
　　担当部局（課）名　経営企画部経営企画課

　　職名・氏名　主査　市
イチ

　川
カワ

　里
サト

　美
ミ

平成２９年５月１日現在

　作成担当者

信州大学　理学部　数学科・理学科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注２

【事前伺い】設置に係る設置計画履行状況報告書

国立大学法人信州大学　　

[平成２７年度設置］

　　　計画の区分：学部の学科の設置
　　　　　　　　　　　　　　　注１

事前伺い

大学番号：０００
注３

大学番号：国０４１
注３

　　　　　・大学院の研究科の設置の場合：「○○大学大学院　○○研究科」

　　　　　・通信教育課程の開設の場合：「○○大学　△△学部　□□学科（通信教育課程）」

　　　３　大学番号の欄については，平成２９年３月３１日付事務連絡「大学等の設置に係る設置計画履行状況

　　　　　報告書等の提出について（依頼）」の別紙に記載のある大学番号を記載してください。

　　　　　　　　　　　　（◇◇学部（平成◇◇年度より学科名称変更））

　　　　　表題は「計画の区分」に従い、記入してください。

　　　　　例）

　　　　　・学部の設置の場合：「○○大学　△△学部」

　　　　　・学部の学科の設置の場合：「○○大学　△△学部　□□学科」

　　　　　・短期大学の学科の設置の場合：「○○短期大学　△△学科」

（注）１　「計画の区分」は設置時の基本計画書「計画の区分」と同様に記載してください。

　　　２　大学院の場合は、表題を「○○大学大学院　・・・」と記入してください。

　　　　　設置時から対象学部等の名称変更があった場合には，表題には設置時の旧名称を記載し，その下欄に

　　　　　（　　）書きにて，現在の名称を記載してください。

　　　　　例）　○○大学　△△学部　□□学科

　　　Ｆ Ａ Ｘ　　0263-37-3484

　　　ｅ－mail　　kikaku_gakuji@gm.shinshu-u.ac.jp

職名 氏名 査 市 川 美

　　　電話番号　　0263-37-2122

　　　（夜間）　　0263-37-2122
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設　　置　　時 変　更　状　況 備　　　考

ﾔﾏｻﾜ ｷﾖﾋﾄ ﾊﾏﾀﾞ ｸﾆﾋﾛ

山沢　清人 濱田　州博

（H21.10) （H27.10）

ｵｾﾞｷ　ｽﾐｵ ｲﾁﾉ　ﾀｶｵ

尾関　寿美男 市野　隆雄

(H26.4) (H29.4)

ﾀｶｷﾞ　ﾋﾛﾕｷ ﾊﾅｷ　ｱｷﾋﾃﾞ

髙木　啓行 花木　章秀

（H27.4) (H29.4)

　　　・対象学部等が複数のキャンパスに所在する場合には，複数のキャンパスの所在地をそれぞれ記載して

　　　　ください。

（４） 管理運営組織

１　調査対象大学等の概要等

（１） 設　置　者

　　　　国立大学法人信州大学

任期満了に伴う改選
平成27年10月1日就任
(28)

　　　　信州大学

　　　　長野県松本市旭３－１－１

学 部 長

学科長等

（注）・対象学部等の位置が大学本部の位置と異なる場合，本部の位置を（　）書きで記入してください。

任期満了に伴う改選
平成29年4月1日就任(29)

学　　長

職　　名

任期満了に伴う改選
平成29年4月1日就任(29)

（２） 大　学　名

　　　〒３９０－８６２１

（３） 大学の位置

　　　・大学独自の職名を設けていて当該職位がない場合は，各職に相当する職名の方を記載してください。

（注）・「変更状況」は，変更があった場合に記入し，併せて「備考」に変更の理由と変更年月日，報告年度を

　　　（　）書きで記入してください。

　　　　　　平成２９年度に報告する内容　→（29）

　　　・昨年度の報告後から今年度の報告時までに変更があれば，「変更状況」に赤字にて記載（昨年度までに報告

　　　　された記載があれば，そこに赤字で見え消し修正）するとともに，上記と同様に，「備考」に変更理由等を

　　　・大学院の場合には，「職名」を「研究科長」等と修正して記入してください。

　　　（例）平成２７年度に報告済の内容　→（27）

　　　　記入してください。
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　　　・　なお，課程認定等によりコースや専攻に入学定員を定めている場合は，法令上規定されている 小単位
　　　　（大学であれば「学科」、短期大学であれば「専攻課程」でも記載してください。その場合適宜各項目の表
　　　　を追加してください。
　　　・　様式は，平成２６年度開設の４年制の学科の場合（平成２９年度までの４年間）ですが，開設年度・

　　

　理学部

　　　数学科

　学士（理学）

対象年度

区　分 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期

人 人 人 人 人 人 人 人

1

備　　考

54 54 54

人

備　　考
学位又は学科

の分野

設 置 時 の 計 画

修業年限 入学定員 編入学定員 収容定員

入学定員

　（５）－②　調査対象学部等の入学者の状況

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
平均入学定員

超 過 率

年 人 年次

人

　　　　（その２の１））」の「学位又は学科の分野」と同様に記入してください。

（注）・　定員を変更した場合は，「備考」に変更前の人数，変更年月及び報告年度を（　）書きで記入してください。

　　　・　学生募集停止を予定している場合は、「備考」にその旨記載してください。

　　　・　「学位又は学科の分野」には、「認可申請書」又は「設置届出書」の「教育課程等の概要（別記様式第２号

理学関係 3年次4 54 218

調査対象学部等の
名称（学位）

（５）　調査対象学部等の名称，定員，入学者の状況等

（注）・　当該調査対象の学部の学科または研究科の専攻等，定員を定めている組織ごとに記入してください（入試
　　　　区分ごとではありません）。

　　　　修業年限に合わせて作成してください。（修業年限が３年以下の場合には欄を削除し，５年以上の場合
　　　　には，欄を設けてください。）

　（５）－①　調査対象学部等の名称等

282 － 247 － 240

(　－　) (　－　) (　－　) (　－　) (　7　) (　 　) (　 　) (　 　)

[ 3 ] [ － ] [ 2 ] [ － ] [ 3 ] [ 　 ] [ 　 ] [ 　 ]

202 － 151 － 139

(　－　) (　－　) (　－　) (　－　) (　6　) (　 　) (　 　) (　 　)

[ 3 ] [ － ] [ 2 ] [ － ] [ 3 ] [ 　 ] [ 　 ] [ 　 ]

67 － 64 － 70

(　－　) (　－　) (　－　) (　－　) (　3　) (　 　) (　 　) (　 　)

[ 1 ] [ － ] [ － ] [ － ] [ 1 ] [ 　 ] [ 　 ] [ 　 ]

59 － 54 － 54

(　－　) (　－　) (　－　) (　－　) (　1　) (　 　) (　 　) (　 　)

[ － ] [ － ] [ - ] [ － ] [ - ] [ 　 ] [ 　 ] [ 　 ]

入学定員超過率

Ｂ／Ａ

　　　　「－」を記入してください。

　　　・　[ 　 ]内には，留学生の状況について内数で記入してください。該当がない年には「－」を記入して

　　　　ください。

　　　・　留学生については，「出入国管理及び難民認定法」別表第一に定められる「『留学』の在留資格（いわゆる

　　　　「留学ビザ」）により，我が国の大学（大学院を含む。），短期大学，高等専門学校，専修学校（専門課程）

　　　　及び我が国の大学に入学するための準備教育課程を設置する教育施設において教育を受ける外国人学生」を

　　　　記載してください。

　　　・　短期交換留学生など，定員内に含めていない学生については記入しないでください。

　　　・　学期の区分に従い学生を入学させる場合は、春季入学とその他の学期（春季入学以外の学期区分を設けている

　　　　場合）に分けて数値を記入してください。春季入学のみの実施の場合は、その他の学期欄は「－」を記入して

　　　　ください。また，その他の学期に入学定員を設けている場合は，備考欄にその人数を記入してください。

　　　・　「入学定員超過率」については，各年度の春季入学とその他を合計した入学定員，入学者数で算出して

1.03 倍
 1.04 倍
 1.09 倍

編入学は平成29年度から
開始

(　－ 　) (　1 　)Ａ　 入学定員

志願者数

受験者数

合格者数

Ｂ　 入学者数

（注）・　数字は，平成２９年５月１日現在の数字を記入してください。

　　　・　（　 ）内には，編入学の状況について外数で記入してください。なお，編入学を複数年次で行って

　　　　いる場合には，((  ))書きとするなどし，その旨を「備考」に付記してください。 該当がない年には

1.09 1.00 1.00

(　　 　)

[若干人] [若干人] [若干人] [ 　　　 ]

(　－ 　)
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　　　　ください。なお，計算の際は小数点以下第３位を切り捨て，小数点以下第２位まで記入してください。

　　　・　「平均入学定員超過率」には，開設年度から提出年度までの入学定員超過率の平均を記入してください。

　　　　なお，計算の際は「入学定員超過率」と同様にしてください。
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対象年度

学　年 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期

59 54 54 －

[　－　] [　－　] [　－　] [　－　] [　－　] [　－　] [　　 ] [　 　]

（ － ） （ － ） （ － ） （ － ） （ － ） （ － ）

57 54 －

[　－　] [　－　] [　－　] [　－　] [　　 ] [　 　]

（ － ） （ － ） （ － ） （ － ） （　　） （　　）

57 －

[　－　] [　－　] [　　 ] [　 　]

（ － ） （ － ） （　　） （　　）

[　　 ] [　 　]

（　　）（　　）

　　　　ください。

　　　・　留学生については，「出入国管理及び難民認定法」別表第一に定められる「『留学』の在留資格（いわゆる

　　　　「留学ビザ」）により，我が国の大学（大学院を含む。），短期大学，高等専門学校，専修学校（専門課程）

備　　　　　考
平成２９年度

（　　－　　） （　　－　　） （　　－　　） （　　　　 ）

（注）・　数字は，平成２９年５月１日現在の数字を記入してください。

　　　・　[ 　 ]内には，留学生の状況について内数で記入してください。該当がない年には「－」を記入して

計

59 111 165

[　　－　 ] [　　－　 ] [　　－　 ] [　　　　 ]

１年次

２年次

３年次

４年次

　（５）－③　調査対象学部等の在学者の状況

平成２７年度 平成２８年度 平成３０年度

　　　　及び我が国の大学に入学するための準備教育課程を設置する教育施設において教育を受ける外国人学生」を

　　　　記載してください。

　　　・　短期交換留学生など，定員内に含めていない学生については記入しないでください。

　　　・　学期の区分に従い学生を入学させる場合は，春季入学とその他の学期（春季入学以外の学期区分を設けている

　　　　場合）に分けて数値を記入してください。春季入学のみの実施の場合は，その他の学期欄は「－」を記入して

　　　　ください。また，その他の学期に入学定員を設けている場合は，備考欄にその人数を記入してください。

　　　・　「計」については，各年度の春季入学とその他の学期を合計した在学者数，留学生数を記入してください。

　　　・（　）内には，留年者の状況について，内数で記入してください。該当がない年には「－」を記入してくだ

　　　　さい。
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　（５）－④　調査対象学部等の退学者等の状況

退学した年度

平成２７年度
2
0
人 0 人

・他の教育機関への入学・転学（1）
・除籍（1）

平成２８年度
1
0
人 0 人 ・就学意欲の低下・就活（1）

平成２９年度 0 人 0 人

平成３０年度 人 人

平成２８年度 0 人 0 人

平成２９年度 0 人 0 人

平成３０年度 人 人

平成２９年度 0 人 0 人

平成３０年度 人 人

人 人 平成３０年度 人 人 ％

168
113
59

人
3
2
0
人

1.78
1.8
0.0

％

入学者数に
対する退学者数

の割合
（a/b）

主な退学理由

　　　区　分

対象年度
退学者数の
うち留学生数

平成３０年度
入学者

平成２７年度
入学者

平成２８年度
入学者

平成２９年度
入学者

55

退学者数

人59

入学者数（b） 退学者数（a）
退学者数（内訳）

　　　・　各年度の入学者数については，該当年度当初に入学した人数を記入してください。（途中で退学者がいた場合でも、その退学者数を減らす必要は

各年度の退学者数に いては 退学年度ごとに記入してください また 留学生数欄の人数に いては 退学者数の内数を記入してください

　　　　　ありません。）

人

0

（注）・　数字は，平成２９年５月１日現在の数字を記入してください。　

％

％

0.00

0.00

％

人 0

合　　計

3
2
0

5.08
3.4
0.0

人

人

54

人

　 ・　短期交換留学生など，定員内に含めていない学生については記入しないでください。

　　　　　　（記入項目例）・就学意欲の低下　　　・学力不足　　　・他の教育機関への入学・転学　　　　　　　・海外留学

　　　　　　　　　　　　　　　・就職　　　・学生個人の心身に関する事情　　　　・家庭の事情　　　・除籍　　　　・その他

　　　・　各年度の退学者数については，退学年度ごとに記入してください。また、留学生数欄の人数については、退学者数の内数を記入してください。

　 ・　留学生については，「出入国管理及び難民認定法」別表第一に定められる「『留学』の在留資格（いわゆる「留学ビザ」）

　　により，我が国の大学（大学院を含む。），短期大学，高等専門学校，専修学校（専門課程）及び我が国の大学に入学するための

　　準備教育課程を設置する教育施設において教育を受ける外国人学生」を記入してください。

　　　・　「入学者数に対する退学者数の割合」は，【当該対象年度の入学者のうち，平成２９年５月１日現在までに退学した学生数の合計】を，

　　　　【当該対象年度の入学者数】で除した割合（％）を記入してください。その際，小数点以下第３位を切り捨て，小数点以下第２位までを記入してください。

　　　・　「主な退学理由」は，下の項目を参考に記入してください。その際，「就学意欲の低下（○人）」というように，その人数も含めて記入してください。
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必　修 選　択 自　由 教　授 准教授 講　師 助　教 助　手

環境マインドを現場で体験するゼミ 1前 2 兼3

　2 カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 環境問題を化学者と考えるゼミ  1後 2 兼1 教員配置見直しのため変更(27)

文系学生のための野外地質学ゼミ 1前 2 兼3

ドイツ環境ゼミ 1後 2 兼1

1後 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

生態資源論ゼミ  1前 2 兼1

 グローバルに生きるゼミ  1前 2  兼2 カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

スポーツ・ホスピタリティゼミ　秋冬編（松本山雅FC連携ゼミ） 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目名変更（27）

スポーツ・ホスピタリティゼミ　春夏編（松本山雅FC連携ゼミ） 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目名変更（27）

異文化研究ゼミ 1後 2 兼1

 「時」について考えるゼミ  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

新聞をつくろう！(タウン情報制作ゼミ） 1前 2 兼1

 言葉と諺（ことわざ）ゼミ  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

感覚で攻める英文法ゼミ～覚える英文法から感じる英文法へ 1前後 2 兼1

テレビのメディアリテラシー（テレビ信州参与ゼミ） 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目名変更（27）

 日本語の今を考えるゼミ  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 伝承の言葉ゼミ  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 地域密着のスポーツプロモーション・ゼミ  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

 サイエンスツアーゼミ  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

1後

原書で読むシャーロック・ホームズゼミ  1前 2 兼1 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

現代ドイツ事情ゼミ 1後 2 兼1

現代ドイツの言語と日常ゼミ 1前 　 2 　 　 　 　 　 　 兼1

「考える」ゼミ 1前後 2 兼1

土壌学ゼミ 1前 2 兼1

 
 
共
通
教
育
科
目

 
 
教
養
科
目

科目
区分

配 当
年 次

単位数

 
 
教
養
ゼ
ミ
ナ
ー

ル
群

備　　　　考

（１） 授業科目表

＜理学部　数学科＞

２　授業科目の概要

専任教員等の配置
授業科目の名称

土壌学ゼミ 1前 2 兼1

兼3

自然誌・博物学ゼミ 1前 2  兼4 教員配置見直しのため変更(29)

植物生態学ゼミ 1前 2 兼1

 化学ゼミ  1前 2  兼2 カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 量子化学入門ゼミ  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

化学計算入門ゼミ
未開講
 1前後

2 兼1 カリキュラム見直しのため今年度未開講（29）

 情報デザインゼミ  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

1後

アナログ再発見ゼミ  1前 2 兼1 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

未開講
 　前後

カリキュラム見直しのため今年度未開講（29）

統計図解ゼミ 1 前 2 兼1 カリキュラム時間割見直しのため変更（27）

情報社会論ゼミ 1前後 2 兼1

 スポーツ観戦学ゼミ  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

　1

スポーツ活動論ゼミⅠ 1前 2 兼2 教員配置見直しのため変更(27)

スポーツ活動論ゼミⅡ 1後 2 兼1

カリキュラム見直しのため科目名変更（29）

技術とエネルギーの入門ゼミ （技術・環境分野） 1後 2 兼4 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

1後 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

地球白書ゼミ  1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

兼6 教員配置見直しのため変更(29)

芸術教養美術ゼミ　 1前後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

兼2 教員配置見直しのため変更(29)

芸術教養音楽ゼミ 1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

アジアの中の日本ゼミⅠ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

アジアの中の日本ゼミⅡ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 日本人のための英作文練習ゼミ  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

日本近現代史入門ゼミ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

西洋古典語の世界ゼミ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 西洋古典語の世界ゼミ  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

8



 比較哲学入門ゼミ  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

古文書で学ぶ近世ゼミ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 日本の神様・仏様の世界を覗くゼミ  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 人を動かすための理論と方法ゼミ  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

スポーツ観戦文化論ゼミ 1前後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

大学改革への学生参加ゼミ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

教員配置見直しの為変更（29）

しょうがいスポーツゼミ 兼3 カリキュラム見直しのため名称変更（29）

 スペシャルオリンピックスで学ぼうゼミ 1前 2  兼4 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

1後 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

心理学思考法ゼミ  1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

身体心理学ゼミ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

環境心理学ゼミ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 グローバル経済入門ゼミ  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 経済学の視点で考える企業行動ゼミ  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

兼3 教員配置見直しのため変更(29)

地域ブランド実践ゼミ 1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 現代数学教育学ゼミ  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

ロボティクス入門ゼミ 1前後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 日常の中の確率ゼミ  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

カリキュラム見直しのため科目名変更（28）

 「物質化学 工学 の世界」ゼミ  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

兼2 教員配置見直しのため変更(29)

ものづくり入門ゼミ 1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 「Activity-Based Physics--アクティブラーニング探究力学」ゼミ  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

Ｗｅｂ制作ゼミ 1前後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

兼14 教員配置見直しのため変更(29)

大学生基礎力ゼミ 1前 2  兼11 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 地図について考えるゼミ  1前後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

自然活動論ゼミ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

自然と人間を考えるゼミ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

臨床検査を体験するゼミ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

体と心のリハビリテーションを考えるゼミ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

環境マインドを現場で体験するゼミ（熱帯雨林） 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

フィールドワーク入門ゼミ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

社会科学の方法ゼミ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 企業経営ゼミ  1前 2  兼2 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

利己的遺伝子説から生物像を描くゼミ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

新聞で広げる社会の見方ゼミ（信濃毎日新聞社寄付講義） 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

ネットワーク時代の古典を原著で読むゼミ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

1前後 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

人口知能を知ろうゼミ  1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

電子出版を知ろうゼミ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 科学的な見方・考え方ゼミ  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

身体運動科学ゼミ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

自然観察入門ゼミ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

発信のためのやさしい英作文練習ゼミ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

中国古典小説ゼミ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

法言語学（司法制度とことば）ゼミ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

英語の冒険ゼミ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

翻訳入門ゼミ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

シェイクスピアを読むゼミ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

異文化コミュニケーション（海外留学）ゼミ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

外国語教育を考えるゼミ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

ことばについて考えるゼミ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

中国思想の古典で学ぶゼミ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

変体仮名入門ゼミ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

フランス文学ゼミ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

英語資格試験対策ゼミ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）
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シルシル信知るゼミ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

もっと知りたい韓国ゼミ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

社会格差を考えるゼミ：勝者と敗者の本当の姿 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

質問紙調査入門ゼミ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

キャリアデザイン実践ゼミ 1後 2 兼3 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

社会科学文献購読ゼミⅠ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

社会科学文献購読ゼミⅡ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

経済学の視点で考える企業行動ゼミ　基礎編 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

経済学の視点で考える企業行動ゼミ　応用編 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

数学的思考ゼミ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

科学リテラシー入門ゼミ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

時について考えるゼミ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

日中比較文学ゼミ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

課題解決実践ゼミ 1後 2 兼3 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

※同科目群の内２単位必修

地球環境の歴史 1前 2 兼1

兼2

自然災害と環境 1前 2  兼3 教員配置見直しのため変更(29)

 ＮＨＫビデオで学ぶ地球環境の歴史  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 環境～その人文・社会科学的アプローチ  1後 2  兼12 カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

1後

自然環境と文化  1 前 2 兼1 カリキュラム時間割見直しのため変更（27）

環境問題のしくみ 1前 2 兼1

環境科学入門 1前 2 兼1

生物と環境 1後 2 兼1

前後

 前 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

環境社会学入門 1 前後 2 兼1 カリキュラム時間割見直しのため変更（27）

前後

 前 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

熱帯雨林と社会 1 前後 2 兼1 カリキュラム時間割見直しのため変更（27）

環境文学のすすめ（環境文学Ⅱ） 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目名変更（27）

環境と生活とのかかわり 1前後 2 兼1

ライフサイクルアセスメント入門 1前後 2 兼1

 自然環境診断マイスターによる実践  1後 2  兼4 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

自然科学館に学ぶ生命系環境再創生 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

 自然科学館に学ぶ生命系環境再創生  1前 2  兼3 カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

Low Energy Building（省エネルギー住宅） 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 環境政策の社会学  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 自然環境マイスターによる環境保全活動の実践  1後 2  兼4 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

グリーンテクノロジー 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

兼5 教員配置見直しのため変更(29)

環境配慮素材と自然エネルギー 1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

エコ水車の開発と地域バイオマス利用 1前 2 兼3 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 信州の環境と社会  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

循環型社会入門 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

ネイチャーライティングのすすめ（環境文学Ⅰ） 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 材料の科学と技術（エネルギー・環境分野）  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 材料の科学と技術（情報・バイオ分野）  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 ナノテクと環境  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

兼4 教員配置見直しのため変更(29)

人とすまい 1前 2  兼2 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

水の環境科学 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

兼13 教員配置見直しのため変更(29)

森林サイエンス 1前 2  兼15 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

兼10 教員配置見直しのため変更(29)

農山村と環境 1前 2  兼9 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

環境と緑の文化 1後 2 兼3 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 生活の中の科学  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

環境とエネルギー 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

環境法入門 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

環境管理会計 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

材料の科学と技術（基礎編） 1前 2 兼13 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

兼12 教員配置見直しのため変更(29)

環
境
科
学
群
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材料の科学と技術（先端編） 1後 2  兼13 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

環境エネルギー政策論 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

地形環境と災害 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

農環境保全学 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目群変更（29）

環境と生命の基礎化学 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

映像・人類学 1前 2 兼1

 スポーツ考現学  1前後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

 スポーツ文化を考える  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

 現代日本語論  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 日本語文法論  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 日本語の論理  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 日本語の意味と文法  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

  前 カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 日本近代文学入門  1後 2  兼1 カリキュラム時間割見直しのため変更（27）

 日本学入門  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

ヨーロッパ中世都市の諸相 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 ヨーロッパ中世都市の諸相  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

1後 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

言語教育の観点から学ぶ人間と世界  1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

1後 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

Englishes in the World（国際語としての英語）  1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

兼4 教員配置見直しのため変更(29)

Top Level English(トップレベルイングリッシュ) 1前後 2  兼5 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目名変更(28)

「田園環境健康都市須坂」を「共創」(須坂市寄付 附講義) 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 日本語教師による日本人のための異文化理解  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

映画史入門 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

1前 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

身体表現レクチャー＆ワークショップ  1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

近現代のアジアと日本 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 分野を横断する歴史学（入門）  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

1前 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

絶対王政期フランスの制度と社会  1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

人
文
科
学
群

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 日本語学入門  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 モノの世界史  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

1前 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

世界の音楽  1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 中国哲学入門  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 川上弘美を読む  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

方言からみた日本語 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 日本語教育学入門  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 謎解き・日本語の歴史  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 ｢心の哲学｣入門  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

1前 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

江戸時代の本屋さんと本  1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

英語基礎Ⅰ（たてなおしの英語Ⅰ） 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

英語基礎Ⅱ（たてなおしの英語Ⅱ） 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

自己発見の方法 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

日本古典文学入門 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

1前 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

中国古典小説  1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

1後 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

哲学者たちの智恵～人生を生きる～  1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 物との関わり，人との関わり  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 日本の古典文学を読む  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 アフリカ社会論  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

韓国の文化（食文化） 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

韓国の文化（映画で学ぶ） 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）
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韓国の文化（若者の世界） 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

韓国の文化（メディア） 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 フランスの文化Ⅰ  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 フランスの文化Ⅱ  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

ドイツ語圏の文化Ⅰ 1前 2 兼2 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

ドイツ語圏の文化Ⅱ 1後 2 兼2 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

アフリカ文化論 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

中国の文化（現代中国事情①） 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

中国の文化（現代中国事情②） 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

ロシアの文化（風土と歴史） 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目名称変更（29）

スペイン語圏の文化 （スペインの言語と風土） 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 スペイン語圏の文化（ラテンアメリカの言語と文化）  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

ドイツ語圏の文化Ⅲ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 ドイツ語圏の文化Ⅲ  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

ドイツ語圏の文化Ⅳ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 ドイツ語圏の文化Ⅳ  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

科学論 1後 2 兼5 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

明日を生きるための心理学　リスク社会と防災を学ぶ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 現代倫理学入門  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 映像で見て読んで考えるアメリカの文学と歴史・社会  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 変体仮名入門  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

文学と美術を歴史学で読み解く～日本古代史入門～ カリキュラム見直しのため科目名称変更（29）

 日本古代史入門-文学・美術の歴史- 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 世界史のなかの中国  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 寺と社から学ぶ信濃の歴史  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

山国信州の風土とくらし（風土の中の衣食住） 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

モバイルディバイスで習うE-TOEICコース(EA) 1前後 2 兼2 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

中世英語文献学入門 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

「右肩下がり」の時代を生き抜くための倫理学 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

言語哲学入門 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

「優れた言語学習者」から考える日本語教育学 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

恋愛小説を読むー比較文学への招待ー 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

フランス文学概論 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

日本文学概論 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

映像で見て読んで考えるアメリカ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

北米の文化（ポップ音楽と映画） 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

フランス語圏の文化 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

日本の屋根・信州の風土と暮らし 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

囲碁で養う考える力 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

新聞と私たちの社会(信濃毎日新聞社寄付 附講義) 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目名変更（27）(28)

青年の海外ボランティア活動 1後 2 兼1

国際教養A 1前後 2 兼2

国際教養B 1前後 2 兼2

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 地域における新聞の役割：市民タイムス寄附講義  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目名変更（27）

 「田園環境健康都市須坂」を「共創」  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

 フランスの文化Ⅰ  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

 フランスの文化Ⅱ  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

 ドイツ語圏の文化Ⅰ  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

 ドイツ語圏の文化Ⅱ  1後 2  兼3 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

 アフリカ文化論  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

4

 　5 教員配置見直しのため変更(29)

日本国憲法 1前後 2 兼1 教員配置見直しのため変更(27)

兼3 教員配置見直しのため変更(29)

ベンチャービジネス概論 1前 2  兼2 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

キャリアとしての公務員 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

スポーツ考現学 1 前後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

スポーツ文化を考える 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）
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Understanding Global Mindset 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

ケースメソッド＆クリティカル・シンキング 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

国際理解と多文化共生を考えるⅠ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

国際理解と多文化共生を考えるⅡ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

臨床心理学 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 法と社会  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 財産法入門  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 意思決定理論  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 簿記入門  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

1前 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

大学生が出会う法律問題  1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

世界経済の歩み 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 経済学入門  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 リーダーシップ  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

家族と法 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 家族と法  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 経済指標の読み方  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

メディア心理学 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 社会調査から見る日本人の意識と行動  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

ポジティブ心理学 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

消費社会学入門 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

コミュニティの社会心理学 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

臨床心理学の基礎を学ぶ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

キャリア形成論Ⅰ カリキュラム見直しのための科目名変更（29）

 キャリア形成論Ⅰ-本当の自分を理解するステップ- 1前 2 兼2 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

キャリア形成論Ⅱ カリキュラム見直しのための科目名変更（29）

 キャリア形成論Ⅱ－自分の将来像を探るステップ－ 1後 2 兼2 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

社
会
科
学
群

1前 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

手話コミュニケーションと社会  1後 2 兼2 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

手話と社会 1前 2 兼2 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

兼3 教員配置見直しのため変更(29)

地域活性化システム論 1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

ジェンダー論 1 前後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

Canadian Studies  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

A Canadian View of Global Issues  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

ヒューマンセクシュアリティ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 映像で見て考えるアメリカとイデオロギー  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

世界の国々は今－グローバル社会を生きるために－Ⅰ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

世界の国々は今－グローバル社会を生きるために－Ⅱ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 日中比較文化  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

1後 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

数を読む技術  1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

未開講 カリキュラム見直しのため今年度未開講（29）

電子出版の現代  1前後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

地域を探る 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

家庭生活基礎A 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 法と政治の哲学  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

公法入門 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

法学入門 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

戦後政策と憲法及び行政法 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

現代政治分析 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 政治とは何か-10代の君たちへ-  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

ミクロ経済学入門 1後 2 兼5 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

マクロ経済学入門 1前 2 兼5 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

1後 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）
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大学生が出会う経済・経営問題  1前 2 兼5 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

グローバルビジネス入門Ⅰ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

グローバルビジネス入門Ⅱ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

Global Mindset & Practical Approach  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

1前 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

障害と共生社会  1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

キャリアビジョンと男女共同参画：誰もが輝く社会を考える カリキュラム見直しのため名称変更（29）

　　　　　　　　　　 男女がともに輝く社会を考えよう 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

大学生から始めるキャリアデザイン 1前 2 兼3 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

世界で今何が起こっているのか？－Ⅰ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

世界で今何が起こっているのか？－Ⅱ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

統計データから読み解く社会 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

法学概論Ⅰ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

法学概論Ⅱ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

脳の不思議を探る（認知神経科学入門） 1前 2 兼1

脳の不思議をもっと探る（認知神経科学入門） 1後 2 兼1

4 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

1後  　5 教員配置見直しのため変更(29)

食と植物の文化論  1前 2 兼3 教員配置見直しのため変更(27)

7

 　6 教員配置見直しのため変更(29)

動物と私たちのくらし 1前 2 兼12 教員配置見直しのため変更(27)

ニューバイオテクノロジー入門 1後 2 兼5

生態学入門 1後 2 兼1

教養としての物理学 1前 2 兼1

兼10

宇宙から原子への旅 1前 2  兼12 教員配置見直しのため変更(29)

 生活の中の科学  1後 2  兼3 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

教養としての物質科学 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

 教養としての物質科学  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

生活のなかの天文学 1前 2 兼1

観測天文学入門 1後 2 兼1

 素数の不思議  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

  前 カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 数と形  1後 2  兼1 カリキュラム時間割見直しのため変更（27）

伝えておきたい数学 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

 伝えておきたい数学  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

検索の科学 1前後 2 兼1

 電子出版の現代  1前後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

統計学の基礎 1前後 2 兼1

ネットワーク社会における情報科学 1前後 2 兼1

 数を読む技術  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

 土質および水理学  1前 2  兼2 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

現代医療における物理学 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

物理学の世界 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 物理への誘い  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 物理学とは何だろうか  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

Activitiy-Based Astronomy--現代天文学入門 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

兼13 教員配置見直しのため変更(29)

応用化学～千夜一夜～ 1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 身近な化学  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

兼13 教員配置見直しのため変更(29)

生活の中の高分子 1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 日本の自然と生物  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

兼2 教員配置見直しのため変更(29)

基礎 分子遺伝学の世界 1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

兼2 教員配置見直しのため変更(29)

バイオリソースと生命科学 1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

地域から学ぶ地球 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目群変更（29）

 農環境保全学  1後 2  兼4 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

動物生命科学 1後 2 兼6 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

14 教員配置見直しのため変更(29)

応用生物学への招待 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 Ｗｅｂページの構成と作成  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

自
然
科
学
群
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カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 情報学入門  1前 2  兼4 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 情報処理がもたらす社会の変革  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

Introduction to Psychology  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

国際看護学Ⅰ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

1後 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

看護倫理学  1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 素数の不思議  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

時間と空間の物理学 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

情報学入門（コンピュータの構成，アルゴリズム） 1前 2 兼4 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

情報学入門（プログラミング，ネットワーク） 1後 2 兼4 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

情報の利活用がもたらす社会イノベーション 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

心理学概論 1後 2 兼7 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

国際技術論 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 基礎心理学  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

バレーボール 1前 1 兼1

テニス 1前 1 兼1

ソフトボール 1前 1 兼2

ゴルフ 1前 1 兼2

 コンディショニングバレエ  1前 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

   前

バドミントン 1 前後 1 兼2 カリキュラム時間割見直しのため変更（27）

サッカー 1前後 1 兼1

弓道 1前 1 兼1

コオーディネーションエクササイズ 1前 1 兼1

4 教員配置見直しのため変更(29)

 　3

トレッキング 1前 1 兼4 教員配置見直しのため変更(27)

サバイバル活動 1前 1 兼1

1後 兼2 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

スクーバダイビング  1前 1  兼1 教員配置見直しのため変更(29)

スポーツフィッシング 1前 1 兼2

体
育
・
ス
ポ
ー

ツ
群

バスケットボール 1後 1 兼1

スポーツボウリング 1後 1 兼1

 氷上スキー（スケート＆カーリング）  1後 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

ネイチャースキー 1後 1 兼2

レジャースポーツ 1前 1 兼1

アウトドアの達人 1前 1 兼2

スノー・スポーツ 1後 1 兼6

ニュースポーツ
未開講
 1後

1 兼1 カリキュラム見直しのため今年度未開講（29）

信大マラソン 1前 1 兼2

マリンスポーツ 1前 1 兼1

アスレティックトレーニング 1後 1 兼1

剣道形の世界 1前 1 兼1

 後

アダプテッドスポーツ 1 前 1 兼1 カリキュラム時間割見直しのため変更（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 氷上スポーツ（スケート＆カーリング）  1後 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

アウトドアマスターⅠ 1前 1 兼4 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

アウトドアマスターⅡ 1前 1 兼4 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

ゴルフマスターⅠ 1前 1 兼4 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

ゴルフマスターⅡ 1前 1 兼4 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

未開講 カリキュラム見直しのため今年度未開講（29）

フライングディスク  1前 1 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

　11

フレッシュマン・アカデミック・イングリッシュⅠ(上級） 1前 1 兼12 教員配置見直しのため変更(27)

15

18 教員配置見直しのため変更(29)

フレッシュマン・アカデミック・イングリッシュⅠ(中級） 1前 1 兼15 教員配置見直しのため変更(27)

15

16 教員配置見直しのため変更(29)

フレッシュマン・アカデミック・イングリッシュⅠ(初級） 1前 1 兼15 教員配置見直しのため変更(27)

　11

フレッシュマン・アカデミック・イングリッシュⅡ(上級) 1後 1 兼12 教員配置見直しのため変更(27)

14

 　19 教員配置見直しのため変更(29)

フレッシュマン・アカデミック・イングリッシュⅡ(中級) 1後 1 兼15 教員配置見直しのため変更(27)

15



14

 　18 教員配置見直しのため変更(29)

フレッシュマン・アカデミック・イングリッシュⅡ(初級) 1後 1 兼15 教員配置見直しのため変更(27)

フレッシュマン・アカデミック・イングリッシュⅠ 2・3・4前 1 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

フレッシュマン・アカデミック・イングリッシュⅡ 2・3・4後 1 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

　2 カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

English for Specific Purposes Ⅰ  1前 1 兼9 教員配置見直しのため変更(27)

　2 カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

English for Specific Purposes Ⅱ  1後 1 兼9 教員配置見直しのため変更(27)

　1 カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

English for General Purposes Ⅰ  1前 1 兼9 教員配置見直しのため変更(27)

　1 カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

English for General Purposes Ⅱ  1後 1 兼9 教員配置見直しのため変更(27)

6

リスニング＆リーディングⅠ(上級) 1前 1 兼5 教員配置見直しのため変更(29)

7

リスニング＆リーディングⅠ(中級) 1前 1 兼9 教員配置見直しのため変更(29)

8

 　9 教員配置見直しのため変更(29)

リスニング＆リーディングⅠ(初級) 1前 1 兼8 教員配置見直しのため変更(27)

　5

リスニング＆リーディングⅡ(上級） 1後 1 兼4 教員配置見直しのため変更(27)

7

リスニング＆リーディングⅡ(中級） 1後 1 兼9 教員配置見直しのため変更(29)

8

 10 教員配置見直しのため変更(29)

リスニング＆リーディングⅡ(初級） 1後 1 兼8 教員配置見直しのため変更(27)

リスニング＆リーディングⅠ 2・3・4前 1 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

リスニング＆リーディングⅡ 2・3・4後 1 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

リーディング・プラスⅠ 1前 1 兼1

 リーディング・プラスⅠ（上級）  1前 1  兼2 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

 リーディング・プラスⅠ（中級）  1前 1  兼2 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

リーディング・プラスⅡ 1後 1 兼1

 リーディング・プラスⅡ（上級）  1後 1  兼2 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

 リーディング・プラスⅡ（中級）  1後 1  兼2 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

　7

外
国
語
科
目

基
 
礎
 
科
 
目

アカデミック・イングリッシュⅠ(上級） 2前 2 兼9 教員配置見直しのため変更(27)

20

  22 教員配置見直しのため変更(29)

アカデミック・イングリッシュⅠ(中級） 2前 2 兼21 教員配置見直しのため変更(27)

18

  19 教員配置見直しのため変更(29)

アカデミック・イングリッシュⅠ(初級） 2前 2 兼16 教員配置見直しのため変更(27)

 前

アカデミック・イングリッシュⅠ 2 後 2 兼1 カリキュラム時間割見直しのため変更（27）

8

 　7 教員配置見直しのため変更(29)

アカデミック・イングリッシュⅡ(上級） 2後 2 兼9 教員配置見直しのため変更(27)

アカデミック・イングリッシュⅡ(中級） 2後 2 兼21

16

  19 教員配置見直しのため変更(29)

アカデミック・イングリッシュⅡ(初級） 2後 2 兼16 教員配置見直しのため変更(27)

2

ドイツ語初級（総合）Ⅰ 1前 1 兼1 教員配置見直しのため変更(29)

2

ドイツ語初級（総合）Ⅱ 1後 1 兼1 教員配置見直しのため変更(29)

4

ドイツ語初級（文法）Ⅰ 1前 1 兼3 教員配置見直しのため変更(29)

ドイツ語初級（文法）Ⅱ 1後 1 兼3

2

 　3 教員配置見直しのため変更(29)

ドイツ語初級（読解･会話）Ⅰ 1前 1 兼2 教員配置見直しのため変更(27)

1 教員配置見直しのため変更(29)

 　2

ドイツ語初級（読解･会話）Ⅱ 1後 1 兼3 教員配置見直しのため変更(27)

ドイツ語中級（会話）Ⅰ 2前 2 兼1

ドイツ語中級（会話）Ⅱ 2後 2 兼1

ドイツ語中級（読解）Ⅰ 2前 2 兼2

ドイツ語中級（読解）Ⅱ 2後 2 兼2

ドイツ語演習Ⅰ 2前 2 兼2

ドイツ語演習Ⅱ 2後 2 兼2
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1

フランス語初級（総合）Ⅰ 1前 1 兼2 教員配置見直しのため変更(29)

1

フランス語初級（総合）Ⅱ 1後 1 兼2 教員配置見直しのため変更(29)

　1

フランス語初級（文法）Ⅰ 1前 1 兼2 教員配置見直しのため変更(27)

フランス語初級（文法）Ⅱ 1後 1 兼1

フランス語初級（読解・会話）Ⅰ 1前 1 兼2

フランス語初級（読解・会話）Ⅱ 1後 1 兼2

フランス語中級（読解・会話）Ⅰ 2前 2 兼1

フランス語中級（読解・会話）Ⅱ 2後 2 兼1

1

フランス語演習Ⅰ 2前 2 兼2 教員配置見直しのため変更(29)

1

フランス語演習Ⅱ 2後 2 兼2 教員配置見直しのため変更(29)

中国語初級（総合）Ⅰ 1前 1 兼2

中国語初級（総合）Ⅱ 1後 1 兼1

2

中国語初級（文法）Ⅰ 1前 1 兼3 教員配置見直しのため変更(29)

中国語初級（文法）Ⅱ 1後 1 兼3

4

中国語初級（読解・会話）Ⅰ 1前 1 兼3 教員配置見直しのため変更(29)

4

中国語初級（読解・会話）Ⅱ 1後 1 兼3 教員配置見直しのため変更(29)

中国語演習Ⅰ 2前 2 兼2

中国語演習Ⅱ 2後 2 兼2

ハングル初級（総合）Ⅰ 1前 1 兼1

ハングル初級（総合）Ⅱ 1後 1 兼1

ハングル初級（文法）Ⅰ 1前 1 兼1

ハングル初級（文法）Ⅱ 1後 1 兼1

ハングル初級（読解・会話）Ⅰ 1前 1 兼1

ハングル初級（読解・会話）Ⅱ 1後 1 兼1

ハングル中級（読解・会話）Ⅰ 2前 2 兼1

ハングル中級（読解・会話）Ⅱ 2後 2 兼1

ハングル中級Ⅰ 2前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

ハングル中級Ⅱ 2後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

ハングル演習Ⅰ 2前 2 兼1

ハングル演習Ⅱ 2後 2 兼1

スペイン語初級（総合）Ⅰ 1前 1 兼1

スペイン語初級（総合）Ⅱ 1後 1 兼1

1

スペイン語初級（文法）Ⅰ 1前 1 兼2 教員配置見直しのため変更(29)

 前 1 教員配置見直しのため変更(29)

スペイン語初級（文法）Ⅱ 1 後 1 兼2 カリキュラム時間割見直しのため変更（27）

 後 1 教員配置見直しのため変更(29)

スペイン語初級（読解・会話）Ⅰ 1 前 1 兼2 カリキュラム時間割見直しのため変更（27）

1 教員配置見直しのため変更(29)

スペイン語初級（読解・会話）Ⅱ 1後 1 兼2

スペイン語中級（読解・会話）Ⅰ 2前 2 兼1

スペイン語中級（読解・会話）Ⅱ 2後 2 兼1

1

スペイン語演習Ⅰ 2前 2 兼2 教員配置見直しのため変更(29)

1

スペイン語演習Ⅱ 2後 2 兼2 教員配置見直しのため変更(29)

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 ロシア語初級（総合）Ⅰ  1前 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 ロシア語初級（総合）Ⅱ  1後 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 ロシア語初級（文法）Ⅰ  1前 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 ロシア語初級（文法）Ⅱ  1後 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 ロシア語初級（読解・会話）Ⅰ  1前 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 ロシア語初級（読解・会話）Ⅱ  1後 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

ロシア語中級（読解・会話）Ⅰ 2前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

ロシア語中級（読解・会話）Ⅱ 2後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 ロシア語中級Ⅰ  2前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）
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 ロシア語中級Ⅱ  2後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目名変更（28）

ロシア語演習Ⅰ （ビデオ） 2前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目名変更（28）

ロシア語演習Ⅱ （講読） 2後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

5

健康科学・理論と実践 1後 1 兼28 教員配置見直しのため変更(27)

新
入
生
ゼ

ミ
ナ
ー

ル

新入生ゼミナール 1前 2 1 1

※外国人留学生のみ

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 読解（日本語）A-Ⅰ  1前 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 読解（日本語）B-Ⅰ  1前 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

 読解（日本語）Ⅰ  1前 1  兼2 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 読解（日本語）A-Ⅱ  1後 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 読解（日本語）B-Ⅱ  1後 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

 読解（日本語）Ⅱ  1後 1  兼2 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 作文（日本語）A-Ⅰ  1前 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 作文（日本語）B-Ⅰ  1前 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

 作文（日本語）Ⅰ  1前 1  兼2 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 作文（日本語）A-Ⅱ  1後 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 作文（日本語）B-Ⅱ  1後 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

 作文（日本語）Ⅱ  1後 1  兼2 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

読解（日本語）Ⅰ 1前 1 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

読解（日本語）Ⅱ 1後 1 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

作文（日本語）Ⅰ 1前 1 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

作文（日本語）Ⅱ 1後 1 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

ビジネス ジャパニ ズⅠ 1前 1 兼1

健
康
科
学

科
目

　
日
本
語
・
日
本
事
情

　
日
本
語
・
日
本
事
情

ビジネス・ジャパニーズⅠ 1前 1 兼1

ビジネス・ジャパニーズⅡ 1後 1 兼1

日本語表現・文型Ⅰ 1前 1 兼1

日本語表現・文型Ⅱ 1後 1 兼1

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 聴解（日本語）A-Ⅰ  1前 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 聴解（日本語）B-Ⅰ  1前 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

 聴解（日本語）Ⅰ  1前 1  兼2 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 聴解（日本語）A-Ⅱ  1後 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 聴解（日本語）B-Ⅱ  1後 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

 聴解（日本語）Ⅱ  1後 1  兼2 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 会話（日本語）A-Ⅰ  1前 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 会話（日本語）B-Ⅰ  1前 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

 会話（日本語）Ⅰ  1前 1  兼2 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 会話（日本語）A-Ⅱ  1後 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 会話（日本語）B-Ⅱ  1後 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

 会話（日本語）Ⅱ  1後 1  兼2 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

聴解（日本語）Ⅰ 1前 1 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

聴解（日本語）Ⅱ 1後 1 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

会話（日本語）Ⅰ 1前 1 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

会話（日本語）Ⅱ 1後 1 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

科学技術日本語Ⅰ 1前 1 兼1

科学技術日本語Ⅱ 1後 1 兼1

日本社会と日本人Ⅰ 1前 2 兼1

日本社会と日本人Ⅱ 1後 2 兼1

1 2 教員配置見直しのため変更(29)

武道・伝統文化実習Ⅰ 1前 2 兼3 カリキュラム見直しのため単位数変更（27）

1 2 教員配置見直しのため変更(29)

武道・伝統文化実習Ⅱ 1後 　 2 　 　 　 　 　 　 兼3 カリキュラム見直しのため単位数変更（27）
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グリーンサイエンス通論Ⅰ 1後 2
兼13
 兼11

教員配置見直しのため変更(29)

グリーンサイエンス通論Ⅱ 2前 2
兼7
 兼6

教員配置見直しのため変更(29)

線形代数学Ⅰ 1前 2 1 1 教員の昇進のため（27）

線形代数学Ⅱ 1後 2 1

微分積分学Ⅰ 1前 2 1

微分積分学Ⅱ 1後 2 1

物理学概論Ⅰ 1･2前後 2 兼1

物理学概論Ⅱ 1･2前後 2 兼1

化学概論Ⅰ 1･2前 2
兼1
 兼2

教員退職のため（29）

化学概論Ⅱ 1･2後 2 兼2

生物学概論Ⅰ 1･2前 2 兼2

生物学概論Ⅱ 1･2後 2 兼2

地学概論Ⅰ 1･2前 2
兼2
兼1

教員配置見直しのため変更(29)

地学概論Ⅱ 1･2後 2
兼2
兼1

教員配置見直しのため変更(29)

物理学実験 2後 2 兼1

化学実験 1･2前後 2
兼11
 兼12

教員配置見直しのため変更(29)

