語短期講座 坂本　育生 全学部集 0 7017

稲盛哲学：稲盛研究の最高峰
が伝授

吉田健一 全学部集 0 7018

自然体験活動入門講座 福満 博隆 全学部集 0 7019

かごしま教養プログラム 岩船　昌起 全学部集 0 7020

かごしまフィールドスクール 岩船　昌起 全学部集 0 7021

シラス地域学 永迫俊郎 全学部集 0 7022

自然学校インターンシップⅠ 井倉 洋二 全学部集 0 7023

農家民泊体験講座：里山の家
庭教師

萬田正治 全学部集 0 7024

屋久島の環境文化Ⅱ－生き物
－

藤田 志歩 全学部集 0 7025

屋久島の環境文化Ⅲ－産業－ 星野　一昭 全学部集 0 7026

島のしくみ 山本　宗立 全学部集 0 7027

グローバル人材育成(米国ノー
スダ

中谷　純江 全学部集 0 7028

進取の精神海外研修inベトナム 山口　明伸 全学部集 0 7029

海外研修基礎ｺｰｽinｶﾘﾌｫﾙﾆｱ 中谷　純江 全学部集 0 7030

国際協力体験講座ーﾐｬﾝﾏｰｺｰ
ｽー

遠城　道雄 全学部集 0 7031

社会システム・政策研究(タイ研
修)

福冨　渉 全学部集 0 7032

派遣留学I 畝田谷桂子 全学部集 0 7033

派遣留学II 畝田谷桂子 全学部集 0 7034

博物館資料保存論 荒田　邦子 法文、教育、理、水産（除く国際
食料資源（農・水））

集 0 7035

地域ｷｬﾘｱ・ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ事前演
習

高丸　理香集 0 7036

地域キャリア・インターンシップ 牧野　暁世集 0 7037
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地域リサーチ・トライアル 出口　英樹集 0 7038

地域リサーチ実習事前演習 大前　慶和集 0 7039

地域リサーチ実習 大前　慶和集 0 7040
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