生物学実験 1･2前後 2 兼5

地学実験 1･2前後 2 兼13

生保数理 3･4前 2 兼1

年金数理 3･4前 2 兼1

損保数理 3･4後 2 兼1

2

情報科学演習 1前 2 2 1 1 教員の昇進のため（27）

自然科学史 2･3･4前 2 兼1

キャリアデザイン概論 1･2･3･4後 1 1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

社会体験実習 3通 1 1

線形代数学演習Ⅰ 1前 1 1 1 教員の昇進のため（27）

微分積分学演習Ⅰ 1前 1 1

微分積分学詳論Ⅰ 1前 2 1

線形代数学演習Ⅱ 1後 1 1

微分積分学演習Ⅱ 1後 1 1

微分積分学詳論Ⅱ 1後 2 1

集合論 1後 2 1

　
　
専
 
門
 
科
 
目

共
通
科
目

　
　
数
理
科
学
コ
ー

ス

グ
リ
ー

ン
サ
イ

エ
ン
ス
通
論

グ
リ
ー

ン
サ
イ
エ
ン
ス
科
目

基
礎
理
学
科
目
群

集合論 1後 2 1

代数入門 2前 2 1

代数入門演習 2前 2 1

幾何入門 2前 4 1 1 教員の昇進のため（28）

関数論Ⅰ 2前 4 1

群論 2後 2 1

群論演習 2後 2 1

位相空間論 2後 2 1

位相空間論演習 2後 2 1

関数論Ⅱ 2後 4 1

環論 3前 2 1 1 教員の昇進のため（28）

体論 3後 2 1

多様体論 3前 2 1

トポロジー 3後 2 1

実解析学Ⅰ 3前 2 1

実解析学Ⅱ 3後 2 1

微分積分学詳論Ⅲ 2･3･4前 2 1

数理統計学 2･3･4前 2 1

情報処理Ⅰ 2･3･4前 2 1

微分方程式と力学 2･3･4後 2 1

微分方程式と力学演習 2･3･4後 2 1

確率論基礎 2･3･4後 2 1

線形代数学続論 3･4前 2 1

環論演習 3･4前 2 1 1 教員の昇進のため（28）

代数学特別講義Ⅰ 3･4前 2 1

代数学特別講義Ⅱ 3･4後 2 1

代数学特別講義Ⅲ 3･4前 2 1

幾何学特別講義Ⅰ 3･4前 2 1

幾何学特別講義Ⅱ 3･4後 2 1

幾何学特別講義Ⅲ 3･4前 2 1

幾何学特別講義Ⅳ 3･4後 2 1

実解析学演習 3･4前 2 1

関数解析学 3･4後 2 1

微分方程式論 3･4後 2 1

解析学特別講義 3･4後 2 1

電磁気論 3･4前 2 1

必
修
科
目

選
択
科
目
Ａ

選
択
科
目
Ｂ
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熱・波動方程式論 3･4前 2 1

変分法・解析力学 3･4後 2 1

数理モデル論 3･4後 2 1

自然情報学 3･4前 2 1

偏微分方程式と量子論 3･4後 2 1

情報科学概論 3･4後 2 1

情報処理Ⅱ 3･4前 2 1

数学特別講義Ⅰ 3･4前 2 1

数学特別講義Ⅱ 3･4後 2 1

アドバンスゼミ 1後 1 1

アドバンス演習･実験･実習Ⅰ 2前 1 1

アドバンス演習･実験･実習Ⅱ 2後 1 1

アドバンス演習･実験･実習Ⅲ 3前 1 1

アドバンス演習･実験･実習Ⅳ 3後 1 1

探
究
科
目

卒業研究 4通 12 6 5 1 3

線形代数学演習Ⅰ 1前 1 1 1 教員の昇進のため（27）

微分積分学演習Ⅰ 1前 1 1

微分積分学詳論Ⅰ 1前 2 1

線形代数学演習Ⅱ 1後 1 1

微分積分学演習Ⅱ 1後 1 1

微分積分学詳論Ⅱ 1後 2 1

集合論 1後 2 1

代数入門 2前 2 1

代数入門演習 2前 2 1

幾何入門 2前 4 1 1 教員の昇進のため（28）

関数論Ⅰ 2前 4 1

微分方程式と力学 2後 2 1

微分方程式と力学演習 2後 2 1

位相空間論 2後 2 1

位相空間論演習 2後 2 1

関数論Ⅱ 2後 4 1

電磁気論 3前 2 1

熱・波動方程式論 3前 2 1

変分法・解析力学 3後 2 1

実解析学Ⅰ 3前 2 1

選
択
科

　
　
自
然
情
報
学
コ
ー

ス

ア
ド
バ
ン
ス
科
目

必
修
科
目

実解析学Ⅱ 3後 2 1

偏微分方程式と量子論 3･4後 2 1

情報科学概論 3･4後 2 1

微分積分学詳論Ⅲ 2･3･4前 2 1

数理統計学 2･3･4前 2 1

情報処理Ⅰ 2･3･4前 2 1

群論 2･3･4後 2 1

群論演習 2･3･4後 2 1

確率論基礎 2･3･4後 2 1

線形代数学続論 3･4前 2 1

環論 3･4前 2 1 1 教員の昇進のため（28）

環論演習 3･4前 2 1 1 教員の昇進のため（28）

体論 3･4後 2 1

代数学特別講義Ⅰ 3･4前 2 1

代数学特別講義Ⅱ 3･4後 2 1

代数学特別講義Ⅲ 3･4前 2 1

多様体論 3･4前 2 1

トポロジー 3･4後 2 1

幾何学特別講義Ⅰ 3･4前 2 1

幾何学特別講義Ⅱ 3･4後 2 1

幾何学特別講義Ⅲ 3･4前 2 1

幾何学特別講義Ⅳ 3･4後 2 1

実解析学演習 3･4前 2 1

関数解析学 3･4後 2 1

微分方程式論 3･4後 2 1

解析学特別講義 3･4後 2 1

数理モデル論 3･4後 2 1

自然情報学 3･4前 2 1

情報処理Ⅱ 3･4前 2 1

数学特別講義Ⅰ 3･4前 2 1

数学特別講義Ⅱ 3･4後 2 1

アドバンスゼミ 1後 1 1

アドバンス演習･実験･実習Ⅰ 2前 1 1

アドバンス演習･実験･実習Ⅱ 2後 1 1

アドバンス演習･実験･実習Ⅲ 3前 1 1

目
Ａ

選
択
科
目
Ｂ

ア
ド
バ
ン
ス
科
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アドバンス演習･実験･実習Ⅳ 3後 1 1
探
究
科
目

卒業研究 4通 12 6 5 1 3

博物館概論 1･2･3後 2 兼1

2･3前 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

博物館資料論  2･3後 2 兼4

生涯学習概論 1･2･3前 2 兼1

2･3前

博物館経営論  2･3通 2 兼2 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

博物館資料保存論 2･3前 2 兼7

博物館展示論 2･3後 2 兼3

博物館教育論 1･2･3後 2 兼1

2･3通

博物館情報・メディア論  2･3後 2 兼4 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

博物館実習Ⅰ 3前 1
兼3
 兼5

教員配置見直しのため変更(29)

博物館実習Ⅱ 4通 1 兼1

博物館実習Ⅲ 4通 1 兼1

教職論 1前 2 兼5

教育学概論 1前 2 兼2

発達と教育 1前 2 兼2

 発達障害の理解と支援  1後 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 特別支援教育の理論  1後 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

障害の理解と支援 １･2･3･4前後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

発達心理学概論 1･2･3前 1 兼1

教育方法論 2前 1 兼2

特別活動の理論と実践 2前 1 兼2

3

2 教員配置見直しのため変更(29)

道徳教育の理論と実践 2･3後 2 兼3 教員配置見直しのため変更(27)

数学科指導法Ⅰ 2前 2 兼1

数学科指導法Ⅱ 2後 2 兼1

数学科指導法特論 3前 2 兼1

3後

数学科指導法演習Ⅰ  3前 1 兼1 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

数学科指導法演習Ⅱ 3後 1 兼1

理科指導法Ⅰ 2前 2 兼1

科
目

博
物
館
に
関
す
る
科
目

理科指導法Ⅰ 2前 2 兼1

理科指導法Ⅱ 2後 2 兼1

理科指導法特論 2前 2 兼1

理科指導法演習Ⅰ 2･3前 1 兼2

理科指導法演習Ⅱ 2･3後 1 兼2

2･3後 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

 2･3通 カリキュラム時間割見直しのため変更（28）

生徒指導・進路指導の理論と実践  2後 2 兼4 カリキュラム見直しのため科目名変更（28）

2前後

教育相談の理論と実践  2後 2 兼2 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

2･3･4前 カリキュラム時間割見直しのため変更（28）

教育相談特論　 カウンセリング概論  1･2･3前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目名変更（28）

教育実習事前・事後指導 4通 1 兼6

中等基礎教育実習 4通 4 兼6

高等学校教育実習 4通 2 兼6

教職実践演習（中・高） 4通 2 2 兼14

教育の思想と歴史 1･2･3前 2 兼1

前後 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

 　後 　4 カリキュラム時間割見直しのため変更（28）

学校教育の歴史と現状 1･2･3 前 1 兼5 教員配置見直しのため変更(27)

前後

 　後 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

教育法学概論 1･2･3 前 2 兼1 カリキュラム時間割見直しのため変更（27）

教育経営学概論 1･2･3後 2 兼1

     前

教育行政学概論 1･2･3 後 2 兼1 カリキュラム時間割見直しのため変更（27）

教育社会学概論 1･2･3後 2 兼1

     前後

教育課程の編成法 1･2･3 後 1 兼2 カリキュラム時間割見直しのため変更（27）

 メディアリテラシー概論（メディアと教育）  1･2･3前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

学校教育と情報 1･2･3･4前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

通

教育方法特論 2･3 前 1 兼2 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

キャリア教育の理論と実践 1･2･3前 2 兼2

現代社会と子どもの学習 1後 2 兼6

 前

教
科
又

科
目

教
職
に
関
す
る
科
目

教
職
関
係
科
目
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介護等体験の意義と実際 2 通 　 　 1 　 　 　 　 　 兼1 カリキュラム時間割見直しのため変更（27）

ノーマライゼーションとバリアフリー 1前 　 　 2 　 　 　 　 　 兼1

前 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

コミュニケーションの障害と学習 1･2･3･4 後 　 　 カリキュラム時間割見直しのため変更（28）

 障害児早期療育論  1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目名変更（28）

は
教
職
に
関
す
る

　　　　赤字見え消し修正し，「備考」に赤字で理由・変更年月等を記入してください。

　　　・  授業科目を追加又は内容を変更する場合で，専任教員が担当するため教員審査が必要なものについては，

　　　　「専任教員採用等設置計画変更書」の審査予定年月等を「備考」に記入してください。（今後審査を受ける場合

　　　　には，「平成○年○月　提出予定」と記入してください。）

　　　　

（注）・  認可申請書の様式第２号（その２の１）に準じて作成してください。

　　　・  設置認可時の授業科目全て（兼任，兼担教員が担当する科目を含む。）を黒字で記載してください。その上

　　　・  「配当年次」について，設置認可申請時に開講時期を記入する必要がなかった学部等（平成１９年度認可

　　　　　なお，昨年度の報告書において赤字で見え消しした部分については，見え消しのまま黒字にしてください。

　　　・　履修希望者がいなかったために未開講となった科目についても記入してください。

　　　　で，前年度報告時（平成２８年度に認可（届出）された大学等は設置認可（届出）時）より変更されているものは

　　　　以前）についても，設置認可時の状況を黒字で記入してください。また，前年度報告時より修正があれば，

　　　　赤字で見え消し修正をしてください。

　　　・  兼任，兼担の教員が担当する授業科目については，備考欄に担当する教員数を「兼○」と記入してください。
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[△1] [+156][　0　] [+157]

516

9 283 57 349 9 447 56 512

 [ ＋145 ]

450 57

 [ ＋146 ]

（２） 授業科目数

設　置　時　の　計　画 変　　更　　状　　況
備　　　　　　　　考

必　修 選　択 自　由 計（Ａ） 必　修

科目 科目 科目 科目 科目 科目

429 494

自　由 計

科目 科目

選　択

 [ ＋167 ]  [　0　]  [ ＋167 ]

（注）・　未開講科目も含めた教育課程上の授業科目数を記入するとともに，［　］内に，設置時の計画からの増減を

　　　　記入してください。（記入例：１科目減の場合：△１）
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番号 授業科目名 単 位 数 配当年次 一般・専門 必修・選択

1 化学計算入門ゼミ 2 1 一般 選択

2 統計図解ゼミ 2 1 一般 選択

3 ニュースポーツ 1 1 一般 選択

　　　　いる授業科目について記入してください。なお，理由については可能な限り具体的に記入してください。

番号 授業科目名 単 位 数 配当年次 一般・専門 必修・選択

1 地域密着のスポーツプロモーション・ゼミ 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

2 量子化学入門ゼミ 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

3 情報デザインゼミ 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

4 スポーツ観戦学ゼミ 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

5 自然環境診断マイスターによる実践 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

6 スポーツ考現学 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

7 スポーツ文化を考える 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

8 「田園環境健康都市須坂」を「共創」 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

9 フランスの文化Ⅰ 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

10 フランスの文化Ⅱ 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

11 ドイツ語圏の文化Ⅰ 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

12 ドイツ語圏の文化Ⅱ 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

（４） 廃止科目

　　　・　教職大学院の場合は，「一般・専門」を「共通・実習・その他」と修正して記入してください。

（３） 未開講科目

（注）・　設置時の計画にあった授業科目が配当年次に達しているにも関わらず，何らかの理由で未開講となって

　　　・　履修希望者がいなかったために未開講となった科目については，記入しないでください。

カリキュラム見直しのため今年度未開講

未開講の理由，代替措置の有無

カリキュラム見直しのため今年度未開講

カリキュラム見直しのため今年度未開講

廃止の理由，代替措置の有無

13 アフリカ文化論 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

14 生活の中の科学 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

15 素数の不思議 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

16 伝えておきたい数学 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

17 電子出版の現代 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

18 数を読む技術 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

19 土質および水理学 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

20 氷上スキー（スケート＆カーリング） 1 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

21 リーディング・プラスⅠ（上級） 1 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

22 リーディング・プラスⅠ（中級） 1 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

23 リーディング・プラスⅡ（上級） 1 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

24 リーディング・プラスⅡ（中級） 1 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

25 読解（日本語）Ⅰ 1 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

26 読解（日本語）Ⅱ 1 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

27 作文（日本語）Ⅰ 1 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

28 作文（日本語）Ⅱ 1 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

29 聴解（日本語）Ⅰ 1 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

30 聴解（日本語）Ⅱ 1 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

31 会話（日本語）Ⅰ 1 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

32 会話（日本語）Ⅱ 1 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

33 グローバルに生きるゼミ 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（28）

34 「時」について考えるゼミ 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（28）

35 言葉と諺（ことわざ）ゼミ 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（28）

36 日本語の今を考えるゼミ 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（28）

37 伝承の言葉ゼミ 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（28）

38 サイエンスツアーゼミ 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（28）

39 化学ゼミ 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（28）
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40 自然科学館に学ぶ生命系環境再創生 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（28）

41 現代日本語論 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（28）

42 日本語文法論 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（28）

43 日本語の論理 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（28）

44 日本語の意味と文法 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（28）

45 日本近代文学入門 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（28）

46 日本学入門 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（28）

47 地域における新聞の役割：市民タイムス寄附講義 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（28）

48 教養としての物質科学 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（28）

49 数と形 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（28）

50 English for Specific Purposes Ⅰ 1 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（28）

51 English for Specific Purposes Ⅱ 1 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（28）

52 English for General Purposes Ⅰ 1 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（28）

53 English for General Purposes Ⅱ 1 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（28）

54 発達障害の理解と支援 1 1 専門 自由 カリキュラム見直しのため（28）

55 特別支援教育の理論 1 1 専門 自由 カリキュラム見直しのため（28）

56 メディアリテラシー概論（メディアと教育） 2 1･2･3 専門 自由 カリキュラム見直しのため（28）

57 環境問題を化学者と考えるゼミ 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（29）

58 ＮＨＫビデオで学ぶ地球環境の歴史 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（29）

59 環境～その人文・社会科学的アプローチ 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（29）

60 コンディショニングバレエ 1 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（29）

（５） 授業科目を未開講又は廃止としたことに係る「大学の所見」及び「学生への周知方法」

（注）・　設置時の計画にあり，何らかの理由で廃止（教育課程から削除）した授業科目について記入して

　　　　ください。なお，理由については可能な限り具体的に記入してください。

　　　・　教職大学院の場合は，「一般・専門」を「共通・実習・その他」と修正して記入してください。

一般教養にあたる共通教育科目及び教職関係科目について一部見直しを行った結果 当初計画から60科目

63

349

　　　・　「未開講科目と廃止科目の計」が、「（３）未開講科目」と「（４）廃止科目」の合計数となるように
　　　　留意してください。

＝ 18.05
未開講科目（３）と廃止科目（４）の計

（注）・　小数点以下第３位を切り捨て，小数点以下第２位までを記入してください。

（６） 「設置時の計画の授業科目数の計」に対する「未開講科目と廃止科目の計」の割合

％
設置時の計画の授業科目数の計（Ａ）

＝

　　　　「学生への周知方法」を記入してください。

　　 般教養にあたる共通教育科目及び教職関係科目について 部見直しを行った結果，当初計画から60科目
　が廃止となったが，今年度新たに58科目を追加することで十分な数の選択・自由科目が提供されており，学
　生の履修に支障はない。
　　今年度未開講科目となっている一般科目については，担当教員が同分野の内容の科目を別に開講しており，
　学生の履修に支障はない。
　　「2017共通教育履修案内」「理学部学生便覧」「履修登録の手引き」を配布して周知するとともに，ホー
　ムページに掲載した。

（注）・　授業科目を未開講又は廃止としたことによる学生の履修への影響に関する「大学の所見」及び
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備考

大学全体

大学全体

学部全体。情報処理学
習施設及び語学学習施
設は別途大学全体とし
て整備。

　　　　を併せて提出してください。

　　　・　国立大学については「（８）経費の見積り及び維持方法の概要」は記載不要です。

学生納付金以外の維持方法の概要

（注）・　設置時の計画を，申請書の様式第２号（その１の１）に準じて作成してください。（複数のキャンパスに分かれている場合，　　

　　　・　運動場用地が校舎敷地と別地にある場合は，その旨（所要時間・距離等）を「備考」に記入してください。

　　　・　「(５)図書・設備」については，上段に完成年度の予定数値を，下段には平成２９年５月１日現在の数値を記入してください。

　　　・　昨年度の報告後から今年度の報告時までに変更のあったものについては，変更部分を赤字で見え消し修正するとともに，その

　　　　理由及び報告年度「（29）」を「備考」に赤字で記入してください。

　　　　　なお，昨年度の報告において赤字で見え消しした部分については，見え消しのまま黒字にしてください。

　　　・　校舎等建物の計画の変更（校舎又は体育館の総面積の減少，建築計画の遅延）がある場合には，「建築等設置計画変更書」

　　　　複数の様式に分ける必要はありません。なお，「（１）校地等」及び「（２）校舎」は大学全体の数字を，その他の

　　　　項目はＡＣ対象学部等の数値を記入してください。）

千円 千円 千円 千円 千円 千円

第１年次 第２年次 第３年次 第４年次 第５年次 第６年次

千円

経費の見
積り及び
維持方法
の 概 要

共 同 研 究 費 等 千円 千円 設備購入費 千円 千円 千円

学生１人当
り

納付金

開設前年度 開設年度 完成年度

(８) 教員１人当り研究費等 千円 千円 図書購入費 千円 千円
経費
の見
積り

区　　　　分 開設年度 完成年度 区　　分

(７) 体　　育　　館
面　　　　　積 体育館以外のスポーツ施設の概要

8,085㎡ プール 武道場・弓道場

(６) 図　　書　　館
面　　　　　積 閲 覧 座 席 数 収 納 可 能 冊 数

13,304㎡ 1,611席 980,254冊

60,443 147,479

（1,228,958〔360,852〕） （26,443〔9,045〕） （13,857〔12,632〕） （4,110） （60,443） （147,479）

（26,443〔9,045〕） （13,857〔12,632〕） （4,110） （60,443） （147,479）

計
1,228,958〔360,852〕 26,443〔9,045〕 13,857〔12,632〕 4,110

点 点

理学部　数学科
1,228,958〔360,852〕 26,443〔9,045〕 13,857〔12,632〕 4,110 60,443 147,479

（1,228,958〔360,852〕）

機械・器具 標　　本

学部単位での特定不能
なため，大学全体の数

(５) 〔うち外国書〕 〔うち外国書〕 電子ジャーナル

図
書
・
設
備

冊 種

　

新設学部等
の名称

図　　書 学術雑誌
視聴覚資料

〔うち外国書〕 点

(４) 専任教員研究室
新設学部等の名称 室　　　　　　数

理学部　数学科 15 室

21室 62室
1室 室

（補助職員　　人） （補助職員　　人）

（　　　　　0㎡） （　　　　　0㎡） （434,207㎡）

(３) 教　　室　　等

講　義　室 演　習　室 実験実習室 情報処理学習施設 語学学習施設

13室

(２) 校　　　　　舎

専　　用 共　　用
共用する他の
学校等の専用

計

434,207㎡ 0㎡ 0㎡ 434,207㎡

（434,207㎡）

そ　の　他 5,693,687㎡ 0㎡ 0㎡ 5,693,687㎡

合　　　計 6,441,604㎡ 0㎡ 0㎡ 6,441,604㎡

0㎡ 0㎡ 208,855㎡

小　　　計 747,917㎡ 0㎡ 0㎡ 747,917㎡

計

校
　
　
地
　
　
等

校 舎 敷 地 539,062㎡ 0㎡ 0㎡ 539,062㎡

運動場用地 208,855㎡

３　施設・設備の整備状況，経費

区　　　　　分 内　　　　　　　　　　　　　　　　　容

(１) 区　　 分 専　　　用 共　　　用
共用する他の
学校等の専用
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大 学 の 名 称 備　　考

既設学部等の名称
修業
年限

入 学
定 員

編入学
定　員

収 容
定 員

学位又
は称号

平均入学
定員

超過率

開　設
年　度

所　在　地

年 人 年次 人 倍
人

人文学部

3年次
5

教育学部

　学校教育教員養成課程 4 240 920 学士(教育学) 1.02 平成11年度 長野県長野市大字西長野6のロ

　特別支援学校教員養成課程 4 － － － 〃 － 〃 〃
平成28年度より学生
募集停止

　生涯スポーツ課程 4 － － － 〃 － 〃 〃 〃

　教育カウンセリング課程 4 － － － 〃 － 〃 〃 〃

経済学部

3年次
20

3年次
10

経法学部

2年次

４　既設大学等の状況

　信　州　大　学

　人間情報学科 4 － － － 学士(文学) － 平成7年度 長野県松本市旭3丁目1番1号
平成25年度より学生
募集停止

  文化コミュニケーション学科 4 － － － 〃 － 〃 〃 〃

　人文学科 4 155 630 〃 1.06 平成25年度 〃

　経済学科 4 － － 学士(経済学) － 昭和53年度 長野県松本市旭3丁目1番1号
平成28年度より学生
募集停止

　経済システム法学科 4 － － 〃 － 平成7年度 〃 〃

応用経済学科 4 100 210 学士(経済学) 1 11 平成28年度 長野県松本市旭3丁目1番1号

10
2年次

10

理学部

　数理・自然情報科学科 4 － － 学士(理学) － 平成7年度 長野県松本市旭3丁目1番1号
平成27年度より学生
募集停止

　物理科学科 4 － － 〃 － 〃 〃 〃

　化学科 4 － － 〃 － 〃 〃 〃

　地質科学科 4 － － 〃 － 〃 〃 〃

　生物科学科 4 － － 〃 － 〃 〃 〃

　物質循環学科 4 － － 〃 － 〃 〃 〃

3年次
1

3年次
3

医学部

3年次
17

3年次
10

3年次
3

3年次
2

3年次
2

　応用経済学科 4 100 210 学士(経済学) 1.11 平成28年度 長野県松本市旭3丁目1番1号

　総合法律学科 4 80 170 学士（法学） 1.09 〃 〃

　数学科 4 54 163 〃 1.03 平成27年度 〃

　理学科 4 151 456 〃 1.01 〃 〃

　医学科 6 120 715 学士(医学) 0.99 昭和26年度 長野県松本市旭3丁目1番1号

　保健学科 4 143 606
学士(看護学)
学士(保健学) 1.02 平成15年度 〃

　　看護学専攻 4 70 300 学士(看護学) 1.00 平成15年度 〃

　　検査技術学専攻 4 37 154 学士(保健学) 1.01 平成15年度 〃

　　理学療法学専攻 4 18 76 学士(保健学) 1.06 平成15年度 〃

　　作業療法学専攻 4 18 76 学士(保健学) 1.09 平成15年度 〃

27



工学部

3年次
3

3年次
3

3年次
2

3年次
2

3年次
3

3年次
5

3年次
2

3年次
4

3年次
7

3年次
3

3年次
4

3年次
2

農学部

　食料生産科学科 4 － － 学士(農学) － 平成9年度 長野県上伊那郡南箕輪村8304
平成27年度より学生
募集停止

　森林科学科 4 － － 〃 － 〃 〃 〃

　応用生命科学科 4 － － 〃 － 〃 〃 〃

3年次
6

繊維学部

3年次
1

　機械システム工学科 4 － － 学士(工学) － 平成10年度 長野県長野市若里4丁目17番1号
平成28年度より学生
募集停止

　電気電子工学科 4 － － 〃 － 平成元年度 〃 〃

　土木工学科 4 － － 〃 － 平成20年度 〃 〃

　建築学科 4 － － 〃 － 〃 〃 〃

　物質工学科 4 － － 〃 － 平成10年度 〃 〃

　情報工学科 4 － － 〃 － 平成元年度 〃 〃

　環境機能工学科 4 － － 〃 － 平成10年度 〃 〃

　物質化学科 4 95 190 学士(工学) 1.03 平成28年度 〃

　電気情報システム工学科 4 170 340 〃 1.03 〃 〃

　水環境・土木工学科 4 60 120 〃 1.08 〃 〃

　機械システム工学科 4 100 200 〃 1.07 〃 〃

　建築学科 4 60 120 〃 1.06 〃 〃

　農学生命科学科 4 170 516 〃 1.05 平成27年度 〃

　先進繊維工学課程 4 － － 学士(工学) － 平成20年度 長野県上田市常田3丁目15番1号
平成28年度より学生
募集停止1

3年次
1

3年次
1

3年次
1

3年次
1

3年次
1

3年次
2

3年次
1

3年次
1

3年次
2

3年次
2

3年次
4

3年次
2

募集停止

　感性工学課程 4 － － 〃 － 〃 〃 〃

　機能機械学課程 4 － － 〃 － 〃 〃 〃

　バイオエンジニアリング課程 4 － － 〃 － 〃 〃 〃

　応用化学課程 4 － － 〃 － 〃 〃 〃

　材料化学工学課程 4 － － 〃 － 〃 〃 〃

　機能高分子学課程 4 － － 〃 － 〃 〃 〃

　生物機能科学課程 4 － － 〃 － 〃 〃 〃

　生物資源・環境科学課程 4 － － 学士(農学) － 〃 〃 〃

　先進繊維・感性工学科 4 65 130 学士(工学) 1.05 平成28年度 〃

　機械・ロボット学科 4 60 120 〃 1.06 〃 〃

　化学・材料学科 4 105 210 〃 1.00 〃 〃

　応用生物科学科 4 50 100 学士(農学) 1.08 〃 〃
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大 学 の 名 称 備　　考

既設学部等の名称
修業
年限

入 学
定 員

編入学
定　員

収 容
定 員

学位又
は称号

平均定員
超過率

開　設
年　度

所　在　地

年 人 年次 人 倍
人

人文科学研究科

　地域文化専攻 2 5 10 修士(文学) 0.30 昭和57年度 長野県松本市旭3丁目1番1号

　言語文化専攻 2 5 10 〃 1.10 〃 〃

教育学研究科

　学校教育専攻 2 20 40 修士(教育学) 1.30 平成3年度 長野県長野市大字西長野6のロ

　高度教職実践専攻 2 20 40 教職修士（専門職） 1.05 平成28年度 〃

経済・社会政策科学研究科

　経済・社会政策科学専攻 2 6 12 修士(経済学) 0.83 平成元年度 長野県松本市旭3丁目1番1号

　イノベーション・マネジメント専攻 2 10 20 修士(マネジメント) 0.65 平成15年度 長野県長野市若里4丁目17番1号

理工学系研究科

　地球生物圏科学専攻 2 － － 修士（理学） － 平成24年度 長野県松本市旭3丁目1番1号
平成28年度より学生
募集停止

　機械システム工学専攻 2 － － 修士(工学) － 〃 長野県長野市若里4丁目17番1号 〃

　電気電子工学専攻 2 － － 〃 － 〃 〃 〃

　土木工学専攻 2 － － 〃 － 〃 〃 〃

　建築学専攻 2 － － 〃 － 〃 〃 〃

　物質工学専攻 2 － － 〃 － 〃 〃 〃

　情報工学専攻 2 － － 〃 － 〃 〃 〃

　環境機能工学専攻 2 － － 〃 － 〃 〃 〃

繊維・感性工学専攻 2 － － 〃 － 〃 長野県上田市常田3丁目15番1号 〃

　信　州　大　学　大　学　院

　繊維 感性工学専攻 2

　機械・ロボット学専攻 2 － － 〃 － 〃 〃 〃

　化学・材料専攻 2 － － 〃 － 〃 〃 〃

　応用生物科学専攻 2 － － 修士(農学) － 〃 〃 〃

農学研究科

　森林科学専攻 2 － － 修士(農学) － 平成4年度 長野県上伊那郡南箕輪村8304
平成28年度より学生
募集停止

総合理工学研究科

　理学専攻 2 75 150 修士（理学） 0.85 平成28年度 長野県松本市旭3丁目1番1号

　工学専攻 2 240 480 修士（工学） 1.03 〃 長野県長野市若里4丁目17番1号

　繊維学専攻 2 160 320
修士（工学）
修士（農学） 1.15 〃 長野県上田市常田3丁目15番1号

　農学専攻 2 65 130 修士（農学） 0.93 〃 長野県上伊那郡南箕輪村8304

　生命医工学専攻 2 35 70 修士（医工学） 1.18 〃
長野県松本市旭3丁目1番1号

長野県長野市若里4丁目17番1号

長野県上田市常田3丁目15番1号

長野県上伊那郡南箕輪村8304
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医学系研究科

　医科学専攻（修士課程） 2 12 24 修士(医科学) 0.87 平成14年度 長野県松本市旭3丁目1番1号

　保健学専攻（博士前期課程） 2 14 28
修士(看護学)
修士(保健学) 1.24 平成19年度 〃

　医学系専攻（博士課程） 4 40 160 博士(医学) 1.01 平成24年度 〃

　疾患予防医科学系専攻（博士課程） 4 8 32 〃 0.81 〃 〃

　医学系専攻（博士課程） 4 － － 〃 － 平成15年度 〃
平成24年度より学生
募集停止

　臓器移植細胞工学医科学系専攻（博士課程） 4 － － 〃 － 平成12年度 〃 〃

　加齢適応医科学系専攻（博士課程） 4 － － 〃 － 平成15年度 〃 〃

　保健学専攻（博士後期課程） 3 4 12 博士(保健学) 1.16 平成21年度 〃

総合工学系研究科

　生命機能・ファイバー工学専攻 3 15 45 0.95 平成17年度

　システム開発工学専攻 3 12 36 0.99 〃

　物質創成科学専攻 3 7 21 0.85 〃

　山岳地域環境科学専攻 3 8 24 0.70 〃

　生物・食料科学専攻 3 7 21 0.99 〃

博士(学術)
博士(理学)
博士(工学)
博士(農学)

長野県松本市旭3丁目1番1号

長野県長野市若里4丁目17番1号

長野県上田市常田3丁目15番1号

長野県上伊那郡南箕輪村8304

（注）・本調査の対象となっている大学等の設置者（国立大学法人）が設置している全ての大学（学部，学科）,

　　　　大学院（専攻）及び短期大学（学科）（ＡＣ対象学部等含む）について，それぞれの学校種ごとに，

　　　　平成２９年５月１日現在の上記項目の情報を記入してください。

　　　・学部の学科または研究科の専攻等，「入学定員を定めている組織」ごとに記入してください。

　　　　※「入学定員を定めている組織ごと」には，課程認定等によりコース・専攻に入学定員を定めている

　　　　　場合を含めます。履修上の区分としてコース・専攻を設けている場合は含めません。

　　　・専攻科に係るものについては，記入する必要はありません。

      ・ＡＣ対象学部等についても必ず記入してください。

　　　・「平均入学定員超過率」には，標準修業年限に相当する期間における入学定員に対する入学者の割合の

　　　　平均の小数点以下第２位まで（小数点以下第３位を切り捨て）を記入してください。

　　　・学生募集を停止している学部等がある場合，入学定員・収容定員・平均入学定員超過率は「－」とし，

　　　　「備考」に「平成○○年より学生募集停止」と記入してください。

　　　　※なお，課程認定等によりコースや専攻に入学定員を定めている場合は，法令上規定されている組織上

　　　　　の 小単位（大学であれば「学科」，短期大学であれば「専攻課程」）でも記載してください。
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５　教員組織の状況

＜理学部　数学科＞

（１） 担当教員表

設　置　時　の　計　画 変　　更　　状　　況

備　　考
専任・

職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名

専任・

職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名
兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　

の別　 の別　

兼担 教授 村上　好成 平成27年４月

環境問題を化学者と考えるゼミ  環境問題を化学者と考えるゼミ
平成29年3月定年退職のため教員削
除（29）他に担当教員がいるため
支障はない。

宇宙から原子への旅  宇宙から原子への旅

平成27年４月  生活の中の科学

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

兼担 教授 橋本　純一 平成27年４月

環境～その人文・社会科学的アプローチ  環境～その人文・社会科学的アプローチ

スポーツ・ホスピタリ
ティゼミ　（秋冬編）

スポーツ・ホスピタリ
ティゼミ　秋冬編(松本山
雅FC連携ゼミ)

地域密着のスポーツプロモーション・ゼミ  地域密着のスポーツプロモーション・ゼミ

平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

平成27年４月
スポーツ考現学 平成27年4月

教育課程の充実を図るため科目追
加（27）スポーツ文化を考える

平成27年4月
カリキュラム見直しのため科目名
変更（27）

スポーツ・ホスピタリ
ティゼミ　（春夏編）

スポーツ・ホスピタリ
ティゼミ　春夏編(松本山
雅FC連携ゼミ)

平成27年4月
カリキュラム見直しのため科目名
変更（27）

テレビのメディアリテラ
シー

テレビのメディアリテラシー（テレビ信州参与ゼミ）

平成27年4月
カリキュラム見直しのため科目名
変更（27）

平成27年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（27）スポーツ観戦学ゼミ  スポーツ観戦学ゼミ

平成27年４月 スポーツ観戦文化論ゼミ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

日本語の意味と文法  日本語の意味と文法兼担 教授 石神　照雄 平成27年４月

現代日本語論  現代日本語論

日本語文法論  日本語文法論

日本語の論理  日本語の論理

言葉と諺（ことわざ）ゼミ  言葉と諺（ことわざ）ゼミ

日本語の今を考えるゼミ  日本語の今を考えるゼミ

伝承の言葉ゼミ  伝承の言葉ゼミ

兼担 教授 佐藤　利幸 平成27年４月

平成27年４月

自然誌・博物学ゼミ

 自然環境診断マイ
 スターによる環境
 保全活動の実践

平成27年4月
教育課程の充実を図るため，科目
追加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

自然科学館に学ぶ生命系環境再創生  自然科学館に学ぶ生命系環境再創生

平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

平成29年４月 自然科学館に学ぶ生命系環境再創生

平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

 自然誌・博物学ゼミ

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

グリーンサイエンス通論
Ⅱ

兼担 教授 勝木　明夫 平成27年４月

 化学ゼミ
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

化学ゼミ  化学ゼミ
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

化学ゼミ

宇宙から原子への旅

化学計算入門ゼミ

一般化学Ⅰ

一般化学Ⅱ

平成27年４月 大学生基礎力ゼミ
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

グリーンサイエンス通論
Ⅰ

兼担 教授 大木　寛 平成27年４月

グリーンサイエンス通論
Ⅰ
化学実験

兼担 教授 金　継業 平成27年４月

31



量子化学入門ゼミ  量子化学入門ゼミ
平成27年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（27）

兼担 教授 鈴木　治郎 平成27年４月

新聞をつくろう！(タウン情報制作ゼミ）

地域における新聞の役割

検索の科学

情報デザインゼミ

 地域における新
 聞の役割：市民
 ﾀｲﾑｽ寄附講義

平成27年4月
カリキュラム見直しのため科目名
称変更（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

宇宙から原子への旅

アナログ再発見ゼミ

統計図解ゼミ

平成27年４月 数を読む技術
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

平成27年４月 電子出版の現代
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

 情報デザインゼミ
平成27年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（27）

平成28年４月
電子出版を知ろうゼミ 平成28年4月

教育課程の充実を図るため科目追
加（28）人工知能を知ろうゼミ

兼担 教授 加藤　鉱三 平成27年４月

平成27年４月 大学生基礎力ゼミ
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)

リスニング＆リーディングⅡ(初級）

平成27年４月  日本人のための英作文練習ゼミ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

平成29年４月 発信のためのやさしい英作文練習ゼミ

平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

兼担 教授 閻　小妹 平成27年４月

中国語初級（読解・会話）Ⅰ

中国語初級（読解・会話）Ⅱ

中国語演習Ⅰ

中国語演習Ⅱ

平成29年４月
日中比較文学ゼミ 平成29年4月

教育課程の充実を図るため科目追
加（29）中国古典小説ｾﾞﾐ

兼担 教授 近藤　富英 平成27年４月

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(初級)

リスニング＆リーディングⅠ

リスニング＆リーディングⅡ

アカデミック・イングリッシュⅠ（初級）

アカデミック・イングリッシュⅡ（初級）

リスニング＆リーディングⅠ（初級）

リスニング＆リーディングⅠ（初級）

リスニング＆リーディングⅡ（初級）

リスニング＆リーディングⅡ（初級）

平成29年４月 英語の冒険ゼミ
平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

兼担 教授 西　一夫 平成27年４月

平成29年４月 言語教育の観点から学ぶ人間と世界

平成29年4月
教員配置見直しのための変更追加
（29）

平成27年４月 大学生基礎力ゼミ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

平成29年４月 シルシル信知るゼミ
平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

兼担 教授 矢部　正之 平成27年４月

平成27年４月 科学論
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

スペシャルオリンピックスで学ぼうゼミ 平成27年４月

 スペシャルオリン
 ピックスで学ぼう
 ゼミ
しょうがいスポー
ツゼミ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目名
変更（29)

平成27年４月

大学生基礎力ゼミ 平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

物理学の世界
現代医療における物理学

力学

電磁気学

平成27年４月 大学改革への学生参加ゼミ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
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兼担 教授 湯田　彰夫 平成27年４月

宇宙から原子への旅

統計学の基礎
ネットワーク社会における情報科学

情報社会論ゼミ

平成28年４月
ネットワーク時代の古典
を原著で読むゼミ

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

兼担 教授 杉本　光公 平成27年４月

健康科学・理論と実践

アウトドアマスターⅠ

アウトドアマスターⅡ

スポーツ活動論ゼミⅠ

平成27年４月

 「田園環境健康都市須
 坂」を「共創」(須坂市寄
 附講義)
「田園環境健康都市須
坂」を「共創」(須坂市寄
付講義)

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目名
変更（28)

大学生基礎力ゼミ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

ゴルフマスターⅠ

ゴルフマスターⅡ

スポーツ活動論ゼミⅡ

ゴルフ

マリンスポーツ
スポーツフィッシング

スポーツボウリング

スノー・スポーツ

国際教養A
国際教養B

信大マラソン

平成28年４月 フライングディスク
平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

兼担 教授 古屋　顯一 平成27年４月

平成27年４月

スクーバダイビング

レジャースポーツ

アウトドアの達人

スノー・スポーツ

自然と人間を考えるゼミ 平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）自然活動論ゼミ

サバイバル活動

地学実験
宇宙から原子への旅

地域から学ぶ地球
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

兼担 教授 大塚　勉 平成27年４月

地球環境の歴史

環境マインドを現場で体験するゼミ

文系学生のための野外地質学ゼミ

自然災害と環境

平成27年４月

博物館実習Ⅰ  博物館実習Ⅰ
平成29年4月教員配置見直しのため
教員削除（29）当該科目は他に担
当教員がいるため支障はない。

森清　壽郎

ＮＨＫビデオで学ぶ地球環境の歴史  ＮＨＫビデオで学ぶ地球環境の歴史

平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

兼担 教授 小山　茂喜 平成27年４月

教育方法論

教職論

発達と教育
キャリア教育の理論と実践

特別活動の理論と実践

教育実習事前・事後指導

教育課程の編成法

中等基礎教育実習

高等学校教育実習

教職実践演習（中・高）

現代社会と子どもの学習

ﾒﾃﾞｨｱﾘﾃﾗｼｰ概論（ﾒﾃﾞｨｱと教育）  ﾒﾃﾞｨｱﾘﾃﾗｼｰ概論（ﾒﾃﾞｨｱと教育）

平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

教育方法特論
道徳教育の理論と実践

生徒指導の理論と実践 生徒指導・進路指導の理論と実践

平成28年4月
カリキュラム見直しのための科目
名変更（28）

学校教育の歴史と現状

平成28年４月 学校教育と情報
平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

兼担 教授 平成27年４月

青年の海外ボランティア活動  青年の海外ボランティア活動

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。
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環境～その人文・社会科学的アプローチ  環境～その人文・社会科学的アプローチ

平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

平成28年４月 山国信州の風土とくらし（風土の中の衣食住）

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

平成29年４月 日本の屋根・信州の風土と暮らし

平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

兼担 教授 佐藤　友則 平成27年４月

平成27年４月

作文（日本語）Ⅱ

国際理解と多文化共生を考えるⅠ 平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）国際理解と多文化共生を考えるⅡ

 読解（日本語）B-Ⅰ 平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

 読解（日本語）B-Ⅱ

 作文（日本語）B-Ⅰ

 作文（日本語）B-Ⅱ

読解（日本語）Ⅰ 読解（日本語）Ⅰ
平成27年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（27）
平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

読解（日本語）Ⅱ 読解（日本語）Ⅱ

作文（日本語）Ⅰ 作文（日本語）Ⅰ

作文（日本語）Ⅱ

環境～その人文・社会科学的アプローチ  環境～その人文・社会科学的アプローチ

平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

兼担 教授 庄司　和史 平成27年４月

特別支援教育の理論

教職論
教育実習事前・事後指導

教育相談の理論と実践

介護等体験の意義と実際

発達と教育
発達障害の理解と支援

ﾉｰﾏﾗｲｾﾞｰｼｮﾝとﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ

中等基礎教育実習

高等学校教育実習

教職実践演習（中・高）

現代社会と子どもの学習

障害児早期療育論 平成28年４月 コミュニケーションの障害と学習

平成28年4月
カリキュラム見直しのための科目
名変更（28）

環境～その人文・社会科学的アプローチ  環境～その人文・社会科学的アプローチ

平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

平成27年４月 学校教育の歴史と現状

平成27年4月
教員配置見直しのため教員追加
（27）

生徒指導の理論と実践 生徒指導・進路指導の理論と実践

平成28年4月
カリキュラム見直しのための科目
名変更（28）

発達障害の理解と支援  発達障害の理解と支援 平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）特別支援教育の理論  特別支援教育の理論

平成28年４月 障害の理解と支援
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目追
加（28）

平成28年４月 障害と共生社会
平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

兼担 教授 小林　充 平成27年４月

環境と生活とのかかわり

ライフサイクルアセスメント入門

健康科学・理論と実践

平成28年４月

ライフサイクルアセスメント入門

環境と生活とのかかわり

環境管理会計
平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

兼担 教授 天野　良彦 平成27年４月

身近な化学  身近な化学
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

平成27年４月 エコ水車の開発と地域バイオマス利用

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

数と形  数と形
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）兼担 教授 高野　嘉寿彦 平成27年４月

宇宙から原子への旅

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

平成27年４月 エコ水車の開発と地域バイオマス利用

環境～その人文・社会科学的アプローチ  環境～その人文・社会科学的アプローチ

平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

ロシアの文化（風土と歴史）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
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兼担 教授 佐々木　寛 平成27年４月

平成27年４月

 ロシア語初級（総合）Ⅰ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

 ロシア語初級（総合）Ⅱ

 ロシア語初級（文法）Ⅰ

 ロシア語初級（文法）Ⅱ

 ロシア語初級(読解･会話)Ⅰ

 ロシア語初級(読解･会話)Ⅱ

ロシア語中級（読解・会話）Ⅰ 平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）ロシア語中級（読解・会話）Ⅱ

 ロシア語中級Ⅰ
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

 ロシア語中級Ⅱ

ロシア語演習Ⅰ （ビデオ）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目名
変更（29）

ロシア語演習Ⅱ （講読）

兼担 教授 三枝　有 平成27年４月

日本国憲法

平成27年４月  法と社会

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
（27）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

素数の不思議  素数の不思議

兼担 教授 佐々木　洋城 平成27年４月

宇宙から原子への旅  宇宙から原子への旅

平成27年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（27）
平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

テニス

兼担 教授 古澤　栄一 平成27年４月

ソフトボール

バスケットボール

アウトドアの達人

スノー・スポーツ

兼担 教授 株丹　洋一 平成27年４月

平成27年４月  ドイツ語初級(読解･会話)Ⅰ

平成27年4月
教員配置見直しのための教員追加
（27）
平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

ドイツ語初級(読解･会話)Ⅱ  ドイツ語初級(読解･会話)Ⅱ

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
（27）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

兼担 教授 戸田　任重 平成27年4月

環境問題のしくみ

健康科学・理論と実践

生物学概論Ⅱ

兼担 教授 川　茂幸 平成27年4月 健康科学・理論と実践  健康科学・理論と実践

能勢　博 平成27年4月 健康科学・理論と実践  健康科学・理論と実践

 健康科学・理論と実践

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

兼担 教授 花岡　正幸 平成27年4月 健康科学・理論と実践  健康科学・理論と実践

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

兼担 教授

兼担 教授 樋口　京一 平成27年4月 健康科学・理論と実践  健康科学・理論と実践

平成27年4月 健康科学・理論と実践  健康科学・理論と実践

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

兼担 教授 木村　貞治

兼担 教授 金井　誠 平成27年4月

健康科学・理論と実践  健康科学・理論と実践

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

平成27年４月 ヒューマンセクシュアリティ

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。
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グリーンサイエンス通論
Ⅰ

兼担

兼担 教授 齋藤　直人 平成27年4月 健康科学・理論と実践  健康科学・理論と実践

兼担 教授 藤本　圭作 平成27年4月 健康科学・理論と実践  健康科学・理論と実践

本郷　実 平成27年4月 健康科学・理論と実践  健康科学・理論と実践

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

兼担 教授

兼担 教授 三宅　康幸 平成27年４月 自然災害と環境  自然災害と環境

教授 牧野　州明 平成27年４月 平成29年４月 地学概論Ⅰ
平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼担

兼担 教授 鈴木　啓助 平成27年４月 地学実験  地学実験

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
（27）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

兼担 教授 山口　和彦 平成27年4月

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(初級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(初級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ

リスニング＆リーディングⅠ（中級）

リーディング・プラスⅠ（上級）

 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ
平成29年4月
教員配置見直しのため削除（29）

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(初級)

リスニング＆リーディングⅠ（初級）

 リスニング＆リーディングⅠ（中級）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

平成29年４月 リスニング＆リーディングⅡ（初級）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

 リーディング・プラスⅠ（上級）

平成27年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（27）

教授 樋上　照男 平成27年４月

兼担 教授 尾関　寿美男 平成27年４月

兼担 教授 萩原　素之 平成27年４月 平成27年４月
平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）

農環境保全学

平成29年4月教員配置見直しのため
教員削除（29）当該科目は他に担
当教員がいるため支障はない。

兼担

兼担 教授 大井　美知男 平成27年４月 食と植物の文化論  食と植物の文化論

 森林サイエンス
平成29年4月教員配置見直しのため
教員削除（29）当該科目は他に担
当教員がいるため支障はない。

教授 佐々木　隆 平成27年４月 森林サイエンス

兼担 教授 小野　珠乙 平成27年４月

動物と私たちのくらし  動物と私たちのくらし

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
（27）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

平成27年４月 動物生命科学
平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）

兼担 教授 鏡味　裕 平成27年４月 動物と私たちのくらし  動物と私たちのくらし

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
（27）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

兼担 教授 平松　浩二 平成27年４月

動物と私たちのくらし  動物と私たちのくらし

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
（27）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

平成27年４月 動物生命科学
平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）

兼担

化学概論Ⅰ

教授 太田　哲 平成29年４月 グリーンサイエンス通論Ⅰ
平成29年3月樋上教授退職のため平
成29年４月教員変更（29）

平成29年3月樋上教授退職のため平
成29年４月非常勤講師として担当
（29）

化学実験  化学実験
平成29年3月樋上教授退職のため教
員削除（29）当該科目は他に担当
教員がいるため，支障はない。

化学概論Ⅰ 兼任 講師

グリーンサイエンス通論Ⅰ

樋上　照男 平成29年４月

 化学実験兼担 教授 小田　晃規 平成27年４月 化学実験

化学実験

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

平成29年3月小田教授退職のため教
員削除（29）当該科目は他に担当
教員がいるため，支障はない。

 化学実験
平成29年4月教員配置見直しのため
教員削除（29）当該科目は他に担
当教員がいるため，支障はない。
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兼担 教授 河崎　裕子

兼担 教授 佐藤　運海 平成27年４月

技術とエネル
ギーの入門ゼミ
 （技術・環境分
 野）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目名
変更（29）

兼担 教授 西　正明 平成27年４月

技術とエネル
ギーの入門ゼミ
 （技術・環境分
 野）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目名
変更（29）

兼担 教授 村松　浩幸 平成27年４月

技術とエネル
ギーの入門ゼミ
 （技術・環境分
 野）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目名
変更（29）

兼担 教授 山本　英二 平成27年４月
古文書で学ぶ近世
ゼミ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

兼担 教授 渡邉　匡一 平成27年４月  日本の神様・仏様の世界を覗くゼミ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

兼担 教授 今井　章 平成27年４月 心理学思考法ゼミ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

兼担 教授 髙木　直樹 平成29年４月 人とすまい
平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼担

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

平成29年４月

教授 金　早雪

平成27年４月  グローバル経済入門ゼミ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

平成28年４月 大学生が出会う経済･経営問題

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

 経済学の視点で考える企業行動ゼミ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

 経済学入門

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

経済学の視点で考える企業行動ゼミ　基礎編 平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）経済学の視点で考える企業行動ゼミ　応用編

ミクロ経済学入門

教授 広瀬　純夫

平成27年４月

兼担

兼担 教授 宮崎　樹夫 平成27年４月  現代数学教育学ゼミ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

社会科学文献講読ゼミⅠ

平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

社会科学文献講読ゼミⅡ

法学概論Ⅰ

法学概論Ⅱ平成29年４月

大学生が出会う法律問題

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

教授 植木　達人

平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）

兼担 教授 平松　晋也 平成27年４月 平成27年４月 森林サイエンス

平成27年４月 森林サイエンス
平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）

森林サイエンス

兼担 教授 武田　孝志 平成27年４月

平成27年４月

兼担 教授 佐々木　邦博 平成27年４月

兼担

平成27年４月
森林サイエンス

兼担 教授 岡野　哲郎 平成27年４月 平成27年４月

教授 大窪　久美子 平成27年４月 平成27年４月

平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）環境と緑の文化

平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）

環境と緑の文化

農山村と環境

平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）農山村と環境

兼担

平成27年４月
森林サイエンス

平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）

平成28年４月
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平成28年４月  企業経営ゼミ

平成27年４月

兼担 教授 鈴木　智弘

兼担 教授 沼尾　史久 平成28年４月 社会科学の方法ゼミ

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

兼担 教授 椎名　洋

兼担 教授 新井　進 平成27年４月  身近な化学

杉本　公一

 日常の中の確率ゼミ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

平成28年４月 マクロ経済学入門

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員変更
（29）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

兼担 教授 平成27年４月
ものづくり入門
ゼミ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
教員配置見直しのため教員変更
（29）

兼担 教授 榊　和彦 平成29年４月 ものづくり入門ゼミ

柳町　晴美 平成27年４月  地図について考えるゼミ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

兼担 教授 石田　文宏 平成27年４月 臨床検査を体験するゼミ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

兼担 教授

兼担 教授 奥村　伸生 平成29年４月 臨床検査を体験するゼミ

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼担 教授 太田　浩良 平成29年４月 臨床検査を体験するゼミ

兼担 教授 長野　則之 平成29年４月 臨床検査を体験するゼミ

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

臨床検査を体験するゼミ

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼担 教授 矢崎　正英

大平　雅美 平成27年４月 体と心のリハビリテーションを考えるゼミ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

兼担 教授 藤本　圭作 平成29年４月 臨床検査を体験するゼミ

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼担 教授

兼担 教授 廣内　大助 平成29年４月 地形環境と災害

平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

兼担 教授 小林　寛

平成28年４月 環境法入門
平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

平成29年４月 大学生が出会う法律問題

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼担 教授 村上　泰

 材料の科学と技術（エネルギー・環境分野）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

 材料の科学と技術（情報・バイオ分野）

材料の科学と技術（基礎編）
平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

材料の科学と技術（先端編）

兼担 教授 宇佐美　久尚 平成28年４月
材料の科学と技術（基礎編）

材料の科学と技術（先端編）

兼担 教授 杉本　渉 平成28年４月
材料の科学と技術（基礎編） 平成28年4月

教育課程の充実を図るため科目追
加（28）材料の科学と技術（先端編）

兼担

兼担

教授 片岡　正和 平成29年４月 グリーンテクノロジー

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

教授
平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

教授 北澤　君義 平成27年４月 環境配慮素材と自然エネルギー

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

兼担 中村　正行 平成29年４月 環境配慮素材と自然エネルギー

平成27年４月

平成28年４月

平成29年４月
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酒井　英樹 平成27年４月 言語教育の観点から学ぶ人間と世界教授兼担
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

兼担 教授 髙橋　渉 平成29年４月 言語教育の観点から学ぶ人間と世界

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼担 教授 藤森　裕治 言語教育の観点から学ぶ人間と世界

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼担 教授 久保　亨 平成27年４月 近現代のアジアと日本

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

兼担 教授 沖　裕子 平成27年４月 方言からみた日本語

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

兼担 教授 山田　健三 平成27年４月  謎解き・日本語の歴史

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

兼担 教授 篠原　成彦

平成27年４月

 ｢心の哲学｣入門

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

科学論
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

平成29年４月 言語哲学入門
平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

 映像で見て考え
 るアメリカとイ
 デオロギー

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

 映像で見て読ん
 で考えるアメリ
 カの文学と歴
 史･社会

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

平成28年４月

兼担 教授 杉野　健太郎

平成27年４月

映像で見て読んで考えるアメリカ

平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

兼担 教授 牛山　佳幸 平成28年４月  寺と社から学ぶ信濃の歴史

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

谷口　俊一郎 平成27年４月 科学論
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

菊池　聡 平成27年４月
明日を生きるための心理
学　リスク社会と防災を
学ぶ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

教授兼担

兼担 教授

兼担 教授 成澤　孝人 平成27年４月 日本国憲法
平成27年4月
教員配置見直しのため教員追加
（27）

兼担 教授 岩﨑　徹也 平成27年４月 世界経済の歩み
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

兼担 教授 今村　英明 平成27年４月  リーダーシップ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

兼担 教授 宗村　和広

家族と法

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）
平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

大学生が出会う法律問題

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

平成27年４月

平成29年４月

平成29年４月

平成29年４月
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兼担 教授 眞壁　昭夫

 経済指標の読み方

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

 マクロ経済学入門

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）
平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

兼担 教授 池田　秀敏 平成29年４月 大学生が出会う法律問題

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼担

兼担 教授 玉井　克哉 平成29年４月 大学生が出会う法律問題

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

特任教授 又坂　常人 平成28年４月 戦後政策と憲法及び行政法

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

兼担

兼担 教授 美甘　信吾 平成28年４月 現代政治分析

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

教授 都築　勉 平成28年４月
 政治とは何か－
 １０代の君たち
 へ－

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

兼担 教授 西村　直子 平成28年４月 ミクロ経済学入門

兼担 教授 德井　丞次 平成28年４月 マクロ経済学入門

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

兼担 教授 山沖　義和 平成28年４月 マクロ経済学入門

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

兼担 教授 井上　信宏 平成28年４月 大学生が出会う経済･経営問題

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

兼担 教授 石澤　孝 平成27年４月 地域を探る
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目名
変更（29）

平成28年４月

ｷｬﾘｱﾋﾞｼﾞｮﾝと男女共同参
画：誰もが輝く社会を考
える
 キャリアビジョンと男女
 共同参画：男女がともに
 輝く社会を考えよう

兼担 教授 不破　泰 平成27年４月

 情報学入門

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

兼担 教授 坂口　けさみ

情報学入門（コンピュータの構成，アルゴリズム） 平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）情報学入門（プログラミング,ネットワーク）

兼担 教授 田中　厚志 平成27年４月

 情報処理がもたらす社会の変革

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

情報の利活用がもたらす社会イノベーション

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

兼担 教授 高橋　知音

平成27年４月 Introduction to Psychology

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

平成28年４月 心理学概論
平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

兼担 教授 田中　敏 平成28年４月 心理学概論
平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

兼担 教授 竹下　徹 平成28年４月
時間と空間の物理
学

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

兼担 教授 石渡　勉 平成27年４月 応用化学～千夜一夜～

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

兼担 教授 沖野　不二雄 平成29年４月 応用化学～千夜一夜～

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

平成27年４月

平成28年４月
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グリーンサイエンス
通論Ⅱ

兼担 准教授 村越　直美 平成27年４月
自然災害と環境  自然災害と環境 平成29年4月

教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。文系学生のための野外地質学ゼミ  文系学生のための野外地質学ゼミ

兼担 准教授 山田　桂 平成27年４月

文系学生のための野外地質学ゼミ  文系学生のための野外地質学ゼミ

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

平成29年４月
グリーンサイエンス通論

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

地学概論Ⅰ

兼担 教授 本吉谷　二郎 平成29年４月 応用化学～千夜一夜～

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

兼担 教授 浅尾　直樹 平成29年４月 応用化学～千夜一夜～

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

平成27年４月 生活の中の高分子

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

兼担 教授 市川　結

兼担 教授 鈴木　正浩 平成29年４月 生活の中の高分子

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

兼担 教授 伊藤　惠啓 平成29年４月 生活の中の高分子

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

兼担 教授 大川 浩作 平成29年４月 生活の中の高分子

兼担 教授

兼担 教授 英　謙二 平成29年４月 生活の中の高分子

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

応用生物学への招待

太田　和親 平成29年４月 生活の中の高分子

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

兼担

兼担 教授 別府　桂 平成27年４月  日本の自然と生物

基礎 分子遺伝学の世界教授 海老沼　宏安 平成27年４月
バイオリソースと生命科学

兼担 教授 林田　信明 平成29年４月 応用生物学への招待

教授 野末　雅之 平成29年４月 応用生物学への招待

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

教授 志田　敏夫 平成29年４月 応用生物学への招待

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

教授 平林　公男 平成29年４月 応用生物学への招待

兼担 教授 下坂　誠 平成29年４月 応用生物学への招待

教授 玉田　靖 平成29年４月 応用生物学への招待

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

教授 保地　眞一 平成29年４月 応用生物学への招待

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

教授 梶浦　善太 平成29年４月

基礎 分子遺伝学の世界

バイオリソースと生命科学

応用生物学への招待

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

兼担
平成27年4月
教員配置見直しのための教員追加
（27）

教授 吉田　正明 平成27年４月 フランス語初級（文法）Ⅰ

 アカデミック・イングリッシュⅡ(初級）教授 髙橋　渉 平成27年４月

兼担

兼担

兼担

兼担

兼担

平成27年4月
教員配置見直しのため教員追加
（27）
平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

兼担

兼担

岡田　匡史 平成29年４月 芸術教養美術ゼミ兼担 教授

兼担 教授 間島　秀徳 平成29年４月 芸術教養美術ゼミ
平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）
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兼担 准教授 伊藤　靖夫 平成27年４月

宇宙から原子への旅

生物学A

生物学実験

平成28年４月 利己的遺伝子説から生物像を描くゼミ

平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目追
加（28）

兼担 准教授 松岡　幸司 平成27年４月

環境～その人文・社会科学的アプローチ  環境～その人文・社会科学的アプローチ

平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

ドイツ語中級（読解）Ⅰ

ドイツ語中級（読解）Ⅱ

平成27年４月 ネイチャーライティングのすすめ（環境文学Ⅰ）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

環境文学のすすめ 環境文学のすすめ（環境文学Ⅱ）

平成27年4月
カリキュラム見直しのため科目名
変更（27）

平成27年４月
ドイツ語圏の文化Ⅰ 平成27年4月

教育課程の充実を図るため科目追
加（27）ドイツ語圏の文化Ⅱ

現代ドイツの言語と日常ゼミ

現代ドイツ事情ゼミ

平成27年４月 大学生基礎力ゼミ
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

グローバルに生きるゼミ  グローバルに生きるゼミ

平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

ドイツ環境ゼミ
ドイツ語初級（総合）Ⅰ

ドイツ語初級（総合）Ⅱ

兼担 准教授
デイビッド
ルジチカ

平成27年４月

コミュニカティブ・イングリッシュⅠ（上級）

コミュニカティブ・イングリッシュⅡ（上級）

リスニング＆リーディングⅠ（上級）

リスニング＆リーディングⅡ(上級）

平成27年４月
Top Level English（トッ
プレベルイングリッ
シュ）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

アカデミック・イングリッシュⅠ(上級）

ドイツ語初級（文法）Ⅰ

ドイツ語初級（文法）Ⅱ

兼担 准教授 安達　弘通 平成27年４月

「時」について考えるゼミ  「時」について考えるゼミ

時について考えるゼミ

教養としての物質科学

サイエンスツアーゼミ

力学

教養としての物質科学  教養としての物質科学

平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

 グローバルに生きるゼミ

平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

電磁気学

平成29年４月
異文化コミュニケーション（海外留学）ゼミ 平成29年4月

教育課程の充実を図るため科目追
加（29）シェイクスピアを読むゼミ

 サイエンスツアーゼミ

教養としての物理学

宇宙から原子への旅

兼担 准教授 島野　光司 平成27年４月

平成27年４月

平成27年４月

 自然環境診断マ
 イスターによる
 環境保全活動の
 実践

 自然環境診断マ
 イスターによる
 環境保全活動の
 実践

平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

自然誌・博物学ゼミ  自然誌・博物学ゼミ

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

自然科学館に学ぶ生命系環境再創生

平成27年4月
教育課程の充実を図るため，科目
追加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

植物生態学ゼミ

自然誌・博物学ゼミ  自然誌・博物学ゼミ

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

平成27年4月
教育課程の充実を図るため，科目
追加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）兼担 准教授 東城　幸治 平成27年４月

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

科学論平成27年４月

平成29年４月

 自然科学館に学ぶ生命系環境再創生

平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

アカデミック・イングリッシュⅡ(上級）

English　for Specific Purposes Ⅰ

Eglish　for Specific Purposes Ⅱ

グローバルに生きるゼミ
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兼担 准教授 金澤　謙太郎 平成27年４月

環境～その人文・社会科学的アプローチ  環境～その人文・社会科学的アプローチ

平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

環境社会学入門

熱帯雨林と社会

生態資源論ゼミ

平成28年４月
環境マインドを現
場で体験するゼミ
（熱帯雨林）

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

平成27年４月 地球白書ゼミ
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

兼担 准教授 延　鎭淑 平成27年４月

平成27年４月

ハングル初級（総合）Ⅰ

ハングル初級（総合）Ⅱ

ハングル初級（文法）Ⅰ

ハングル初級（文法）Ⅱ

韓国の文化（食文化）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

韓国の文化（映画で学ぶ）

韓国の文化（若者の世界）

韓国の文化（メデｲア）

ハングル初級(読解･会話)Ⅰ

ハングル初級(読解･会話)Ⅱ

ハングル中級(読解・会話）Ⅰ

ハングル中級(読解・会話）Ⅱ

ハングル演習Ⅰ

ハングル演習Ⅱ

平成27年４月
ハングル中級Ⅰ 平成27年4月

教育課程の充実を図るため科目追
加（27）ハングル中級Ⅱ

平成27年４月
アジアの中の日本ゼミⅠ 平成27年4月

教育課程の充実を図るため科目追
加（27）アジアの中の日本ゼミⅡ

平成29年４月 もっと知りたい韓国ゼミ

平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

兼担 准教授 分藤　大翼 平成27年４月

環境～その人文・社会科学的アプローチ  環境～その人文・社会科学的アプローチ

異文化研究ゼミ

新聞と私たちの社会

 新聞と私たちの
 社会(信濃毎日新
 聞社寄附講義)
新聞と私たちの
社会(信濃毎日新
聞社寄付講義)

平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

自然環境と文化

映像・人類学

平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
名称変更（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのための科目
名称変更（28）

平成27年４月 アフリカ文化論
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

平成28年４月 フィールドワーク入門ゼミ

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

兼担 准教授 兼元　美友 平成27年４月

平成27年４月

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(初級)

リスニング＆リーディングⅡ（上級）

大学生基礎力ゼミ
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(初級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)

リスニング＆リーディングⅠ（上級）

リスニング＆リーディングⅠ（中級）

リスニング＆リーディングⅡ(中級）

平成29年４月 法言語学（司法制度とことば）ゼミ

平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

兼担 准教授 奉　鉉京 平成27年４月

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(上級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(上級)

コミュニカティブ・イングリッシュⅠ（上級）

コミュニカティブ・イングリッシュⅡ（中級）

コミュニカティブ・イングリッシュⅡ（上級）

リスニング＆リーディングⅠ（初級）

Top Level English（トップレベルイングリッシュ） 平成27年４月
Top Level English
 （トップレベルイ
 ングリッシュ）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

43



平成29年４月
翻訳入門ゼミ 平成29年4月

教育課程の充実を図るため科目追
加（29）モバイルディバイスで習うE-TOEICコース

兼担 准教授 花﨑　一夫 平成27年４月

平成27年４月 大学生基礎力ゼミ
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(初級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(上級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(初級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(上級)

リスニング＆リーディングⅠ（上級）

リスニング＆リーディングⅡ（上級）

平成29年４月 ことばについて考えるゼミ

平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

教職論
中等基礎教育実習

学校教育の歴史と現状

平成27年4月
教員配置見直しのため教員追加
（27）

兼担 准教授 荒井　英治郎 平成27年４月

平成27年４月

生徒指導の理論と実践 平成28年４月
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目名
変更（28）

教育実習事前・事後指導

教育学概論

キャリアとしての公務員

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

教育の思想と歴史  教育の思想と歴史
平成27年4月教員配置見直しのため
教員削除（27）当該科目は他に担
当教員がいるため支障はない。

高等学校教育実習

教職実践演習（中・高）

教育社会学概論

教育法学概論

教育経営学概論

教育行政学概論
現代社会と子どもの学習

環境～その人文・社会科学的アプローチ  環境～その人文・社会科学的アプローチ

平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

平成28年４月
新聞で広げる社会の見方
ゼミ（信濃毎日新聞社寄
附講義）

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

兼担 准教授 速水　達也 平成27年４月

健康科学・理論と実践

平成27年４月

大学生基礎力ゼミ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

ゴルフマスターⅠ

ゴルフマスターⅡ

アウトドアマスターⅠ

アウトドアマスターⅡ

ゴルフ
コオーディネーションエクササイズ

スポーツフィッシング

スノー・スポーツ

平成29年４月 スクーバダイビング
平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

ニュースポーツ

平成28年４月 身体運動科学ゼミ
平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

生徒指導・進路指導の理論と実践

准教授 金井　直 平成27年４月 博物館実習Ⅰ
平成29年4月教員配置見直しのため
教員削除（29）当該科目は他に担
当教員がいるため支障はない。

兼担  博物館実習Ⅰ

兼担 准教授 有路　憲一 平成27年４月

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ

感覚で攻める英文法ゼミ～覚える英文法から感じる英文法へ

脳の不思議を探る（認知神経科学入門）

脳の不思議をもっと探る（認知神経科学入門）

「考える」ゼミ

平成27年４月
Top Level English（トッ
プレベルイングリッ
シュ）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

感覚で攻める英文法ゼミ～覚える英文法から感じる英文法へ

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(初級）

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(上級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(初級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(上級)

環境～その人文・社会科学的アプローチ  環境～その人文・社会科学的アプローチ

平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

平成27年４月

Low Energy Building（省エネルギー住宅）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

Englishes in the World（国際語としての英語）

Top Level English（トップレベルイングリッシュ）

平成27年４月
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准教授
マーク　ブラ

イアリー
平成27年４月

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(上級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(上級)

コミュニカティブ・イングリッシュⅠ（中級）

コミュニカティブ・イングリッシュⅠ（上級）

コミュニカティブ・イングリッシュⅠ（初級）

コミュニカティブ・イングリッシュⅡ（中級）

コミュニカティブ・イングリッシュⅡ（上級）

コミュニカティブ・イングリッシュⅡ（初級）

リスニング＆リーディングⅠ（中級）

リスニング＆リーディングⅡ(中級）

English for Sprcjfic Purposes Ⅰ

English for Sprcjfic Purposes Ⅱ

アカデミック・イングリッシュⅠ(中級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(上級）

アカデミック・イングリッシュⅡ(中級）

平成29年４月
平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

兼担 准教授 茅野　恒秀 平成27年４月

環境政策の社会学 平成27年４月  環境政策の社会学

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

兼担

平成29年４月 環境エネルギー政策論

平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

モバイルディバイスで習うE-TOEICコース

兼担 准教授
ショーン マー

メット
平成27年４月

平成27年４月

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)

コミュニカティブ・イングリッシュⅡ（中級）

コミュニカティブ・イングリッシュⅡ（初級）

Top Level English（トッ
プレベルイングリッ
シュ）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

Canadian Studies
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

A Canadian View of Global Issues

リスニング＆リーディングⅡ(初級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(中級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(初級）

アカデミック・イングリッシュⅡ(中級）

アカデミック・イングリッシュⅡ(初級）

平成29年４月 北米の文化（ポップ音楽と映画）

平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

兼担 准教授 伊藤　盡 平成27年４月

リスニング＆リーディングⅡ(上級）

平成29年４月 中世英語文献学入門

平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

リスニング＆リーディングⅠ（上級）

平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

フランス語初級（文法）Ⅱ

兼担 准教授 澁谷　豊 平成27年４月
平成29年４月 恋愛小説を読むー比較文学への招待ー

兼担 准教授 光山　博敏 平成27年４月

科学技術日本語Ⅰ

科学技術日本語Ⅱ

ビジネス・ジャパニーズⅠ

ビジネス・ジャパニーズⅡ

平成27年４月
Understanding Global Mindset 平成27年4月

教育課程の充実を図るため科目追
加（27）ケースメソッド＆クリティカル・シンキング

平成28年４月 Global Mindset & Practical Approach

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

平成28年４月
グローバルビジネス入門Ⅰ 平成28年4月

教育課程の充実を図るため科目追
加（28）グローバルビジネス入門Ⅱ

兼担 准教授 片長　敦子 平成27年４月

宇宙から原子への旅  宇宙から原子への旅

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

平成29年４月 微分積分学Ⅰ
平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

平成27年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（27）
平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

伝えておきたい数学 平成27年４月 伝えておきたい数学
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 氷上スキー（スケート＆カーリング）

 スノー・スポーツ

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

平成27年４月

 フランス語初級（文法）Ⅰ

兼担 准教授 渡辺　敏明 平成27年４月

氷上スキー（スケート＆カーリング）

 氷上スポーツ（スケート＆カーリング）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

ドイツ語初級（文法）Ⅱ

兼担 准教授 三條　俊彦 平成27年４月 スノー・スポーツ

准教授 磯部　美穂 平成27年４月
ドイツ語初級（文法）Ⅰ

准教授 牛木　淳人 平成27年4月 健康科学・理論と実践

兼担

兼担 准教授 鎌田　隆行 平成27年4月
フランス語初級（文法）Ⅰ

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
（27）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

フランス語初級（文法）Ⅱ

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

平成27年４月
平成27年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（27）

 健康科学・理論と実践

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

内山　茂晴 平成27年4月 健康科学・理論と実践  健康科学・理論と実践

兼担 准教授 新倉　則和 平成27年4月 健康科学・理論と実践

兼担 准教授 佐藤　吉彦 平成27年4月 健康科学・理論と実践  健康科学・理論と実践

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

兼担 准教授

 健康科学・理論と実践

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

兼担 准教授 松本　晶博 平成27年4月 健康科学・理論と実践  健康科学・理論と実践

山本　洋 平成27年4月 健康科学・理論と実践  健康科学・理論と実践

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

 健康科学・理論と実践

兼担 准教授 松本　晶博 平成27年4月 健康科学・理論と実践

兼担 准教授

兼担

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

兼担 准教授 村田　明 平成27年4月

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(初級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(初級)

 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ（中級）

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
（27）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

リスニング＆リーディングⅠ（初級）  リスニング＆リーディングⅠ（初級）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ（中級）

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
（27）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

リスニング＆リーディングⅠ（中級） 平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）リスニング＆リーディングⅡ（中級）

リスニング＆リーディングⅡ（初級）  リスニング＆リーディングⅡ（初級）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

兼担 准教授 田口　茂樹 平成27年4月

平成27年４月

リスニング＆リーディングⅡ（初級）

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ（初級） 平成27年4月
教員配置見直しのため教員追加
（27）ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ（初級）

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加(28)

リスニング＆リーディングⅠ（初級）  リスニング＆リーディングⅠ（初級）

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
（27）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

平成29年４月
リスニング＆リーディングⅠ（中級） 平成29年4月

教員配置見直しのため教員追加
（29）リスニング＆リーディングⅡ（中級）

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ（初級）

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)

平成29年４月

平成28年４月

平成28年４月
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兼担 准教授 川久保　英樹 平成27年４月 技術とエネルギーの入門ゼミ （技術・環境分野）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目名
変更（29）

兼担 准教授 井田　秀行 平成29年４月 自然観察入門ゼミ
平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

兼担 准教授 田島　達也 平成27年４月 芸術教養音楽ゼミ
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

兼担 准教授 吉田　治人 平成29年４月 芸術教養音楽ゼミ
平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

 リーディング・プラスⅡ（上級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(初級） 平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）アカデミック・イングリッシュⅡ(初級）

リーディング・プラスⅠ（上級）  リーディング・プラスⅠ（上級） 平成27年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（27）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼担 准教授

アカデミック・イングリッシュⅠ(初級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(中級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(初級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(初級）

アカデミック・イングリッシュⅡ(中級）

 アカデミック・イングリッシュⅡ(初級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(中級）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

田中  真由美 平成27年４月 アカデミック・イングリッシュⅡ(初級）  アカデミック・イングリッシュⅡ(初級）

 アカデミック・イングリッシュⅡ(中級） 平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。アカデミック・イングリッシュⅡ(初級）

松島　憲一 平成27年４月 平成27年４月

食と植物の文化論

准教授

リスニング＆リーディングⅡ(上級）

伊藤　盡 平成27年４月

リスニング＆リーディングⅠ（上級）

リーディング・プラスⅡ（上級）

平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）

兼担

准教授 山田　明義 平成27年４月 ニューバイオテクノロジー入門  ニューバイオテクノロジー入門

兼担 准教授 下里　剛士 平成27年４月

動物と私たちのくらし  動物と私たちのくらし

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
（27）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

平成27年４月

兼担

平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）

兼担 准教授 髙木　優二 平成27年４月 平成27年４月 動物生命科学

兼担 准教授 平成27年４月 森林サイエンス

平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）

平成27年4月
教員配置見直しのため教員追加
（27）

森林サイエンス

平成29年4月昇進のため（29）

リスニング＆リーディングⅡ(上級）

兼担 准教授 竹田　謙一 平成27年４月 平成27年４月 森林サイエンス

農山村と環境

兼担 准教授 小林　元 平成27年４月 平成27年４月 森林サイエンス

兼担 准教授 荒瀬　輝夫

兼担 准教授 安江　恒 平成27年４月

兼担 准教授

兼担 平成27年４月

加藤　新平

兼担 准教授 齋藤　勝晴 平成27年４月 平成27年４月

平成27年４月

平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）農環境保全学

平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）

平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）

平成27年４月
農山村と環境

兼担

准教
授

カワモトポー
リン

准教授

兼担

平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）

平成29年４月

平成27年４月 平成27年４月

平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）

農山村と環境

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
（27）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

動物生命科学

平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）

農山村と環境

兼担 准教授

平成27年４月 化学実験

平成27年４月

教授 太田　哲兼担 准教授 太田　哲

細尾　佳宏 平成27年４月

平成27年４月

平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）

平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）

農環境保全学

農環境保全学

渡邉　修

平成29年４月

平成27年４月

平成29年４月
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西洋古典語の世界ゼミ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）
平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

兼担 准教授 大串　潤児 平成27年４月 日本近現代史入門ゼミ

准教授 護山　真也 平成27年４月  比較哲学入門ゼミ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

兼担 准教授 野津　寛 平成27年４月

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

兼担

兼担 准教授 加藤　善子 平成27年４月

大学生基礎力ゼミ
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

ジェンダー論
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

 人を動かすための理論と方法ゼミ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

平成29年４月 中国思想の古典で学ぶゼミ

平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

兼担

兼担 准教授 白井　純

平成29年４月 変体仮名入門ゼミ

准教授 早坂　俊廣

平成27年４月  中国哲学入門

平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

 変体仮名入門

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

 日本語学入門

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

環境心理学ゼミ

平成29年４月 人とすまい
平成29年4月
教育課程の充実を図るため教員追
加（29）

身体心理学ゼミ

兼担 准教授 高村　秀紀 平成29年４月 人とすまい
平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

兼担 准教授 田守　伸一郎 平成27年４月 人とすまい

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

兼担 准教授 柳瀬　亮太 平成27年４月 人とすまい

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

准教授 林　靖人

平成27年４月

地域活性化システム論 平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

ベンチャービジネス概論

地域ブランド実践ゼミ

平成29年４月

キャリアデザイン実践ゼミ 平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

課題解決実践ゼミ
大学生から始めるキャリアデザイン

兼担

兼担 准教授 中山　昇 平成29年４月

兼担 准教授 牧田　幸裕 平成28年４月  企業経営ゼミ

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

ものづくり入門ゼミ
平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼担 准教授 日高　宏哉 平成29年４月 臨床検査を体験するゼミ

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼担 准教授 髙瀬　弘樹

平成27年４月

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

平成28年４月

平成27年４月
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数学的思考ゼミ
平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

兼担 准教授 坂口　雅彦 平成28年４月  科学的な見方･考え方ゼミ

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

兼担 准教授 金山　直樹

兼担 准教授 小松　孝太郎

平成29年４月
科学リテラシー入門ゼミ 平成29年4月

教育課程の充実を図るため科目追
加（29）環境と生命の基礎化学

平成29年４月

兼担 准教授 木村　睦 平成28年４月
材料の科学と技術（基礎編） 平成28年4月

教育課程の充実を図るため科目追
加（28）材料の科学と技術（先端編）

兼担 准教授 望月　大 平成28年４月
材料の科学と技術（基礎編） 平成28年4月

教育課程の充実を図るため科目追
加（28）材料の科学と技術（先端編）

材料の科学と技術（先端編）

兼担 准教授 長田　光正 平成28年４月
材料の科学と技術（基礎編） 平成28年4月

教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

兼担 准教授 福長 博 平成28年４月
材料の科学と技術（基礎編） 平成28年4月

教育課程の充実を図るため科目追
加（28）材料の科学と技術（先端編）

兼担 准教授 高橋　伸英 平成28年４月
材料の科学と技術（基礎編） 平成28年4月

教育課程の充実を図るため科目追
加（28）材料の科学と技術（先端編）

兼担 准教授 森　正悟 平成28年４月
材料の科学と技術（基礎編） 平成28年4月

教育課程の充実を図るため科目追
加（28）材料の科学と技術（先端編）

兼担 准教授 佐藤　高彰 平成28年４月
材料の科学と技術（基礎編） 平成28年4月

教育課程の充実を図るため科目追
加（28）材料の科学と技術（先端編）

平成29年４月 グリーンテクノロジー

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼担

兼担 准教授 鈴木　孝臣

グリーンテクノロジー

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

准教授 錦織　広昌 平成29年４月 グリーンテクノロジー

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼担

兼担

准教授 是津　信行 平成29年４月

牛　立斌 平成29年４月 環境配慮素材と自然エネルギー

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

准教授 飯尾　昭一郎 平成29年４月 環境配慮素材と自然エネルギー

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

准教授 藤井　雅留太 平成29年４月 環境配慮素材と自然エネルギー

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

循環型社会入門

兼担 准教授 竹内　健司 平成27年４月

兼担

兼担 准教授

准教授 松岡　浩仁

平成27年４月

兼担

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

平成28年４月 環境とエネルギー
平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

兼担 准教授 寒川　典昭 平成27年４月 水の環境科学
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

兼担 准教授

 ナノテクと環境

岩男　考哲 平成29年４月 言語教育の観点から学ぶ人間と世界

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼担 准教授 金子　史彦 平成29年４月 言語教育の観点から学ぶ人間と世界

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼担 准教授 小林　比出代 平成29年４月 言語教育の観点から学ぶ人間と世界

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼担 准教授 田中　江扶 平成29年４月 言語教育の観点から学ぶ人間と世界

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼担 准教授 八木　雄一郎 平成29年４月 言語教育の観点から学ぶ人間と世界

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼担 准教授 飯岡　詩朗 平成27年４月 映画史入門
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

兼担 准教授 北村　明子 平成27年４月 身体表現レクチャー&ワークショップ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
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兼担 准教授 黒田　祐我 平成27年４月  分野を横断する歴史学（入門）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

兼担 准教授 佐藤　真紀 平成27年４月 絶対王政期フランスの制度と社会

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

兼担 准教授 豊岡　康史

平成27年４月  モノの世界史

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

平成28年４月  世界史のなかの中国

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

兼担 准教授 松本　和也 平成27年４月  川上弘美を読む

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

兼担 坂口　和寛

平成27年４月  日本語教育学入門

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

平成29年４月 「優れた言語学習者」から考える日本語教育学

平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

兼担 准教授 速水　香織 平成27年４月
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

准教授

兼担

兼担

平成29年４月

阿久津　昌三 平成27年４月  アフリカ社会論

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

准教授 三谷　尚澄

平成28年４月  現代倫理学入門

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

平成27年４月

兼担 准教授

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目名
変更（29）

「右肩下がり」の時代を生き抜くための倫理学

平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

佐藤　全敏 平成28年４月

文学と美術を歴史
学で読み解く～日
本古代史入門～
 日本古代史入門―
 文学・美術の歴史
 学―

科学論

江戸時代の本屋さんと本

准教授

日本国憲法

平成27年4月
教員配置見直しのため教員追加
（27）

 法と政治の哲学

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

兼担

兼担

 日本国憲法

平成27年4月
教員配置見直しのため教員追加
（27）
平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

公法入門
平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

大学生が出会う法律問題

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

平成28年４月

平成29年４月

准教授 関　良徳

兼担

准教授 赤川　理

准教授 玉井　眞理子 平成27年４月 臨床心理学
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

平成27年４月

平成28年４月

平成27年４月
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平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

平成27年４月

平成29年４月

准教授

准教授

兼担 山代　忠邦

兼担

大学生が出会う経済･経営問題

関　利恵子

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

 財産法入門

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

大学生が出会う法律問題

兼担

 簿記入門

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

准教授 佐藤　広英 平成27年４月 メディア心理学
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

兼担

兼担 准教授 辻　竜平 平成27年４月  社会調査から見る日本人の意識と行動

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

准教授 長谷川　孝治 平成27年４月 ポジティブ心理学
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

兼担

兼担 准教授 水原　俊博 平成27年４月 消費社会学入門

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

准教授 岡本　卓也 平成27年４月 コミュニティの社会心理学

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

兼担 准教授 清水　健司 平成27年４月 臨床心理学の基礎を学ぶ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

法学入門

兼担 准教授 丸橋　昌太郎

大学生が出会う法律問題

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

大学生が出会う法律問題

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼担 准教授 栗田　晶 平成29年４月 大学生が出会う法律問題

兼担

兼担 准教授 島村　暁代 平成29年４月

准教授 大野　太郎 平成28年４月 ミクロ経済学入門

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

兼担 准教授 青木　周平 平成28年４月 マクロ経済学入門

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

兼担 准教授 都築　幸宏 平成29年４月 マクロ経済学入門
平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

岩田　一哲 平成28年４月 大学生が出会う経済･経営問題

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

兼担 准教授 武者　忠彦 平成28年４月 大学生が出会う経済･経営問題

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

兼担 准教授 福田　典子 平成27年４月 家庭生活基礎A
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

兼担 准教授

兼担 准教授 鈴木　彦文

 情報学入門

情報学入門（コンピュータの構成，アルゴリズム） 平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）情報学入門（プログラミング,ネットワーク）

兼担 准教授 島田　英昭 平成28年４月 心理学概論
平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

兼担 准教授 鈴木　俊太郎 平成28年４月 心理学概論
平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

兼担 准教授 髙橋　史 平成28年４月 心理学概論
平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

兼担 准教授 水口　崇 平成28年４月 心理学概論
平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

平成28年４月

平成28年４月

平成27年４月

平成27年４月

平成28年４月

平成27年４月
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ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(初級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)

リスニング＆リーディングⅠ（中級）

リスニング＆リーディングⅠ（中級）

リスニング＆リーディングⅠ（中級）

リスニング＆リーディングⅡ(中級）

准教授 荒木　潤

兼担 准教授 鈴木　大介 平成29年４月 応用化学～千夜一夜～

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

兼担 准教授 谷上　哲也 平成29年４月 応用化学～千夜一夜～

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

兼担 准教授 野村　泰志 平成29年４月 応用化学～千夜一夜～

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

兼担 准教授 服部　義之 平成29年４月 応用化学～千夜一夜～

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

兼担 准教授 平田　雄一 平成29年４月 応用化学～千夜一夜～

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

准教授 ｷｬｼｰ ﾏｸﾅﾐｰ 平成29年４月 応用化学～千夜一夜～

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

兼担 准教授 藤本　哲也 平成29年４月 応用化学～千夜一夜～

平成29年４月 応用化学～千夜一夜～

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

平成29年４月 応用化学～千夜一夜～

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

兼担 准教授 西井　良典

兼担 准教授 渡邊　真志

兼担

平成29年４月 生活の中の高分子

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

兼担 准教授 寺本 彰 平成29年４月 生活の中の高分子

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

兼担 准教授 後藤 康夫

兼担 平成29年４月 生活の中の高分子

平成29年４月 生活の中の高分子

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

准教授 小駒　喜郎 平成29年４月

小山　俊樹

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

兼担 准教授

兼担 生活の中の高分子

准教授 田口　悟朗 平成29年４月 応用生物学への招待

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

兼担 准教授 森脇　洋 平成29年４月 応用生物学への招待

松村　英生 平成29年４月 応用生物学への招待

准教授 白井　孝治 平成29年４月

兼担

兼担 准教授

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

兼担

山本　博規 平成29年４月 応用生物学への招待

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

応用生物学への招待

平成29年4月
教員配置見直しのため変更(29)兼担 准教授

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼担

地学概論Ⅱ

健康科学・理論と実践

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

平成29年４月

兼担

准教授

芸術教養美術ゼミ

准教授 森田　洋 平成29年４月

准教授 金子　史彦 平成29年４月

兼担 小野　文子 平成27年４月

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

芸術教養美術ゼミ
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

アカデミック・イングリッシュⅡ(初級）

兼担

兼担 准教授 飯山　拓 平成29年４月 グリーンサイエンス通論Ⅰ

兼担 准教授 猪瀬　昌延 平成29年４月

准教授 巽　広輔 平成29年４月 グリーンサイエンス通論Ⅰ
平成29年4月教員配置見直しのため
教員追加（29）

平成29年4月教員配置見直しのため
教員追加（29）

兼担 准教授 齋藤　武士
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兼担 講師 蓬莱　朋子 平成27年４月

リスニング＆リーディングⅡ(中級）

リスニング＆リーディングⅡ(中級）

平成28年４月

 新聞で広げる社会
 の見方ゼミ（信濃
 毎日新聞社寄附講
 義）

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）
平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

平成29年４月
外国語教育を考えるゼミ 平成29年4月

教育課程の充実を図るため科目追
加（29）英語資格試験対策ゼミ

兼担 講師 三宅　真由美 平成27年４月

平成27年４月  日本語教師による日本人のための異文化理解

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

自然災害と環境  自然災害と環境

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

兼担 講師 河野　桃子 平成27年４月

教職論

教育学概論

生徒指導の理論と実践 生徒指導・進路指導の理論と実践

平成28年4月
カリキュラム見直しのための科目
名変更（28）

平成29年４月 学校教育の歴史と現状

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

中等基礎教育実習

高等学校教育実習

教職実践演習（中・高）

現代社会と子どもの学習

教育実習事前・事後指導

教育の思想と歴史

道徳教育の理論と実践 道徳教育の理論と実践

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
（27）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。
平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

環境～その人文・社会科学的アプローチ  環境～その人文・社会科学的アプローチ

平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

兼担 講師 神谷　真由美 平成27年４月

発達心理学概論

現代社会と子どもの学習

教育相談の理論と実践

環境～その人文・社会科学的アプローチ

教職論
教育実習事前・事後指導

中等基礎教育実習

高等学校教育実習

教職実践演習（中・高）

教育課程の編成法

カウンセリング概論 教育相談特論
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目名
変更（28）

生徒指導の理論と実践  生徒指導・進路指導の理論と実践

平成28年4月
カリキュラム見直しのための科目
名変更（28）
平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

生徒指導・進路指導の理論と実践

平成28年4月
カリキュラム見直しのための科目
名変更（28）

教職論
特別活動の理論と実践

教育方法論
教育実習事前・事後指導

 環境～その人文・社会科学的アプローチ

平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

 環境～その人文・社会科学的アプローチ

平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

平成27年4月
教員配置見直しのため教員追加
（27）

学校教育の歴史と現状

キャリア教育の理論と実践

環境～その人文・社会科学的アプローチ

教育方法特論

道徳教育の理論と実践

教職実践演習（中・高）

現代社会と子どもの学習

生徒指導の理論と実践

中等基礎教育実習

高等学校教育実習

兼担 講師 田村　徳至 平成27年４月

平成27年４月
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兼担 講師 平井　佑樹 平成29年４月
質問紙調査入門ゼミ

平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

大学生基礎力ゼミ

Activitiy-Based
Astronomy--現代天文学入
門

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

兼担 講師 藤田　あき美 平成27年４月

 「Activity-Based
 Physics--アクティ
 ブラーニング探究
 力学」ゼミ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

兼担 講師 雨森　聡 平成27年４月 大学生基礎力ゼミ
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

 ドイツ語圏の文化Ⅳ

兼担 講師
後藤　コリン

ナ
平成27年４月

平成27年４月

 ドイツ語圏の文化Ⅲ

平成29年４月
平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）ドイツ語圏の文化Ⅱ

ドイツ語圏の文化Ⅳ

ドイツ語初級(読解･会話)Ⅰ

ドイツ語初級(読解･会話)Ⅱ

兼担 講師 李　敏 平成27年４月
中国の文化（現代中国事情①） 平成27年4月

教育課程の充実を図るため科目追
加（27）中国の文化（現代中国事情②）

ドイツ語中級（会話）Ⅰ

ドイツ語中級（会話）Ⅱ

ドイツ語演習Ⅰ

ドイツ語演習Ⅱ

兼担 講師

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

ミクロ経済学入門

海老名　剛

 意思決定理論

平成27年４月

兼担 講師 大江　裕幸 平成29年４月 大学生が出会う法律問題

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

ドイツ語圏の文化Ⅲ

ドイツ語圏の文化Ⅰ

兼担 講師 橋本　政晴 平成27年４月 スノー・スポーツ  スノー・スポーツ

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

教育相談の理論と実践  教育相談の理論と実践

兼担 講師 内田　満夫 平成27年4月 健康科学・理論と実践  健康科学・理論と実践

 健康科学・理論と実践

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

兼担 講師 金子　稔 平成27年4月

健康科学・理論と実践  健康科学・理論と実践

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

塚原　照臣 平成27年4月 健康科学・理論と実践  健康科学・理論と実践

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

兼担 講師 髙橋　淳 平成27年4月 健康科学・理論と実践

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

兼担 講師

兼担 講師 山﨑　明美 平成27年4月 健康科学・理論と実践  健康科学・理論と実践

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ（初級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(上級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(上級）

アカデミック・イングリッシュⅡ(中級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(上級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(上級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(上級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(上級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(上級）

平成27年4月

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ（初級）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
(29)当該科目は他に担当教員がい
るため，支障はない。

兼担 講師
ダルトンコ

リーン

平成27年４月

平成28年４月
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兼担 助教 鈴木　球子 平成27年4月

フランス語初級（読解・会話）Ⅰ

フランス語初級（読解・会話）Ⅱ

フランス語中級（読解・会話）Ⅰ

フランス語中級（読解・会話）Ⅱ

平成29年４月

フランス文学ゼミ
平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

日本文学概論
フランス文学概論

フランス語圏の文化

平成29年４月
フランス語初級（総合）Ⅰ 平成29年4月

教員配置見直しのため教員追加
（29）フランス語初級（総合）Ⅱ

兼担 助教 加藤　彩乃 平成27年４月

アダプテッドスポーツ

弓道
健康科学・理論と実践

スノー・スポーツ

信大マラソン

平成27年４月

アウトドアマスターⅠ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

ゴルフマスターⅠ

アウトドアマスターⅡ

ゴルフマスターⅡ

平成27年４月

 スペシャルオリン
 ピックスで学ぼう
 ゼミ
しょうがいスポー
ツゼミ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目名
変更（29)

平成29年４月 大学生基礎力ゼミ
平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

兼担 助教 三好　圭 平成27年４月

体と心のリハビリテーションを考えるゼミ

平成27年４月

 スペシャルオリン
 ピックスで学ぼう
 ゼミ
しょうがいスポー
ツゼミ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目名
変更（29)

講師 木村　文一 平成29年４月 臨床検査を体験するゼミ

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼担

 自然環境診断マイ
 スターによる環境
 保全活動の実践

平成27年4月
教育課程の充実を図るため，科目
追加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

自然科学館に学ぶ
生命系環境再創生

 自然科学館に学ぶ
 生命系環境再創生

平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

自然誌・博物学ゼミ

平成27年４月

健康科学・理論と実践

平成29年４月 大学生が出会う法律問題

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼担 講師 濱田　新

平成28年４月 ミクロ経済学入門

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

平成29年４月 大学生が出会う法律問題

兼担 講師 増原　宏明

助教 廣野　準一 平成27年４月

剣道形の世界

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼担 講師 寺前　慎太郎

武道・伝統文化実習Ⅱ

武道・伝統文化実習Ⅰ

スノー・スポーツ

アスレティックトレーニング

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

アウトドアマスターⅡ

ゴルフマスターⅠ

ゴルフマスターⅡ

平成27年４月

アウトドアマスターⅠ

 スノー・スポーツ

兼担

兼担 助教 藤田　育郎 平成27年４月 スノー・スポーツ

兼担

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

助教 金井　信一郎 平成27年4月 健康科学・理論と実践  健康科学・理論と実践

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

兼担 助教 伊藤　哲也 平成27年4月 健康科学・理論と実践  健康科学・理論と実践

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

兼担 山本　雅道 平成27年４月

化学実験 兼担

助教

准教授 庄子　卓 平成29年４月兼担 助教 庄子　卓 平成27年４月 平成29年4月昇進のため（29）

生物学実験
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兼担 助教

兼担 助教 古里由香里 平成29年４月

社会格差を考えるゼミ：勝者と敗者の本当の姿

平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

大学生基礎力ゼミ

統計データから読み解く社会

勝亦　達夫

平成27年４月

キャリア形成論Ⅰ-
 本当の自分を理解
 するステップ-

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目名
変更（29）

キャリア形成論Ⅱ
 －自分の将来像を
 探るステップ－

平成29年４月

キャリアデザイン実践ゼミ 平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）課題解決実践ゼミ

大学生から始めるキャリアデザイン

地域活性化システム論 平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

ベンチャービジネス概論

地域ブランド実践ゼミ

兼担 助教 中西　弘充

平成27年４月

ベンチャービジネス概論

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

キャリア形成論Ⅰ-
 本当の自分を理解
 するステップ-

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目名
変更（29）

キャリア形成論Ⅱ
 －自分の将来像を
 探るステップ－

平成29年４月

キャリアデザイン実践ゼミ 平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）課題解決実践ゼミ

大学生から始めるキャリアデザイン

地域活性化システム論 平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）地域ブランド実践ゼミ

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
（27）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

平成27年4月
教員配置見直しのため教員追加
（27）
平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

 動物生命科学

助教 米倉　真一 平成27年４月 動物と私たちのくらし  動物と私たちのくらし

平成27年４月

動物と私たちのくらし  動物と私たちのくらし

河原　岳志兼担 助教

兼担

兼担 助教 上原　三知 平成27年４月 平成27年４月

ニューバイオテクノロジー入門

森林サイエンス 平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）

環境と緑の文化

農山村と環境

森林サイエンス

平成27年4月
教員配置見直しのため教員追加
（27）

兼担 助教 一ノ瀬　仁美 平成27年４月 平成27年４月

兼担 助教 田中　沙智 平成27年４月 平成27年４月  動物生命科学

平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）
平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

平成29年4月教員配置見直しのため
教員削除（29）当該科目は他に担
当教員がいるため支障はない。

 森林サイエンス

平成27年４月 食と植物の文化論兼担 助教 根本　和洋

兼担 助教 江田　慧子 平成27年４月

平成27年４月

兼担 助教 小野　裕 平成27年４月 平成27年４月

兼担 助教 城田　徹央 平成27年４月 平成27年４月

兼担 助教 福山　泰治郎 平成27年４月 平成27年４月
森林サイエンス

農山村と環境

助教 内川　義行 平成27年４月 平成27年４月
森林サイエンス

平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）

平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）

平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）農山村と環境

森林サイエンス

兼担

兼担 助教 三木　敦朗 平成27年４月 平成27年４月

兼担 助教 齋藤　仁志 平成27年４月

平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）農山村と環境

平成27年4月
教員配置見直しのため教員追加
（27）

平成27年４月 森林サイエンス

森林サイエンス

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
（27）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）

森林サイエンス
平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）

平成27年４月
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兼担 助教 岡田　友彦 平成27年４月  「物質 工学化学の世界」ゼミ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目名
変更（28)
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

平成29年４月 臨床検査を体験するゼミ

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

平成29年４月 臨床検査を体験するゼミ

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼担 助教 小穴　こず枝

兼担 助教 樋口　由美子

兼担 助教 平　千明 平成29年４月 臨床検査を体験するゼミ

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼担 嶋田　五百里 平成28年４月
材料の科学と技術（先端編）

材料の科学と技術（基礎編）

材料の科学と技術（基礎編） 平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）材料の科学と技術（先端編）

助教

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

材料の科学と技術（基礎編）

助教 吉田　裕安材

兼担 助教 瀧澤  辰弘 平成28年４月

平成28年４月

兼担 助教 鈴木　清香 平成29年４月

助教 綾戸　勇輔

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）
平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

グリーンテクノロジー

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

平成28年４月  材料の科学と技術（先端編）

平成29年４月 グリーンテクノロジー

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

グリーンテクノロジー

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼担 助教 山田　哲也 平成29年４月

兼担 助教 林　文隆 平成29年４月

助教 簾　智仁

グリーンテクノロジー

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼担

兼担

兼担

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

平成29年４月 ヨーロッパ中世都市の諸相

平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

助教

兼担

中谷　惣

平成27年４月  ヨーロッパ中世都市の諸相

兼担 助教 橋本　彩 平成29年４月 大学生が出会う法律問題

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼担 助教 時田　真美乃 平成27年４月

 情報学入門

長谷川　理 平成27年４月

 情報学入門

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

情報学入門（コンピュータの構成，アルゴリズム） 平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）情報学入門（プログラミング,ネットワーク）

情報学入門（コンピュータの構成，アルゴリズム） 平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）情報学入門（プログラミング,ネットワーク）

心理学概論
平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

兼担 助教

助教

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

兼担 助教 高坂　泰弘 平成29年４月 生活の中の高分子

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

茅野　理恵 平成28年４月

兼担 助教 撹上　将規 平成29年４月 生活の中の高分子

兼担

助教 富岡　郁夫 平成29年４月 動物生命科学兼担
平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼担 助教 内田　太郎 平成29年４月 化学実験
平成29年4月教員配置見直しのため
教員追加（29）
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兼任 講師 川上　正美 平成27年４月 スポーツ活動論ゼミⅠ  スポーツ活動論ゼミⅠ

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
（27）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

兼任 講師 池田　敏彦 平成27年４月

環境マインドを現場で体験するゼミ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

平成27年４月

フランス語演習Ⅰ

 フランスの文化Ⅰ

 フランス語初級（総合）Ⅱ

フランス語初級（文法）Ⅰ

兼任 講師 吉川　順子 平成27年４月

日本学入門  日本学入門

フランス語初級（総合）Ⅱ

フランス語初級（総合）Ⅰ  フランス語初級（総合）Ⅰ

フランス語初級（読解・会話）Ⅰ

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

 フランス語初級（文法）Ⅰ

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
（27）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）日本近代文学入門  日本近代文学入門

平成27年４月

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

兼任 講師 島崎　朋子 平成27年４月

フランス語演習Ⅱ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

平成27年４月 中国古典小説

中国語初級（総合）Ⅰ

中国語初級（文法）Ⅰ

中国語初級（文法）Ⅱ

 フランスの文化Ⅱ

エコ水車の開発と地域バイオマス利用

兼任 講師 橋本　エリサ 平成27年４月
スペイン語初級（総合）Ⅰ

スペイン語初級（読解･会話)Ⅰ

スペイン語演習Ⅰ

スペイン語中級(読解・会話）Ⅰ

平成27年４月

スペイン語圏の文化 （ス
 ペインの言語と風土）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目名
変更（29）

 スペイン語圏の文化（ラ
 テンアメリカの言語と文
 化）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

スペイン語中級（読解・会話）Ⅱ

スペイン語初級（総合）Ⅱ

スペイン語初級（文法）Ⅰ

スペイン語初級（文法）Ⅱ

スペイン語演習Ⅱ

スペイン語初級 (読解･会話)Ⅱ

兼任 講師 陳　喜 平成27年４月

中国語初級（総合）Ⅰ

中国語初級（文法）Ⅰ

中国語初級（総合）Ⅱ

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

中国語初級（文法）Ⅱ

平成29年４月
中国語初級（読解・会話）Ⅰ 平成29年4月

教員配置見直しのため教員追加
（29）中国語初級（読解・会話）Ⅱ

平成27年４月  日中比較文化

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

 中国語初級（文法）Ⅰ

助教 大島　賢一 平成29年４月

動物生命科学兼担 助教

兼担

兼担 助教 高橋　史樹 平成29年４月 化学実験
平成29年4月教員配置見直しのため
教員追加（29）

助教 荻田　佑 平成29年４月
動物と私たちのくらし

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）動物生命科学

芸術教養美術ゼミ

高谷　智英 平成29年４月

兼担 助教 蛭田　直 平成29年４月 芸術教養美術ゼミ

兼担

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）
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兼任 講師
高橋　ユウエ

ン
平成27年４月

アカデミック・イングリッシュⅠ(中級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(初級）

アカデミック・イングリッシュⅡ(中級）

コンディショニングバレエ

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

兼任 講師 友川　幸 平成27年４月 トレッキング

兼任 講師 宮内　ひとみ

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
（27）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

 コンディショニングバレエ

平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

 トレッキング

基礎心理学

兼任 講師 千足　耕一 平成27年４月 スノー・スポーツ

平成27年４月

平成28年４月

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

兼任 講師 野口　和行 平成27年４月 スノー・スポーツ

兼任

ドイツ語初級（文法）Ⅰ

蓬郷　尚代 平成27年４月

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

 スノー・スポーツ

 スノー・スポーツ

平成29年４月
ドイツ語初級（総合）Ⅰ 平成29年4月

教員配置見直しのための教員追加
（29）ドイツ語初級（総合）Ⅱ

 スノー・スポーツ

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

スノー・スポーツ

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

ドイツ語初級(読解･会話)Ⅱ  ドイツ語初級(読解･会話)Ⅱ

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

ドイツ語初級(読解･会話)Ⅰ

ドイツ語初級（文法）Ⅰ

平成29年4月
教員配置見直しのための教員追加
（29）

平成29年４月

ドイツ語初級（文法）Ⅱ

 フランス語初級（総合）Ⅱ

兼担 特任教授 池部　雅英 平成27年4月
フランス語演習Ⅰ

 フランス語初級（総合）Ⅰ

兼任 講師 岩本　綾 平成27年４月

兼任 講師 浜　泰子 平成27年4月

フランス語初級（総合）Ⅱ

フランス語初級（総合）Ⅰ

講師

 フランス語演習Ⅰ

フランス語演習Ⅱ  フランス語演習Ⅱ

 スペイン語初級（読解・会話）Ⅱ

兼任 講師
藤井　スサー

ナ
平成27年4月

スペイン語初級（文法）Ⅰ

スペイン語演習Ⅰ  スペイン語演習Ⅰ

スペイン語演習Ⅱ  スペイン語演習Ⅰ

 スペイン語初級（文法）Ⅰ

スペイン語初級（文法）Ⅱ  スペイン語初級（文法）Ⅱ

スペイン語初級（読解・会話）Ⅰ  スペイン語初級（読解・会話）Ⅰ

スペイン語初級（読解・会話）Ⅱ

兼任 講師 合津　美穂 平成27年４月

平成27年４月

 読解（日本語）A-Ⅰ
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

 読解（日本語）A-Ⅱ

平成27年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（27）

読解（日本語）Ⅱ  読解（日本語）Ⅱ

作文（日本語）Ⅰ  作文（日本語）Ⅰ

作文（日本語）Ⅱ  作文（日本語）Ⅱ

読解（日本語）Ⅰ  読解（日本語）Ⅰ

兼任 講師 谷口　英美 平成27年４月

平成27年４月

 聴解（日本語）A-Ⅰ 平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

 聴解（日本語）A-Ⅱ

 会話（日本語）B-Ⅰ

 会話（日本語）B-Ⅱ

聴解（日本語）Ⅰ  聴解（日本語）Ⅰ
平成27年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（27）

聴解（日本語）Ⅱ  聴解（日本語）Ⅱ

会話（日本語）Ⅰ  会話（日本語）Ⅰ

会話（日本語）Ⅱ  会話（日本語）Ⅱ

兼任 講師 牧野　昭子 平成27年４月

平成27年４月

 聴解（日本語）B-Ⅰ
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

 聴解（日本語）B-Ⅱ

聴解（日本語）Ⅰ 聴解（日本語）Ⅰ
平成27年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（27）
平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

聴解（日本語）Ⅱ 聴解（日本語）Ⅱ

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。
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兼任 講師 片所　由生 平成27年４月

平成27年４月

 会話（日本語）A-Ⅰ

 会話（日本語）A-Ⅱ

会話（日本語）Ⅰ 会話（日本語）Ⅰ
平成27年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（27）
平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

会話（日本語）Ⅱ 会話（日本語）Ⅱ

兼任 講師 折口　築 平成27年４月

武道・伝統文化実習Ⅰ 平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。武道・伝統文化実習Ⅱ

兼任 講師
デイビッド
カラハン

平成27年４月

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級)

アカデミック・イングリッシュⅠ(初級）

アカデミック・イングリッシュⅡ(初級）

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
(27)当該科目は他に担当教員がい
るため，支障はない。

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(上級)  ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(上級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)  ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(上級)  ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(上級)

 アカデミック・イングリッシュⅠ(初級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(中級）  アカデミック・イングリッシュⅠ(中級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(上級）  アカデミック・イングリッシュⅠ(上級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(初級）  アカデミック・イングリッシュⅠ(初級）

 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級)

 アカデミック・イングリッシュⅡ(初級）

アカデミック・イングリッシュⅡ(中級）  アカデミック・イングリッシュⅡ(中級）

アカデミック・イングリッシュⅡ(上級）  アカデミック・イングリッシュⅡ(上級）

アカデミック・イングリッシュⅡ(初級）  アカデミック・イングリッシュⅡ(初級）

兼任 講師 森木　順子 平成27年４月

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(上級）  ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(上級)

平成27年４月 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)

リーディング・プラスⅠ（中級）  リーディング・プラスⅠ（中級）

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
(27)当該科目は他に担当教員がい
るため，支障はない。

平成27年４月 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級)

平成27年4月
教員配置見直しのため教員追加
（27）

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(初級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(初級)

平成27年4月
教員配置見直しのため教員追加
（27）

リスニング＆リーディングⅠ（初級）

リスニング＆リーディングⅠ（中級）  リスニング＆リーディングⅠ（中級）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

リスニング＆リーディングⅡ（初級）

平成27年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（27）リーディング・プラスⅡ（中級）  リーディング・プラスⅡ（中級）

兼任 講師
マークスプリ

ング
平成27年４月

平成27年４月
ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(上級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級)  ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級) 平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
(29)当該科目は他に担当教員がい
るため，支障はない。ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)  ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)

アカデミック・イングリッシュⅠ（中級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(中級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(中級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(中級）

兼任 講師 大島　春子 平成27年4月

平成27年４月
ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(上級) 平成27年4月

教員配置見直しのため教員追加
（27）ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(上級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級)  ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級) 平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
(29)当該科目は他に担当教員がい
るため，支障はない。 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)

兼任 講師 長谷部めぐみ 平成27年４月

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級)  ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級)

リスニング＆リーディングⅠ（初級）  リスニング＆リーディングⅠ（初級）

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)  ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(初級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(初級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(上級)  ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(上級)

リスニング＆リーディングⅠ（上級）

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
(27)当該科目は他に担当教員がい
るため，支障はない。

アカデミック・イングリッシュⅡ(中級）

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
(27)当該科目は他に担当教員がい
るため，支障はない。

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(上級) 平成27年4月
教員配置見直しのため教員追加
（27）

兼任 講師
コリガン　ス

テーブン
平成27年４月

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

平成29年４月

 武道・伝統文化実習Ⅱ

 武道・伝統文化実習Ⅰ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

アカデミック・イングリッシュⅡ(初級）
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平成27年４月

リスニング＆リーディングⅡ（上級）  リスニング＆リーディングⅡ（上級） 平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
(27)当該科目は他に担当教員がい
るため，支障はない。リスニング＆リーディングⅡ(初級）  リスニング＆リーディングⅡ(初級）

兼任 講師
ピーターヴァ
ンデンベルグ

平成27年4月

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級)  ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)  ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(初級)  ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(初級)

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
(29)当該科目は他に担当教員がい
るため，支障はない。

アカデミック・イングリッシュⅠ（初級） 平成27年4月
教員配置見直しのため教員追加
（27）アカデミック・イングリッシュⅡ（初級）

平成29年４月
リスニング＆リーディングⅠ（中級） 平成29年4月

教員配置見直しのため教員追加
（29）リスニング＆リーディングⅡ（中級）

平成27年４月

アカデミック・イングリッシュⅠ(上級）

平成27年4月
教員配置見直しのため教員追加
（27）

アカデミック・イングリッシュⅠ(中級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(初級）

アカデミック・イングリッシュⅡ(上級）
平成29年4月
教員配置見直しのため変更（29）

アカデミック・イングリッシュⅠ

兼任 講師 黒澤　優子 平成27年４月

平成27年４月
ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級)

平成29年４月
リスニング＆リーディングⅠ（初級）

平成27年4月
教員配置見直しのため教員追加
（27）ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(初級)  ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(初級) 平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
(29)当該科目は他に担当教員がい
るため，支障はない。ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(初級)  ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(初級)

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）リスニング＆リーディングⅠ（中級）

リスニング＆リーディングⅡ(中級）  リスニング＆リーディングⅡ(中級）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
(29)当該科目は他に担当教員がい
るため，支障はない。

兼任 講師 三浦　久 平成27年4月

平成27年４月
ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級) 平成27年4月

教員配置見直しのため教員追加
（27）ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(初級)  ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(初級) 平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
(27)当該科目は他に担当教員がい
るため，支障はない。ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(初級)  ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(初級)

平成27年４月

 リスニング＆リーディングⅠ（初級）

平成27年4月
教員配置見直しのため教員追加
（27）
平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
(29)当該科目は他に担当教員がい
るため，支障はない。

 リスニング＆リーディングⅡ（初級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(初級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(中級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(初級）

アカデミック・イングリッシュⅡ(初級）

アカデミック・イングリッシュⅡ(中級）

アカデミック・イングリッシュⅡ(初級）

兼任 講師
ジョナサン
ジャンカー

平成27年４月

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級)  ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級) 平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
(29)当該科目は他に担当教員がい
るため，支障はない。ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)  ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)

兼任 講師 内川  安江 平成27年４月

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級)  ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級) 平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
(29)当該科目は他に担当教員がい
るため，支障はない。ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)  ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(初級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(初級)

リスニング＆リーディングⅠ（初級）

リスニング＆リーディングⅡ（初級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(中級）

アカデミック・イングリッシュⅠ（中級）

アカデミック・イングリッシュⅡ(中級）

アカデミック・イングリッシュⅡ(中級）

兼任 講師 有賀メアリー 平成27年４月

平成29年４月 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級)

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

English for General PurposesⅠ English for General PurposesⅠ 平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）English for General PurposesⅡ English for General PurposesⅡ

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級)
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兼任 講師 林　英美 平成27年４月

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(上級)  ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(上級)

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
(27)当該科目は他に担当教員がい
るため，支障はない。

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)

コミュニカティブ・イングリッシュⅠ（初級）

リスニング＆リーディングⅠ（中級）  リスニング＆リーディングⅠ（中級）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

リスニング＆リーディングⅡ(中級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(中級）

アカデミック・イングリッシュⅡ(中級）  アカデミック・イングリッシュⅡ(中級） 平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。リスニング＆リーディングⅠ（上級）  リスニング＆リーディングⅠ（上級）

兼任 講師 布施　伸之 平成27年４月

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(初級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(初級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(初級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(初級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(初級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(初級)

リスニング＆リーディングⅠ（初級）  リスニング＆リーディングⅠ（初級） 平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
(27)当該科目は他に担当教員がい
るため，支障はない。リスニング＆リーディングⅡ(初級）  リスニング＆リーディングⅠ（初級）

リスニング＆リーディングⅠ（中級）  リスニング＆リーディングⅠ（中級）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

アカデミック・イングリッシュⅠ(初級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(初級）

アカデミック・イングリッシュⅡ(初級）

アカデミック・イングリッシュⅡ(初級）

兼任 講師 清澤　美恵 平成27年４月

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級）

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)

リスニング＆リーディングⅠ（中級）  リスニング＆リーディングⅠ（中級）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

平成29年４月 リスニング＆リーディングⅠ（上級）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼任 講師
フレッド　カ

ルス
平成27年４月

平成29年４月
リスニング＆リーディングⅡ（中級）

リスニング＆リーディングⅠ（上級）

リスニング＆リーディングⅡ（上級）

 アカデミック・イングリッシュⅡ(初級）

平成27年4月
教員配置見直しのため教員追加
（27）
平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

リスニング＆リーディングⅠ（中級） 平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

講師
リチャード
ロビンソン

平成27年４月

リスニング＆リーディングⅡ(初級）  リスニング＆リーディングⅡ(初級）

アカデミック・イングリッシュⅠ（中級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(上級）

アカデミック・イングリッシュⅡ(上級）

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
(27)当該科目は他に担当教員がい
るため，支障はない。

 コミュニカティブ・イングリッシュⅠ（上級）

 コミュニカティブ・イングリッシュⅠ（中級）

 コミュニカティブ・イングリッシュⅠ（中級）

 コミュニカティブ・イングリッシュⅡ（上級）

 コミュニカティブ・イングリッシュⅡ（中級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(中級）

アカデミック・イングリッシュⅡ(中級）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

アカデミック・イングリッシュⅡ(中級）

兼任

 アカデミック・イングリッシュⅡ(上級）

平成27年４月
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講師 佐藤　陽子

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27)
平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

兼任 講師 松本　成司 平成27年４月
ロボティクス入門 企業経営ゼミ

兼任 講師 吉田　利男 平成27年４月

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

 信州の環境と社会

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）Ｗｅｂ制作ゼミ

平成27年４月
 スペシャルオリン
 ピックスで学ぼう
 ゼミ

兼任

講師 柳澤　理志 平成29年４月 囲碁で養う考える力

平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

兼任

兼任 講師
ダビデジャン

カー
平成27年４月

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(上級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(上級)

コミュニカティブ・イングリッシュⅠ（中級）

コミュニカティブ・イングリッシュⅠ（初級）

コミュニカティブ・イングリッシュⅡ（中級）

コミュニカティブ・イングリッシュⅡ（初級）

アカデミック・イングリッシュⅡ(中級）  アカデミック・イングリッシュⅡ(中級）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

アカデミック・イングリッシュⅠ(中級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(上級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(上級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(中級）

兼任 講師 渡辺アイリン 平成27年４月

コミュニカティブ・イングリッシュⅠ（上級）

アカデミック・イングリッシュⅠ（上級）

アカデミック・イングリッシュⅡ(上級）  アカデミック・イングリッシュⅡ(上級）

コミュニカティブ・イングリッシュⅠ（上級）

コミュニカティブ・イングリッシュⅠ（初級）

コミュニカティブ・イングリッシュⅡ（上級）

コミュニカティブ・イングリッシュⅡ（上級）

コミュニカティブ・イングリッシュⅡ（初級）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

アカデミック・イングリッシュⅡ(中級）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼任 講師 長田　哲文 平成27年４月

アカデミック・イングリッシュⅠ(上級）  アカデミック・イングリッシュⅠ(上級）

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
(27)当該科目は他に担当教員がい
るため，支障はない。

兼任 講師
コルナ　デイ

ビッド
平成27年４月

アカデミック・イングリッシュⅠ(中級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(初級）

アカデミック・イングリッシュⅡ(中級）

 アカデミック・イングリッシュⅡ(初級）

 アカデミック・イングリッシュⅡ(中級）

アカデミック・イングリッシュⅡ(上級）

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
(27)当該科目は他に担当教員がい
るため，支障はない。
平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼任 講師 伊原  巧 平成27年４月 アカデミック・イングリッシュⅠ(中級）  アカデミック・イングリッシュⅠ(中級）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。アカデミック・イングリッシュⅡ(初級）

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
(27)当該科目は他に担当教員がい
るため，支障はない。

兼任 講師
スコットパー

マー
平成27年４月

アカデミック・イングリッシュⅠ(初級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(初級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(中級） アカデミック・イングリッシュⅠ(中級）

アカデミック・イングリッシュⅡ(初級）

アカデミック・イングリッシュⅡ(初級）

平成29年４月 アカデミック・イングリッシュⅡ(中級）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼任 講師 角田　幸雄 平成27年４月 アカデミック・イングリッシュⅡ(上級）

兼任 講師 田中　江扶 平成27年４月

アカデミック・イングリッシュⅡ(上級）

平成29年４月 アカデミック・イングリッシュⅡ(初級）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

 アカデミック・イングリッシュⅡ(上級）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

 アカデミック・イングリッシュⅡ(上級）

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
（27）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

平成29年４月
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兼任 平成27年４月

日本古典文学入門

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

 日本の古典文学を読む

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

兼任 講師 平木　幸二郎 平成27年４月

哲学者たちの智恵～人生を生きる～

講師 渡邊　秀夫

 物との関わり，人との関わり

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

眞次 宏典 平成27年４月 日本国憲法
平成27年4月
教員配置見直しのため教員追加
（27）

手話と社会 平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）手話コミュニケーションと社会

兼任

平成27年４月

講師 平澤　まさ美 平成27年４月
手話と社会 平成27年4月

教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

講師 花村　有利子

手話コミュニケーションと社会

平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）世界で今何が起こっているのか？－Ⅱ

平成27年４月
世界の国々は今－グローバル社会を生きるために－Ⅰ 平成27年4月

教育課程の充実を図るため科目追
加（27）世界の国々は今－グローバル社会を生きるために－Ⅱ

兼任 講師 岩田　達明

平成29年４月
世界で今何が起こっているのか？－Ⅰ

 物理学とは何だろうか

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

兼任 講師 山田　銹二 平成27年４月  物理への誘い

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

美谷島　實 平成27年４月

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

兼任 講師 田村　亮子 平成27年４月

英語基礎Ⅰ（たてなおしの英語Ⅰ）

津田　大介 平成28年４月

自己発見の方法

兼任 講師 宮越　幸代 平成27年４月 国際看護学Ⅰ

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

兼任 講師 八尋　道子 平成27年４月 看護倫理学
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

兼任 講師

兼任

兼任

下平　菜穂 平成27年４月

 作文（日本語）A-Ⅰ

国際技術論

講師

講師

英語基礎Ⅱ（たてなおしの英語Ⅱ）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

 作文（日本語）A-Ⅱ

講師

兼任 講師

兼任

兼任 井上　和行 平成29年４月 線形代数学Ⅰ
平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

兼任 講師
スプリング有

木子

平成27年４月

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(初級)

平成27年4月
教員配置見直しのため教員追加
（27）

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(初級)

リスニング＆リーディングⅡ（上級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(初級）

 アカデミック・イングリッシュⅡ(初級）

平成27年4月
教員配置見直しのため教員追加
（27）
平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

平成29年４月
リスニング＆リーディングⅠ（初級） 平成29年4月

教員配置見直しのため教員追加
（29）リスニング＆リーディングⅡ（初級）

兼任 講師
マイケル

ジョンソン
平成29年４月 リスニング＆リーディングⅠ（上級）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）アカデミック・イングリッシュⅡ(初級）

兼任

兼任

講師
ディビッド

グレイ
平成29年４月

アカデミック・イングリッシュⅠ(初級）

ハイトワ
ムカッダム

平成29年４月 アカデミック・イングリッシュⅠ(初級）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

講師
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兼任 講師 宮本　由美子 平成29年４月
平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼任 講師
リアナ　ジョセ

フ
平成29年４月 アカデミック・イングリッシュⅠ(初級）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼任 講師
クリストファー

キーナー
平成29年４月 アカデミック・イングリッシュⅡ(上級）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

アカデミック・イングリッシュⅡ(中級）

（注）・　申請書の様式第３号（その２の１）に準じて作成してください。

　　　・　後任が決まっていない場合には，「後任未定」と記入してください。

　　　・　辞任者は「備考」に退職年月，氏名，理由を記入してください。

　　　・　年齢は，「設置時の計画」には当該学部等の就任時における満年齢を，「変更状況」には平成２９年５月１日現在の満年齢

　　　　を記入してください。

アカデミック・イングリッシュⅡ(上級）

　　　・　教員を学年進行中に変更した又は変更する予定の場合（「新規採用」，「担当授業科目の変更」又は「昇格」をいう。）は，

　　　　変更後の状況を記入するとともに，その理由，後任者が決まっていない場合は，「変更状況」の「氏名」に「後任未定」と記入し，

　　　　及び今後の採用計画を「備考」に記入してください。

　　　・　認可で設置された学部等の専任教員を変更する場合は，当該専任教員が授業を開始する前に必ず「専任教員採用等設置計画

　　　　変更書」を提出し，大学設置・学校法人審議会による教員資格審査（AC教員審査）を受けてください。AC教員審査を受けずに専任

　　　　教員として授業等を担当することは出来ません。

　　　・　「専任教員採用等変更書（ＡＣ）」を提出し「可」の教員判定を受けている場合は「○年○月教員審査済」，変更書を提出予定

　　　　の場合は「○年○月変更書提出予定」と記入してください。

　　　　　なお，設置認可審査時に教員審査省略となっている場合は，「備考」に「（教員審査省略）」及びその変更の理由，変更年度

　　　　（　）書き等のみを記入してください。
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教　授 准教授 講　師 助　教
計

（Ｂ）

8 0 1 15

［　+3　］ ［　△1　］ ［　△2　］ ［ 0］

（２） 専任教員数等

　（２）－①　設置基準上の必要専任教員数

完成年度時におけ
る設置基準上の必
要専任教員数

うち、完成年度時
における設置基準
上の必要教授数

8 4

名 名

（注）・　大学設置基準第十三条別表第一、短期大学設置基準第二十二条別表第一イにより算出される専任教員数を記入してください。

　　　　

　（２）－②　専任教員数

現在（報告書提出時）の完成年度時の計画

教　授 准教授 講　師 助　教 計 准教授 講　師

1 3 15
6

（6）

設置時の計画 現在（報告書提出時）の状況

（1） （3） （15） ［　0　］

助　教
計

（Ａ）
教　授

6 5

（注）・「設置時の計画」には，設置時に予定されていた完成年度時の人数を記入するとともに，（　）内に開設時の状況を記入してください。

　　　・「現在（報告書提出時）の状況」には、報告書提出年度の５月１日の教員数（実人数）を記入してください。

　　　・「現在（報告書提出時）の完成年度時の計画」には、報告書提出年度の５月１日現在、完成年度時に計画している教員数を記入するとともに，

　　　　［　］内に設置時の計画との増減数を記入してください。（記入例：１名減の場合：△１）

8 0 1 15
6

（5）

名

　（２）－③　年齢構成

年齢構成

定年規定の定め
る定年年齢

（歳）

報告書提出時
（上記（Ａ））
の教員のうち、
定年を延長して
採用している教

員数

完成年度時（上
記（Ｂ））の教
員うち、定年を
延長して採用す

る教員数

（注）・「年齢構成」には，当該学部における教員の定年に関する規定に基づく定年年齢（特例等による定年年齢ではありません），

　　　　および，平成２９年５月１日現在，定年に関する規定に基づく特例等により定年を超えて専任教員として採用されている

　　　　教員数および完成年度時に定年を超えて専任教員として採用する教員数を記入してください。

　　　・なお,職位等によって定年年齢が異なる場合には,職位ごとの定年年齢を「定年規定の定める定年年齢」に二段書きで記入

　　　　し，「定年を延長している教員数」には合算した数を記入してください。

65 0 0

歳 名
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科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

　上記（３）－①　・　（３）－②　の合計

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

（４） 専任教員交代に係る「大学の所見」及び「学生への周知方法」

（注）・　上記（３）の専任教員辞任等による学生の履修等への影響に関する「大学の所見」及び「学生への周知方法」を
　　　　記入してください。

計 0

（注）・　就任辞退（未就任）及び辞任した全専任教員について，教員数、担当科目数の合計，後任補充の状況を記入ください。

0 自由 0
計 0 科目 計 0 計 0

選択 0 選択 0
自由 0 科目 自由 0 自由

0 必修 0 必修 0
選択 0 科目 選択 0

0 人

必修 0 科目 必修

　　　・　また、担当予定であった科目の後任補充の状況について、各科目ごとに状況を以下「①」～「③」から選択し、
　　　　　「後任補充理由」の欄にその数字を記載してください。

・専任教員が担当する（している）場合は「①」
・兼任兼担教員が担当する（している）場合は「②」
・後任未定、科目廃止など、上記「①」「②」以外の場合は「③」

合計（Ａ）＋（Ｃ） 後任補充状況の集計（Ｂ）＋（Ｄ）
辞任等した教員数 担当科目数の合計（a）+（b）+（c） ①の合計数（a） ②の合計数（b） ③の合計数（c）

計 0

（注）・　一度就任した後に、辞任した全ての専任教員の辞任の理由を具体的に記入してください。
　　　・　昨年度の報告後から今年度の報告時までに専任教員が新たに辞任等した場合，赤字にて記入するとともに，「辞任等の理由」
　　　　　に辞任理由等および（　）書きで報告年度を記入してください。

0 人

必修 0

0 自由 0
計 0 科目 計 0 計 0

選択 0 選択 0
自由 0 科目 自由 0 自由

0 必修 0 必修 0
選択 0 科目 選択 0

科目 必修

合計（Ｃ） 後任補充状況の集計（Ｄ）
辞任した教員数 担当科目数の合計（a）+（b）+（c） ①の合計数（a） ②の合計数（b） ③の合計数（c）

辞任等の理由

該当なし

番　号 職　位 専任教員氏名 必修・選択・自由の別 担当予定科目 後任補充状況

　　　　　「就任辞退（未就任）の理由」に就任辞退の理由等および（　）書きで報告年度を記入してください。
　　　・　また、担当予定であった科目の後任補充の状況について、各科目ごとに状況を以下「①」～「③」から選択し、
　　　　　「後任補充理由」の欄にその数字を記載してください。

・専任教員が担当する（している）場合は「①」
・兼任兼担教員が担当する（している）場合は「②」
・後任未定、科目廃止など、上記「①」「②」以外の場合は「③」

　（３）－②　専任教員辞任の理由及び後任補充状況

計 0

（注）・　認可時又は届出時以降、就任を辞退した全ての専任教員の就任辞退の理由を具体的に記入してください。
　　　・　「就任辞退（未就任）」とは、認可又は届出時に就任予定としながら、実際には就任しなかった教員のことです。
　　　　　就任した後に辞任した教員は、以下「（３）－②専任教員辞任の理由及び後任補充状況」に記入してください。
　　　・　昨年度の報告後から今年度の報告時までに専任教員が新たに就任を辞退した場合，赤字にて記入するとともに，

0 人

必修 0

0 自由 0
計 0 科目 計 0 計 0

選択 0 選択 0
自由 0 科目 自由 0 自由

0 必修 0 必修 0
選択 0 科目 選択 0

科目 必修

合計（Ａ） 後任補充状況の集計（Ｂ）
就任を辞退した教員数 担当科目数の合計（a）+（b）+（c） ①の合計数（a） ②の合計数（b） ③の合計数（c）

就任辞退（未就任）の理由

該当なし

（３） 専任教員辞任等の理由

　（３）－①　専任教員の就任辞退（未就任）の理由及び後任補充状況

番　号 職　位 専任教員氏名 必修・選択・自由の別 担当予定科目 後任補充状況
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区　　　分 履　行　状　況
未履行事項について

の実施計画

設　置　時

該当なし

（平成27年4月）

設置計画履行状況

調　　 査　　 時 該当なし

（平成28年２月）

設置計画履行状況

調　　 査　　 時 該当なし

（平成29年２月）

６　留意事項等に対する履行状況等

（注）・　「設置時」には，当該大学等の設置時（認可時又は届出時）に付された留意事項（学校法人の

留　意　事　項　等

　　　・　「設置計画履行状況調査時」の（年月）には，調査結果を公表した月（通常２月）を記入して

　　　　ください。（実地調査や面接調査を実施した日ではありません。）

　　　・　該当がない場合には，「該当なし」と記入してください。

　　　　履行状況等について，具体的に記入するとともに，その履行状況等を裏付ける資料があれば，添付

　　　・　同一設置者が設置する既設学部等に付された意見は、当該大学から提出される全ての報告書に

　　　　寄附行為又は寄附行為変更の認可の申請に係る留意事項を除く。） と，それに対する履行状況等

　　　　について，具体的に記入し，報告年度を（　　）書きで付記してください。

　　　・　「設置計画履行状況調査時」には，当該設置計画履行状況調査の結果，付された意見に対する

　　　　してください。

　　　　記入してください。
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設　置　時　の　計　画 変更内容・状況，今後の見通しなど

特になし

　　　・　設置時の「設置の趣旨等を記載した書類」の項目に沿って作成し，それ以外の事柄については

　　　　適宜項目を設けてください。（記入例参照）

７　その他全般的事項

＜理学部　数学科＞

（１） 設置計画変更事項等

　　　　及び法令適合性に関して生じた留意すべき事項について記入してください。

（注）・　１～６の項目に記入した事項以外で，設置時の計画より変更のあったもの（未実施を含む。）

（２） 教員の資質の維持向上の方策（ＦＤ活動含む）

　ｃ　委員会の審議事項等

　ａ　委員会の設置状況

　　　教務委員会，学生委員会

①　実施体制

信州大学理学部教務委員会内規

　（設置）
第１条　信州大学理学部並びに信州大学大学院総合理工学研究科（理学専攻）及び信州大学大学院理工学系研究科
（数理・自然情報科学専攻，物質基礎科学専攻，地球生物圏科学専攻）（以下「学部等」という。）の教務に関し，
その適正，かつ，円滑な実施を図るため,信州大学理学部教務委員会(以下「委員会」という。）を置く。
　（職務）
第２条　委員会は，次に掲げる事項を審議する。
一　学部等の授業科目の履修に関すること。
二　学部等の授業計画に関すること。
三　学部等の学事日程に関すること。
四　その他教務に関すること。
　（組織）
第３条　委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一　各学科から選出された教員　各１人
二　その他委員会が特に必要と認めた者
２　前項第１号に規定する委員がやむを得ず欠席する場合は，委員会の承認を得て，代理者を出席させ，その職務を
代行する。
　（任期）

　ｂ　委員会の開催状況（教員の参加状況含む）

　　　教務委員会（毎月），学生委員会（審議事項があるとき開催）

　　　委員会内規参照
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期
第４条　前条第１項第１号に規定する委員の任期は，２年とする。ただし，再任を妨げない。
２　前条第１項第２号に規定する委員の任期は，その都度委員会が定める。
３　前条第１項第１号に規定する委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。
　（委員長）
第５条　委員会に，委員長を置き互選により定める。
２　委員長は，委員会を招集し，その議長となる。
３　委員長に事故あるときは，委員長があらかじめ指名する委員が，その職務を代行する。
　（議事）
第６条　委員会は，委員の３分の２以上の出席がなければ，議事を開くことができない。
　（委員以外の者の出席）
第７条　委員会が必要と認めたときは，委員会に委員以外の者の出席を求め，その意見を聴くことができる。
　（庶務）
第８条　委員会の庶務は，理学部学生支援グループにおいて処理する。
　（雑則）
第９条　この内規に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員会が定める。

　　　附　則
１　この内規は，平成16年４月１日から施行する。
２　この内規施行の際 初に任命される第３条第１項第１号の委員のうち，数理・自然情報科学科，化学科及び生物
科学科の委員の任期は，第４条第１項の規定にかかわらず，平成17年３月31日とする。
　　　附　則
　この内規は，平成19年７月４日から施行し，平成19年４月１日から適用する。
　　　附　則
　この内規は，平成24年４月１日から施行する。
       附　則
  この内規は，平成28年4月5日から施行し，平成28年4月1日から適用する。

信州大学理学部学生委員会内規

　（設置）
第１条　信州大学理学部並びに信州大学大学院総合理工学研究科（理学専攻）及び信州大学大学院理工学系研究科
（数理・自然情報科学専攻，物質基礎科学専攻，地球生物圏科学専攻）の学生の厚生補導及び留学生に関し，その適
正，かつ，円滑な実施を図るため，信州大学理学部学生委員会（以下「委員会」という。）を置く。
　（職務）
第２条　委員会は，次に掲げる事項を審議する。

入学料及び授業料免除に関すること一　入学料及び授業料免除に関すること。
二　奨学金に関すること。
三　学生生活に関すること。
四　留学生交流に関すること。
五　留学生の奨学金に関すること。
六　国費留学生の選考に関すること。
七　その他厚生補導及び留学生に関すること。
　（組織）
第３条　委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一　各学科から選出された教員　各１人
二　その他委員会が特に必要と認めた者
２　前項第１号に規定する委員がやむを得ず欠席する場合は，委員会の承認を得て，代理者を出席させ，その職務を
代行する。
　（任期）
第４条　前条第１項第１号に規定する委員の任期は，２年とする。ただし，再任を妨げない。
２　前条第１項第２号に規定する委員の任期は，その都度委員会が定める。
３　前条第１項第１号に規定する委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。
　（委員長）
第５条　委員会に，委員長を置き，委員の互選により定める。
２　委員長は，委員会を招集し，その議長となる。
３　委員長に事故あるときは，委員長があらかじめ指名する委員が，その職務を代行する。
　（議事）
第６条　委員会は，委員の３分の２以上の出席がなければ，議事を開くことができない。
　（委員以外の者の出席）
第７条　委員会が必要と認めたときは，委員会に委員以外の者の出席を求め，その意見を聴くことができる。
　（庶務）
第８条　委員会の庶務は，理学部学生支援グループにおいて処理する。
　（雑則）
第９条　この内規に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員会が定める。

　　　附　則
１　この内規は，平成16年４月１日から施行する。
２　この内規施行の際 初に任命される第３条第１項第１号の委員のうち，物理科学科，地質科学科及び物質循環学
科の委員の任期は，第４条第１項の規定にかかわらず，平成17年３月31日とする。

附 則
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　　　教授会前に実施

　　　①30名出席　②26名出席

　　講義を進めたり，講義で提示された資料や小テストの解答をe-Alps等にできる限り掲載するなど対応している。

③　学生に対する授業評価アンケートの実施状況

　ａ　実施の有無及び実施時期

有 前期（7/21 8/4） 後期（1/20 2/2）

　ａ　実施内容

　　　②FD(障害学生支援の法的背景と信州大学の実情）

　ｄ　実施結果を踏まえた授業改善への取組状況

②　実施状況

　　　附　則
　この内規は，平成19年７月４日から施行し，平成19年４月１日から適用する。
　　　附　則
　この内規は，平成24年４月１日から施行する。
      附　則
  この内規は，平成28年4月5日から施行し，平成28年4月1日から適用する。

　　　板書が見づらい，ペースが速い等については，丁寧な板書を心掛けるとともに学生のペースを見ながら

　ｂ　実施方法

　ｃ　開催状況（教員の参加状況含む）

　　　①FD（参加型授業が必要な理由と参加型授業の運営の仕方について）

　　　教員に集計結果を返却している

　　　　「②実施状況」には，実施されている取組を全て記載すること。（記入例参照）

　　　有・前期（7/21～8/4），後期（1/20～2/2）

　ｂ　教員や学生への公開状況，方法等

（注）・「①ａ　委員会の設置状況」には，関係規程等を転載又は添付すること。
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　　2）平成３２年５月　公開予定

　　2）大学全体において自己点検・評価を行い，大学ホームページ上に公表する。

②　自己点検・評価報告書

　ａ　公表（予定）時期

　　1）平成２９年年度以降

①　設置の趣旨・目的の達成状況に関する総括評価・所見

　　　従来の学科（６学科）を廃止し，数学科と理学科の２学科に改組し，授業科目の体系化した７つのコースを

　　設定するとともに，コースを超えた学生本位の学習システムを構築するため３つの教育プログラムを設定した。

　ｂ　公表方法

　　1）大学で実施する自己点検・評価に基づき，各事業年度及び中期目標期間内における業務実績に係る「自己

　　　点検評価報告書」を作成し大学ホームページ上に公表する。

　　サイエンス通論Ⅰ・Ⅱ，基礎理学科目）を開講し，理学部生として不可欠な自然科学における幅広い基礎知識

　　と応用力を養い，また，グローバル系科目（英語・TOEIC）やコミュニケーション力を養うための科目の充実を

　　図っている。

　　　設置の趣旨・目的については，設置計画通りに進め，当初設定したとおりに実現している。

　　　すべての学生に「理学力」を要請するため，学部共通科目としてグリーンサイエンス科目群（グリーン

（３） 自己点検・評価等に関する事項

　　　今後は，更なる教育・研究水準の向上を図り，設置の趣旨・目的の実現に向け引き続き取り組んでいく。

　　　認証評価を受審する予定である。

　　　　いて記入してください。

　　　　　なお，「②　自己点検・評価報告書」については，当該調査対象の組織に関する評価内容を含む報告書につ

　ａ　ホームページに公表の有無　　　　　　　　　（　　　有　　　・　　　無　　　）

　ｂ　公表時期（未公表の場合は予定時期）　　　　（　　平成２９年６月１日公表予定　　）

　　　　また，「①　設置の趣旨・目的の達成状況に関する総括評価・所見」については，できるだけ具体的な根拠を

　　　　含めて記入してください。

（注）・　設置時の計画の変更（又は未実施）の有無に関わらず記入してください。

③　認証評価を受ける計画

　　・大学全体において，平成３１年度に外部評価を含む自己点検評価を行うとともに，平成３２年度に機関別

（４） 情報公表に関する事項

○　設置計画履行状況報告書
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設　　置　　時 変　更　状　況 備　　　考

ﾔﾏｻﾜ ｷﾖﾋﾄ ﾊﾏﾀﾞ ｸﾆﾋﾛ

山沢　清人 濱田　州博

（H21.10) （H27.10)

ｵｾﾞｷ　ｽﾐｵ ｲﾁﾉ　ﾀｶｵ

尾関　寿美男 市野　隆雄

（H26.4) (H29.4)

ｱｻﾐ ﾀｶﾋﾛ ﾋｸﾞﾁ ﾏｻﾋｺ

浅見　崇比呂 樋口　雅彦

（H27.4） (H29.4)

　　　・大学独自の職名を設けていて当該職位がない場合は，各職に相当する職名の方を記載してください。

（注）・「変更状況」は，変更があった場合に記入し，併せて「備考」に変更の理由と変更年月日，報告年度を

　　　（　）書きで記入してください。

　　　　　　平成２９年度に報告する内容　→（29）

　　　・昨年度の報告後から今年度の報告時までに変更があれば，「変更状況」に赤字にて記載（昨年度までに報告

　　　　された記載があれば，そこに赤字で見え消し修正）するとともに，上記と同様に，「備考」に変更理由等を

　　　・大学院の場合には，「職名」を「研究科長」等と修正して記入してください。

　　　（例）平成２７年度に報告済の内容　→（27）

　　　　記入してください。

（注）・対象学部等の位置が大学本部の位置と異なる場合，本部の位置を（　）書きで記入してください。

任期満了に伴う改選
平成29年4月1日就任(29)

学　　長

職　　名

任期満了に伴う改選
平成29年4月1日就任(29)

（２） 大　学　名

　　　〒３９０－８６２１

（３） 大学の位置

任期満了に伴う改選
平成27年10月1日就任
(28)

　　　　信州大学

　　　　長野県松本市旭３－１－１

学 部 長

学科長等

　　　・対象学部等が複数のキャンパスに所在する場合には，複数のキャンパスの所在地をそれぞれ記載して

　　　　ください。

（４） 管理運営組織

１　調査対象大学等の概要等

（１） 設　置　者

　　　　国立大学法人信州大学
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　　　・　なお，課程認定等によりコースや専攻に入学定員を定めている場合は，法令上規定されている 小単位
　　　　（大学であれば「学科」、短期大学であれば「専攻課程」でも記載してください。その場合適宜各項目の表
　　　　を追加してください。
　　　・　様式は，平成２６年度開設の４年制の学科の場合（平成２９年度までの４年間）ですが，開設年度・

　　

　理学部

　　　理学科

　学士（理学）

対象年度

区　分 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期

人 人 人 人 人 人 人 人

　（５）－①　調査対象学部等の名称等

　　　・　学生募集停止を予定している場合は、「備考」にその旨記載してください。

　　　・　「学位又は学科の分野」には、「認可申請書」又は「設置届出書」の「教育課程等の概要（別記様式第２号

理学関係 4

調査対象学部等の
名称（学位）

人 年次

人

151

（５）　調査対象学部等の名称，定員，入学者の状況等

（注）・　当該調査対象の学部の学科または研究科の専攻等，定員を定めている組織ごとに記入してください（入試
　　　　区分ごとではありません）。

　　　　修業年限に合わせて作成してください。（修業年限が３年以下の場合には欄を削除し，５年以上の場合
　　　　には，欄を設けてください。）

平成２９年度 平成３０年度
平均入学定員

超 過 率

年

　　　　（その２の１））」の「学位又は学科の分野」と同様に記入してください。

（注）・　定員を変更した場合は，「備考」に変更前の人数，変更年月及び報告年度を（　）書きで記入してください。

入学定員

人

備　　考
学位又は学科

の分野

設 置 時 の 計 画

修業年限 入学定員 編入学定員 収容定員

151 151

3年次

3

610

備　　考

　（５）－②　調査対象学部等の入学者の状況

平成２７年度 平成２８年度

151

851 － 933 － 706

(－) (－) (－) (－) (19) (　 　) (　 　) (　 　)

[11] [－] [17] [－] [ 22 ] [ 　 ] [ 　 ] [ 　 ]

574 － 559 － 454

(－) (－) (－) (－) (17) (　 　) (　 　) (　 　)

[11] [－] [16] [－] [ 20 ] [ 　 ] [ 　 ] [ 　 ]

177 － 186 － 184

(－) (－) (－) (－) (　8　) (　 　) (　 　) (　 　)

[3] [－] [5] [－] [ 5 ] [ 　 ] [ 　 ] [ 　 ]

153 － 154 － 156

(－) (－) (－) (－) (　5　) (　 　) (　 　) (　 　)

[2] [－] [4] [－] [ 4 ] [ 　 ] [ 　 ] [ 　 ]

入学定員超過率

Ｂ／Ａ

　　　　「－」を記入してください。

　　　・　[ 　 ]内には，留学生の状況について内数で記入してください。該当がない年には「－」を記入して

　　　　ください。

　　　・　留学生については，「出入国管理及び難民認定法」別表第一に定められる「『留学』の在留資格（いわゆる

　　　　「留学ビザ」）により，我が国の大学（大学院を含む。），短期大学，高等専門学校，専修学校（専門課程）

　　　　及び我が国の大学に入学するための準備教育課程を設置する教育施設において教育を受ける外国人学生」を

　　　　記載してください。

　　　・　短期交換留学生など，定員内に含めていない学生については記入しないでください。

　　　・　学期の区分に従い学生を入学させる場合は、春季入学とその他の学期（春季入学以外の学期区分を設けている

　　　　場合）に分けて数値を記入してください。春季入学のみの実施の場合は、その他の学期欄は「－」を記入して

　　　　ください。また，その他の学期に入学定員を設けている場合は，備考欄にその人数を記入してください。

　　　・　「入学定員超過率」については，各年度の春季入学とその他を合計した入学定員，入学者数で算出して

1.01 1.01 1.03

(　　 　)

[ 若干人 ] [ 若干人 ] [若干人]

(　－　)

（注）・　数字は，平成２９年５月１日現在の数字を記入してください。

　　　・　（　 ）内には，編入学の状況について外数で記入してください。なお，編入学を複数年次で行って

　　　　いる場合には，((  ))書きとするなどし，その旨を「備考」に付記してください。 該当がない年には

Ａ　 入学定員

志願者数

受験者数

合格者数

Ｂ　 入学者数

(　－　) (　3 　)

[ 　　　 ]

1.01 倍
 1.01 倍

編入学は平成29年度から
開始
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　　　　ください。なお，計算の際は小数点以下第３位を切り捨て，小数点以下第２位まで記入してください。

　　　・　「平均入学定員超過率」には，開設年度から提出年度までの入学定員超過率の平均を記入してください。

　　　　なお，計算の際は「入学定員超過率」と同様にしてください。

対象年度

学　年 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期

153 － 156 － 163 －

[ 2 ] [ － ] [ 4 ] [ － ] [ 6 ] [ － ] [　　 ] [　 　]

（ － ） （ － ） （ 2 ） （ － ） （ 7 ） （ － ）

148 － 158 －

[ 2 ] [ － ] [ 2 ] [ － ] [　　 ] [　 　]

（ － ） （ － ） （11） （ － ） （　　） （　　）

147 －

[ 4 ] [ － ] [　　 ] [　 　]

（ － ） （ － ） （　　） （　　）

[　　 ] [　 　]

（　　）（　　）

平成３０年度

４年次

　（５）－③　調査対象学部等の在学者の状況

平成２７年度

[　　2　　] [　　6　　] [　12　] [　　　　 ]

１年次

２年次

３年次

（　　　　 ）

（注）・　数字は，平成２９年５月１日現在の数字を記入してください。

計

153 304 468

（　　－　　） （　2　） （　18　）

備　　　　　考
平成２９年度平成２８年度

　　　　ください。

　　　・　留学生については，「出入国管理及び難民認定法」別表第一に定められる「『留学』の在留資格（いわゆる

　　　　「留学ビザ」）により，我が国の大学（大学院を含む。），短期大学，高等専門学校，専修学校（専門課程）

　　　　及び我が国の大学に入学するための準備教育課程を設置する教育施設において教育を受ける外国人学生」を

　　　　記載してください。

　　　・　短期交換留学生など，定員内に含めていない学生については記入しないでください。

　　　・　学期の区分に従い学生を入学させる場合は，春季入学とその他の学期（春季入学以外の学期区分を設けている

　　　　場合）に分けて数値を記入してください。春季入学のみの実施の場合は，その他の学期欄は「－」を記入して

　　　　ください。また，その他の学期に入学定員を設けている場合は，備考欄にその人数を記入してください。

　　　・　「計」については，各年度の春季入学とその他の学期を合計した在学者数，留学生数を記入してください。

　　　・　[ 　 ]内には，留学生の状況について内数で記入してください。該当がない年には「－」を記入して

　　　・（　）内には，留年者の状況について，内数で記入してください。該当がない年には「－」を記入してくだ

　　　　さい。
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　（５）－④　調査対象学部等の退学者等の状況

退学した年度

平成２７年度
3
0
人 0 人 ・他の教育機関への入学・転学（3人）

平成２８年度
1
0
人 0 人 ・進路変更（1人）

平成２９年度 0 人 0 人

平成３０年度 人 人

平成２８年度
1
0
人 0 人 ・進路変更（1人）

平成２９年度 0 人 0 人

平成３０年度 人 人

平成２９年度 0 人 0 人

平成３０年度 人 人

人 人 平成３０年度 人 人 ％

468
307
153

人
5
3
0
人

1.07
1.0
0.0

％

％

人
1
0

合　　計

4
3
0

2.61
2.0
0.0

人

人

154

人

人

0

（注）・　数字は，平成２９年５月１日現在の数字を記入してください。　

％

％

0.00

0.64

　　　・　各年度の入学者数については，該当年度当初に入学した人数を記入してください。（途中で退学者がいた場合でも、その退学者数を減らす必要は

各年度の退学者数に いては 退学年度ごとに記入してください また 留学生数欄の人数に いては 退学者数の内数を記入してください

　　　　　ありません。）

退学者数

人153

入学者数（b） 退学者数（a）
退学者数（内訳）

入学者数に
対する退学者数

の割合
（a/b）

主な退学理由

　　　区　分

対象年度
退学者数の
うち留学生数

平成３０年度
入学者

平成２７年度
入学者

平成２８年度
入学者

平成２９年度
入学者

161

　　　・　「主な退学理由」は，下の項目を参考に記入してください。その際，「就学意欲の低下（○人）」というように，その人数も含めて記入してください。

　　　　　　（記入項目例）・就学意欲の低下　　　・学力不足　　　・他の教育機関への入学・転学　　　　　　　・海外留学

　　　　　　　　　　　　　　　・就職　　　・学生個人の心身に関する事情　　　　・家庭の事情　　　・除籍　　　　・その他

　　　・　各年度の退学者数については，退学年度ごとに記入してください。また、留学生数欄の人数については、退学者数の内数を記入してください。

　 ・　留学生については，「出入国管理及び難民認定法」別表第一に定められる「『留学』の在留資格（いわゆる「留学ビザ」）

　　により，我が国の大学（大学院を含む。），短期大学，高等専門学校，専修学校（専門課程）及び我が国の大学に入学するための

　　準備教育課程を設置する教育施設において教育を受ける外国人学生」を記入してください。

　　　・　「入学者数に対する退学者数の割合」は，【当該対象年度の入学者のうち，平成２９年５月１日現在までに退学した学生数の合計】を，

　　　　【当該対象年度の入学者数】で除した割合（％）を記入してください。その際，小数点以下第３位を切り捨て，小数点以下第２位までを記入してください。

　 ・　短期交換留学生など，定員内に含めていない学生については記入しないでください。
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必　修 選　択 自　由 教　授 准教授 講　師 助　教 助　手

環境マインドを現場で体験するゼミ 1前 2 兼3

　2 カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 環境問題を化学者と考えるゼミ  1後 2 兼1 教員配置見直しのため変更(27)

文系学生のための野外地質学ゼミ 1前 2 兼3

ドイツ環境ゼミ 1後 2 兼1

1後 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

生態資源論ゼミ  1前 2 兼1

 グローバルに生きるゼミ  1前 2  兼2 カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

スポーツ・ホスピタリティゼミ　秋冬編（松本山雅FC連携ゼミ） 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目名変更（27）

スポーツ・ホスピタリティゼミ　春夏編（松本山雅FC連携ゼミ） 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目名変更（27）

異文化研究ゼミ 1後 2 兼1

 「時」について考えるゼミ  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

新聞をつくろう！(タウン情報制作ゼミ） 1前 2 兼1

 言葉と諺（ことわざ）ゼミ  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

感覚で攻める英文法ゼミ～覚える英文法から感じる英文法へ 1前後 2 兼1

テレビのメディアリテラシー（テレビ信州参与ゼミ） 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目名変更（27）

 日本語の今を考えるゼミ  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 伝承の言葉ゼミ  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 地域密着のスポーツプロモーション・ゼミ  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

 サイエンスツアーゼミ  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

1後

原書で読むシャーロック・ホームズゼミ  1前 2 兼1 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

現代ドイツ事情ゼミ 1後 2 兼1

現代ドイツの言語と日常ゼミ 1前 　 2 　 　 　 　 　 　 兼1

「考える」ゼミ 1前後 2 兼1

土壌学ゼミ 1前 2 兼1

兼3

自然誌・博物学ゼミ 1前 2  兼4 教員配置見直しのため変更(29)

植物生態学ゼミ 1前 2 兼1
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２　授業科目の概要

＜理学部　理学科＞

（１） 授業科目表

 化学ゼミ  1前 2  兼2 カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 量子化学入門ゼミ  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

化学計算入門ゼミ
未開講
 1前後

2 兼1 カリキュラム見直しのため今年度未開講（29）

 情報デザインゼミ  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

1後

アナログ再発見ゼミ  1前 2 兼1 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

未開講
 　前後

カリキュラム見直しのため今年度未開講（29）

統計図解ゼミ 1 前 2 兼1 カリキュラム時間割見直しのため変更（27）

情報社会論ゼミ 1前後 2 兼1

 スポーツ観戦学ゼミ  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

　1

スポーツ活動論ゼミⅠ 1前 2 兼2 教員配置見直しのため変更(27)

スポーツ活動論ゼミⅡ 1後 2 兼1

カリキュラム見直しのため科目名変更（29）

技術とエネルギーの入門ゼミ （技術・環境分野） 1後 2 兼4 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

1後 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

地球白書ゼミ  1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

兼6 教員配置見直しのため変更(29)

芸術教養美術ゼミ　 1前後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

兼2 教員配置見直しのため変更(29)

芸術教養音楽ゼミ 1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

アジアの中の日本ゼミⅠ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

アジアの中の日本ゼミⅡ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 日本人のための英作文練習ゼミ  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

日本近現代史入門ゼミ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

西洋古典語の世界ゼミ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 西洋古典語の世界ゼミ  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 比較哲学入門ゼミ  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

古文書で学ぶ近世ゼミ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 日本の神様・仏様の世界を覗くゼミ  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 人を動かすための理論と方法ゼミ  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

スポーツ観戦文化論ゼミ 1前後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

大学改革への学生参加ゼミ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）
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教員配置見直しの為変更（29）

しょうがいスポーツゼミ 兼3 カリキュラム見直しのため名称変更（29）

 スペシャルオリンピックスで学ぼうゼミ 1前 2  兼4 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

1後 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

心理学思考法ゼミ  1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

身体心理学ゼミ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

環境心理学ゼミ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 グローバル経済入門ゼミ  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 経済学の視点で考える企業行動ゼミ  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

兼3 教員配置見直しのため変更(29)

地域ブランド実践ゼミ 1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 現代数学教育学ゼミ  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

ロボティクス入門ゼミ 1前後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 日常の中の確率ゼミ  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

カリキュラム見直しのため科目名変更（28）

 「物質化学 工学 の世界」ゼミ  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

兼2 教員配置見直しのため変更(29)

ものづくり入門ゼミ 1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 「Activity-Based Physics--アクティブラーニング探究力学」ゼミ  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

Ｗｅｂ制作ゼミ 1前後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

兼14 教員配置見直しのため変更(29)

大学生基礎力ゼミ 1前 2  兼11 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 地図について考えるゼミ  1前後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

自然活動論ゼミ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

自然と人間を考えるゼミ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

臨床検査を体験するゼミ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

体と心のリハビリテーションを考えるゼミ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

環境マインドを現場で体験するゼミ（熱帯雨林） 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

フィールドワーク入門ゼミ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

社会科学の方法ゼミ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 企業経営ゼミ  1前 2  兼2 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

利己的遺伝子説から生物像を描くゼミ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）利己的遺伝子説から生物像を描くゼミ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

新聞で広げる社会の見方ゼミ（信濃毎日新聞社寄付講義） 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

ネットワーク時代の古典を原著で読むゼミ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

1前後 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

人口知能を知ろうゼミ  1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

電子出版を知ろうゼミ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 科学的な見方・考え方ゼミ  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

身体運動科学ゼミ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

自然観察入門ゼミ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

発信のためのやさしい英作文練習ゼミ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

中国古典小説ゼミ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

法言語学（司法制度とことば）ゼミ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

英語の冒険ゼミ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

翻訳入門ゼミ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

シェイクスピアを読むゼミ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

異文化コミュニケーション（海外留学）ゼミ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

外国語教育を考えるゼミ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

ことばについて考えるゼミ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

中国思想の古典で学ぶゼミ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

変体仮名入門ゼミ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

フランス文学ゼミ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

英語資格試験対策ゼミ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

シルシル信知るゼミ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

もっと知りたい韓国ゼミ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

社会格差を考えるゼミ：勝者と敗者の本当の姿 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

質問紙調査入門ゼミ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

キャリアデザイン実践ゼミ 1後 2 兼3 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

社会科学文献購読ゼミⅠ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

社会科学文献購読ゼミⅡ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

経済学の視点で考える企業行動ゼミ　基礎編 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

経済学の視点で考える企業行動ゼミ　応用編 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

数学的思考ゼミ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

科学リテラシー入門ゼミ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

時について考えるゼミ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

日中比較文学ゼミ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

課題解決実践ゼミ 1後 2 兼3 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

※同科目群の内２単位必修
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地球環境の歴史 1前 2 兼1

兼2

自然災害と環境 1前 2  兼3 教員配置見直しのため変更(29)

 ＮＨＫビデオで学ぶ地球環境の歴史  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 環境～その人文・社会科学的アプローチ  1後 2  兼12 カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

1後

自然環境と文化  1 前 2 兼1 カリキュラム時間割見直しのため変更（27）

環境問題のしくみ 1前 2 兼1

環境科学入門 1前 2 兼1

生物と環境 1後 2 兼1

前後

 前 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

環境社会学入門 1 前後 2 兼1 カリキュラム時間割見直しのため変更（27）

前後

 前 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

熱帯雨林と社会 1 前後 2 兼1 カリキュラム時間割見直しのため変更（27）

環境文学のすすめ（環境文学Ⅱ） 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目名変更（27）

環境と生活とのかかわり 1前後 2 兼1

ライフサイクルアセスメント入門 1前後 2 兼1

 自然環境診断マイスターによる実践  1後 2  兼4 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

自然科学館に学ぶ生命系環境再創生 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

 自然科学館に学ぶ生命系環境再創生  1前 2  兼3 カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

Low Energy Building（省エネルギー住宅） 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 環境政策の社会学  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 自然環境マイスターによる環境保全活動の実践  1後 2  兼4 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

グリーンテクノロジー 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

兼5 教員配置見直しのため変更(29)

環境配慮素材と自然エネルギー 1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

エコ水車の開発と地域バイオマス利用 1前 2 兼3 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 信州の環境と社会  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

循環型社会入門 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

ネイチャーライティングのすすめ（環境文学Ⅰ） 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 材料の科学と技術（エネルギー・環境分野）  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 材料の科学と技術（情報・バイオ分野）  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

環
境
科
学
群

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 ナノテクと環境  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

兼4 教員配置見直しのため変更(29)

人とすまい 1前 2  兼2 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

水の環境科学 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

兼13 教員配置見直しのため変更(29)

森林サイエンス 1前 2  兼15 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

兼10 教員配置見直しのため変更(29)

農山村と環境 1前 2  兼9 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

環境と緑の文化 1後 2 兼3 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 生活の中の科学  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

環境とエネルギー 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

環境法入門 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

環境管理会計 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

材料の科学と技術（基礎編） 1前 2 兼13 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

兼12 教員配置見直しのため変更(29)

材料の科学と技術（先端編） 1後 2  兼13 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

環境エネルギー政策論 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

地形環境と災害 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

農環境保全学 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目群変更（29）

環境と生命の基礎化学 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

映像・人類学 1前 2 兼1

 スポーツ考現学  1前後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

 スポーツ文化を考える  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

 現代日本語論  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 日本語文法論  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 日本語の論理  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 日本語の意味と文法  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

  前 カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 日本近代文学入門  1後 2  兼1 カリキュラム時間割見直しのため変更（27）

 日本学入門  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

ヨーロッパ中世都市の諸相 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 ヨーロッパ中世都市の諸相  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

1後 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

言語教育の観点から学ぶ人間と世界  1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

1後 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

Englishes in the World（国際語としての英語）  1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）
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兼4 教員配置見直しのため変更(29)

Top Level English(トップレベルイングリッシュ) 1前後 2  兼5 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目名変更(28)

「田園環境健康都市須坂」を「共創」(須坂市寄付 附講義) 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 日本語教師による日本人のための異文化理解  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

映画史入門 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

1前 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

身体表現レクチャー＆ワークショップ  1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

近現代のアジアと日本 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 分野を横断する歴史学（入門）  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

1前 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

絶対王政期フランスの制度と社会  1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 日本語学入門  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 モノの世界史  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

1前 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

世界の音楽  1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 中国哲学入門  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 川上弘美を読む  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

方言からみた日本語 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 日本語教育学入門  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 謎解き・日本語の歴史  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 ｢心の哲学｣入門  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

1前 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

江戸時代の本屋さんと本  1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

英語基礎Ⅰ（たてなおしの英語Ⅰ） 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

英語基礎Ⅱ（たてなおしの英語Ⅱ） 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

自己発見の方法 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

日本古典文学入門 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

1前 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

中国古典小説  1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

1後 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

人
文
科
学
群

1後 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

哲学者たちの智恵～人生を生きる～  1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 物との関わり，人との関わり  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 日本の古典文学を読む  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 アフリカ社会論  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

韓国の文化（食文化） 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

韓国の文化（映画で学ぶ） 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

韓国の文化（若者の世界） 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

韓国の文化（メディア） 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 フランスの文化Ⅰ  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 フランスの文化Ⅱ  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

ドイツ語圏の文化Ⅰ 1前 2 兼2 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

ドイツ語圏の文化Ⅱ 1後 2 兼2 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

アフリカ文化論 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

中国の文化（現代中国事情①） 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

中国の文化（現代中国事情②） 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

ロシアの文化（風土と歴史） 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目名称変更（29）

スペイン語圏の文化 （スペインの言語と風土） 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 スペイン語圏の文化（ラテンアメリカの言語と文化）  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

ドイツ語圏の文化Ⅲ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 ドイツ語圏の文化Ⅲ  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

ドイツ語圏の文化Ⅳ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 ドイツ語圏の文化Ⅳ  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

科学論 1後 2 兼5 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

明日を生きるための心理学　リスク社会と防災を学ぶ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 現代倫理学入門  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 映像で見て読んで考えるアメリカの文学と歴史・社会  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）
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 変体仮名入門  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

文学と美術を歴史学で読み解く～日本古代史入門～ カリキュラム見直しのため科目名称変更（29）

 日本古代史入門-文学・美術の歴史- 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 世界史のなかの中国  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 寺と社から学ぶ信濃の歴史  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

山国信州の風土とくらし（風土の中の衣食住） 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

モバイルディバイスで習うE-TOEICコース(EA) 1前後 2 兼2 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

中世英語文献学入門 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

「右肩下がり」の時代を生き抜くための倫理学 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

言語哲学入門 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

「優れた言語学習者」から考える日本語教育学 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

恋愛小説を読むー比較文学への招待ー 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

フランス文学概論 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

日本文学概論 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

映像で見て読んで考えるアメリカ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

北米の文化（ポップ音楽と映画） 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

フランス語圏の文化 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

日本の屋根・信州の風土と暮らし 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

囲碁で養う考える力 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

新聞と私たちの社会(信濃毎日新聞社寄付 附講義) 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目名変更（27）(28)

青年の海外ボランティア活動 1後 2 兼1

国際教養A 1前後 2 兼2

国際教養B 1前後 2 兼2

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 地域における新聞の役割：市民タイムス寄附講義  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目名変更（27）

 「田園環境健康都市須坂」を「共創」  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

 フランスの文化Ⅰ  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

 フランスの文化Ⅱ  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

 ドイツ語圏の文化Ⅰ  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

 ドイツ語圏の文化Ⅱ  1後 2  兼3 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

 アフリカ文化論  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

4

　5 教員配置見直しのため変更(29)

日本国憲法 1前後 2 兼1 教員配置見直しのため変更(27)

兼3 教員配置見直しのため変更(29)

ベンチャービジネス概論 1前 2  兼2 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

キャリアとしての公務員 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム時間割見直しのため変更（29）カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

スポーツ考現学 1 前後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

スポーツ文化を考える 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

Understanding Global Mindset 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

ケースメソッド＆クリティカル・シンキング 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

国際理解と多文化共生を考えるⅠ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

国際理解と多文化共生を考えるⅡ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

臨床心理学 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 法と社会  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 財産法入門  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 意思決定理論  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 簿記入門  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

1前 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

大学生が出会う法律問題  1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

世界経済の歩み 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 経済学入門  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 リーダーシップ  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

家族と法 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 家族と法  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 経済指標の読み方  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

メディア心理学 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 社会調査から見る日本人の意識と行動  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

ポジティブ心理学 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

消費社会学入門 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

コミュニティの社会心理学 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

臨床心理学の基礎を学ぶ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

キャリア形成論Ⅰ カリキュラム見直しのための科目名変更（29）

 キャリア形成論Ⅰ-本当の自分を理解するステップ- 1前 2 兼2 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

キャリア形成論Ⅱ カリキュラム見直しのための科目名変更（29）

 キャリア形成論Ⅱ－自分の将来像を探るステップ－ 1後 2 兼2 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

社
会
科
学
群
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1前 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

手話コミュニケーションと社会  1後 2 兼2 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

手話と社会 1前 2 兼2 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

兼3 教員配置見直しのため変更(29)

地域活性化システム論 1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

ジェンダー論 1 前後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

Canadian Studies  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

A Canadian View of Global Issues  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

ヒューマンセクシュアリティ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 映像で見て考えるアメリカとイデオロギー  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

世界の国々は今－グローバル社会を生きるために－Ⅰ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

世界の国々は今－グローバル社会を生きるために－Ⅱ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 日中比較文化  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

1後 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

数を読む技術  1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

未開講 カリキュラム見直しのため今年度未開講（29）

電子出版の現代  1前後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

地域を探る 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

家庭生活基礎A 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 法と政治の哲学  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

公法入門 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

法学入門 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

戦後政策と憲法及び行政法 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

現代政治分析 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 政治とは何か-10代の君たちへ-  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

ミクロ経済学入門 1後 2 兼5 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

マクロ経済学入門 1前 2 兼5 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

1後 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

大学生が出会う経済・経営問題  1前 2 兼5 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

グローバルビジネス入門Ⅰ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

グローバルビジネス入門Ⅱ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

Global Mindset & Practical Approach 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）Global Mindset & Practical Approach  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

1前 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

障害と共生社会  1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

キャリアビジョンと男女共同参画：誰もが輝く社会を考える カリキュラム見直しのため名称変更（29）

　　　　　　　　　　 男女がともに輝く社会を考えよう 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

大学生から始めるキャリアデザイン 1前 2 兼3 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

世界で今何が起こっているのか？－Ⅰ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

世界で今何が起こっているのか？－Ⅱ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

統計データから読み解く社会 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

法学概論Ⅰ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

法学概論Ⅱ 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

脳の不思議を探る（認知神経科学入門） 1前 2 兼1

脳の不思議をもっと探る（認知神経科学入門） 1後 2 兼1

4 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

1後  　5 教員配置見直しのため変更(29)

食と植物の文化論  1前 2 兼3 教員配置見直しのため変更(27)

7

 　6 教員配置見直しのため変更(29)

動物と私たちのくらし 1前 2 兼12 教員配置見直しのため変更(27)

ニューバイオテクノロジー入門 1後 2 兼5

生態学入門 1後 2 兼1

教養としての物理学 1前 2 兼1

兼10

宇宙から原子への旅 1前 2  兼12 教員配置見直しのため変更(29)

 生活の中の科学  1後 2  兼3 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

教養としての物質科学 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

 教養としての物質科学  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

生活のなかの天文学 1前 2 兼1

観測天文学入門 1後 2 兼1

 素数の不思議  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

  前 カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 数と形  1後 2  兼1 カリキュラム時間割見直しのため変更（27）

伝えておきたい数学 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

 伝えておきたい数学  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

検索の科学 1前後 2 兼1

 電子出版の現代  1前後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

統計学の基礎 1前後 2 兼1

ネットワーク社会における情報科学 1前後 2 兼1

 数を読む技術  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）
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 土質および水理学  1前 2  兼2 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

現代医療における物理学 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

物理学の世界 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 物理への誘い  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 物理学とは何だろうか  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

Activitiy-Based Astronomy--現代天文学入門 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

兼13 教員配置見直しのため変更(29)

応用化学～千夜一夜～ 1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 身近な化学  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

兼13 教員配置見直しのため変更(29)

生活の中の高分子 1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 日本の自然と生物  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

兼2 教員配置見直しのため変更(29)

基礎 分子遺伝学の世界 1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

兼2 教員配置見直しのため変更(29)

バイオリソースと生命科学 1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

地域から学ぶ地球 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目群変更（29）

 農環境保全学  1後 2  兼4 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

動物生命科学 1後 2 兼6 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

14 教員配置見直しのため変更(29)

応用生物学への招待 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 Ｗｅｂページの構成と作成  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 情報学入門  1前 2  兼4 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 情報処理がもたらす社会の変革  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

Introduction to Psychology  1後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

国際看護学Ⅰ 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

1後 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

看護倫理学  1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 素数の不思議  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

時間と空間の物理学 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

自
然
科
学
群

時間と空間の物理学 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

情報学入門（コンピュータの構成，アルゴリズム） 1前 2 兼4 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

情報学入門（プログラミング，ネットワーク） 1後 2 兼4 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

情報の利活用がもたらす社会イノベーション 1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

心理学概論 1後 2 兼7 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

国際技術論 1後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 基礎心理学  1前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

バレーボール 1前 1 兼1

テニス 1前 1 兼1

ソフトボール 1前 1 兼2

ゴルフ 1前 1 兼2

 コンディショニングバレエ  1前 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

   前

バドミントン 1 前後 1 兼2 カリキュラム時間割見直しのため変更（27）

サッカー 1前後 1 兼1

弓道 1前 1 兼1

コオーディネーションエクササイズ 1前 1 兼1

4 教員配置見直しのため変更(29)

　3

トレッキング 1前 1 兼4 教員配置見直しのため変更(27)

サバイバル活動 1前 1 兼1

1後 兼2 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

スクーバダイビング  1前 1  兼1 教員配置見直しのため変更(29)

スポーツフィッシング 1前 1 兼2

バスケットボール 1後 1 兼1

スポーツボウリング 1後 1 兼1

 氷上スキー（スケート＆カーリング）  1後 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

ネイチャースキー 1後 1 兼2

レジャースポーツ 1前 1 兼1

アウトドアの達人 1前 1 兼2

スノー・スポーツ 1後 1 兼6

ニュースポーツ
未開講
 1後

1 兼1 カリキュラム見直しのため今年度未開講（29）

信大マラソン 1前 1 兼2

マリンスポーツ 1前 1 兼1

アスレティックトレーニング 1後 1 兼1

剣道形の世界 1前 1 兼1

 後

アダプテッドスポーツ 1 前 1 兼1 カリキュラム時間割見直しのため変更（27）

体
育
・
ス
ポ
ー

ツ
群
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カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 氷上スポーツ（スケート＆カーリング）  1後 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

アウトドアマスターⅠ 1前 1 兼4 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

アウトドアマスターⅡ 1前 1 兼4 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

ゴルフマスターⅠ 1前 1 兼4 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

ゴルフマスターⅡ 1前 1 兼4 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

未開講 カリキュラム見直しのため今年度未開講（29）

フライングディスク  1前 1 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

　11

フレッシュマン・アカデミック・イングリッシュⅠ(上級） 1前 1 兼12 教員配置見直しのため変更(27)

15

18 教員配置見直しのため変更(29)

フレッシュマン・アカデミック・イングリッシュⅠ(中級） 1前 1 兼15 教員配置見直しのため変更(27)

15

16 教員配置見直しのため変更(29)

フレッシュマン・アカデミック・イングリッシュⅠ(初級） 1前 1 兼15 教員配置見直しのため変更(27)

　11

フレッシュマン・アカデミック・イングリッシュⅡ(上級) 1後 1 兼12 教員配置見直しのため変更(27)

14

　19 教員配置見直しのため変更(29)

フレッシュマン・アカデミック・イングリッシュⅡ(中級) 1後 1 兼15 教員配置見直しのため変更(27)

14

　18 教員配置見直しのため変更(29)

フレッシュマン・アカデミック・イングリッシュⅡ(初級) 1後 1 兼15 教員配置見直しのため変更(27)

フレッシュマン・アカデミック・イングリッシュⅠ 2・3・4前 1 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

フレッシュマン・アカデミック・イングリッシュⅡ 2・3・4後 1 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

　2 カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

English for Specific Purposes Ⅰ  1前 1 兼9 教員配置見直しのため変更(27)

　2 カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

English for Specific Purposes Ⅱ  1後 1 兼9 教員配置見直しのため変更(27)

　1 カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

English for General Purposes Ⅰ  1前 1 兼9 教員配置見直しのため変更(27)

　1 カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

English for General Purposes Ⅱ  1後 1 兼9 教員配置見直しのため変更(27)

6

リスニング＆リーディングⅠ(上級) 1前 1 兼5 教員配置見直しのため変更(29)

7

リスニング＆リーディングⅠ(中級) 1前 1 兼9 教員配置見直しのため変更(29)

8

9 教員配置見直しのため変更(29)

基
 
礎
 
科
 
目

外
国
語
科
目

 　9 教員配置見直しのため変更(29)

リスニング＆リーディングⅠ(初級) 1前 1 兼8 教員配置見直しのため変更(27)

　5

リスニング＆リーディングⅡ(上級） 1後 1 兼4 教員配置見直しのため変更(27)

7

リスニング＆リーディングⅡ(中級） 1後 1 兼9 教員配置見直しのため変更(29)

8

 10 教員配置見直しのため変更(29)

リスニング＆リーディングⅡ(初級） 1後 1 兼8 教員配置見直しのため変更(27)

リスニング＆リーディングⅠ 2・3・4前 1 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

リスニング＆リーディングⅡ 2・3・4後 1 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

リーディング・プラスⅠ 1前 1 兼1

 リーディング・プラスⅠ（上級）  1前 1  兼2 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

 リーディング・プラスⅠ（中級）  1前 1  兼2 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

リーディング・プラスⅡ 1後 1 兼1

 リーディング・プラスⅡ（上級）  1後 1  兼2 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

 リーディング・プラスⅡ（中級）  1後 1  兼2 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

　7

アカデミック・イングリッシュⅠ(上級） 2前 2 兼9 教員配置見直しのため変更(27)

20

  22 教員配置見直しのため変更(29)

アカデミック・イングリッシュⅠ(中級） 2前 2 兼21 教員配置見直しのため変更(27)

18

  19 教員配置見直しのため変更(29)

アカデミック・イングリッシュⅠ(初級） 2前 2 兼16 教員配置見直しのため変更(27)

 前

アカデミック・イングリッシュⅠ 2 後 2 兼1 カリキュラム時間割見直しのため変更（27）

8

 　7 教員配置見直しのため変更(29)

アカデミック・イングリッシュⅡ(上級） 2後 2 兼9 教員配置見直しのため変更(27)

アカデミック・イングリッシュⅡ(中級） 2後 2 兼21

16

  19 教員配置見直しのため変更(29)

アカデミック・イングリッシュⅡ(初級） 2後 2 兼16 教員配置見直しのため変更(27)

2

ドイツ語初級（総合）Ⅰ 1前 1 兼1 教員配置見直しのため変更(29)

2

ドイツ語初級（総合）Ⅱ 1後 1 兼1 教員配置見直しのため変更(29)

4
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ドイツ語初級（文法）Ⅰ 1前 1 兼3 教員配置見直しのため変更(29)

ドイツ語初級（文法）Ⅱ 1後 1 兼3

2

 　3 教員配置見直しのため変更(29)

ドイツ語初級（読解･会話）Ⅰ 1前 1 兼2 教員配置見直しのため変更(27)

1 教員配置見直しのため変更(29)

 　2

ドイツ語初級（読解･会話）Ⅱ 1後 1 兼3 教員配置見直しのため変更(27)

ドイツ語中級（会話）Ⅰ 2前 2 兼1

ドイツ語中級（会話）Ⅱ 2後 2 兼1

ドイツ語中級（読解）Ⅰ 2前 2 兼2

ドイツ語中級（読解）Ⅱ 2後 2 兼2

ドイツ語演習Ⅰ 2前 2 兼2

ドイツ語演習Ⅱ 2後 2 兼2

1

フランス語初級（総合）Ⅰ 1前 1 兼2 教員配置見直しのため変更(29)

1

フランス語初級（総合）Ⅱ 1後 1 兼2 教員配置見直しのため変更(29)

　1

フランス語初級（文法）Ⅰ 1前 1 兼2 教員配置見直しのため変更(27)

フランス語初級（文法）Ⅱ 1後 1 兼1

フランス語初級（読解・会話）Ⅰ 1前 1 兼2

フランス語初級（読解・会話）Ⅱ 1後 1 兼2

フランス語中級（読解・会話）Ⅰ 2前 2 兼1

フランス語中級（読解・会話）Ⅱ 2後 2 兼1

1

フランス語演習Ⅰ 2前 2 兼2 教員配置見直しのため変更(29)

1

フランス語演習Ⅱ 2後 2 兼2 教員配置見直しのため変更(29)

中国語初級（総合）Ⅰ 1前 1 兼2

中国語初級（総合）Ⅱ 1後 1 兼1

2

中国語初級（文法）Ⅰ 1前 1 兼3 教員配置見直しのため変更(29)

中国語初級（文法）Ⅱ 1後 1 兼3

4

中国語初級（読解・会話）Ⅰ 1前 1 兼3 教員配置見直しのため変更(29)

4

中国語初級（読解・会話）Ⅱ 1後 1 兼3 教員配置見直しのため変更(29)

中国語演習Ⅰ 2前 2 兼2

中国語演習Ⅱ 2後 2 兼2中国語演習Ⅱ 2後 2 兼2

ハングル初級（総合）Ⅰ 1前 1 兼1

ハングル初級（総合）Ⅱ 1後 1 兼1

ハングル初級（文法）Ⅰ 1前 1 兼1

ハングル初級（文法）Ⅱ 1後 1 兼1

ハングル初級（読解・会話）Ⅰ 1前 1 兼1

ハングル初級（読解・会話）Ⅱ 1後 1 兼1

ハングル中級（読解・会話）Ⅰ 2前 2 兼1

ハングル中級（読解・会話）Ⅱ 2後 2 兼1

ハングル中級Ⅰ 2前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

ハングル中級Ⅱ 2後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

ハングル演習Ⅰ 2前 2 兼1

ハングル演習Ⅱ 2後 2 兼1

スペイン語初級（総合）Ⅰ 1前 1 兼1

スペイン語初級（総合）Ⅱ 1後 1 兼1

1

スペイン語初級（文法）Ⅰ 1前 1 兼2 教員配置見直しのため変更(29)

 前 1 教員配置見直しのため変更(29)

スペイン語初級（文法）Ⅱ 1 後 1 兼2 カリキュラム時間割見直しのため変更（27）

 後 1 教員配置見直しのため変更(29)

スペイン語初級（読解・会話）Ⅰ 1 前 1 兼2 カリキュラム時間割見直しのため変更（27）

1 教員配置見直しのため変更(29)

スペイン語初級（読解・会話）Ⅱ 1後 1 兼2

スペイン語中級（読解・会話）Ⅰ 2前 2 兼1

スペイン語中級（読解・会話）Ⅱ 2後 2 兼1

1

スペイン語演習Ⅰ 2前 2 兼2 教員配置見直しのため変更(29)

1

スペイン語演習Ⅱ 2後 2 兼2 教員配置見直しのため変更(29)

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 ロシア語初級（総合）Ⅰ  1前 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）
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カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 ロシア語初級（総合）Ⅱ  1後 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 ロシア語初級（文法）Ⅰ  1前 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 ロシア語初級（文法）Ⅱ  1後 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 ロシア語初級（読解・会話）Ⅰ  1前 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 ロシア語初級（読解・会話）Ⅱ  1後 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

ロシア語中級（読解・会話）Ⅰ 2前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

ロシア語中級（読解・会話）Ⅱ 2後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 ロシア語中級Ⅰ  2前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（29）

 ロシア語中級Ⅱ  2後 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目名変更（28）

ロシア語演習Ⅰ （ビデオ） 2前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目名変更（28）

ロシア語演習Ⅱ （講読） 2後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

5

健康科学・理論と実践 1後 1 兼28 教員配置見直しのため変更(27)

新
入
生
ゼ

ミ
ナ
ー

ル

新入生ゼミナール 1前 2 1 1

※外国人留学生のみ

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 読解（日本語）A-Ⅰ  1前 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 読解（日本語）B-Ⅰ  1前 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

 読解（日本語）Ⅰ  1前 1  兼2 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 読解（日本語）A-Ⅱ  1後 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 読解（日本語）B-Ⅱ  1後 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

 読解（日本語）Ⅱ  1後 1  兼2 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 作文（日本語）A-Ⅰ  1前 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

健
康
科
学

科
目

　
日
本
語
・
日
本
事
情

　
日
本
語
・
日
本
事
情

 作文（日本語）B-Ⅰ  1前 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

 作文（日本語）Ⅰ  1前 1  兼2 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 作文（日本語）A-Ⅱ  1後 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 作文（日本語）B-Ⅱ  1後 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

 作文（日本語）Ⅱ  1後 1  兼2 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

読解（日本語）Ⅰ 1前 1 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

読解（日本語）Ⅱ 1後 1 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

作文（日本語）Ⅰ 1前 1 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

作文（日本語）Ⅱ 1後 1 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

ビジネス・ジャパニーズⅠ 1前 1 兼1

ビジネス・ジャパニーズⅡ 1後 1 兼1

日本語表現・文型Ⅰ 1前 1 兼1

日本語表現・文型Ⅱ 1後 1 兼1

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 聴解（日本語）A-Ⅰ  1前 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 聴解（日本語）B-Ⅰ  1前 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

 聴解（日本語）Ⅰ  1前 1  兼2 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 聴解（日本語）A-Ⅱ  1後 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 聴解（日本語）B-Ⅱ  1後 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

 聴解（日本語）Ⅱ  1後 1  兼2 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 会話（日本語）A-Ⅰ  1前 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 会話（日本語）B-Ⅰ  1前 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

 会話（日本語）Ⅰ  1前 1  兼2 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 会話（日本語）A-Ⅱ  1後 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）

カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 会話（日本語）B-Ⅱ  1後 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（27）
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 会話（日本語）Ⅱ  1後 1  兼2 カリキュラム見直しのため科目廃止（27）

聴解（日本語）Ⅰ 1前 1 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

聴解（日本語）Ⅱ 1後 1 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

会話（日本語）Ⅰ 1前 1 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

会話（日本語）Ⅱ 1後 1 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

科学技術日本語Ⅰ 1前 1 兼1

科学技術日本語Ⅱ 1後 1 兼1

日本社会と日本人Ⅰ 1前 2 兼1

日本社会と日本人Ⅱ 1後 2 兼1

1 2 教員配置見直しのため変更(29)

武道・伝統文化実習Ⅰ 1前 2 兼3 カリキュラム見直しのため単位数変更（27）

1 2 教員配置見直しのため変更(29)

武道・伝統文化実習Ⅱ 1後 　 2 　 　 　 　 　 　 兼3 カリキュラム見直しのため単位数変更（27）

グリーンサイエンス通論Ⅰ 1後 2 10 1
2

兼1
教員配置見直しのため変更(29)

グリーンサイエンス通論Ⅱ 2前 2 5
2
1

教員配置見直しのため変更(29)

  3

微分積分学Ⅰ 1･2前 2 兼1 教員配置見直しのため変更(27)

  3

微分積分学Ⅱ 1･2後 2 兼1 教員配置見直しのため変更(27)

  3

線形代数学Ⅰ 1･2前 2 兼1 教員配置見直しのため変更(27)

  3

線形代数学Ⅱ 1･2後 2 兼1 教員配置見直しのため変更(27)

物理学概論Ⅰ 1前後 2 1

物理学概論Ⅱ 1前後 2 1

化学概論Ⅰ 1前 2
1
2

兼1 教員退職のため（29）

化学概論Ⅱ 1後 2 2

生物学概論Ⅰ 1前 2 1 1

生物学概論Ⅱ 1後 2 2

地学概論Ⅰ 1前 2
2
1

教員配置見直しのため変更(29)

地学概論Ⅱ 1後 2 1 1 教員配置見直しのため変更(29)

物理学実験 2後 2 1

化学実験 1前後 2
3
5 3

4
3

兼1 教員配置見直しのため変更(29)

生物学実験 1前後 2
3
2

1 兼2
教員昇進のため(29)
教員昇進のため（28）

地学実験 1前後 2 7 4 1 兼1

　
　
専
 
門
 
科
 
目

グ
リ
ー

ン
サ
イ
エ
ン
ス
科
目

グ
リ
ー

ン
サ
イ

エ
ン
ス
通
論

基
礎
理
学
科
目
群

生保数理 3･4前 2 兼1

年金数理 3･4前 2 兼1

損保数理 3･4後 2 兼1

6

7 2 教員配置見直しのため変更(29)

情報科学演習 1･2前 2 6 1 2 兼1 教員配置見直しのため変更(27)

放射線安全実習 2･3･4後 1 5

自然科学史 2･3･4前 2 兼1

キャリアデザイン概論 1･2･3･4後 1 1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

社会体験実習 3通 1 1

物理学実験Ⅰ 1後 2 1
1

兼2
教員配置見直しのため変更(29)

物理学実験Ⅱ 2前 2 1 1  兼1 教員配置見直しのため変更(29)

物理学実験Ⅲａ 3前後 4 1 1 兼1 教員配置見直しのため変更(29)

物理学実験Ⅲｂ 3前後 4 2

力学Ⅰ 1前 2 1

力学Ⅱ 1後 2 1

力学Ⅲ 2前 2 1

熱力学 2後 2 1

統計力学Ⅰ 3前 2 1

統計力学Ⅱ 3後 2 1

電磁気学Ⅰ 2前 2 1

電磁気学Ⅱ 2後 2 1

電磁気学Ⅲ 3前 2 兼1

量子力学Ⅰ 2前 2 1

量子力学Ⅱ 2後 2 1

量子力学Ⅲ 3前 2 1

物理数学Ⅰ 1後 2 1

物理数学Ⅱ 2前 2 1

物理数学Ⅲ 2後 2 1

物理学演習Ⅰ 1前 2
2
1

教員配置見直しのため変更(29)

物理学演習Ⅱ 1後 2
2
1

教員配置見直しのため変更(29)

物理学演習Ⅲ 2前 2 1

物理学演習Ⅳ 2前 2 2 1 教員配置見直しのため変更(29)

共
通
科
目

物
理
学
コ
ー

ス

必
修
科
目
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物理学演習Ⅴ 2後 2 1 1 教員配置見直しのため変更(29)

物理学演習Ⅵ 2後 2 1

物理学演習Ⅶ 3前 2 1  兼1 教員配置見直しのため変更(29)

物理学演習Ⅷ 3前 2 1

物理学演習Ⅸ 3後 2 1 1 教員配置見直しのため変更(29)

物理実験学 1前 2 1 1 教員配置見直しのため変更(29)

相対性理論Ⅰ 1前 2 1

相対性理論Ⅱ 3･4後 2 1

計算物理学 2前 2 1

光学Ⅰ 3･4前 2 兼1

光学Ⅱ 3･4前 2 兼1

応用電磁気学Ⅰ 2･3･4後 2 1

応用電磁気学Ⅱ 2･3･4前 2 1

物性序論Ⅰ 3前 2 1 1 教員配置見直しのため変更(29)

物性序論Ⅱ 3後 2 1

量子物性Ⅰ 3･4前 2 1

量子物性Ⅱ 3･4前 2 1

固体物性Ⅰ 3･4後 2 1

固体物性Ⅱ 3･4後 2 兼1

宇宙物理学 3･4前 2 2

素粒子物理学 3･4後 2 1

核物理学 4前 2 兼1

量子力学特論 3･4前 2 兼1

物理学 前線 3後 2 6 5 兼5

アドバンスゼミ 1後 1 2 1 兼1 教員配置見直しのため変更(29)

アドバンス演習･実験･実習Ⅰ 2前 1 6 5 兼2

アドバンス演習･実験･実習Ⅱ 2後 1 6 5 兼2

アドバンス演習･実験･実習Ⅲ 3前 1 6 5 兼2

アドバンス演習･実験･実習Ⅳ 3後 1 6 5 兼2

セミナー 4通 2 6 5 兼5

卒業研究 4通 10 6 5 兼5

基礎分析化学 1前 2 1

基礎無機化学 1後 2 1

基礎有機化学 1前 2 1

基礎物理化学 1後 2 1

基礎化学実験 1後 2
2
5

2
3

1
3

兼1 教員配置見直しの為変更（29）

分析化学Ⅰ 2前 2 1

分析化学Ⅱ 2後 2 1

分析化学実験 2前 3
1
2

1 1 教員配置見直しの為変更（29）

選
択
科
目

ア
ド
バ
ン
ス
科
目

探
究
科
目

2

無機化学Ⅰ 2前 2 1

無機化学Ⅱ 2後 2 1

無機化学実験 2後 3 1 1 1

有機化学Ⅰ 2前 2 1 1 教員配置見直しの為変更（29）

有機化学Ⅱ 2後 2 1

有機化学Ⅲ 3前 2 1 1 教員の昇進のため（29）

有機化学実験 3前 3 1 1

物理化学Ⅰ 2前 2 1

物理化学Ⅱ 2後 2 兼1

物理化学Ⅲ 3前 2 兼1

物理化学実験 3後 3 1 1
2

兼1
教員配置見直しの為変更（29）

化学数学 1後 2 1 兼1

分析化学演習 2後 2 1 1 教員配置見直しの為変更（29）

無機化学演習 3後 2 1

物理化学演習 2後 2 1

分析化学特論Ⅰ 3前 2 1

分析化学特論Ⅱ 3後 2 1 1 教員配置見直しの為変更（29）

分析化学特論Ⅲ 3後 2 1

無機化学特論Ⅰ 3前 2 1

無機化学特論Ⅱ 3前 2 1

無機化学特論Ⅲ 3後 2 1

有機化学特論Ⅰ 2後 2 1 1 教員の昇進のため（29）

有機化学特論Ⅱ 3前 2 1

有機化学特論Ⅲ 3後 2 1 1 教員配置見直しの為変更（29）

有機化学特論Ⅳ 3後 2 1

有機化学特論Ⅴ 3後 2 1 1 教員の昇進のため（29）

物理化学特論Ⅰ 3前 2 1

物理化学特論Ⅱ 3後 2 1

生物化学 3後 2 1

分析化学特別講義 2･3･4後 1 兼1

無機化学特別講義 2･3･4後 1 兼1

有機化学特別講義 2･3･4後 1 兼1

物理化学特別講義 2･3･4後 1 兼1

アドバンスゼミ 1後 1 5 3 3 兼1

アドバンス演習･実験･実習Ⅰ 2前 1 2 1

アドバンス演習･実験･実習Ⅱ 2後 1 1 1 1

アドバンス演習･実験･実習Ⅲ 3前 1 1 1 1

アドバンス演習･実験･実習Ⅳ 3後 1 1 1 兼1

化
学
コ
ー

ス

必
修
科
目

選
択
科
目

ア
ド
バ
ン
ス
科
目
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セミナー 4通 2 5 3 3 兼1

卒業研究 4通 10 5 3 3 兼1

地質学入門実習 1前 1 1 1 教員配置見直しの為変更（29）

地質学序説 1後 2 2 1

地質学序説実習 1後 1 2 1

科学英語Ⅰ 2前 2 1 1 教員配置見直しの為変更（29）

科学英語Ⅱ 2後 2 1

地球史学 2前 2 1 1 教員の昇進のため（28）

鉱物学 2前 2 1

岩石学 2後 2 1

地層学 2前 2 1

第四紀学 2後 2 1 1 兼1 教員配置見直しの為変更（29）

鉱物・岩石学実験Ⅰ 2前 2 1 1

鉱物・岩石学実験Ⅱ 2後 2 1 1 教員配置見直しの為変更（29）

2 1

地質調査法実習Ⅰ 2前 2 1 2 1 教員の昇進のため（28）

1 1

地質調査法実習Ⅱ 2後 2 2 1 兼1 教員の昇進のため（28）

野外巡検Ⅰ 2通 2
1
3

兼1 教員配置見直しの為変更（29）

野外巡検Ⅱ 3通 2 1 1 1 教員配置見直しの為変更（29）

地質調査演習 3通 4 1 1 教員の昇進のため（28）

地球学コロキウムⅠ 3前 2 1 1 教員配置見直しの為変更（29）

1
2

教員配置見直しの為変更（29）

地球学コロキウムⅡ 3後 2 1 1 1 教員の昇進のため（28）

日本地質 2後 2 1 兼1 教員配置見直しの為変更（29）

資源地質学Ⅰ 3前 1 1 兼1 教員退職のため（29）

資源地質学Ⅱ 3後 1 1

火山学 3後 2 1 1 兼1 教員配置見直しの為変更（29）

構造地質学 3前 2 兼1

堆積学 3前 2 1

情報地質学 3後 2 1 1

地球・惑星物理学 3前 2 1

資源地質学特論 3･4後 1 兼1

土木地質学特論 3･4後 1 兼1

古生物科学 2前 2 1

岩石学実験 3通 2 2 1 教員配置見直しの為変更（29）

2 1

堆積・古生物学実験Ⅰ 3前 2 1 2 教員の昇進のため（28）

2 1

探
究
科
目

地
球
学
コ
ー

ス

必
修
科
目

選
択
科
目

堆積・古生物学実験Ⅱ 3後 2 1 2 兼1 教員の昇進のため（28）

地球化学実験 3後 2 1 1 兼1 教員配置見直しの為変更（29）

地震学 2･3前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

地球化学 3後 2 1 カリキュラム見直しのため科目追加（29）

アドバンスゼミ 1後 1 1 1

アドバンス演習･実験･実習Ⅰ 2前 1 1 1

アドバンス演習･実験･実習Ⅱ 2後 1 1 1

アドバンス演習･実験･実習Ⅲ 3前 1 1 1

アドバンス演習･実験･実習Ⅳ 3後 1 1 1

6 2

セミナー 4通 2 5 3 1 兼1 教員の昇進のため（28）

6 2

卒業研究 4通 10 5 3 1 兼1 教員の昇進のため（28）

細胞生物学 1後 2 1

3
2

1 教員の昇進のため（29）

基礎生物学実験 1前 2 1 2 教員の昇進のため（28）

系統分類学 1前 2 1 1 教員の昇進のため（29）

進化多様性生物学 2後 2 1

生態学 2前 2 1 1 教員の昇進のため（28）

生体生化学 2前 2 1

遺伝学 2前 2 1

発生生物学 2前 2 1

機能形態学実験 2前 3 1 1

系統分類学実験 2前 3
2
1

1 教員の昇進のため（29）

2

生態学実験 2･3後 3 1 1 教員の昇進のため（28）

生体生化学実験 2後 3 1 1 教員配置見直しの為変更（29）

5 3 教員配置見直しの為変更（29）

生物学コロキウム 3前 4 4 4 1 兼3 教員の昇進のため（28）

発生生物学実験 3前 3 2

生物統計学演習 3前 2 1

生体生物学特論Ⅰ 3後 2 1 2 1 兼1 教員配置見直しの為変更（29）

生体生物学特論Ⅱ 3後 2 1 2 1 兼1 教員配置見直しの為変更（29）

5
4

1 教員の昇進のため（29）

進化生物学特論Ⅰ 3後 2 3 2 兼1 教員の昇進のため（28）

生
物
学
コ
ー

ス

必
修
科
目

ア
ド
バ
ン
ス
科
目

探
究
科
目
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5
4

1 教員の昇進のため（29）

進化生物学特論Ⅱ 3後 2 3 2 兼1 教員の昇進のため（28）

陸水生態学特論Ⅰ 3後 2 兼1

陸水生態学特論Ⅱ 3後 2 兼1

生体生物学演習Ⅰ 4前 1 1 2 兼1

生体生物学演習Ⅱ 4後 1 1 2 兼1

4 1

進化生物学演習Ⅰ 4前 1 3 2 兼1 教員の昇進のため（28）

4 1

進化生物学演習Ⅱ 4後 1 3 2 兼1 教員の昇進のため（28）

陸水生態学演習Ⅰ 4前 1 兼1

陸水生態学演習Ⅱ 4後 1 兼1

生体生物学実習 3後 2 1 2 1 兼1 教員配置見直しの為変更（29）

5
4

1 教員の昇進のため（29）

進化生物学実習 3後 2 3 2 兼1 教員の昇進のため（28）

細胞生理学 3･4前 2 兼1

1 1

機能形態学 2･3･4後 2 2 教員の昇進のため（28）

代謝生化学 2･3･4後 2 1

分子生物学 2･3･4後 2 兼1

進化遺伝学 3前 2 1

発生遺伝学 3･4前 2 1

系統進化学 3･4前 2 1

生態遺伝学 2後 2 1

公開臨海実習 2･3･4通 2 1

臨湖実習 2･3･4前 1 兼1

生物学特論Ⅰ 2･3･4後 2 兼1

生物学特論Ⅱ 2･3･4前 2 兼1

生物学特論Ⅲ 2･3･4前 2 兼1

アドバンスゼミ 1後 1 1

アドバンス演習･実験･実習Ⅰ 2前 1 1

アドバンス演習･実験･実習Ⅱ 2後 1 1

アドバンス演習･実験･実習Ⅲ 3前 1 1

アドバンス演習･実験･実習Ⅳ 3後 1 1

セミナー 4通 2 4 4 兼3

卒業研究 4通 10 4 4 兼3

物質循環学序説Ⅰ 1前 2 2 3 兼1

物質循環学序説Ⅱ 1後 2
1
3

2
1

2
1

兼2
教員配置見直しのため変更(29)

選
択
科
目

ア
ド
バ
ン
ス
科
目

探
究
科
目

物質循環学序説 後
3 1 兼2

教員配置見直しのため変更( )

地球システム学Ⅰ 2前 2 1

地球システム学Ⅱ 2後 2 1

生態システム学Ⅰ 2前 2 1  兼1 教員配置見直しのため変更(29)

生態システム学Ⅱ 2後 2 1

地球環境史学 2前 2 1 兼1 教員配置見直しのため変更(29)

大気環境学 2前 2 1

環境基礎理論 2前 2 1

環境計測学入門 2前 2 兼1

微生物代謝論 2前 2 1

科学英語Ⅲ 2前 1 1 1 教員配置見直しのため変更(29)

科学英語Ⅳ 2後 1 1

物質循環基礎実習Ⅰ 2前 1
1
3

3
2

1 教員配置見直しのため変更(29)

物質循環基礎実習Ⅱ 2後 1
1
2

2
1

1 兼1 教員配置見直しのため変更(29)

野外調査実習Ⅰ 1前 1 1 3

野外調査実習Ⅱ 2前 1 2

野外調査実習Ⅲ 3後 1 4 3 1 兼2

物質循環学コロキウムⅠ 3前 1 1

物質循環学コロキウムⅡ 3後 1 1

システム解析学実習Ⅰ 3前 2
3
4

3
2
1

兼2 教員配置見直しのため変更(29)

システム解析学実習Ⅱ 3後 2
3
4

3
2
1

2
兼3

教員配置見直しのため変更(29)

システム解析学セミナー 4通 2 4 3 1 兼2

化学生態学序論 2後 2 1

陸水学 2前 2 1

雪氷学 2後 2 1

環境保全論 2後 2 1  兼1 教員配置見直しのため変更(27)

地球環境論 2後 2 兼1

堆積環境学 2･3･4前 2 1

システム解析学 2･3･4後 2 兼1

元素循環論 3前 2 兼1

堆積岩岩石学 3後 2 1 兼1 教員配置見直しのため変更(29)

水文循環学 3前 2 1

生態遷移論 3前 2 1

生物地球化学Ⅰ 3前 2 1

生物地球化学Ⅱ 3後 2 1

生態毒性学 3前 2 兼1

群集生態学 3前 2 兼1

水圏・地圏循環論Ⅰ 3･4前 1 兼1

物
質
循
環
学
コ
ー

ス

必
修
科
目

選
択
科
目
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水圏・地圏循環論Ⅱ 3･4後 1 兼1

水圏・地圏循環論Ⅲ 3･4前 1 兼1

生物圏循環論Ⅰ 3･4前 1 兼1

生物圏循環論Ⅱ 3･4後 1 兼1

生物圏循環論Ⅲ 3･4前 1 兼1

環境論特論Ⅰ 3･4後 1 兼1

環境論特論Ⅱ 3･4後 1 兼1

環境論特論Ⅲ 3･4後 1 兼1

アドバンスゼミ 1後 1 1 1

アドバンス演習･実験･実習Ⅰ 2前 1 1

アドバンス演習･実験･実習Ⅱ 2後 1 1

アドバンス演習･実験･実習Ⅲ 3前 1 1

アドバンス演習･実験･実習Ⅳ 3後 1 1

セミナー 4通 2 4 3 1 兼3

卒業研究 4通 10 4 3 1 兼3

博物館概論 1･2･3後 2 兼1

2･3前 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

博物館資料論  2･3後 2 1 2 兼1

生涯学習概論 1･2･3前 2 兼1

2･3前

博物館経営論  2･3通 2 兼2 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

博物館資料保存論 2･3前 2 2 3 兼2

博物館展示論 2･3後 2 兼3

博物館教育論 1･2･3後 2 兼1

2･3通

博物館情報・メディア論  2･3後 2 兼4 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

博物館実習Ⅰ 3前 1 1 1
兼2
 兼3

教員配置見直しのため変更(29)

博物館実習Ⅱ 4通 1 兼1

博物館実習Ⅲ 4通 1 兼1

教職論 1前 2 兼5

教育学概論 1前 2 兼2

発達と教育 1前 2 兼2

 発達障害の理解と支援  1後 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

 特別支援教育の理論  1後 1  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

障害の理解と支援 １･2･3･4前後 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

発達心理学概論 1･2･3前 1 兼1

教育方法論 2前 1 兼2

特別活動の理論と実践 2前 1 兼2

3

ア
ド
バ
ン
ス
科
目

探
究
科
目

博
物
館
に
関
す
る
科
目

2 教員配置見直しのため変更(29)

道徳教育の理論と実践 2･3後 2 兼3 教員配置見直しのため変更(27)

数学科指導法Ⅰ 2前 2 兼1

数学科指導法Ⅱ 2後 2 兼1

数学科指導法特論 3前 2 兼1

3後

数学科指導法演習Ⅰ  3前 1 兼1 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

数学科指導法演習Ⅱ 3後 1 兼1

理科指導法Ⅰ 2前 2 兼1

理科指導法Ⅱ 2後 2 兼1

理科指導法特論 2前 2 兼1

理科指導法演習Ⅰ 2･3前 1 1 兼1

理科指導法演習Ⅱ 2･3後 1 1 兼1

2･3後 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

 2･3通 カリキュラム時間割見直しのため変更（28）

生徒指導・進路指導の理論と実践  2後 2 兼4 カリキュラム見直しのため科目名変更（28）

2前後

教育相談の理論と実践  2後 2 兼2 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

2･3･4前 カリキュラム時間割見直しのため変更（28）

教育相談特論　 カウンセリング概論  1･2･3前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目名変更（28）

教育実習事前・事後指導 4通 1 兼6

中等基礎教育実習 4通 4 兼6

高等学校教育実習 4通 2 兼6

教職実践演習（中・高） 4通 2 5 2 兼9

教育の思想と歴史 1･2･3前 2 兼1

前後 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

 　後 　4 カリキュラム時間割見直しのため変更（28）

学校教育の歴史と現状 1･2･3 前 1 兼5 教員配置見直しのため変更(27)

前後

 　後 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

教育法学概論 1･2･3 前 2 兼1 カリキュラム時間割見直しのため変更（27）

教育経営学概論 1･2･3後 2 兼1

     前

教育行政学概論 1･2･3 後 2 兼1 カリキュラム時間割見直しのため変更（27）

教育社会学概論 1･2･3後 2 兼1

     前後

教育課程の編成法 1･2･3 後 1 兼2 カリキュラム時間割見直しのため変更（27）

 メディアリテラシー概論（メディアと教育）  1･2･3前 2  兼1 カリキュラム見直しのため科目廃止（28）

学校教育と情報 1･2･3･4前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目追加（28）

教
職
関
係
科
目

教
職
に
関
す
る
科
目
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通

教育方法特論 2･3 前 1 兼2 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

キャリア教育の理論と実践 1･2･3前 2 兼2

現代社会と子どもの学習 1後 2 兼6

 前

介護等体験の意義と実際 2 通 　 　 1 　 　 　 　 　 兼1 カリキュラム時間割見直しのため変更（27）

ノーマライゼーションとバリアフリー 1前 　 　 2 　 　 　 　 　 兼1

前 カリキュラム時間割見直しのため変更（29）

コミュニケーションの障害と学習 1･2･3･4 後 　 　 カリキュラム時間割見直しのため変更（28）

 障害児早期療育論  1前 2 兼1 カリキュラム見直しのため科目名変更（28）

　　　　赤字で見え消し修正をしてください。

　　　・　履修希望者がいなかったために未開講となった科目についても記入してください。
　　　　

　　　・  兼任，兼担の教員が担当する授業科目については，備考欄に担当する教員数を「兼○」と記入してください。

　　　・  授業科目を追加又は内容を変更する場合で，専任教員が担当するため教員審査が必要なものについては，

　　　　「専任教員採用等設置計画変更書」の審査予定年月等を「備考」に記入してください。（今後審査を受ける場合

　　　　には，「平成○年○月　提出予定」と記入してください。）

　　　・  「配当年次」について，設置認可申請時に開講時期を記入する必要がなかった学部等（平成１９年度認可

　　　　以前）についても，設置認可時の状況を黒字で記入してください。また，前年度報告時より修正があれば，

（注）・  認可申請書の様式第２号（その２の１）に準じて作成してください。

　　　・  設置認可時の授業科目全て（兼任，兼担教員が担当する科目を含む。）を黒字で記載してください。その上

　　　　で，前年度報告時（平成２８年度に認可（届出）された大学等は設置認可（届出）時）より変更されているものは

　　　　赤字見え消し修正し，「備考」に赤字で理由・変更年月等を記入してください。

　　　　　なお，昨年度の報告書において赤字で見え消しした部分については，見え消しのまま黒字にしてください。

教
科
又
は
教
職
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関
す
る

科
目
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 [　0　]  [ ＋167 ]

（注）・　未開講科目も含めた教育課程上の授業科目数を記入するとともに，［　］内に，設置時の計画からの増減を

　　　　記入してください。（記入例：１科目減の場合：△１）

 [ ＋167 ]

593 656

自　由 計

科目 科目

選　択

科目 科目 科目 科目 科目 科目

（２） 授業科目数

設　置　時　の　計　画 変　　更　　状　　況
備　　　　　　　　考

必　修 選　択 自　由 計（Ａ） 必　修

 [ ＋146 ]  [ ＋145 ]

614 54 678

10 447 54 511 10 613 53 669

[△1] [+158][　0　] [+159 ]
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番号 授業科目名 単 位 数 配当年次 一般・専門 必修・選択

1 化学計算入門ゼミ 2 1 一般 選択

2 統計図解ゼミ 2 1 一般 選択

3 ニュースポーツ 1 1 一般 選択

　　　　いる授業科目について記入してください。なお，理由については可能な限り具体的に記入してください。

番号 授業科目名 単 位 数 配当年次 一般・専門 必修・選択

1 地域密着のスポーツプロモーション・ゼミ 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

2 量子化学入門ゼミ 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

3 情報デザインゼミ 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

4 スポーツ観戦学ゼミ 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

5 自然環境診断マイスターによる実践 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

6 スポーツ考現学 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

7 スポーツ文化を考える 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

8 「田園環境健康都市須坂」を「共創」 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

9 フランスの文化Ⅰ 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

10 フランスの文化Ⅱ 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

11 ドイツ語圏の文化Ⅰ 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

12 ドイツ語圏の文化Ⅱ 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

（注）・　設置時の計画にあった授業科目が配当年次に達しているにも関わらず，何らかの理由で未開講となって

　　　・　履修希望者がいなかったために未開講となった科目については，記入しないでください。

　　　・　教職大学院の場合は，「一般・専門」を「共通・実習・その他」と修正して記入してください。

廃止の理由，代替措置の有無

（４） 廃止科目

（３） 未開講科目

未開講の理由，代替措置の有無

カリキュラム見直しのため今年度未開講

カリキュラム見直しのため今年度未開講

カリキュラム見直しのため今年度未開講

13 アフリカ文化論 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

14 生活の中の科学 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

15 素数の不思議 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

16 伝えておきたい数学 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

17 電子出版の現代 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

18 数を読む技術 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

19 土質および水理学 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

20 氷上スキー（スケート＆カーリング） 1 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

21 リーディング・プラスⅠ（上級） 1 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

22 リーディング・プラスⅠ（中級） 1 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

23 リーディング・プラスⅡ（上級） 1 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

24 リーディング・プラスⅡ（中級） 1 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

25 読解（日本語）Ⅰ 1 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

26 読解（日本語）Ⅱ 1 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

27 作文（日本語）Ⅰ 1 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

28 作文（日本語）Ⅱ 1 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

29 聴解（日本語）Ⅰ 1 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

30 聴解（日本語）Ⅱ 1 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

31 会話（日本語）Ⅰ 1 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

32 会話（日本語）Ⅱ 1 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（27）

33 グローバルに生きるゼミ 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（28）

34 「時」について考えるゼミ 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（28）

35 言葉と諺（ことわざ）ゼミ 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（28）

36 日本語の今を考えるゼミ 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（28）

37 伝承の言葉ゼミ 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（28）

38 サイエンスツアーゼミ 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（28）

39 化学ゼミ 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（28）
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40 自然科学館に学ぶ生命系環境再創生 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（28）

41 現代日本語論 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（28）

42 日本語文法論 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（28）

43 日本語の論理 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（28）

44 日本語の意味と文法 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（28）

45 日本近代文学入門 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（28）

46 日本学入門 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（28）

47 地域における新聞の役割：市民タイムス寄附講義 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（28）

48 教養としての物質科学 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（28）

49 数と形 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（28）

50 English for Specific Purposes Ⅰ 1 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（28）

51 English for Specific Purposes Ⅱ 1 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（28）

52 English for General Purposes Ⅰ 1 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（28）

53 English for General Purposes Ⅱ 1 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（28）

54 発達障害の理解と支援 1 1 専門 自由 カリキュラム見直しのため（28）

55 特別支援教育の理論 1 1 専門 自由 カリキュラム見直しのため（28）

56 メディアリテラシー概論（メディアと教育） 2 1･2･3 専門 自由 カリキュラム見直しのため（28）

57 環境問題を化学者と考えるゼミ 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（29）

58 ＮＨＫビデオで学ぶ地球環境の歴史 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（29）

59 環境～その人文・社会科学的アプローチ 2 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（29）

60 コンディショニングバレエ 1 1 一般 選択 カリキュラム見直しのため（29）

（注）・　設置時の計画にあり，何らかの理由で廃止（教育課程から削除）した授業科目について記入して

　　　　ください。なお，理由については可能な限り具体的に記入してください。

　　　・　教職大学院の場合は，「一般・専門」を「共通・実習・その他」と修正して記入してください。

般教養にあたる共通教育科目及び教職関係科目について 部見直しを行った結果 当初計画から60科目

（５） 授業科目を未開講又は廃止としたことに係る「大学の所見」及び「学生への周知方法」
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　　　・　「未開講科目と廃止科目の計」が、「（３）未開講科目」と「（４）廃止科目」の合計数となるように

（注）・　小数点以下第３位を切り捨て，小数点以下第２位までを記入してください。

（注）・　授業科目を未開講又は廃止としたことによる学生の履修への影響に関する「大学の所見」及び

　　　　「学生への周知方法」を記入してください。

設置時の計画の授業科目数の計（Ａ）

　　　　留意してください。

未開講科目（３）と廃止科目（４）の計
＝ ＝ 12.32

（６） 「設置時の計画の授業科目数の計」に対する「未開講科目と廃止科目の計」の割合

％

　　一般教養にあたる共通教育科目及び教職関係科目について一部見直しを行った結果，当初計画から60科目
　が廃止となったが，今年度新たに58科目を追加することで十分な数の選択・自由科目が提供されており，学
　生の履修に支障はない。
　　今年度未開講科目となっている一般科目については，担当教員が同分野の内容の科目を別に開講しており，
　学生の履修に支障はない。
　　「2017共通教育履修案内」「理学部学生便覧」「履修登録の手引き」を配布して周知するとともに，ホー
　ムページに掲載した。
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備考

大学全体

大学全体

３　施設・設備の整備状況，経費

区　　　　　分 内　　　　　　　　　　　　　　　　　容

(１) 区　　 分 専　　　用 共　　　用
共用する他の
学校等の専用

計

校
　
　
地
　
　
等

校 舎 敷 地 539,062㎡ 0㎡ 0㎡ 539,062㎡

運動場用地 208,855㎡ 0㎡ 0㎡ 208,855㎡

小　　　計 747,917㎡ 0㎡ 0㎡ 747,917㎡

そ　の　他 5,693,687㎡ 0㎡ 0㎡ 5,693,687㎡

合　　　計 6,441,604㎡ 0㎡ 0㎡ 6,441,604㎡

(２) 校　　　　　舎

専　　用 共　　用
共用する他の
学校等の専用

計

434,207㎡ 0㎡ 0㎡ 434,207㎡

（434,207㎡） （　　　　　0㎡） （　　　　　0㎡） （434,207㎡）

(３) 教　　室　　等

講　義　室 演　習　室 実験実習室 情報処理学習施設 語学学習施設

13室 21室 62室
1室 室

（補助職員　　人） （補助職員　　人）

(４) 専任教員研究室
新設学部等の名称 室　　　　　　数 平成28年3月

専任教員退職のため
（29）理学部　理学科

       ４７
 　　　 ４８

室

　

新設学部等
の名称

図　　書 学術雑誌
視聴覚資料

〔うち外国書〕 点

機械・器具 標　　本

学部単位での特定不能
なため，大学全体の数

(５) 〔うち外国書〕 〔うち外国書〕 電子ジャーナル

図
書
・
設
備

冊 種 点 点

理学部　理学科
1,228,958〔360,852〕 26,443〔9,045〕 13,857〔12,632〕 4,110 60,443 147,479

（1,228,958〔360,852〕） （26,443〔9,045〕） （13,857〔12,632〕） （4,110） （60,443） （147,479）

計
1,228,958〔360,852〕 26,443〔9,045〕 13,857〔12,632〕 4,110 60,443 147,479

（1,228,958〔360,852〕） （26,443〔9,045〕） （13,857〔12,632〕） （4,110） （60,443） （147,479）

(６) 図　　書　　館
面　　　　　積 閲 覧 座 席 数 収 納 可 能 冊 数

13,304㎡ 1,611席 980,254冊

(７) 体　　育　　館
面　　　　　積 体育館以外のスポーツ施設の概要

8,085㎡ プール 武道場・弓道場

経費
の見
積り

区　　　　分 開設年度 完成年度 区　　分 開設前年度 開設年度 完成年度

(８) 教員１人当り研究費等 千円 千円 図書購入費 千円 千円 千円

経費の見
積り及び
維持方法
の 概 要

共 同 研 究 費 等 千円 千円 設備購入費 千円 千円 千円

学生１人当
り

納付金

第１年次 第２年次 第３年次 第４年次 第５年次 第６年次

　　　　複数の様式に分ける必要はありません。なお，「（１）校地等」及び「（２）校舎」は大学全体の数字を，その他の

　　　　項目はＡＣ対象学部等の数値を記入してください。）

千円 千円 千円 千円 千円 千円

　　　・　運動場用地が校舎敷地と別地にある場合は，その旨（所要時間・距離等）を「備考」に記入してください。

　　　・　「(５)図書・設備」については，上段に完成年度の予定数値を，下段には平成２９年５月１日現在の数値を記入してください。

　　　・　昨年度の報告後から今年度の報告時までに変更のあったものについては，変更部分を赤字で見え消し修正するとともに，その

　　　　理由及び報告年度「（29）」を「備考」に赤字で記入してください。

　　　　　なお，昨年度の報告において赤字で見え消しした部分については，見え消しのまま黒字にしてください。

　　　・　校舎等建物の計画の変更（校舎又は体育館の総面積の減少，建築計画の遅延）がある場合には，「建築等設置計画変更書」

学部全体。情報処理学
習施設及び語学学習施
設は別途大学全体とし
て整備。

　　　　を併せて提出してください。

　　　・　国立大学については「（８）経費の見積り及び維持方法の概要」は記載不要です。

学生納付金以外の維持方法の概要

（注）・　設置時の計画を，申請書の様式第２号（その１の１）に準じて作成してください。（複数のキャンパスに分かれている場合，　　
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大 学 の 名 称 備　　考

既設学部等の名称
修業
年限

入 学
定 員

編入学
定　員

収 容
定 員

学位又
は称号

平均入学
定員

超過率

開　設
年　度

所　在　地

年 人 年次 人 倍
人

人文学部

3年次
5

教育学部

　学校教育教員養成課程 4 240 920 学士(教育学) 1.02 平成11年度 長野県長野市大字西長野6のロ

　特別支援学校教員養成課程 4 － － － 〃 － 〃 〃
平成28年度より学生
募集停止

　生涯スポーツ課程 4 － － － 〃 － 〃 〃 〃

　教育カウンセリング課程 4 － － － 〃 － 〃 〃 〃

経済学部

3年次
20

3年次
10

経法学部

2年次

４　既設大学等の状況

　信　州　大　学

　人間情報学科 4 － － － 学士(文学) － 平成7年度 長野県松本市旭3丁目1番1号
平成25年度より学生
募集停止

  文化コミュニケーション学科 4 － － － 〃 － 〃 〃 〃

　人文学科 4 155 630 〃 1.06 平成25年度 〃

　経済学科 4 － － 学士(経済学) － 昭和53年度 長野県松本市旭3丁目1番1号
平成28年度より学生
募集停止

　経済システム法学科 4 － － 〃 － 平成7年度 〃 〃

応用経済学科 4 100 210 学士(経済学) 1 11 平成28年度 長野県松本市旭3丁目1番1号

10
2年次

10

理学部

　数理・自然情報科学科 4 － － 学士(理学) － 平成7年度 長野県松本市旭3丁目1番1号
平成27年度より学生
募集停止

　物理科学科 4 － － 〃 － 〃 〃 〃

　化学科 4 － － 〃 － 〃 〃 〃

　地質科学科 4 － － 〃 － 〃 〃 〃

　生物科学科 4 － － 〃 － 〃 〃 〃

　物質循環学科 4 － － 〃 － 〃 〃 〃

3年次
1

3年次
3

医学部

3年次
17

3年次
10

3年次
3

3年次
2

3年次
2

　応用経済学科 4 100 210 学士(経済学) 1.11 平成28年度 長野県松本市旭3丁目1番1号

　総合法律学科 4 80 170 学士（法学） 1.09 〃 〃

　数学科 4 54 163 〃 1.03 平成27年度 〃

　理学科 4 151 456 〃 1.01 〃 〃

　医学科 6 120 715 学士(医学) 0.99 昭和26年度 長野県松本市旭3丁目1番1号

　保健学科 4 143 606
学士(看護学)
学士(保健学) 1.02 平成15年度 〃

　　看護学専攻 4 70 300 学士(看護学) 1.00 平成15年度 〃

　　検査技術学専攻 4 37 154 学士(保健学) 1.01 平成15年度 〃

　　理学療法学専攻 4 18 76 学士(保健学) 1.06 平成15年度 〃

　　作業療法学専攻 4 18 76 学士(保健学) 1.09 平成15年度 〃
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工学部

3年次
3

3年次
3

3年次
2

3年次
2

3年次
3

3年次
5

3年次
2

3年次
4

3年次
7

3年次
3

3年次
4

3年次
2

農学部

　食料生産科学科 4 － － 学士(農学) － 平成9年度 長野県上伊那郡南箕輪村8304
平成27年度より学生
募集停止

　森林科学科 4 － － 〃 － 〃 〃 〃

　応用生命科学科 4 － － 〃 － 〃 〃 〃

3年次
6

繊維学部

3年次
1

　機械システム工学科 4 － － 学士(工学) － 平成10年度 長野県長野市若里4丁目17番1号
平成28年度より学生
募集停止

　電気電子工学科 4 － － 〃 － 平成元年度 〃 〃

　土木工学科 4 － － 〃 － 平成20年度 〃 〃

　建築学科 4 － － 〃 － 〃 〃 〃

　物質工学科 4 － － 〃 － 平成10年度 〃 〃

　情報工学科 4 － － 〃 － 平成元年度 〃 〃

　環境機能工学科 4 － － 〃 － 平成10年度 〃 〃

　物質化学科 4 95 190 学士(工学) 1.03 平成28年度 〃

　電気情報システム工学科 4 170 340 〃 1.03 〃 〃

　水環境・土木工学科 4 60 120 〃 1.08 〃 〃

　機械システム工学科 4 100 200 〃 1.07 〃 〃

　建築学科 4 60 120 〃 1.06 〃 〃

　農学生命科学科 4 170 516 〃 1.05 平成27年度 〃

　先進繊維工学課程 4 － － 学士(工学) － 平成20年度 長野県上田市常田3丁目15番1号
平成28年度より学生
募集停止1

3年次
1

3年次
1

3年次
1

3年次
1

3年次
1

3年次
2

3年次
1

3年次
1

3年次
2

3年次
2

3年次
4

3年次
2

募集停止

　感性工学課程 4 － － 〃 － 〃 〃 〃

　機能機械学課程 4 － － 〃 － 〃 〃 〃

　バイオエンジニアリング課程 4 － － 〃 － 〃 〃 〃

　応用化学課程 4 － － 〃 － 〃 〃 〃

　材料化学工学課程 4 － － 〃 － 〃 〃 〃

　機能高分子学課程 4 － － 〃 － 〃 〃 〃

　生物機能科学課程 4 － － 〃 － 〃 〃 〃

　生物資源・環境科学課程 4 － － 学士(農学) － 〃 〃 〃

　先進繊維・感性工学科 4 65 130 学士(工学) 1.05 平成28年度 〃

　機械・ロボット学科 4 60 120 〃 1.06 〃 〃

　化学・材料学科 4 105 210 〃 1.00 〃 〃

　応用生物科学科 4 50 100 学士(農学) 1.08 〃 〃
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大 学 の 名 称 備　　考

既設学部等の名称
修業
年限

入 学
定 員

編入学
定　員

収 容
定 員

学位又
は称号

平均定員
超過率

開　設
年　度

所　在　地

年 人 年次 人 倍
人

人文科学研究科

　地域文化専攻 2 5 10 修士(文学) 0.30 昭和57年度 長野県松本市旭3丁目1番1号

　言語文化専攻 2 5 10 〃 1.10 〃 〃

教育学研究科

　学校教育専攻 2 20 40 修士(教育学) 1.30 平成3年度 長野県長野市大字西長野6のロ

　高度教職実践専攻 2 20 40 教職修士（専門職） 1.05 平成28年度 〃

経済・社会政策科学研究科

　経済・社会政策科学専攻 2 6 12 修士(経済学) 0.83 平成元年度 長野県松本市旭3丁目1番1号

　イノベーション・マネジメント専攻 2 10 20 修士(マネジメント) 0.65 平成15年度 長野県長野市若里4丁目17番1号

理工学系研究科

　地球生物圏科学専攻 2 － － 修士（理学） － 平成24年度 長野県松本市旭3丁目1番1号
平成28年度より学生
募集停止

　機械システム工学専攻 2 － － 修士(工学) － 〃 長野県長野市若里4丁目17番1号 〃

　電気電子工学専攻 2 － － 〃 － 〃 〃 〃

　土木工学専攻 2 － － 〃 － 〃 〃 〃

　建築学専攻 2 － － 〃 － 〃 〃 〃

　物質工学専攻 2 － － 〃 － 〃 〃 〃

　情報工学専攻 2 － － 〃 － 〃 〃 〃

　環境機能工学専攻 2 － － 〃 － 〃 〃 〃

繊維・感性工学専攻 2 － － 〃 － 〃 長野県上田市常田3丁目15番1号 〃

　信　州　大　学　大　学　院

　繊維 感性工学専攻 2

　機械・ロボット学専攻 2 － － 〃 － 〃 〃 〃

　化学・材料専攻 2 － － 〃 － 〃 〃 〃

　応用生物科学専攻 2 － － 修士(農学) － 〃 〃 〃

農学研究科

　森林科学専攻 2 － － 修士(農学) － 平成4年度 長野県上伊那郡南箕輪村8304
平成28年度より学生
募集停止

総合理工学研究科

　理学専攻 2 75 150 修士（理学） 0.85 平成28年度 長野県松本市旭3丁目1番1号

　工学専攻 2 240 480 修士（工学） 1.03 〃 長野県長野市若里4丁目17番1号

　繊維学専攻 2 160 320
修士（工学）
修士（農学） 1.15 〃 長野県上田市常田3丁目15番1号

　農学専攻 2 65 130 修士（農学） 0.93 〃 長野県上伊那郡南箕輪村8304

　生命医工学専攻 2 35 70 修士（医工学） 1.18 〃
長野県松本市旭3丁目1番1号

長野県長野市若里4丁目17番1号

長野県上田市常田3丁目15番1号

長野県上伊那郡南箕輪村8304
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医学系研究科

　医科学専攻（修士課程） 2 12 24 修士(医科学) 0.87 平成14年度 長野県松本市旭3丁目1番1号

　保健学専攻（博士前期課程） 2 14 28
修士(看護学)
修士(保健学) 1.24 平成19年度 〃

　医学系専攻（博士課程） 4 40 160 博士(医学) 1.01 平成24年度 〃

　疾患予防医科学系専攻（博士課程） 4 8 32 〃 0.81 〃 〃

　医学系専攻（博士課程） 4 － － 〃 － 平成15年度 〃
平成24年度より学生
募集停止

　臓器移植細胞工学医科学系専攻（博士課程） 4 － － 〃 － 平成12年度 〃 〃

　加齢適応医科学系専攻（博士課程） 4 － － 〃 － 平成15年度 〃 〃

　保健学専攻（博士後期課程） 3 4 12 博士(保健学) 1.16 平成21年度 〃

総合工学系研究科

　生命機能・ファイバー工学専攻 3 15 45 0.95 平成17年度

　システム開発工学専攻 3 12 36 0.99 〃

　物質創成科学専攻 3 7 21 0.85 〃

　山岳地域環境科学専攻 3 8 24 0.70 〃

　生物・食料科学専攻 3 7 21 0.99 〃

博士(学術)
博士(理学)
博士(工学)
博士(農学)

長野県松本市旭3丁目1番1号

長野県長野市若里4丁目17番1号

長野県上田市常田3丁目15番1号

長野県上伊那郡南箕輪村8304

（注）・本調査の対象となっている大学等の設置者（国立大学法人）が設置している全ての大学（学部，学科）,

　　　　大学院（専攻）及び短期大学（学科）（ＡＣ対象学部等含む）について，それぞれの学校種ごとに，

　　　　平成２９年５月１日現在の上記項目の情報を記入してください。

　　　・学部の学科または研究科の専攻等，「入学定員を定めている組織」ごとに記入してください。

　　　　※「入学定員を定めている組織ごと」には，課程認定等によりコース・専攻に入学定員を定めている

　　　　　場合を含めます。履修上の区分としてコース・専攻を設けている場合は含めません。

　　　・専攻科に係るものについては，記入する必要はありません。

      ・ＡＣ対象学部等についても必ず記入してください。

　　　・「平均入学定員超過率」には，標準修業年限に相当する期間における入学定員に対する入学者の割合の

　　　　平均の小数点以下第２位まで（小数点以下第３位を切り捨て）を記入してください。

　　　・学生募集を停止している学部等がある場合，入学定員・収容定員・平均入学定員超過率は「－」とし，

　　　　「備考」に「平成○○年より学生募集停止」と記入してください。

　　　　※なお，課程認定等によりコースや専攻に入学定員を定めている場合は，法令上規定されている組織上

　　　　　の 小単位（大学であれば「学科」，短期大学であれば「専攻課程」）でも記載してください。
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平成28年４月 時間と空間の物理学

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名職名
兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　

の別　 の別　

設　置　時　の　計　画 変　　更　　状　　況

備　　考
専任・

職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名

専任・

５　教員組織の状況

＜理学部　理学科＞

（１） 担当教員表

物理学実験Ⅲa

天児　寧 平成27年4月

物理学実験Ⅲa

専任

電磁気学Ⅰ
電磁気学Ⅱ
固体物性Ⅰ
物理学 前線
アドバンス演習・
実験・実習Ⅰ
アドバンス演習・
実験・実習Ⅱ
アドバンス演習・
実験・実習Ⅲ
アドバンス演習・
実験・実習Ⅳ
セミナー
卒業研究

准教授

専任 教授

准教授 宮丸　文章 平成29年4月

物理学演習Ⅴ

平成29年4月教員配置見直しのため
教員変更（29）兼担

平成29年4月教員配置見直しのため
教員追加（29）平成29年4月

長谷川　庸司 平成29年4月 物理実験学
平成29年4月教員配置見直しのため
教員変更物理実験学

専任 教授 竹下　徹 平成27年4月

計算物理学
応用電磁気学Ⅰ
宇宙物理学
物理学 前線
アドバンス演習・
実験・実習Ⅰ
アドバンス演習・
実験・実習Ⅱ

統計力学Ⅱ
物性序論Ⅱ
量子物性Ⅰ
量子物性Ⅱ
物理学 前線
アドバンス演習・
実験・実習Ⅰ
アドバンス演習・
実験・実習Ⅱ
アドバンス演習・
実験・実習Ⅲ
アドバンス演習・
実験・実習Ⅳ
セミナー
卒業研究

物性序論Ⅰ 専任 准教授

科学英語Ⅰ

平成29年4月

アドバンス演習・
実験・実習Ⅲ
アドバンス演習・
実験・実習Ⅳ
セミナー
卒業研究

中島　美帆
平成29年4月教員配置見直しのため
教員変更

平成29年4月教員配置見直しのため
教員変更（29）科学英語Ⅰ

物性序論Ⅰ

第四紀学
兼任 特任教授 三宅　康幸

専任 准教授 齋藤　武士 平成29年4月

平成29年4月
第四紀学

グリーンサイエン
ス通論Ⅱ
地質学序説
地質学序説実習
科学英語Ⅱ
地層学
地球学コロキウム
地質調査法実習Ⅰ
資源地質学Ⅱ
堆積学
堆積・古生物学実
験Ⅰ
堆積・古生物学実
験Ⅱ
セミナー
卒業研究

火山学 火山学

平成28年3月三宅教授退職のため兼
任教員として担当（29）

専任 教授 樋口　雅彦 平成27年4月

専任 教授 保柳　康一 平成27年4月
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卒業研究 卒業研究

平成29年3月小田教授退職のため教
員削除（29）当該科目は他に担当
教員がいるため支障はない。

セミナー

セミナー  セミナー

卒業研究  卒業研究

セミナー  セミナー

野外巡検Ⅱ

地球化学実験

野外巡検Ⅰ

情報科学演習
地質学序説
地質学序説実習
鉱物学
鉱物・岩石学実験
Ⅰ
情報地質学
岩石学実験
アドバンスゼミ
アドバンス演習・
実験・実習Ⅲ
アドバンス演習・
実験・実習Ⅳ
セミナー
卒業研究

平成29年度3月森清教授退職のため
教員削除(29)当該科目は他に担当
教員がいるため支障はない。

地球学コロキウムⅡ

助教 森　宏 平成29年4月

アドバンスゼミ

アドバンス演習・実験・実習Ⅲ

平成29年4月兼任

野外巡検Ⅰ

基礎化学実験

化学実験

自然災害と環境

資源地質学Ⅰ 平成29年3月森清教授退職のため兼
任教員として担当（29）

平成29年4月教員配置見直しのため
教員変更（29）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

平成28年3月三宅教授退職のため
(28)当該科目は他に担当教員がい
るため支障はない。

資源地質学Ⅰ
森清　壽郎

 自然災害と環境

 野外巡検Ⅰ

 地球学コロキウムⅡ

地球化学実験

野外巡検Ⅱ 専任

 日本地質

平成29年４月 地学概論Ⅰ

ＮＨＫビデオで学ぶ地球
環境の歴史

平成29年4月カリキュラム見直しの
ため科目廃止（29）

 アドバンス演習・実験・実習Ⅲ

 セミナー

専任 教授 森清　壽郎 平成27年4月

日本地質

特任教授

卒業研究  卒業研究

 野外巡検Ⅰ

 ＮＨＫビデオで学ぶ地球
 環境の歴史

 化学実験

 基礎化学実験

 アドバンスゼミ

専任 教授 小田　晃規 平成27年4月

専任 教授 三宅　康幸 平成27年4月

専任 教授 牧野　州明 平成27年4月

化学概論Ⅱ
グリーンサイエンス通論

Ⅰ

基礎物理化学
物理化学Ⅰ
物理化学実験
物理化学特論Ⅰ
物理化学特論Ⅱ
アドバンス演習・
実験・実習Ⅳ
セミナー
卒業研究

グリーンサイエン
ス通論Ⅰ
情報科学演習
化学概論Ⅰ
化学実験
無機化学Ⅱ
無機化学実験
無機化学特論Ⅱ
無機化学特論Ⅲ
アドバンスゼミ
アドバンス演習・
実験・実習Ⅱ
セミナー
卒業研究

化学ゼミ  化学ゼミ

平成27年4月

基礎化学実験

有機化学特論Ⅲ

平成29年4月教員配置見直しのため
教員削除（29）当該科目は他に担
当教員がいるため支障はない。

平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

平成29年4月
有機化学特論Ⅲ

専任
有機化学Ⅰ

基礎化学実験

准教授

地球環境史学
堆積岩岩石学

 基礎化学実験

公文　富士夫

平成29年3月小田教授退職のため平
成29年4月担当者の変更（29）庄子　卓

 化学実験

 基礎化学実験

有機化学Ⅰ

兼任 特任教授 平成29年4月
平成28年3月公文教授退職のため兼
任教員として担当（29）

地球環境史学
堆積岩岩石学

化学実験

専任 教授 尾関　寿美男

平成29年4月教員配置見直しのため
教員削除（29）当該科目は他に担
当教員がいるため支障はない。

専任 教授 大木　寛 平成27年4月
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公文　富士夫 平成27年4月

平成28年3月公文教授退職のため
(28)当該科目は他に担当教員がい
るため支障はない。

物質循環学基礎実習Ⅰ

平成29年4月村越　直美

牧田　直樹

岩田　拓記 平成29年4月

生物学概論Ⅱ
情報科学演習
物質循環学序説Ⅰ
生態システム学Ⅱ
野外調査実習Ⅱ
野外調査実習Ⅲ
システム解析学実習Ⅰ
システム解析学実習Ⅱ
システム解析学セミナー
生物地球化学Ⅰ
アドバンス演習・実験・
実習Ⅰ
アドバンス演習・実験・
実習Ⅱ
アドバンス演習・実験・
実習Ⅲ
アドバンス演習・実験・
実習Ⅳ
セミナー
卒業研究

化学概論Ⅰ
平成29年3月樋上教授退職のため平
成29年４月非常勤講師として担当
（29）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

平成29年3月樋上教授退職のため平
成29年４月教員変更（29）平成29年４月 グリーンサイエンス通論Ⅰ教授

科学英語Ⅲ

物質循環学序説Ⅱ

 健康科学・理論と実践

 システム解析学セミナー

國頭　恭

樋上　照男 平成29年４月

 野外調査実習Ⅲ

太田　哲

准教授

健康科学・理論と実践

平成29年4月教員配置見直しのため
教員変更

平成29年4月

物質循環学基礎実習Ⅰ

科学英語Ⅲ 専任

専任

物質循環基礎実習Ⅰ

助教

物質循環学序説Ⅱ

物質循環基礎実習Ⅱ

システム解析学実習Ⅰ

システム解析学実習Ⅱ

野外調査実習Ⅲ

卒業研究  卒業研究

兼任 講師

グリーンサイエンス通論Ⅰ 専任

専任

環境問題のしくみ

化学概論Ⅰ

平成29年4月

システム解析学セミナー

物質循環学序説Ⅱ

専任

物質循環学基礎実習Ⅰ

物質循環学序説Ⅱ

システム解析学実習Ⅱ

助教

セミナー

平成28年3月公文教授退職のため
（28）平成29年4月教員配置見直し
のため教員変更

物質循環基礎実習Ⅱ准教授

 セミナー

システム解析学実習Ⅰ

専任 教授 戸田　任重 平成27年4月

専任 教授

物理学 前線

アドバンス演習・実験・実習Ⅳ

セミナー

アドバンス演習・実験・実習Ⅲ

量子力学Ⅱ

アドバンス演習・実験・実習Ⅰ

アドバンス演習・実験・実習Ⅱ

アドバンス演習・実験・実習Ⅲ

専任 教授 小竹　悟 平成27年4月

量子力学Ⅰ

卒業研究

専任 教授 川村　嘉春

平成29年4月教員配置見直しのため
教員追加（29）

量子力学Ⅲ

物理学演習Ⅱ

アドバンスゼミ

物理数学Ⅰ

物理数学Ⅱ

物理数学Ⅲ

物理学 前線

アドバンス演習・実験・実習Ⅰ

アドバンス演習・実験・実習Ⅱ

化学実験
アドバンスゼミ
アドバンス演習・

実験・実習Ⅰ

セミナー
卒業研究

平成29年3月樋上教授退職のため教
員削除（29）当該科目は他に担当
教員がいるため，支障はない。

（ ）

 化学実験
 アドバンスゼミ
 アドバンス演習・

 実験・実習Ⅰ

 セミナー
 卒業研究

情報科学演習

基礎化学実験

分析化学実験

分析化学演習

分析化学特論Ⅱ

情報科学演習

平成29年3月樋上教授退職のため平
成29年４月教員変更（29）

平成29年4月

物理学演習Ⅰ

基礎化学実験

分析化学特論Ⅱ

高橋　史樹 平成29年４月分析化学実験

分析化学演習

専任 助教

専任 教授 樋上　照男 平成27年４月

力学Ⅲ

素粒子物理学
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卒業研究

アドバンス演習・実験・実習Ⅳ

セミナー

化学ゼミ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため，科目
追加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

 自然環境診断マイ
 スターによる環境
 保全活動の実践

 化学ゼミ

平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

 自然誌・博物学ゼミ

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

平成29年４月 自然科学館に学ぶ生命系環境再創生

生物学実験

自然誌・博物学ゼミ

自然科学館に学ぶ生命系環境再創生  自然科学館に学ぶ生命系環境再創生

平成27年４月

平成29年4月
平成29年4月教員配置見直しのため
教員追加アドバンスゼミ

平成27年４月

グリーンサイエンス通論
Ⅱ
情報科学演習
生物学実験
基礎生物学実験
系統分類学実験
生物学コロキウム
進化生物学特論Ⅰ
進化生物学特論Ⅱ
進化生物学演習Ⅰ
進化生物学演習Ⅱ
進化生物学実習
セミナー
卒業研究

グリーンサイエンス通論
Ⅰ
化学実験
基礎分析化学
基礎化学実験
分析化学Ⅱ
分析化学実験
分析化学特論Ⅰ
分析化学特論Ⅲ
アドバンスゼミ
アドバンス演習・実験・
実習Ⅰ
セミナー

専任 教授 佐藤　利幸 平成27年４月

教授 金　継業専任

熱力学
統計力学Ⅰ
物理学演習Ⅵ
物理学演習Ⅷ
物理学演習Ⅸ
物理学 前線
アドバンス演習・実験・
実習Ⅰ
アドバンス演習・実験・
実習Ⅱ
アドバンス演習・実験・
実習Ⅲ
アドバンス演習・実験・
実習Ⅳ
セミナー
卒業研究

基礎無機化学
無機化学実験
化学数学
無機化学特論Ⅰ
アドバンスゼミ
アドバンス演習・実験・
実習Ⅱ
セミナー
卒業研究

相対性理論Ⅰ
相対性理論Ⅱ
物理学 前線
アドバンス演習・実験・
実習Ⅰ
アドバンス演習・実験・
実習Ⅱ
アドバンス演習・実験・
実習Ⅲ
アドバンス演習・実験・
実習Ⅳ
セミナー
卒業研究

物理学演習Ⅳ
平成29年4月教員配置見直しのため
教員変更（29）

平成29年4月教員配置見直しのため
教員変更

平成29年4月

平成29年4月

平成29年4月教員配置見直しのため
教員削除（29）当該科目は他に担
当教員がいるため支障はない。

物理学演習Ⅸ 専任

教授

基礎化学実験

教授
物理学演習Ⅳ

教授

 基礎化学実験

平成29年4月

小竹　悟

天児　寧

樋口　雅彦 物理学演習Ⅸ

専任

専任

セミナ
卒業研究

専任 准教授 奥山　和美 平成27年4月

専任 准教授 志水　久 平成27年4月

専任 准教授 石川　厚 平成27年4月
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文系学生のための野外地質学ゼミ

進化生物学特論Ⅱ

自然災害と環境

生物学実験

基礎生物学実験

系統分類学

セミナー

卒業研究

地球・惑星物理学

進化生物学特論Ⅰ

自然誌・博物学ゼミ  自然誌・博物学ゼミ

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

平成27年４月

平成27年4月
教育課程の充実を図るため，科目
追加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

平成27年4月

科学論
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

系統分類学実験

平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

文系学生のための野外地質学ゼミ

平成29年４月

自然科学館に学ぶ生命系環境再創生  自然科学館に学ぶ生命系環境再創生

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため 支障はない

専任

火山学

齋藤　武士

平成27年４月

 自然災害と環境

 岩石学実験

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

岩石学実験

地学概論Ⅱ

教授 東城　幸治

専任 東城　幸治 平成27年４月

平成29年4月教員配置見直しのため
教員削除（29）当該科目は他に担
当教員がいるため支障はない。

准教授
情報地質学

鉱物・岩石学実験Ⅰ

 進化生物学実習

准教授

平成29年4月 教員の昇進のため（29）

 自然環境診断マ
 イスターによる
 環境保全活動の
 実践

専任

文系学生のための野外地質学ゼミ

地質学序説
地質学序説実習
第四紀学
地質調査法実習Ⅰ
地質調査法実習Ⅱ
古生物科学
堆積・古生物学実験
Ⅰ
堆積・古生物学実験
Ⅱ
アドバンスゼミ
アドバンス演習・実
験・実習Ⅰ
アドバンス演習・実
験・実習Ⅱ
アドバンス演習・実
験・実習Ⅲ
アドバンス演習・実
験・実習Ⅳ
セミナー
卒業研究

文系学生のための野外地質学ゼミ

平成27年４月

文系学生のための野外地質学ゼミ いるため，支障はない。

化学実験

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

地学概論Ⅰ

地球学コロキウムⅠ

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

 文系学生のため
 の野外地質学ゼ
 ミ

グリーンサイエンス通論

平成29年４月

グリーンサイエンス
通論Ⅱ
物質循環学序説Ⅰ
物質循環学序説Ⅱ
地球システム学Ⅱ
物質循環基礎実習Ⅰ
野外調査実習Ⅰ
野外調査実習Ⅲ
物質循環学コロキウムⅠ

システム解析学実習
Ⅰ
システム解析学実習
Ⅱ
システム解析学セミナー

堆積環境学
セミナー
卒業研究

山田　桂准教授専任

専任 准教授 村越　直美 平成27年４月

基礎化学実験

有機化学Ⅲ
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有機化学実験
アドバンスゼミ
アドバンス演習・実
験・実習Ⅲ
セミナー
卒業研究

平成29年４月

平成27年4月
教育課程の充実を図るため，科目
追加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

グリーンサイエンス通論Ⅰ
平成29年4月教員配置見直しのため
教員追加（29）

 自然環境診断マ
 イスターによる
 環境保全活動の
 実践

 自然誌・博物学ゼミ

専任

化学実験

基礎化学実験 平成29年4月准教授昇進（29）准教授 庄子 卓 平成29年4月

平成29年4月昇進のため（29）

新入生ゼミナール

物質循環学序説Ⅰ
環境基礎理論
科学英語Ⅳ
物質循環基礎実習Ⅰ
野外調査実習Ⅰ
野外調査実習Ⅲ
システム解析学実習
Ⅰ
システム解析学実習
Ⅱ
システム解析学セミ
ナー
生態遷移論
セミナー
卒業研究

平成27年４月

准教授 太田　哲 平成27年４月

専任 准教授 巽　広輔

専任

平成27年４月

専任
有機化学特論Ⅰ

植物生態学ゼミ

自然誌・博物学ゼミ

教授 太田　哲 平成29年４月

基礎化学実験
分析化学Ⅰ
分析化学実験
生物化学
アドバンスゼミ
アドバンス演習・
実験・実習Ⅰ
セミナー
卒業研究

専任 准教授 島野　光司

平成27年４月

アドバンスゼミ
アドバンス演習・
実験・実習Ⅲ
セミナー
卒業研究

専任 助教

物理化学実験
物理化学演習
アドバンスゼミ
アドバンス演習・
実験・実習Ⅳ
セミナー
卒業研究

常盤　哲也 平成27年4月

平成29年４月

地質調査法実習Ⅰ
地質調査法実習Ⅱ
卒業研究
セミナー

専任 助教 内田　太郎

有機化学特論Ⅴ

助教

平成29年4月
地球学コロキウムⅡ

関口　龍太

専任基礎化学実験

平成29年4月

基礎化学実験

平成29年4月准教授昇進（29）准教授 庄子　卓 平成29年4月

平成29年4月教員配置見直しのため
教員削除（29）当該科目は他に担
当教員がいるため支障はない。

基礎化学実験

無機化学Ⅰ
無機化学実験
無機化学演習
アドバンスゼミ
アドバンス演習・
実験・実習Ⅱ
セミナー
卒業研究

平成29年4月教員配置見直しのため
教員削除（29）当該科目は他に担
当教員がいるため支障はない。

平成29年4月教員配置見直しのため
教員変更（29）有機化学特論Ⅳ 専任

化学実験

地質学入門実習

有機化学特論Ⅳ

 基礎化学実験

 基礎化学実験

平成29年4月教員配置見直しのため
教員追加（29）

物理化学実験

平成29年4月教員配置見直しのため
教員追加（29）

濵﨑　亜富 平成27年4月

庄子　卓 平成27年4月専任 助教

専任 助教

平成27年4月竹内　あかり助教専任
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平成29年4月教員配置見直しのため
教員追加（29）助教 高橋　史樹専任 平成29年４月

平成27年4月
カリキュラム見直しのため科目名
変更（27）

スポーツ・ホスピタリ
ティゼミ　秋冬編(松本山
雅FC連携ゼミ)

橋本　純一 平成27年４月

環境～その人文・社会科学的アプローチ  環境～その人文・社会科学的アプローチ

スポーツ・ホスピタリ
ティゼミ　（秋冬編）

スポーツ考現学

スポーツ・ホスピタリ
ティゼミ　（春夏編）

スポーツ文化を考える

平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

平成27年4月
カリキュラム見直しのため科目名
変更（27）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

物質循環学序説Ⅱ

平成27年４月

平成27年４月

環境問題を化学者と考えるゼミ  環境問題を化学者と考えるゼミ

宇宙から原子への旅  宇宙から原子への旅

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

平成29年3月定年退職のため教員削
除（29）他に担当教員がいるため
支障はない。

平成27年４月  生活の中の科学

スポーツ・ホスピタリ
ティゼミ　春夏編(松本山
雅FC連携ゼミ)

平成29年4月

化学実験

森　宏 平成29年4月

専任 平成29年4月

助教

 システム解析学実習Ⅱ

 セミナー
 卒業研究

髙梨　功次郎

地球化学

日本地質

岩田　拓記

専任

平成29年4月

村上　好成

花里　孝幸

物質循環学序説Ⅱ

生体システム学Ⅰ
平成27年4月

平成29年4月から教育課程の充実を
図るため科目を追加（29）

平成29年4月教員配置見直しのため
教員変更（29）

生体生物学実習

平成29年4月教員配置見直しのため
教員追加

地球化学実験

鉱物・岩石学実験Ⅱ

生態生物学特論Ⅱ

教授 朴　虎東
平成29年4月教員配置見直しのため
教員変更

生体生化学実験

生物学コロキウム

生体生物学特論Ⅰ

専任

平成29年4月教員配置見直しのため
教員削除（29）当該科目は他に担
当教員がいるため支障はない。

システム解析学実習Ⅱ

セミナー
卒業研究

専任 助教

兼担

助教

生体システム学Ⅰ

兼担 教授

兼担 教授

教授

平成27年４月 電子出版の現代
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

宇宙から原子への旅

アナログ再発見ゼミ

統計図解ゼミ

平成27年４月

検索の科学

 量子化学入門ゼミ
平成27年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（27）

兼担 教授 鈴木　治郎 平成27年４月

新聞をつくろう！(タウン情報制作ゼミ）

地域における新聞の役割

 地域における新
 聞の役割：市民
 ﾀｲﾑｽ寄附講義

平成27年４月

兼担 教授 勝木　明夫 平成27年４月

宇宙から原子への旅

化学計算入門ゼミ

一般化学Ⅰ

平成27年４月
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

数を読む技術
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

平成27年4月
カリキュラム見直しのため科目名
称変更（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

兼担 教授 石神　照雄 平成27年４月

現代日本語論  現代日本語論

 言葉と諺（ことわざ）ゼミ

 日本語の今を考えるゼミ

伝承の言葉ゼミ

平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）言葉と諺（ことわざ）ゼミ

 日本語の意味と文法

日本語の今を考えるゼミ

 伝承の言葉ゼミ

日本語の意味と文法

日本語文法論  日本語文法論

日本語の論理  日本語の論理

スポーツ観戦文化論ゼミ

大学生基礎力ゼミ

テレビのメディアリテラ
シー

テレビのメディアリテラ
シー（テレビ信州参与ゼ
ミ）

スポーツ観戦学ゼミ  スポーツ観戦学ゼミ

地域密着のスポーツプロモーション・ゼミ  地域密着のスポーツプロモーション・ゼミ

平成27年4月
カリキュラム見直しのため科目名
変更（27）

平成27年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（27）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

一般化学Ⅱ

量子化学入門ゼミ
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平成29年４月 言語教育の観点から学ぶ人間と世界

平成29年4月
教員配置見直しのための変更追加
（29）

平成27年4月

平成29年４月 英語の冒険ゼミ
平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

リスニング＆リーディングⅠ（初級）

リスニング＆リーディングⅡ（初級）

リスニング＆リーディングⅡ（初級）

アカデミック・イングリッシュⅠ（初級）

アカデミック・イングリッシュⅡ（初級）

リスニング＆リーディングⅠ（初級）兼担 教授 近藤　富英 平成27年４月

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(初級)

リスニング＆リーディングⅠ

リスニング＆リーディングⅡ

中国語演習Ⅱ

平成29年４月
日中比較文学ゼミ 平成29年4月

教育課程の充実を図るため科目追
加（29）中国古典小説ｾﾞﾐ

兼担 教授 閻　小妹 平成27年４月

中国語初級（読解・会話）Ⅰ

中国語初級（読解・会話）Ⅱ

中国語演習Ⅰ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

平成29年４月 発信のためのやさしい英作文練習ゼミ

平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)

リスニング＆リーディングⅡ(初級）

兼担 教授 加藤　鉱三 平成27年４月

平成27年４月 大学生基礎力ゼミ

平成27年４月  日本人のための英作文練習ゼミ

人工知能を知ろうゼミ

情報デザインゼミ  情報デザインゼミ
平成27年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（27）

平成28年４月
電子出版を知ろうゼミ 平成28年4月

教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

スポーツ活動論ゼミⅡ

スポーツ活動論ゼミⅠ

 「田園環境健康都市須
 坂」を「共創」(須坂市寄
 附講義)
「田園環境健康都市須
坂」を「共創」(須坂市寄
付講義)

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目名
変更（28)

大学生基礎力ゼミ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

ゴルフマスターⅠ

ゴルフマスターⅡ

アウトドアマスターⅠ

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

アウトドアマスターⅡ

兼担 教授 杉本　光公 平成27年４月

健康科学・理論と実践

情報社会論ゼミ

平成28年４月
ネットワーク時代の古典
を原著で読むゼミ

平成27年４月

統計学の基礎
ネットワーク社会における情報科学

兼担 教授 湯田　彰夫 平成27年４月

宇宙から原子への旅

平成27年４月 大学改革への学生参加ゼミ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

物理学の世界
現代医療における物理学

力学

電磁気学

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

スペシャルオリンピックスで学ぼうゼミ 平成27年４月

 スペシャルオリン
 ピックスで学ぼう
 ゼミ
しょうがいスポー
ツゼミ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目名
変更（29)

平成27年４月

大学生基礎力ゼミ 平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

平成29年４月 シルシル信知るゼミ
平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

兼担 教授 矢部　正之 平成27年４月

平成27年４月 科学論

平成27年４月 大学生基礎力ゼミ 教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

兼担 教授 西　一夫 平成27年４月
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教職論

発達と教育
キャリア教育の理論と実践

特別活動の理論と実践

教育方法論

博物館実習Ⅰ  博物館実習Ⅰ
平成29年4月教員配置見直しのため
教員削除（29）当該科目は他に担
当教員がいるため支障はない。

自然災害と環境

平成27年４月 地域から学ぶ地球
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

兼担 教授 大塚　勉 平成27年４月

地球環境の歴史

環境マインドを現場で体験するゼミ

文系学生のための野外地質学ゼミ

地学実験
宇宙から原子への旅

自然と人間を考えるゼミ 平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）自然活動論ゼミ

サバイバル活動
兼担 教授 古屋　顯一 平成27年４月

平成27年４月

スクーバダイビング

レジャースポーツ

アウトドアの達人

スノー・スポーツ

国際教養B

信大マラソン

平成28年４月 フライングディスク
平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

国際教養A

ゴルフ

マリンスポーツ
スポーツフィッシング

スポーツボウリング

スノー・スポーツ

地質調査法実習Ⅱ
野外巡検Ⅰ
日本地質
構造地質学
堆積・古生物学実験
Ⅱ

作文（日本語）Ⅱ

 作文（日本語）B-Ⅱ

読解（日本語）Ⅰ 読解（日本語）Ⅰ 平成27年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（27）
平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

読解（日本語）Ⅱ 読解（日本語）Ⅱ

作文（日本語）Ⅰ 作文（日本語）Ⅰ

作文（日本語）Ⅱ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）国際理解と多文化共生を考えるⅡ

 読解（日本語）B-Ⅰ 平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

 読解（日本語）B-Ⅱ

 作文（日本語）B-Ⅰ

平成29年４月 日本の屋根・信州の風土と暮らし

平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

兼担 教授 佐藤　友則 平成27年４月

平成27年４月

国際理解と多文化共生を考えるⅠ

環境～その人文・社会科学的アプローチ  環境～その人文・社会科学的アプローチ

平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

平成28年４月 山国信州の風土とくらし（風土の中の衣食住）

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

生徒指導の理論と実践 生徒指導・進路指導の理論と実践

平成28年4月
カリキュラム見直しのための科目
名変更（28）

学校教育の歴史と現状

平成28年４月 学校教育と情報
平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

現代社会と子どもの学習

ﾒﾃﾞｨｱﾘﾃﾗｼｰ概論（ﾒﾃﾞｨｱと教育）  ﾒﾃﾞｨｱﾘﾃﾗｼｰ概論（ﾒﾃﾞｨｱと教育）

平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

教育方法特論
道徳教育の理論と実践

教育実習事前・事後指導

教育課程の編成法

中等基礎教育実習

高等学校教育実習

教職実践演習（中・高）

兼担 教授 小山　茂喜 平成27年４月
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平成28年４月

ライフサイクルアセスメント入門

環境と生活とのかかわり

環境管理会計
平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

兼担 教授 小林　充 平成27年４月

環境と生活とのかかわり

ライフサイクルアセスメント入門

健康科学・理論と実践

平成28年４月 障害の理解と支援
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目追
加（28）

平成28年４月 障害と共生社会
平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

生徒指導の理論と実践 生徒指導・進路指導の理論と実践

平成28年4月
カリキュラム見直しのための科目
名変更（28）

発達障害の理解と支援  発達障害の理解と支援 平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）特別支援教育の理論  特別支援教育の理論

平成28年4月
カリキュラム見直しのための科目
名変更（28）

環境～その人文・社会科学的アプローチ  環境～その人文・社会科学的アプローチ

平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

平成27年４月 学校教育の歴史と現状

平成27年4月
教員配置見直しのため教員追加
（27）

高等学校教育実習

教職実践演習（中・高）

現代社会と子どもの学習

障害児早期療育論 平成28年４月 コミュニケーションの障害と学習

発達障害の理解と支援

ﾉｰﾏﾗｲｾﾞｰｼｮﾝとﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ

中等基礎教育実習

教職論
教育実習事前・事後指導

教育相談の理論と実践

介護等体験の意義と実際

発達と教育

環境～その人文・社会科学的アプローチ  環境～その人文・社会科学的アプローチ

平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

兼担 教授 庄司　和史 平成27年４月

特別支援教育の理論

 ロシア語中級Ⅰ
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

 ロシア語中級Ⅱ

ロシア語演習Ⅰ （ビデオ）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目名
変更（29）

ロシア語演習Ⅱ （講読）

 ロシア語初級(読解･会話)Ⅱ

ロシア語中級（読解・会話）Ⅰ 平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）ロシア語中級（読解・会話）Ⅱ

 ロシア語初級（総合）Ⅰ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

 ロシア語初級（総合）Ⅱ

 ロシア語初級（文法）Ⅰ

 ロシア語初級（文法）Ⅱ

 ロシア語初級(読解･会話)Ⅰ

 環境～その人文・社会科学的アプローチ

平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

平成27年４月

ロシアの文化（風土と歴史）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

兼担 教授 佐々木　寛 平成27年４月

環境～その人文・社会科学的アプローチ

数と形  数と形
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

平成27年４月 エコ水車の開発と地域バイオマス利用

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

兼担 教授 高野　嘉寿彦 平成27年４月

宇宙から原子への旅

 身近な化学
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

平成27年４月 エコ水車の開発と地域バイオマス利用

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

兼担 教授 天野　良彦 平成27年４月

身近な化学

加（28）
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 健康科学・理論と実践

 ドイツ語初級(読解･会話)Ⅰ

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

兼担 教授 花岡　正幸 平成27年4月 健康科学・理論と実践

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が

平成27年4月 健康科学・理論と実践  健康科学・理論と実践

能勢　博 平成27年4月 健康科学・理論と実践  健康科学・理論と実践

兼担 教授 川　茂幸

兼担 教授

平成27年4月
教員配置見直しのための教員追加
（27）
平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

ドイツ語初級(読解･会話)Ⅱ  ドイツ語初級(読解･会話)Ⅱ

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
（27）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

兼担 教授 株丹　洋一

平成27年４月

スノー・スポーツ

バスケットボール

アウトドアの達人
兼担 教授 古澤　栄一 平成27年４月

ソフトボール

テニス

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
（27）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

素数の不思議  素数の不思議

平成27年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（27）
平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

兼担 教授 佐々木　洋城 平成27年４月

宇宙から原子への旅  宇宙から原子への旅

平成27年４月  法と社会

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

兼担 教授 三枝　有 平成27年４月

日本国憲法

平成27年4月

リスニング＆リーディングⅡ（初級）

リーディング・プラスⅠ（上級）

平成29年４月

 リスニング＆リーディングⅠ（中級）

 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

 リーディング・プラスⅠ（上級）

平成27年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（27）

兼担

平成29年4月
教員配置見直しのため削除（29）

教授 山口　和彦 平成27年4月

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(初級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(初級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(初級)

リスニング＆リーディングⅠ（初級）

リスニング＆リーディングⅠ（中級）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

兼担 教授 本郷　実 平成27年4月 健康科学・理論と実践  健康科学・理論と実践

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

木村　貞治

藤本　圭作 平成27年4月 健康科学・理論と実践  健康科学・理論と実践

平成27年4月 健康科学・理論と実践

教授 齋藤　直人 平成27年4月 健康科学・理論と実践  健康科学・理論と実践

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

平成27年４月 ヒューマンセクシュアリティ

 健康科学・理論と実践

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

 健康科学・理論と実践健康科学・理論と実践

兼担

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

金井　誠 平成27年4月

教授

兼担 教授

 健康科学・理論と実践兼担 教授 樋口　京一 平成27年4月 健康科学・理論と実践

兼担 教授

兼担

（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。
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農環境保全学

平成27年4月
カリキ ラム見直しのための科目環境と緑の文化兼担 教授 大窪 久美子 平成27年４月 平成27年４月

平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）環境と緑の文化

平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）

兼担 教授 岡野　哲郎 平成27年４月 平成27年４月
森林サイエンス

農山村と環境

平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）農山村と環境

兼担

兼担 教授 佐々木　邦博 平成27年４月 平成27年４月
森林サイエンス

兼担 教授 武田　孝志 平成27年４月 平成27年４月
森林サイエンス

植木　達人 平成27年４月 平成27年４月 森林サイエンス教授
平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）

兼担 教授 平松　晋也 平成27年４月 平成27年４月 森林サイエンス
平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）

平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
（27）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

兼担 教授 平松　浩二 平成27年４月

動物と私たちのくらし  動物と私たちのくらし

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
（27）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

平成27年４月 動物生命科学

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
（27）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

平成27年４月 動物生命科学
平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）

兼担 教授 鏡味　裕 平成27年４月 動物と私たちのくらし  動物と私たちのくらし

兼担 教授 小野　珠乙 平成27年４月

動物と私たちのくらし  動物と私たちのくらし

平成29年4月教員配置見直しのため
教員削除（29）当該科目は他に担
当教員がいるため支障はない。

教授 佐々木　隆 平成27年４月 森林サイエンス  森林サイエンス

兼担 教授 大井　美知男 平成27年４月 食と植物の文化論  食と植物の文化論
平成29年4月教員配置見直しのため
教員削除（29）当該科目は他に担
当教員がいるため支障はない。

兼担

平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）

兼担 教授 萩原　素之 平成27年４月 平成27年４月

カリキュラム見直しのための科目
追加（27）

環境と緑の文化兼担 教授 大窪　久美子 平成27年４月 平成27年４月

平成27年４月  グローバル経済入門ゼミ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

平成28年４月 大学生が出会う経済･経営問題

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

平成29年４月 人とすまい
平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼担 教授

兼担 髙木　直樹

金　早雪

平成27年４月 心理学思考法ゼミ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

教授

兼担 教授

兼担 教授 渡邉　匡一 平成27年４月  日本の神様・仏様の世界を覗くゼミ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

兼担 教授 山本　英二 平成27年４月
古文書で学ぶ近世
ゼミ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

兼担 教授 村松　浩幸 平成27年４月

兼担 教授 西　正明 平成27年４月

佐藤　運海 平成27年４月

技術とエネル
ギーの入門ゼミ
 （技術・環境分
 野）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目名
変更（29）

技術とエネル
ギーの入門ゼミ
 （技術・環境分
 野）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目名
変更（29）

技術とエネル
ギーの入門ゼミ
 （技術・環境分
 野）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目名
変更（29）

今井　章

兼担 教授

112



平成28年４月

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

兼担 教授 椎名　洋

平成27年４月  日常の中の確率ゼミ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

平成28年４月 マクロ経済学入門

兼担 教授 鈴木　智弘 平成28年４月  企業経営ゼミ

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

兼担 教授 沼尾　史久 平成28年４月 社会科学の方法ゼミ

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

河崎　裕子

平成27年４月  現代数学教育学ゼミ

社会科学文献講読ゼミⅠ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

社会科学文献講読ゼミⅡ

法学概論Ⅰ

法学概論Ⅱ

ミクロ経済学入門

教授 広瀬　純夫

平成27年４月

兼担

宮崎　樹夫

 経済学入門

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

経済学の視点で考える企業行動ゼミ　基礎編 平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）経済学の視点で考える企業行動ゼミ　応用編

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

平成29年４月

 経済学の視点で考える企業行動ゼミ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

兼担 教授

平成29年４月教授

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

大学生が出会う法律問題

兼担

平成29年４月

藤本　圭作 平成29年４月 臨床検査を体験するゼミ

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼担 教授 大平　雅美 平成27年４月 体と心のリハビリテーションを考えるゼミ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼担 教授

兼担 教授 長野　則之 平成29年４月 臨床検査を体験するゼミ

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼担 教授

兼担 教授 太田　浩良 平成29年４月 臨床検査を体験するゼミ

矢崎　正英 臨床検査を体験するゼミ

平成29年４月 臨床検査を体験するゼミ

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼担 教授 石田　文宏 平成27年４月 臨床検査を体験するゼミ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

兼担 教授 柳町　晴美 平成27年４月  地図について考えるゼミ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
教員配置見直しのため教員変更
（29）

ものづくり入門ゼミ

平成29年4月
教員配置見直しのため教員変更
（29）

兼担 教授 杉本　公一 平成27年４月
ものづくり入門
ゼミ

兼担 教授 榊　和彦 平成29年４月

加（28）

兼担 教授 新井　進 平成27年４月  身近な化学

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

兼担 教授 奥村　伸生
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平成27年４月

平成28年４月

平成27年4月

教授 久保　亨 平成27年４月 近現代のアジアと日本

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

兼担

兼担 教授 藤森　裕治 平成29年４月 言語教育の観点から学ぶ人間と世界

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

教授 髙橋　渉 平成29年４月 言語教育の観点から学ぶ人間と世界

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

酒井　英樹 平成27年４月 言語教育の観点から学ぶ人間と世界

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

兼担

兼担 教授

兼担 教授 中村　正行 平成29年４月 環境配慮素材と自然エネルギー

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

教授 北澤　君義 平成27年４月 環境配慮素材と自然エネルギー

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

兼担

教授 片岡　正和 平成29年４月 グリーンテクノロジー

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼担

教授 杉本　渉 平成28年４月
材料の科学と技術（基礎編） 平成28年4月

教育課程の充実を図るため科目追
加（28）材料の科学と技術（先端編）

兼担

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）材料の科学と技術（先端編）

兼担 教授 宇佐美　久尚 平成28年４月
材料の科学と技術（基礎編）

教授 村上　泰

 材料の科学と技術（エネルギー・環境分野）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

 材料の科学と技術（情報・バイオ分野）

材料の科学と技術（基礎編）
平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

材料の科学と技術（先端編）

兼担

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼担 教授 小林　寛

平成28年４月 環境法入門
平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

平成29年４月 大学生が出会う法律問題

兼担 教授 廣内　大助 平成29年４月 地形環境と災害

平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

平成27年４月

平成29年４月

兼担 教授 岩﨑　徹也 平成27年４月 世界経済の歩み
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

教授 成澤　孝人 平成27年４月 日本国憲法
平成27年4月
教員配置見直しのため教員追加
（27）

兼担

明日を生きるための心理
学　リスク社会と防災を
学ぶ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

科学論
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

兼担 教授 菊池　聡

兼担 教授 谷口　俊一郎 平成27年４月

牛山　佳幸 平成28年４月  寺と社から学ぶ信濃の歴史

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

兼担

平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

教授

兼担 教授 杉野　健太郎

平成27年４月
 映像で見て考え
 るアメリカとイ
 デオロギー

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

 映像で見て読ん
 で考えるアメリ
 カの文学と歴
 史･社会

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

平成28年４月

映像で見て読んで考えるアメリカ

教授 山田　健三 平成27年４月  謎解き・日本語の歴史

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

兼担

兼担 教授 沖　裕子 平成27年４月 方言からみた日本語 教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

114



平成27年４月

平成29年４月

平成27年４月

教授 都築　勉 平成28年４月
 政治とは何か－
 １０代の君たち
 へ－

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

平成28年４月 現代政治分析
平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

特任教授 又坂　常人 平成28年４月 戦後政策と憲法及び行政法

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

兼担 教授

平成29年４月 大学生が出会う法律問題

兼担

兼担 教授 玉井　克哉

兼担

美甘　信吾

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

 マクロ経済学入門

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）
平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

兼担 教授 眞壁　昭夫

 経済指標の読み方

兼担 教授 池田　秀敏 平成29年４月 大学生が出会う法律問題

平成28年４月

家族と法

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）
平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

大学生が出会う法律問題

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼担

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

教授 宗村　和広

兼担 教授 今村　英明 平成27年４月  リーダーシップ

情報の利活用がもたらす社会イノベーション

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

兼担 教授 高橋　知音

平成27年４月 Introduction to Psychology

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

兼担 教授 田中　厚志 平成27年４月

 情報処理がもたらす社会の変革

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

兼担 教授 坂口　けさみ

情報学入門（コンピュータの構成，アルゴリズム） 平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）情報学入門（プログラミング,ネットワーク）

兼担 教授 不破　泰 平成27年４月

 情報学入門

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

平成28年４月

ｷｬﾘｱﾋﾞｼﾞｮﾝと男女共同参
画：誰もが輝く社会を考
える
 キャリアビジョンと男女
 共同参画：男女がともに
 輝く社会を考えよう

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目名
変更（29）

兼担 教授 石澤　孝 平成27年４月 地域を探る

兼担 教授 井上　信宏 平成28年４月 大学生が出会う経済･経営問題

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

平成28年４月 マクロ経済学入門

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

兼担 教授 山沖　義和 平成28年４月 マクロ経済学入門

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

西村　直子 平成28年４月 ミクロ経済学入門

兼担 教授 德井　丞次

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

止（29）

兼担 教授
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平成28年４月

兼担

兼担

兼担

基礎 分子遺伝学の世界平成27年４月

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加

バイオリソースと生命科学

兼担 教授 林田 信明 平成29年４月 応用生物学 招待

兼担 教授 海老沼　宏安
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

兼担 教授 別府　桂 平成27年４月  日本の自然と生物

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

兼担 教授 太田　和親 平成29年４月 生活の中の高分子

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

教授 英　謙二 平成29年４月 生活の中の高分子

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

教授 大川 浩作 平成29年４月 生活の中の高分子

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

兼担 教授 伊藤　惠啓 平成29年４月 生活の中の高分子

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

平成29年４月 生活の中の高分子

応用生物学への招待

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

兼担 教授 市川　結 平成27年４月 生活の中の高分子

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

兼担 教授 鈴木　正浩

兼担 教授 浅尾　直樹 平成29年４月 応用化学～千夜一夜～

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

教授 本吉谷　二郎 平成29年４月 応用化学～千夜一夜～

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

兼担 教授 沖野　不二雄 平成29年４月 応用化学～千夜一夜～

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

兼担 教授 石渡　勉 平成27年４月 応用化学～千夜一夜～

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

心理学概論
平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

兼担 教授 田中　敏 平成28年４月 心理学概論
平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

平成29年４月

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼担

兼担 教授

平成27年４月

基礎 分子遺伝学の世界

 アカデミック・イングリッシュⅡ(初級）

平成29年４月 芸術教養美術ゼミ

芸術教養美術ゼミ

教授 玉田　靖 平成29年４月

保地　眞一 平成29年４月

教授 吉田　正明

岡田　匡史

教授

平成29年４月教授 間島　秀徳
平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

平成27年4月
教員配置見直しのため教員追加
（27）
平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

兼担

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

バイオリソースと生命科学

応用生物学への招待

平成27年4月
教員配置見直しのための教員追加
（27）

兼担

兼担 教授 下坂　誠

フランス語初級（文法）Ⅰ

教授 髙橋　渉 平成27年４月

兼担

兼担 教授

兼担

平林　公男 平成29年４月 応用生物学への招待

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

応用生物学への招待

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

応用生物学への招待

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

兼担 教授 梶浦　善太 平成29年４月

兼担 教授 志田　敏夫 平成29年４月 応用生物学への招待

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

教員配置見直しのため教員追加
(29)

兼担 教授 野末　雅之 平成29年４月 応用生物学への招待

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

兼担 教授 林田　信明 平成29年４月 応用生物学への招待

応用生物学への招待

平成29年4月
平成29年4月教員配置見直しのため
教員変更（29）

専任 准教授

専任 教授 竹下　徹

平成29年4月
物理学実験Ⅱ

長谷川　庸司
物理学実験Ⅱ
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卒業研究

物理化学Ⅲ

物理学実験Ⅰ
物理学演習Ⅶ
物理学 前線
アドバンス演習・実験・
実習Ⅰ
アドバンス演習・実験・
実習Ⅱ
アドバンス演習・実験・
実習Ⅲ
アドバンス演習・実験・
実習Ⅳ
セミナー
卒業研究

飯山　拓 平成27年4月

アドバンス演習・実験・実習Ⅳ

セミナー

化学数学

アドバンスゼミ

物理化学Ⅱ

アドバンスゼミ
平成29年4月教員配置見直しのため
教員追加（29）

物理化学実験

基礎化学実験

准教授

平成29年4月

兼担

准教授

平成28年４月

環境文学のすすめ 環境文学のすすめ（環境文学Ⅱ）

平成27年4月
カリキュラム見直しのため科目名

平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

ドイツ語中級（読解）Ⅰ

ドイツ語中級（読解）Ⅱ

平成27年４月 ネイチャーライティングのすすめ（環境文学Ⅰ）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

環境～その人文・社会科学的アプローチ  環境～その人文・社会科学的アプローチ

利己的遺伝子説から生物像を描くゼミ

平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目追
加（28）

グリーンサイエンス通論Ⅰ平成29年4月
平成29年4月教員配置見直しのため
教員追加（29）

平成29年4月教員配置見直しのため
教員追加（29）平成29年4月

兼担 准教授 伊藤　靖夫 平成27年４月

宇宙から原子への旅

生物学A

生物学実験

兼担 宮丸　文章 平成27年4月

生体生物学特論Ⅰ
生態生物学特論Ⅱ
生体生物学実習

平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

松岡　幸司

平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）シェイクスピアを読むゼミ

平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

リスニング＆リーディングⅠ（上級）

English　for Specific Purposes Ⅰ

平成27年４月准教授

異文化コミュニケーション（海外留学）ゼミ

平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

平成27年４月

 グローバルに生きるゼミ

アカデミック・イングリッシュⅡ(上級）

Top Level English（トップレベルイングリッシュ）

力学

 サイエンスツアーゼミ

ドイツ語初級（文法）Ⅰ

ドイツ語初級（文法）Ⅱ

兼担 准教授 安達　弘通 平成27年４月

「時」について考えるゼミ  「時」について考えるゼミ

教養としての物質科学  教養としての物質科学

ドイツ語初級（総合）Ⅰ

ドイツ語初級（総合）Ⅱ

現代ドイツの言語と日常ゼミ

現代ドイツ事情ゼミ

ドイツ環境ゼミ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

アカデミック・イングリッシュⅠ(上級）

変更（27）

兼担 准教授
デイビッド
ルジチカ

平成27年４月

コミュニカティブ・イングリッシュⅠ（上級）

兼担

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

グローバルに生きるゼミ  グローバルに生きるゼミ

平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

大学生基礎力ゼミ

ドイツ語圏の文化Ⅰ 平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）ドイツ語圏の文化Ⅱ

平成27年４月

リスニング＆リーディングⅡ(上級）

Eglish　for Specific Purposes Ⅱ

グローバルに生きるゼミ

平成27年４月

平成29年４月

コミュニカティブ・イングリッシュⅡ（上級）

サイエンスツアーゼミ

教養としての物理学

宇宙から原子への旅
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平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

平成29年４月 もっと知りたい韓国ゼミ

平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

平成27年４月
アジアの中の日本ゼミⅠ 平成27年4月

教育課程の充実を図るため科目追
加（27）アジアの中の日本ゼミⅡ

ハングル演習Ⅱ

平成27年４月
ハングル中級Ⅰ 平成27年4月

教育課程の充実を図るため科目追
加（27）ハングル中級Ⅱ

ハングル初級(読解･会話)Ⅰ

ハングル初級(読解･会話)Ⅱ

ハングル中級(読解・会話）Ⅰ

ハングル中級(読解・会話）Ⅱ

ハングル演習Ⅰ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

韓国の文化（映画で学ぶ）

韓国の文化（若者の世界）

韓国の文化（メデｲア）

平成27年４月

ハングル初級（文法）Ⅱ

韓国の文化（食文化）

兼担 准教授 延　鎭淑 平成27年４月

環境マインドを現
場で体験するゼミ
（熱帯雨林）

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

平成27年４月 地球白書ゼミ
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

ハングル初級（総合）Ⅰ

ハングル初級（総合）Ⅱ

ハングル初級（文法）Ⅰ

平成28年４月

環境社会学入門

熱帯雨林と社会

平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

兼担 准教授 金澤　謙太郎 平成27年４月

環境～その人文・社会科学的アプローチ  環境～その人文・社会科学的アプローチ

生態資源論ゼミ

時について考えるゼミ 平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）教養としての物質科学

平成29年４月

電磁気学

コミュニカティブ・イングリッシュⅠ（上級）

コミュニカティブ・イングリッシュⅡ（中級）

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(上級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(上級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級)

平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

リスニング＆リーディングⅠ（中級）

リスニング＆リーディングⅡ(中級）

平成29年４月 法言語学（司法制度とことば）ゼミ

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)

リスニング＆リーディングⅠ（上級）
兼担 准教授 兼元　美友 平成27年４月

平成27年４月

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(初級)

リスニング＆リーディングⅡ（上級）

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(初級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級)

平成27年４月 アフリカ文化論
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

平成28年４月 フィールドワーク入門ゼミ

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

自然環境と文化

映像・人類学

平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
名称変更（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのための科目
名称変更（28）

兼担 准教授 分藤　大翼 平成27年４月

異文化研究ゼミ

新聞と私たちの社会

 新聞と私たちの
 社会(信濃毎日新
 聞社寄附講義)
新聞と私たちの
社会(信濃毎日新
聞社寄付講義)

大学生基礎力ゼミ
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
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平成27年４月

教育経営学概論

平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目名
変更（28）

教育実習事前・事後指導

教育学概論

高等学校教育実習

生徒指導の理論と実践 平成28年４月

中等基礎教育実習

教育の思想と歴史  教育の思想と歴史
平成27年4月教員配置見直しのため
教員削除（27）当該科目は他に担
当教員がいるため支障はない。

学校教育の歴史と現状

平成27年4月
教員配置見直しのため教員追加
（27）

キャリアとしての公務員

生徒指導・進路指導の理論と実践

教職実践演習（中・高）

教育社会学概論

教育法学概論

教職論兼担 准教授 荒井　英治郎 平成27年４月

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

平成27年４月

リスニング＆リーディングⅡ（上級）

平成29年４月 ことばについて考えるゼミ

平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(初級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(上級)

リスニング＆リーディングⅠ（上級）

平成27年４月 大学生基礎力ゼミ
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(初級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(上級)

兼担 准教授 花﨑　一夫 平成27年４月

平成29年４月
翻訳入門ゼミ 平成29年4月

教育課程の充実を図るため科目追
加（29）モバイルディバイスで習うE-TOEICコース

リスニング＆リーディングⅠ（初級）

Top Level English（トップレベルイングリッシュ） 平成27年４月
Top Level English
 （トップレベルイ
 ングリッシュ）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

コミュニカティブ・イングリッシュⅡ（上級）

兼担 准教授 奉　鉉京 平成27年４月

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(初級）

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(上級)

平成27年４月
Top Level English（トッ
プレベルイングリッ
シュ）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

感覚で攻める英文法ゼミ～覚える英文法から感じる英文法へ

兼担 准教授 有路　憲一 平成27年４月

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ

感覚で攻める英文法ゼミ～覚える英文法から感じる英文法へ

脳の不思議を探る（認知神経科学入門）

脳の不思議をもっと探る（認知神経科学入門）

「考える」ゼミ

兼担 准教授 金井　直 平成27年４月 博物館実習Ⅰ

身体運動科学ゼミ

 博物館実習Ⅰ
平成29年4月教員配置見直しのため
教員削除（29）当該科目は他に担
当教員がいるため支障はない。

平成29年４月 スクーバダイビング
平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

ニュースポーツ

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

ゴルフ
コオーディネーションエクササイズ

スポーツフィッシング

スノー・スポーツ

平成28年４月

平成27年４月

大学生基礎力ゼミ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

ゴルフマスターⅠ

ゴルフマスターⅡ

アウトドアマスターⅠ

アウトドアマスターⅡ

兼担 准教授 速水　達也 平成27年４月

健康科学・理論と実践

平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

教育経営学概論

教育行政学概論
現代社会と子どもの学習

平成28年４月
新聞で広げる社会の見方
ゼミ（信濃毎日新聞社寄
附講義）

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

環境～その人文・社会科学的アプローチ  環境～その人文・社会科学的アプローチ
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Top Level English（トッ
プレベルイングリッ
シュ）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

Canadian Studies
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

A Canadian View of Global Issues

環境エネルギー政策論

平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

平成27年４月

平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

兼担 准教授 茅野　恒秀 平成27年４月

環境政策の社会学 平成27年４月  環境政策の社会学

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

平成29年４月

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

Englishes in the World（国際語としての英語）

Top Level English（トップレベルイングリッシュ）

コミュニカティブ・イングリッシュⅠ（初級）

平成27年４月

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(上級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(上級)

コミュニカティブ・イングリッシュⅠ（中級）

Low Energy Building（省エネルギー住宅）

兼担 准教授
マーク　ブラ

イアリー
平成27年４月

コミュニカティブ・イングリッシュⅡ（中級）

リスニング＆リーディングⅠ（中級）

コミュニカティブ・イングリッシュⅠ（上級）

リスニング＆リーディングⅡ(中級）

English for Sprcjfic Purposes Ⅰ

English for Sprcjfic Purposes Ⅱ

アカデミック・イングリッシュⅠ(中級）

コミュニカティブ・イングリッシュⅡ（上級）

コミュニカティブ・イングリッシュⅡ（初級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(上級）

アカデミック・イングリッシュⅡ(中級）

平成29年４月 モバイルディバイスで習うE-TOEICコース

平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(初級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(上級)

環境～その人文・社会科学的アプローチ  環境～その人文・社会科学的アプローチ

平成27年４月

平成28年４月

 宇宙から原子への旅

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

宇宙から原子への旅

Global Mindset & Practical Approach

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

平成28年４月
グローバルビジネス入門Ⅰ 平成28年4月

教育課程の充実を図るため科目追
加（28）グローバルビジネス入門Ⅱ

科学技術日本語Ⅱ

ビジネス・ジャパニーズⅠ

ビジネス・ジャパニーズⅡ

科学技術日本語Ⅰ

Understanding Global Mindset 平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）ケースメソッド＆クリティカル・シンキング

兼担 准教授 光山　博敏 平成27年４月

平成29年４月

フランス語初級（文法）Ⅱ

兼担 准教授 澁谷　豊 平成27年４月

平成27年４月

リスニング＆リーディングⅡ(上級）

平成29年４月

恋愛小説を読むー比較文学への招待ー

リスニング＆リーディングⅠ（上級）

中世英語文献学入門

平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

兼担 准教授 伊藤　盡

アカデミック・イングリッシュⅠ(初級）

アカデミック・イングリッシュⅡ(中級）

アカデミック・イングリッシュⅡ(初級）

平成29年４月 北米の文化（ポップ音楽と映画）

平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)

コミュニカティブ・イングリッシュⅡ（中級）

コミュニカティブ・イングリッシュⅡ（初級）

リスニング＆リーディングⅡ(初級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(中級）

兼担 准教授
ショーン マー

メット
平成27年４月
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平成27年４月

佐藤　吉彦 平成27年4月 健康科学・理論と実践

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

健康科学・理論と実践

 健康科学・理論と実践

 健康科学・理論と実践

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

准教授

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除

兼担 准教授 松本　晶博 平成27年4月

兼担 准教授

兼担

准教授

渡辺　敏明 平成27年４月

氷上スキー（スケート＆カーリング）

兼担 准教授

内山　茂晴 平成27年4月 健康科学・理論と実践  健康科学・理論と実践

鎌田　隆行

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

フランス語初級（文法）Ⅱ

兼担

兼担 准教授 新倉　則和 平成27年4月 健康科学・理論と実践

兼担 准教授 磯部　美穂 平成27年４月
ドイツ語初級（文法）Ⅰ

兼担
フランス語初級（文法）Ⅰ

平成27年４月 スノー・スポーツ

ドイツ語初級（文法）Ⅱ

平成27年4月
フランス語初級（文法）Ⅰ

兼担 准教授 三條　俊彦

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
（27）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

 健康科学・理論と実践

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

 スノー・スポーツ

 氷上スキー（スケート＆カーリング）

平成27年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（27）

平成27年４月  氷上スポーツ（スケート＆カーリング）

伝えておきたい数学 平成27年４月 伝えておきたい数学

平成27年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（27）
平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

平成29年４月 微分積分学Ⅰ
平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

准教授 片長　敦子 平成27年４月

平成28年４月

 リスニング＆リーディングⅠ（初級）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）リスニング＆リーディングⅡ（中級）

平成27年4月
教員配置見直しのため教員追加
（27）ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ（初級）

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ

平成29年４月
リスニング＆リーディングⅠ（中級）

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ（初級）

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)  ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ（中級）

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
（27）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(初級)

兼担 准教授 村田　明 平成27年4月

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(初級)

リスニング＆リーディングⅡ（初級）  リスニング＆リーディングⅡ（初級）

平成27年４月

 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ（中級）ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級)

リスニング＆リーディングⅠ（初級）

兼担 准教授 牛木　淳人 平成27年4月 健康科学・理論と実践

兼担 准教授

准教授 松本　晶博 平成27年4月 健康科学・理論と実践

平成27年4月 健康科学・理論と実践  健康科学・理論と実践

 健康科学・理論と実践
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

兼担

山本　洋

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

 健康科学・理論と実践

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
（27）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。
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平成28年４月

リスニング＆リーディングⅡ(上級）

兼担 准教授 細尾　佳宏 平成27年４月 平成27年４月

平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）

平成27年4月
教員配置見直しのため教員追加
（27）

森林サイエンス

髙木　優二 平成27年４月 平成27年４月 動物生命科学

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
（27）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）

兼担 准教授

兼担 准教授 下里　剛士 平成27年４月

動物と私たちのくらし  動物と私たちのくらし

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
（27）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

平成27年４月 動物生命科学

兼担 准教授 山田　明義 平成27年４月 ニューバイオテクノロジー入門  ニューバイオテクノロジー入門

平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）農山村と環境

兼担 准教授 松島　憲一 平成27年４月 平成27年４月

食と植物の文化論

平成27年４月 平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼担 准教授 伊藤　盡

リスニング＆リーディングⅠ（上級）

リスニング＆リーディングⅡ(上級）

森林サイエンス

平成29年４月

 リーディング・プラスⅠ（上級） 平成27年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（27）リーディング・プラスⅡ（上級）

平成29年４月

リスニング＆リーディングⅠ（初級） リスニング＆リーディングⅠ（初級）

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
（27）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

リスニング＆リーディングⅠ（中級） 平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目

リスニング＆リーディングⅡ（中級）

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ（初級）

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加(28)

アカデミック・イングリッシュⅠ(初級） 平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼担 准教授 田口　茂樹 平成27年4月
平成29年４月

リーディング・プラスⅠ（上級）

リスニング＆リーディングⅡ（初級）

 リーディング・プラスⅡ（上級）

アカデミック・イングリッシュⅡ(初級）

農山村と環境

平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）

平成27年４月
農山村と環境

兼担 准教授 加藤　新平 平成27年４月 平成27年４月 農環境保全学
平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）

兼担 准教授 齋藤　勝晴 平成27年４月 平成27年４月 農環境保全学

兼担 准教授

兼担 准教授 渡邉　修 平成27年４月

安江　恒 平成27年４月

兼担 准教授 荒瀬　輝夫 平成27年４月 平成27年４月

兼担 准教授 小林　元 平成27年４月 平成27年４月 森林サイエンス

准教授 竹田　謙一 平成27年４月 平成27年４月 森林サイエンス

兼担 教授 細尾 佳宏 平成 年 月 平成 年 月

兼担 准教授 田中  真由美 平成27年４月 アカデミック・イングリッシュⅡ(初級）

平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）

平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

 アカデミック・イングリッシュⅡ(中級）

兼担

兼担
准教
授

カワモトポー
リン

平成27年４月

アカデミック・イングリッシュⅠ(中級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(初級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(中級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(初級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(初級）

アカデミック・イングリッシュⅡ(中級）

アカデミック・イングリッシュⅡ(初級）  アカデミック・イングリッシュⅡ(初級）

農環境保全学

 アカデミック・イングリッシュⅡ(初級）

森林サイ ン

農山村と環境
平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）

平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）

平成27年４月

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

追加（27）

平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）

技術とエネル
ギーの入門ゼミ
 （技術・環境分
 野）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目名
変更（29）

兼担 准教授 川久保　英樹 平成27年４月
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准教授 早坂　俊廣

平成27年４月  中国哲学入門

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

平成29年４月 中国思想の古典で学ぶゼミ

平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

兼担

准教授 加藤　善子 平成27年４月

大学生基礎力ゼミ
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

ジェンダー論
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

 人を動かすための理論と方法ゼミ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

兼担

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

兼担 准教授 護山　真也 平成27年４月  比較哲学入門ゼミ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

兼担 准教授 野津　寛 平成27年４月

兼担 准教授 大串　潤児 平成27年４月 日本近現代史入門ゼミ

西洋古典語の世界ゼミ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）
平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

准教授 吉田　治人 平成29年４月 芸術教養音楽ゼミ
平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

准教授 田島　達也 平成27年４月

兼担

芸術教養音楽ゼミ
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

兼担

兼担 准教授 井田　秀行 平成29年４月 自然観察入門ゼミ
平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

平成28年４月

平成27年４月

人とすまい

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

人とすまい

 企業経営ゼミ

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

課題解決実践ゼミ
大学生から始めるキャリアデザイン

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

兼担 准教授 牧田　幸裕 平成28年４月

兼担

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

ベンチャービジネス概論

地域ブランド実践ゼミ

平成29年４月

キャリアデザイン実践ゼミ 平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

准教授 林　靖人

平成27年４月

地域活性化システム論

兼担

兼担 准教授 田守　伸一郎 平成27年４月

准教授 柳瀬　亮太 平成27年４月

准教授 高村　秀紀 平成29年４月

平成29年４月 人とすまい
平成29年4月
教育課程の充実を図るため教員追
加（29）

兼担 人とすまい
平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

環境心理学ゼミ
兼担 准教授 髙瀬　弘樹

平成27年４月
身体心理学ゼミ

平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

 変体仮名入門

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

 日本語学入門

兼担 准教授 白井　純

平成29年４月 変体仮名入門ゼミ

加（29）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
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准教授 是津　信行 平成29年４月 グリーンテクノロジー

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼担

兼担 准教授 鈴木　孝臣 平成29年４月 グリーンテクノロジー

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

准教授 佐藤　高彰 平成28年４月
材料の科学と技術（基礎編） 平成28年4月

教育課程の充実を図るため科目追
加（28）材料の科学と技術（先端編）

兼担

准教授 森　正悟 平成28年４月
材料の科学と技術（基礎編） 平成28年4月

教育課程の充実を図るため科目追
加（28）材料の科学と技術（先端編）

兼担

准教授 高橋　伸英 平成28年４月
材料の科学と技術（基礎編） 平成28年4月

教育課程の充実を図るため科目追
加（28）材料の科学と技術（先端編）

兼担

准教授 福長 博 平成28年４月
材料の科学と技術（基礎編） 平成28年4月

教育課程の充実を図るため科目追
加（28）材料の科学と技術（先端編）

兼担

准教授 長田　光正 平成28年４月
材料の科学と技術（基礎編） 平成28年4月

教育課程の充実を図るため科目追
加（28）材料の科学と技術（先端編）

兼担

准教授 望月　大 平成28年４月
材料の科学と技術（基礎編） 平成28年4月

教育課程の充実を図るため科目追
加（28）材料の科学と技術（先端編）

兼担

木村　睦 平成28年４月
材料の科学と技術（基礎編） 平成28年4月

教育課程の充実を図るため科目追
加（28）材料の科学と技術（先端編）

兼担 准教授

兼担 准教授 金山　直樹 平成29年４月
科学リテラシー入門ゼミ 平成29年4月

教育課程の充実を図るため科目追
加（29）環境と生命の基礎化学

兼担 准教授 小松　孝太郎 平成29年４月 数学的思考ゼミ
平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

兼担 准教授 坂口　雅彦 平成28年４月  科学的な見方･考え方ゼミ

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

兼担 准教授 日高　宏哉 平成29年４月 臨床検査を体験するゼミ

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

准教授 中山　昇 平成29年４月 ものづくり入門ゼミ
平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼担

准教授 飯岡　詩朗 平成27年４月 映画史入門
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

兼担

准教授 八木　雄一郎 平成29年４月 言語教育の観点から学ぶ人間と世界

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼担

兼担 准教授 田中　江扶 平成29年４月 言語教育の観点から学ぶ人間と世界

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

准教授 小林　比出代 平成29年４月 言語教育の観点から学ぶ人間と世界

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼担

兼担 准教授 金子　史彦 平成29年４月 言語教育の観点から学ぶ人間と世界

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

准教授 岩男　考哲 平成29年４月 言語教育の観点から学ぶ人間と世界

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼担

兼担 准教授 寒川　典昭 平成27年４月 水の環境科学
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

准教授 竹内　健司 平成27年４月  ナノテクと環境

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

平成28年４月 環境とエネルギー
平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

兼担

兼担 准教授 松岡　浩仁

平成27年４月 循環型社会入門
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

准教授 藤井　雅留太 平成29年４月 環境配慮素材と自然エネルギー

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼担

兼担 准教授 牛　立斌 平成29年４月 環境配慮素材と自然エネルギー

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

准教授 飯尾　昭一郎 平成29年４月 環境配慮素材と自然エネルギー

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼担

兼担 准教授 錦織　広昌 平成29年４月 グリーンテクノロジー

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）
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兼担 准教授 篠原　成彦

平成27年４月

 ｢心の哲学｣入門

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

科学論
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

准教授 坂口　和寛

平成27年４月  日本語教育学入門

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

平成29年４月 「優れた言語学習者」から考える日本語教育学

平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

兼担

准教授 松本　和也 平成27年４月  川上弘美を読む

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

兼担

兼担 准教授 豊岡　康史

平成27年４月  モノの世界史

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

平成28年４月  世界史のなかの中国

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

准教授 佐藤　真紀 平成27年４月 絶対王政期フランスの制度と社会

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

兼担

兼担 准教授 黒田　祐我 平成27年４月  分野を横断する歴史学（入門）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

兼担 准教授 北村　明子 平成27年４月 身体表現レクチャー&ワークショップ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

平成27年４月

平成27年4月
教員配置見直しのため教員追加
（27）

准教授 関　良徳

日本国憲法

 法と政治の哲学

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

兼担

平成28年４月

平成28年４月

文学と美術を歴史
学で読み解く～日
本古代史入門～
 日本古代史入門―
 文学・美術の歴史
 学―

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目名
変更（29）

兼担 准教授

「右肩下がり」の時代を生き抜くための倫理学

佐藤　全敏

准教授 三谷　尚澄

平成28年４月  現代倫理学入門

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

平成27年４月 科学論
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

平成29年４月
平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

阿久津　昌三 平成27年４月  アフリカ社会論

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

兼担

兼担 准教授

江戸時代の本屋さんと本

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

兼担 准教授 速水　香織 平成27年４月

加（27）

平成29年４月 言語哲学入門
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平成27年４月

平成28年４月

平成28年４月

平成29年４月

平成27年４月

平成29年４月

平成27年4月

准教授 長谷川　孝治 平成27年４月 ポジティブ心理学
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

兼担

兼担 准教授 辻　竜平 平成27年４月  社会調査から見る日本人の意識と行動

兼担

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

准教授 佐藤　広英 平成27年４月 メディア心理学

 簿記入門

平成27年４月

 財産法入門

兼担

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

大学生が出会う経済･経営問題

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

関　利恵子准教授

兼担

大学生が出会う法律問題

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

准教授 玉井　眞理子 平成27年４月 臨床心理学
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

准教授 山代　忠邦

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

兼担

准教授 赤川　理

 日本国憲法

平成27年4月
教員配置見直しのため教員追加
（27）
平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

公法入門
平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

大学生が出会う法律問題

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼担

平成27年４月

平成28年４月

准教授 福田　典子 平成27年４月 家庭生活基礎A
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

兼担 准教授 武者　忠彦 平成28年４月 大学生が出会う経済･経営問題

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

准教授 岩田　一哲 平成28年４月

兼担

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

兼担 准教授

兼担

兼担 准教授 青木　周平 平成28年４月 マクロ経済学入門

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

准教授 大野　太郎 平成28年４月 ミクロ経済学入門

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

都築　幸宏

兼担 准教授 島村　暁代 平成29年４月

兼担

栗田　晶 平成29年４月 大学生が出会う法律問題

大学生が出会う法律問題

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

平成29年４月 マクロ経済学入門
平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

大学生が出会う経済･経営問題

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

准教授

法学入門

兼担 准教授 丸橋　昌太郎

大学生が出会う法律問題

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

准教授 岡本　卓也 平成27年４月 コミュニティの社会心理学

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

准教授 清水　健司 平成27年４月 臨床心理学の基礎を学ぶ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

准教授 水原　俊博 平成27年４月 消費社会学入門

兼担

兼担

兼担

兼担
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平成27年４月

平成28年４月

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

兼担 准教授 西井　良典
平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
( )

平成29年４月 応用化学～千夜一夜～

平成29年４月 応用化学～千夜一夜～准教授 渡邊　真志
平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

兼担 准教授 ｷｬｼｰ ﾏｸﾅﾐｰ 平成29年４月 応用化学～千夜一夜～

兼担

兼担 准教授 藤本　哲也 平成29年４月 応用化学～千夜一夜～

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

兼担 准教授 平田　雄一 平成29年４月 応用化学～千夜一夜～

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

兼担 准教授 服部　義之 平成29年４月 応用化学～千夜一夜～

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

兼担 准教授 野村　泰志 平成29年４月 応用化学～千夜一夜～

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

兼担 准教授 谷上　哲也 平成29年４月 応用化学～千夜一夜～

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

兼担 准教授 鈴木　大介 平成29年４月 応用化学～千夜一夜～

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

兼担 准教授 水口　崇 平成28年４月 心理学概論
平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

兼担 准教授 髙橋　史 平成28年４月 心理学概論
平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

准教授 島田　英昭 平成28年４月 心理学概論
平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

兼担 准教授 鈴木　俊太郎 平成28年４月 心理学概論

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

情報学入門（コンピュータの構成，アルゴリズム） 平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）情報学入門（プログラミング,ネットワーク）

兼担 准教授 鈴木　彦文

 情報学入門

兼担

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

准教授

准教授

平成29年４月

兼担

森田　洋

猪瀬　昌延 平成29年４月

平成27年４月

准教授

小野　文子 芸術教養美術ゼミ

兼担

兼担 准教授 金子史彦

芸術教養美術ゼミ

平成29年４月 アカデミック・イングリッシュⅡ(初級）

平成29年４月 応用生物学への招待

兼担

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

生活の中の高分子

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼担 健康科学・理論と実践

准教授 松村　英生兼担

平成29年4月
教員配置見直しのため変更(29)

平成29年４月 生活の中の高分子

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

平成29年４月

平成29年４月 応用生物学への招待

准教授 田口　悟朗

兼担 准教授 山本　博規

兼担 平成29年４月 応用生物学への招待

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

准教授 白井　孝治 平成29年４月 応用生物学への招待

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

兼担 准教授 森脇　洋 平成29年４月 応用生物学への招待

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

兼担 准教授 小駒　喜郎 平成29年４月 生活の中の高分子

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

兼担 准教授 小山　俊樹

兼担 准教授 荒木　潤

兼担 准教授 後藤 康夫

兼担
平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

兼担 西井 良典

平成29年４月 生活の中の高分子

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

生活の中の高分子

(29)

准教授 寺本 彰 平成29年４月

平成 年 月

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(初級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級)
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道徳教育の理論と実践 道徳教育の理論と実践

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
（27）当該科目は他に担当教員が
いるため 支障はない

中等基礎教育実習

高等学校教育実習

教職実践演習（中・高）

現代社会と子どもの学習

教育実習事前・事後指導

教育の思想と歴史

生徒指導・進路指導の理論と実践

平成28年4月
カリキュラム見直しのための科目
名変更（28）

平成29年４月 学校教育の歴史と現状

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼担 講師 河野　桃子 平成27年４月

教職論

教育学概論

生徒指導の理論と実践

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

自然災害と環境  自然災害と環境

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

兼担 講師 三宅　真由美 平成27年４月

平成27年４月  日本語教師による日本人のための異文化理解

平成29年４月
外国語教育を考えるゼミ 平成29年4月

教育課程の充実を図るため科目追
加（29）英語資格試験対策ゼミ

リスニング＆リーディングⅡ(中級）

リスニング＆リーディングⅡ(中級）

平成28年４月

 新聞で広げる社会
 の見方ゼミ（信濃
 毎日新聞社寄附講
 義）

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）
平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

リスニング＆リーディングⅠ（中級）

リスニング＆リーディングⅠ（中級）

リスニング＆リーディングⅡ(中級）

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)

リスニング＆リーディングⅠ（中級）

兼担 講師 蓬莱　朋子 平成27年４月

中等基礎教育実習

平成27年４月

高等学校教育実習

学校教育の歴史と現状

平成27年4月
教員配置見直しのため教員追加
（27）

教育方法特論

道徳教育の理論と実践

 環境～その人文・社会科学的アプローチ

平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

教職論
特別活動の理論と実践

兼担 講師 田村　徳至 平成27年４月

教育方法論
教育実習事前・事後指導

教職実践演習（中・高）

現代社会と子どもの学習

教育課程の編成法

カウンセリング概論 教育相談特論
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目名
変更（28）

生徒指導の理論と実践  生徒指導・進路指導の理論と実践

平成28年4月
カリキュラム見直しのための科目
名変更（28）
平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

教職論
教育実習事前・事後指導

中等基礎教育実習

高等学校教育実習

教職実践演習（中・高）

兼担 講師 神谷　真由美 平成27年４月

発達心理学概論

現代社会と子どもの学習

教育相談の理論と実践

環境～その人文・社会科学的アプローチ

道徳教育の理論と実践 道徳教育の理論と実践 いるため，支障はない。
平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

環境～その人文・社会科学的アプローチ  環境～その人文・社会科学的アプローチ

平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）
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平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

兼担 講師 髙橋　淳 平成27年4月 健康科学・理論と実践

平成29年4月

 健康科学・理論と実践

兼担 講師 金子　稔 平成27年4月

健康科学・理論と実践

教育相談の理論と実践

キャリア教育の理論と実践

環境～その人文・社会科学的アプローチ

兼担 講師 内田　満夫 平成27年4月 健康科学・理論と実践

 健康科学・理論と実践

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

 健康科学・理論と実践

 スノー・スポーツ

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

兼担 講師 橋本　政晴 平成27年４月 スノー・スポーツ

 教育相談の理論と実践

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

平成27年４月
ドイツ語圏の文化Ⅱ

ドイツ語演習Ⅱ

ドイツ語中級（会話）Ⅰ

ドイツ語中級（会話）Ⅱ

ドイツ語演習Ⅰ

生徒指導の理論と実践

平成29年４月
ドイツ語圏の文化Ⅲ

ドイツ語圏の文化Ⅰ

ドイツ語初級(読解･会話)Ⅰ

ドイツ語初級(読解･会話)Ⅱ

平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）ドイツ語圏の文化Ⅳ

平成27年４月

 ドイツ語圏の文化Ⅲ
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

 ドイツ語圏の文化Ⅳ

兼担 講師
後藤　コリン

ナ
平成27年４月

 環境～その人文・社会科学的アプローチ

平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

生徒指導・進路指導の理論と実践

平成28年4月
カリキュラム見直しのための科目
名変更（28）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

 健康科学・理論と実践

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
(29)当該科目は他に担当教員がい
るため，支障はない。

 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ（初級）

平成27年４月

アカデミック・イングリッシュⅠ(上級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(上級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(上級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(上級）

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ（初級）

兼担 講師

兼担 講師 山﨑　明美 平成27年4月 健康科学・理論と実践  健康科学・理論と実践

アカデミック・イングリッシュⅡ(中級）

ダルトンコ
リーン

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

兼担 講師

アカデミック・イングリッシュⅠ(上級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(上級）

講師

平成27年４月

海老名　剛

李　敏

ミクロ経済学入門

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

兼担 講師 大江　裕幸 平成29年４月 大学生が出会う法律問題

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

 意思決定理論

兼担

塚原　照臣 平成27年4月 健康科学・理論と実践

平成27年4月

アカデミック・イングリッシュⅠ(上級）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）中国の文化（現代中国事情②）

講師兼担
中国の文化（現代中国事情①）

平成28年４月

平成27年４月

 「Activity-Based
 Physics--アクティ
 ブラーニング探究
 力学」ゼミ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

大学生基礎力ゼミ

兼担 講師

兼担 講師 平井　佑樹 平成29年４月
質問紙調査入門ゼミ

藤田　あき美
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平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

講師 増原　宏明

平成29年４月 大学生が出会う法律問題

ミクロ経済学入門兼担 平成28年４月

兼担 講師 寺前　慎太郎

平成29年４月 大学生が出会う法律問題

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼担 講師 濱田　新

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼担 講師 木村　文一 平成29年４月 臨床検査を体験するゼミ

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

Activitiy-Based
Astronomy--現代天文学入
門

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

兼担 講師 雨森　聡 平成27年４月 大学生基礎力ゼミ

平成27年４月

 スペシャルオリン
 ピックスで学ぼう
 ゼミ
しょうがいスポー
ツゼミ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目名

信大マラソン

平成27年４月

アウトドアマスターⅠ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

ゴルフマスターⅠ

アウトドアマスターⅡ

弓道
健康科学・理論と実践

スノー・スポーツ

兼担 助教 加藤　彩乃 平成27年４月

アダプテッドスポーツ

平成29年４月

フランス文学ゼミ
平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

日本文学概論
フランス文学概論

フランス語圏の文化

兼担 助教 鈴木　球子 平成27年4月

フランス語初級（読解・会話）Ⅰ

フランス語初級（読解・会話）Ⅱ

フランス語中級（読解・会話）Ⅰ

フランス語中級（読解・会話）Ⅱ

平成29年４月
フランス語初級（総合）Ⅰ 平成29年4月

教員配置見直しのため教員追加
（29）フランス語初級（総合）Ⅱ

ゴルフマスターⅡ

山本　雅道

兼担 助教 藤田　育郎 平成27年４月 スノー・スポーツ

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

 スノー・スポーツ

アウトドアマスターⅠ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

アウトドアマスターⅡ
平成27年４月

兼担 助教 廣野　準一 平成27年４月

剣道形の世界

健康科学・理論と実践

スノー・スポーツ

武道・伝統文化実習Ⅱ

武道・伝統文化実習Ⅰ

ゴルフマスターⅠ

ゴルフマスターⅡ

アスレティックトレーニング

自然科学館に学ぶ
生命系環境再創生

 自然科学館に学ぶ
 生命系環境再創生

平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

自然誌・博物学ゼミ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため，科目
追加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

平成27年４月

 自然環境診断マ
 イスターによる
 環境保全活動の
 実践

平成27年４月

 スペシャルオリン
 ピックスで学ぼう
 ゼミ
しょうがいスポー
ツゼミ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目名
変更（29)

兼担 助教 三好　圭 平成27年４月

体と心のリハビリテーションを考えるゼミ

ツゼミ
変更（29)

平成29年４月 大学生基礎力ゼミ
平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

兼担 助教 平成27年４月

生物学実験
物質循環学序説Ⅱ
物質循環基礎実習Ⅱ
システム解析学実習Ⅰ

システム解析学実習Ⅱ

群集生態学
セミナー
卒業研究
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平成27年４月

兼担

平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）
平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため 支障はない

平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）

平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）

ニューバイオテクノロジー入門

森林サイエンス

農山村と環境

森林サイエンス

平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）

平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）

平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）

平成27年4月
教員配置見直しのため教員追加
（27）

平成27年４月

兼担

兼担

助教 三木　敦朗 平成27年４月 平成27年４月 森林サイエンス
平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）

兼担 助教 齋藤　仁志 平成27年４月 平成27年４月 森林サイエンス

農山村と環境

森林サイエンス

助教 福山　泰治郎 平成27年４月 平成27年４月
森林サイエンス

農山村と環境

助教 内川　義行

兼担 助教 小野　裕 平成27年４月 平成27年４月

兼担 助教 城田　徹央

兼担 根本　和洋 平成27年４月 平成27年４月助教

一ノ瀬　仁美 平成27年４月

平成27年４月

助教

平成27年４月

兼担

平成27年4月
教員配置見直しのため教員追加
（27）

 森林サイエンス
平成29年4月教員配置見直しのため
教員削除（29）当該科目は他に担
当教員がいるため支障はない。

食と植物の文化論

兼担 助教 田中　沙智 平成27年４月 平成27年４月  動物生命科学

兼担 助教 江田　慧子 平成27年４月 森林サイエンス

森林サイエンス 平成27年4月
カリキュラム見直しのための科目
追加（27）

環境と緑の文化

農山村と環境

平成27年４月

兼担 助教 上原　三知 平成27年４月 平成27年４月

金井　信一郎 平成27年4月 健康科学・理論と実践  健康科学・理論と実践

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

兼担 助教 伊藤　哲也 平成27年4月 健康科学・理論と実践  健康科学・理論と実践

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

兼担 助教

平成27年４月

いるため，支障はない。

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
（27）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
（27）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

 動物生命科学

平成27年4月
教員配置見直しのため教員追加
（27）
平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

助教 河原　岳志 平成27年４月

兼担 助教 米倉　真一 平成27年４月 動物と私たちのくらし

兼担

動物と私たちのくらし

兼担 助教

平成29年４月

 動物と私たちのくらし

 動物と私たちのくらし

平成27年４月

ベンチャービジネス概論

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

キャリア形成論Ⅰ-
 本当の自分を理解
 するステップ-

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目名
変更（29）

キャリア形成論Ⅱ
 －自分の将来像を
 探るステップ－

平成29年４月

キャリアデザイン実践ゼミ 平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）課題解決実践ゼミ

大学生から始めるキャリアデザイン

地域活性化システム論 平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

ベンチャービジネス概論

兼担 助教 勝亦　達夫

平成27年４月

キャリア形成論Ⅰ-
 本当の自分を理解
 するステップ-

地域ブランド実践ゼミ

平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

大学生基礎力ゼミ

統計データから読み解く社会

社会格差を考えるゼミ：勝者と敗者の本当の姿

兼担 助教 古里由香里 平成29年４月

中田　陽介 平成27年４月

物理学実験Ⅶ 専任 准教授 奥山　和美

物理学実験Ⅰ

物理学実験Ⅶ

物理学実験Ⅰ 専任
平成29年4月
教員配置見直しのため教員変更
（29）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員変更
（29）

教授 樋口　雅彦 平成29年４月
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綾戸　勇輔 平成28年４月

兼担 助教 鈴木　清香 平成29年４月 グリーンテクノロジー

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

助教

材料の科学と技術（基礎編）

兼担 助教 吉田　裕安材

兼担 助教 瀧澤  辰弘
平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

兼担  材料の科学と技術（先端編）

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）
平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

平成28年４月

平成28年４月
材料の科学と技術（基礎編） 平成28年4月

教育課程の充実を図るため科目追
加（28）材料の科学と技術（先端編）

助教 嶋田　五百里 平成28年４月
材料の科学と技術（基礎編） 平成28年4月

教育課程の充実を図るため科目追
加（28）材料の科学と技術（先端編）

兼担

兼担 助教 平　千明 平成29年４月 臨床検査を体験するゼミ

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

助教

兼担 助教 小穴　こず枝 平成29年４月 臨床検査を体験するゼミ

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

樋口　由美子 平成29年４月 臨床検査を体験するゼミ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目名
変更（28)
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

助教 岡田　友彦 平成27年４月  「物質 工学化学の世界」ゼミ

兼担

兼担

キャリアデザイン実践ゼミ

兼担 助教 中西　弘充
平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）課題解決実践ゼミ

大学生から始めるキャリアデザイン

地域活性化システム論 平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）地域ブランド実践ゼミ

平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目名
変更（29）

キャリア形成論Ⅱ
 －自分の将来像を
 探るステップ－

平成29年４月

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

情報学入門（コンピュータの構成，アルゴリズム） 平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）情報学入門（プログラミング,ネットワーク）

長谷川　理 平成27年４月

平成27年４月

兼担 助教 茅野　理恵 平成28年４月 心理学概論

情報学入門（コンピュータの構成，アルゴリズム） 平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）情報学入門（プログラミング,ネットワーク）

兼担 助教

 情報学入門

兼担 助教

 情報学入門

時田　真美乃

兼担 助教 橋本　彩 平成29年４月 大学生が出会う法律問題

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

助教 中谷　惣

平成27年４月  ヨーロッパ中世都市の諸相

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

平成29年４月 ヨーロッパ中世都市の諸相

平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

兼担

兼担 助教 山田　哲也 平成29年４月 グリーンテクノロジー

兼担

兼担 助教 簾　智仁

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

助教 林　文隆 平成29年４月 グリーンテクノロジー

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

平成29年４月 グリーンテクノロジー

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

（29）
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兼担 助教 蛭田　直 平成29年４月

兼担 平成29年４月

芸術教養美術ゼミ
平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

荻田　佑

兼担

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

動物と私たちのくらし

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

平成29年４月 動物生命科学

大島　賢一 芸術教養美術ゼミ

兼担 助教

兼担 助教 高谷　智英

助教

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）動物生命科学

動物生命科学
平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

生活の中の高分子

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
(29)

助教 富岡　郁夫 平成29年４月

平成29年４月

兼担 助教

兼担 助教 撹上　将規 平成29年４月

高坂　泰弘 平成29年４月 生活の中の高分子

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。フランス語初級（総合）Ⅱ  フランス語初級（総合）Ⅱ

フランス語初級（文法）Ⅰ  フランス語初級（文法）Ⅰ

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
（27）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）日本近代文学入門  日本近代文学入門

平成27年４月

 フランスの文化Ⅰ
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

 フランスの文化Ⅱ

兼任 講師 吉川　順子 平成27年４月

日本学入門  日本学入門

フランス語初級（総合）Ⅰ  フランス語初級（総合）Ⅰ

兼任 講師 川上　正美 平成27年４月 スポーツ活動論ゼミⅠ  スポーツ活動論ゼミⅠ

兼任 特任教授
平成29年4月から教育課程の充実を
図るため科目を追加（29）角野　由夫 平成29年4月

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
（27）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

地震学

 中国語初級（文法）Ⅰ

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

中国語初級（総合）Ⅱ

中国語初級（総合）Ⅰ

中国語初級（文法）Ⅰ

スペイン語中級(読解・会話）Ⅰ

スペイン語中級（読解・会話）Ⅱ

スペイン語演習Ⅱ

スペイン語初級（文法）Ⅰ

スペイン語初級（文法）Ⅱ

スペイン語初級 (読解･会話)Ⅱ

平成27年４月

スペイン語圏の文化 （ス
 ペインの言語と風土）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目名
変更（29）

 スペイン語圏の文化（ラ
 テンアメリカの言語と文
 化）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

兼任 講師 橋本　エリサ 平成27年４月
スペイン語初級（総合）Ⅰ

スペイン語初級（読解･会話)Ⅰ

スペイン語演習Ⅰ

スペイン語初級（総合）Ⅱ

中国語初級（総合）Ⅰ

中国語初級（文法）Ⅰ

中国語初級（文法）Ⅱ

平成27年４月 中国古典小説
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

兼任 講師 島崎　朋子 平成27年４月

フランス語演習Ⅱ

フランス語初級（読解・会話）Ⅰ

フランス語演習Ⅰ

平成27年４月 エコ水車の開発と地域バイオマス利用

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

兼任 講師 池田　敏彦 平成27年４月

環境マインドを現場で体験するゼミ
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平成27年４月

ドイツ語初級（文法）Ⅰ

ドイツ語初級（文法）Ⅱ

平成29年4月
教 直 教 削除

ドイツ語初級(読解･会話)Ⅰ

平成29年４月
平成29年4月
教員配置見直しのための教員追加
（29）ドイツ語初級（総合）Ⅱ

 スノー・スポーツ

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

ドイツ語初級（総合）Ⅰ

 スノー・スポーツ

兼任 講師 浜　泰子 平成27年4月

兼任 講師 蓬郷　尚代

スノー・スポーツ

兼任 講師

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

兼任 講師 野口　和行 平成27年４月

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

千足　耕一  スノー・スポーツ平成27年４月 スノー・スポーツ

基礎心理学

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
（27）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

 コンディショニングバレエ

平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

トレッキング

コンディショニングバレエ

兼任 講師 友川　幸 平成27年４月 トレッキング

兼任 講師 宮内　ひとみ 平成27年４月

兼任 講師
高橋　ユウエ

ン
平成27年４月

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)

アカデミック・イングリッシュⅠ(中級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(初級）

アカデミック・イングリッシュⅡ(中級）

スノー・スポーツ

平成28年４月
平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

平成27年４月  日中比較文化

平成29年４月
中国語初級（読解・会話）Ⅰ 平成29年4月

教員配置見直しのため教員追加
（29）中国語初級（読解・会話）Ⅱ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

兼任 講師 陳　喜 平成27年４月

中国語初級（文法）Ⅱ

聴解（日本語）Ⅰ  聴解（日本語）Ⅰ
平成27年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（27）

聴解（日本語）Ⅱ  聴解（日本語）Ⅱ

会話（日本語）Ⅰ  会話（日本語）Ⅰ

会話（日本語）Ⅱ  会話（日本語）Ⅱ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

 聴解（日本語）A-Ⅱ

 会話（日本語）B-Ⅰ

 会話（日本語）B-Ⅱ兼任 講師 谷口　英美 平成27年４月

 作文（日本語）Ⅱ

平成27年４月

 聴解（日本語）A-Ⅰ

 読解（日本語）A-Ⅱ

読解（日本語）Ⅰ  読解（日本語）Ⅰ
平成27年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（27）

読解（日本語）Ⅱ  読解（日本語）Ⅱ

作文（日本語）Ⅰ  作文（日本語）Ⅰ

作文（日本語）Ⅱ

兼任 講師 合津　美穂 平成27年４月

平成27年４月

 読解（日本語）A-Ⅰ
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

 スペイン語初級（読解・会話）Ⅰ

 スペイン語初級（読解・会話）Ⅱ

スペイン語演習Ⅰ  スペイン語演習Ⅰ

スペイン語演習Ⅱ  スペイン語演習Ⅰ

平成27年4月

スペイン語初級（文法）Ⅰ

スペイン語初級（読解・会話）Ⅱ

 スペイン語初級（文法）Ⅰ

スペイン語初級（文法）Ⅱ  スペイン語初級（文法）Ⅱ

スペイン語初級（読解・会話）Ⅰ

兼任 講師
藤井　スサー

ナ

 フランス語演習Ⅰ

フランス語演習Ⅱ  フランス語演習Ⅱ

ドイツ語初級（文法）Ⅰ

フランス語演習Ⅰ

講師 岩本　綾 平成27年４月

平成29年4月
教員配置見直しのための教員追加
（29）

 フランス語初級（総合）Ⅰ

フランス語初級（総合）Ⅱ  フランス語初級（総合）Ⅱ

フランス語初級（総合）Ⅰ

平成29年４月

兼担 特任教授 池部　雅英 平成27年4月

兼任
ドイツ語初級(読解･会話)Ⅱ  ドイツ語初級(読解･会話)Ⅱ

教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。
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兼任 講師
アカデミック・イングリッシュⅡ(中級）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

アカデミック・イングリッシュⅡ(初級）

コリガン　ス
テーブン

平成27年４月
平成29年４月

平成27年4月

アカデミック・イングリッシュⅡ(初級）  アカデミック・イングリッシュⅡ(初級）

アカデミック・イングリッシュⅡ(初級）  アカデミック・イングリッシュⅡ(初級）

アカデミック・イングリッシュⅡ(中級）  アカデミック・イングリッシュⅡ(中級）

アカデミック・イングリッシュⅡ(上級）  アカデミック・イングリッシュⅡ(上級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(中級）  アカデミック・イングリッシュⅠ(中級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(上級）  アカデミック・イングリッシュⅠ(上級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(初級）  アカデミック・イングリッシュⅠ(初級）

 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級)

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
(27)当該科目は他に担当教員がい
るため，支障はない。

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(上級)  ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(上級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)  ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(上級)  ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(上級)

アカデミック・イングリッシュⅠ(初級）  アカデミック・イングリッシュⅠ(初級）

兼任 講師
デイビッド
カラハン

平成27年４月

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級)

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。武道・伝統文化実習Ⅱ  武道・伝統文化実習Ⅱ

兼任 講師 折口　築 平成27年４月

武道・伝統文化実習Ⅰ  武道・伝統文化実習Ⅰ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

 会話（日本語）A-Ⅱ

会話（日本語）Ⅰ 会話（日本語）Ⅰ
平成27年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（27）
平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

会話（日本語）Ⅱ 会話（日本語）Ⅱ

兼任 講師 片所　由生 平成27年４月

平成27年４月

 会話（日本語）A-Ⅰ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

 聴解（日本語）B-Ⅱ

聴解（日本語）Ⅰ 聴解（日本語）Ⅰ
平成27年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（27）
平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

聴解（日本語）Ⅱ 聴解（日本語）Ⅱ

兼任 講師 牧野　昭子 平成27年４月

平成27年４月

 聴解（日本語）B-Ⅰ

平成27年４月
ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(上級) 平成27年4月

教員配置見直しのため教員追加
（27）ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(上級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級)  ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級) 平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
(29)当該科目は他に担当教員がい
るため，支障はない。 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)

アカデミック・イングリッシュⅠ（中級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(中級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(中級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(中級）

兼任 講師 大島　春子 平成27年4月

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(上級) 平成27年4月
教員配置見直しのため教員追加
（27）ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(上級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級)  ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級) 平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
(29)当該科目は他に担当教員がい
るため，支障はない。ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)  ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)

リーディング・プラスⅠ（中級）  リーディング・プラスⅠ（中級） 平成27年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（27）リーディング・プラスⅡ（中級）  リーディング・プラスⅡ（中級）

兼任 講師
マークスプリ

ング
平成27年４月

平成27年４月

平成27年4月
教員配置見直しのため教員追加
（27）

リスニング＆リーディングⅠ（初級）

リスニング＆リーディングⅠ（中級）  リスニング＆リーディングⅠ（中級）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

リスニング＆リーディングⅡ（初級）

平成 年 月
教員配置見直しのため教員削除
(27)当該科目は他に担当教員がい
るため，支障はない。

平成27年４月 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級)

平成27年4月
教員配置見直しのため教員追加
（27）

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(初級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(初級)

兼任 講師 森木　順子 平成27年４月

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(上級）  ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(上級)

平成27年４月 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)
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平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加

平成27年4月
教員配置見直しのため教員追加
（27）ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(初級)  ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(初級) 平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
(29)当該科目は他に担当教員がい
るため，支障はない。ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(初級)  ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(初級)

兼任 講師 黒澤　優子 平成27年４月

平成27年４月
ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級)

平成29年４月
リスニング＆リーディングⅠ（初級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(初級）

アカデミック・イングリッシュⅡ(上級）
平成29年4月
教員配置見直しのため変更（29）

アカデミック・イングリッシュⅠ

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）リスニング＆リーディングⅡ（中級）

平成27年４月

アカデミック・イングリッシュⅠ(上級）

平成27年4月
教員配置見直しのため教員追加
（27）

アカデミック・イングリッシュⅠ(中級）

 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(初級)  ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(初級)

平成29年４月
リスニング＆リーディングⅠ（中級）

アカデミック・イングリッシュⅠ（初級） 平成27年4月
教員配置見直しのため教員追加
（27）アカデミック・イングリッシュⅡ（初級）

兼任 講師
ピーターヴァ
ンデンベルグ

平成27年4月

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級)  ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)

リスニング＆リーディングⅠ（上級）

リスニング＆リーディングⅡ（上級）  リスニング＆リーディングⅡ（上級） 平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
(27)当該科目は他に担当教員がい
るため，支障はない。リスニング＆リーディングⅡ(初級）  リスニング＆リーディングⅡ(初級）

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
(27)当該科目は他に担当教員がい
るため，支障はない。ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)  ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(初級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(初級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(上級)  ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(上級)

兼任 講師 長谷部めぐみ 平成27年４月

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級)  ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級)

リスニング＆リーディングⅠ（初級）  リスニング＆リーディングⅠ（初級）

平成27年４月

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
(29)当該科目は他に担当教員がい
るため，支障はない。

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
(27)当該科目は他に担当教員がい
るため，支障はない。

リスニング＆リーディングⅡ（初級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(中級）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
(29)当該科目は他に担当教員がい
るため，支障はない。ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)  ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(初級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(初級)

リスニング＆リーディングⅠ（初級）

 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級) 平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
(29)当該科目は他に担当教員がい
るため，支障はない。ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)  ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)

兼任 講師 内川  安江 平成27年４月

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級)  ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級)

アカデミック・イングリッシュⅠ(初級）

アカデミック・イングリッシュⅡ(初級）

アカデミック・イングリッシュⅡ(中級）

アカデミック・イングリッシュⅡ(初級）

兼任 講師
ジョナサン
ジャンカー

平成27年４月

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級)

平成27年４月

 リスニング＆リーディングⅠ（初級）

平成27年4月
教員配置見直しのため教員追加
（27）
平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
(29)当該科目は他に担当教員がい
るため，支障はない。

 リスニング＆リーディングⅡ（初級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(初級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(中級）

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級) 平成27年4月
教員配置見直しのため教員追加
（27）ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(初級) ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(初級) 平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
(27)当該科目は他に担当教員がい
るため，支障はない。ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(初級) ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(初級)

教員配置見直しのため教員追加
（29）リスニング＆リーディングⅠ（中級）

リスニング＆リーディングⅡ(中級）  リスニング＆リーディングⅡ(中級）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
(29)当該科目は他に担当教員がい
るため，支障はない。

兼任 講師 三浦　久 平成27年4月

平成27年４月

平成29年４月
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アカデミック・イングリッシュⅠ(初級）

リスニング＆リーディングⅠ（初級）  リスニング＆リーディングⅠ（初級） 平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
(27)当該科目は他に担当教員がい
るため，支障はない。リスニング＆リーディングⅡ(初級）  リスニング＆リーディングⅠ（初級）

リスニング＆リーディングⅠ（中級）  リスニング＆リーディングⅠ（中級）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

兼任 講師 布施　伸之 平成27年４月

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(初級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(初級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(初級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(初級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(初級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(初級)

リスニング＆リーディングⅡ(中級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(中級）

アカデミック・イングリッシュⅡ(中級）  アカデミック・イングリッシュⅡ(中級） 平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。リスニング＆リーディングⅠ（上級）  リスニング＆リーディングⅠ（上級）

 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(上級)

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
(27)当該科目は他に担当教員がい
るため，支障はない。

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)

コミュニカティブ・イングリッシュⅠ（初級）

リスニング＆リーディングⅠ（中級）  リスニング＆リーディングⅠ（中級）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

兼任 講師 林　英美 平成27年４月

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(上級)

平成29年４月 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級)

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

English for General PurposesⅠ English for General PurposesⅠ 平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）English for General PurposesⅡ English for General PurposesⅡ

アカデミック・イングリッシュⅠ（中級）

アカデミック・イングリッシュⅡ(中級）

アカデミック・イングリッシュⅡ(中級）

兼任 講師 有賀メアリー 平成27年４月

平成27年４月

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
(27)当該科目は他に担当教員がい
るため，支障はない。

 コミュニカティブ・イングリッシュⅠ（上級）

 コミュニカティブ・イングリッシュⅠ（中級）

 コミュニカティブ・イングリッシュⅠ（中級）

 コミュニカティブ・イングリッシュⅡ（上級）

リスニング＆リーディングⅡ(初級）  リスニング＆リーディングⅡ(初級）

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)

リスニング＆リーディングⅠ（中級）  リスニング＆リーディングⅠ（中級）

リスニング＆リーディングⅠ（中級） 平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）リスニング＆リーディングⅡ（中級）

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)

 アカデミック・イングリッシュⅡ(初級）

平成27年4月
教員配置見直しのため教員追加
（27）
平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

平成29年４月 リスニング＆リーディングⅠ（上級）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼任 講師
フレッド　カ

ルス
平成27年４月

平成29年４月

リスニング＆リーディングⅡ（上級）

リスニング＆リーディングⅠ（上級）

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級)

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級)

アカデミック・イングリッシュⅠ(初級）

アカデミック・イングリッシュⅡ(初級）

アカデミック・イングリッシュⅡ(初級）

兼任 講師 清澤　美恵 平成27年４月

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(中級）

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)
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平成29年４月 アカデミック・イングリッシュⅡ(中級）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

アカデミック・イングリッシュⅠ(上級） アカデミック・イングリッシュⅠ(上級）

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除

アカデミック・イングリッシュⅡ(上級）  アカデミック・イングリッシュⅡ(上級）

コミュニカティブ・イングリッシュⅠ（上級）

コミュニカティブ・イングリッシュⅠ（初級）

コミュニカティブ・イングリッシュⅡ（上級）

コミュニカティブ・イングリッシュⅡ（上級）

コミュニカティブ・イングリッシュⅡ（初級）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

アカデミック・イングリッシュⅡ(中級）  アカデミック・イングリッシュⅡ(中級）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

兼任 講師 渡辺アイリン 平成27年４月

コミュニカティブ・イングリッシュⅠ（上級）

アカデミック・イングリッシュⅠ（上級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(上級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(中級）

アカデミック・イングリッシュⅡ(上級）

コミュニカティブ・イングリッシュⅠ（初級）

コミュニカティブ・イングリッシュⅡ（中級）

コミュニカティブ・イングリッシュⅡ（初級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(中級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(上級）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

アカデミック・イングリッシュⅡ(中級）

兼任 講師
ダビデジャン

カー
平成27年４月

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(上級)

アカデミック・イングリッシュⅠ(中級）

アカデミック・イングリッシュⅡ(中級）

 コミュニカティブ・イングリッシュⅡ（中級）

兼任 講師
リチャード
ロビンソン

平成27年４月 アカデミック・イングリッシュⅠ（中級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(上級）

アカデミック・イングリッシュⅡ(上級）  アカデミック・イングリッシュⅡ(上級）

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(上級)

コミュニカティブ・イングリッシュⅠ（中級）

平成29年４月

平成29年４月

アカデミック・イングリッシュⅠ(初級）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

講師 田中　江扶 平成27年４月

アカデミック・イングリッシュⅡ(上級）  アカデミック・イングリッシュⅡ(上級）

アカデミック・イングリッシュⅡ(初級）

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
（27）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

兼任 講師 角田　幸雄 平成27年４月 アカデミック・イングリッシュⅡ(上級）  アカデミック・イングリッシュⅡ(上級）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

兼任

アカデミック・イングリッシュⅡ(中級）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
(27)当該科目は他に担当教員がい
るため，支障はない。

兼任 講師
スコットパー

マー
平成27年４月

アカデミック・イングリッシュⅠ(初級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(初級）

アカデミック・イングリッシュⅡ(初級）

アカデミック・イングリッシュⅡ(初級）

兼任 講師 伊原  巧 平成27年４月 アカデミック・イングリッシュⅠ(中級）  アカデミック・イングリッシュⅠ(中級）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。アカデミック・イングリッシュⅡ(初級）  アカデミック・イングリッシュⅡ(初級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(中級） アカデミック・イングリッシュⅠ(中級）

平成27年4月
教員配置見直しのため教員削除
(27)当該科目は他に担当教員がい
るため，支障はない。
平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

アカデミック・イングリッシュⅡ(中級）兼任 講師
コルナ　デイ

ビッド
平成27年４月

アカデミック・イングリッシュⅠ(中級）

 アカデミック・イングリッシュⅡ(中級）

兼任 講師 長田　哲文 平成27年４月

アカデミック イングリッシュⅠ(上級） アカデミック イングリッシュⅠ(上級）

(27)当該科目は他に担当教員がい
るため，支障はない。

柳澤　理志 平成29年４月 囲碁で養う考える力

平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

兼任 講師
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兼任

兼任 講師

平成29年４月
世界で今何が起こっているのか？－Ⅰ 平成29年4月

教育課程の充実を図るため科目追

講師 平澤　まさ美 平成27年４月
手話と社会 平成27年4月

教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

講師 花村　有利子

手話コミュニケーションと社会

兼任

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）手話コミュニケーションと社会

平成27年４月
手話と社会

眞次 宏典 平成27年４月 日本国憲法
平成27年4月
教員配置見直しのため教員追加
（27）

 物との関わり，人との関わり

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

兼任 講師 平木　幸二郎 平成27年４月

哲学者たちの智恵～人生を生きる～

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

平成27年４月

日本古典文学入門

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

 日本の古典文学を読む

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成29年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（29）

兼任 講師 渡邊　秀夫

講師 吉田　利男 平成27年４月  信州の環境と社会

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

兼任

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）Ｗｅｂ制作ゼミ

兼任 講師 松本　成司 平成27年４月
ロボティクス入門 企業経営ゼミ

平成27年４月  スペシャルオリンピックスで学ぼうゼミ

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27)
平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

兼任 講師 佐藤　陽子

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠ(初級)

平成27年4月
教員配置見直しのため教員追加
（27）

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(初級)

リスニング＆リーディングⅡ（上級）

アカデミック・イングリッシュⅠ(初級）

井上　和行 平成29年４月 線形代数学Ⅰ
平成29年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（29）

兼任 講師

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

 作文（日本語）A-Ⅱ

兼任 講師 下平　菜穂 平成27年４月

 作文（日本語）A-Ⅰ

国際技術論

英語基礎Ⅱ（たてなおしの英語Ⅱ）

兼任

平成28年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（28）

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

兼任 講師 八尋　道子 平成27年４月 看護倫理学

兼任 講師

自己発見の方法

兼任 講師 宮越　幸代 平成27年４月 国際看護学Ⅰ

兼任

津田　大介 平成28年４月

講師

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

英語基礎Ⅰ（たてなおしの英語Ⅰ）

講師
平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）

田村　亮子 平成27年４月

 物理学とは何だろうか

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

兼任 講師 山田　銹二 平成27年４月  物理への誘い

平成27年4月
教育課程の充実を図るため科目追
加（27）
平成28年4月
カリキュラム見直しのため科目廃
止（28）

美谷島　實 平成27年４月

世界で今何が起こっているのか？－Ⅱ

平成27年４月
世界の国々は今－グローバル社会を生きるために－Ⅰ 平成27年4月

教育課程の充実を図るため科目追
加（27）世界の国々は今－グローバル社会を生きるために－Ⅱ

兼任 講師 岩田　達明

平成29年４月 教育課程の充実を図るため科目追
加（29）
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　　　　及び今後の採用計画を「備考」に記入してください。

　　　・　認可で設置された学部等の専任教員を変更する場合は，当該専任教員が授業を開始する前に必ず「専任教員採用等設置計画

　　　　変更書」を提出し，大学設置・学校法人審議会による教員資格審査（AC教員審査）を受けてください。AC教員審査を受けずに専任

　　　　教員として授業等を担当することは出来ません。

　　　・　「専任教員採用等変更書（ＡＣ）」を提出し「可」の教員判定を受けている場合は「○年○月教員審査済」，変更書を提出予定

の場合は「○年○月変更書提出予定」と記入してください。

　　　・　教員を学年進行中に変更した又は変更する予定の場合（「新規採用」，「担当授業科目の変更」又は「昇格」をいう。）は，

アカデミック・イングリッシュⅡ(中級）

アカデミック・イングリッシュⅡ(上級）

　　　　変更後の状況を記入するとともに，その理由，後任者が決まっていない場合は，「変更状況」の「氏名」に「後任未定」と記入し，

　　　　を記入してください。

（注）・　申請書の様式第３号（その２の１）に準じて作成してください。

　　　・　後任が決まっていない場合には，「後任未定」と記入してください。

　　　・　辞任者は「備考」に退職年月，氏名，理由を記入してください。

　　　・　年齢は，「設置時の計画」には当該学部等の就任時における満年齢を，「変更状況」には平成２９年５月１日現在の満年齢

兼任 講師
クリストファー

キーナー
平成29年４月 アカデミック・イングリッシュⅡ(上級）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

講師 アカデミック・イングリッシュⅠ(初級）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

兼任 講師
リアナ　ジョセ

フ
平成29年４月 アカデミック・イングリッシュⅠ(初級）

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

ハイトワ
ムカッダム

平成29年４月兼任

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

ディビッド
グレイ

平成29年４月
アカデミック・イングリッシュⅠ(初級） 平成29年4月

教員配置見直しのため教員追加
（29）アカデミック・イングリッシュⅡ(初級）

兼任 講師
マイケル

ジョンソン

兼任 講師

平成29年４月 リスニング＆リーディングⅠ（上級）

平成29年４月

スプリング有
木子

平成27年４月

平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）リスニング＆リーディングⅡ（初級）

講師
 アカデミック・イングリッシュⅡ(初級）

平成27年4月
教員配置見直しのため教員追加
（27）
平成29年4月
教員配置見直しのため教員削除
（29）当該科目は他に担当教員が
いるため，支障はない。

リスニング＆リーディングⅠ（初級）

兼任

兼任 講師 宮本　由美子 平成29年４月
平成29年4月
教員配置見直しのため教員追加
（29）

　　　　　なお，設置認可審査時に教員審査省略となっている場合は，「備考」に「（教員審査省略）」及びその変更の理由，変更年度

　　　　（　）書き等のみを記入してください。

　　　　の場合は ○年○月変更書提出予定」と記入してください。
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教　授 准教授 講　師 助　教
計

（Ｂ）

15 0 9 47

［ △3 ］ ［ 0 ］ ［ ＋4 ］ ［0］

（注）・「設置時の計画」には，設置時に予定されていた完成年度時の人数を記入するとともに，（　）内に開設時の状況を記入してください。

　（２）－③　年齢構成

年齢構成

定年規定の定め
る定年年齢

（歳）

報告書提出時
（上記（Ａ））
の教員のうち、
定年を延長して
採用している教

完成年度時（上
記（Ｂ））の教
員うち、定年を
延長して採用す

る教員数

　　　・「現在（報告書提出時）の状況」には、報告書提出年度の５月１日の教員数（実人数）を記入してください。

　　　・「現在（報告書提出時）の完成年度時の計画」には、報告書提出年度の５月１日現在、完成年度時に計画している教員数を記入するとともに，

　　　　［　］内に設置時の計画との増減数を記入してください。（記入例：１名減の場合：△１）

15 0 9 47
23

(18) 0

設置時の計画 現在（報告書提出時）の状況

(5) (47) ［ △1 ］

助　教
計

（Ａ）
教　授

24 5 47
23

(24)

18 0

　（２）－②　専任教員数

現在（報告書提出時）の完成年度時の計画

教　授 准教授 講　師 助　教 計 准教授 講　師

11 6

名 名

（注）・　大学設置基準第十三条別表第一、短期大学設置基準第二十二条別表第一イにより算出される専任教員数を記入してください。

　　　　

（２） 専任教員数等

　（２）－①　設置基準上の必要専任教員数

完成年度時におけ
る設置基準上の必

要専任教員数

うち、完成年度時
における設置基準
上の必要教授数

　　　　教員数および完成年度時に定年を超えて専任教員として採用する教員数を記入してください。

員数
る教員数

　　　・なお,職位等によって定年年齢が異なる場合には,職位ごとの定年年齢を「定年規定の定める定年年齢」に二段書きで記入

　　　　し，「定年を延長している教員数」には合算した数を記入してください。

65 0 0

歳 名 名

（注）・「年齢構成」には，当該学部における教員の定年に関する規定に基づく定年年齢（特例等による定年年齢ではありません），

　　　　および，平成２９年５月１日現在，定年に関する規定に基づく特例等により定年を超えて専任教員として採用されている
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科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

平成28年3月定年退職のため（28）

平成29年3月定年退職のため（29）

平成29年3月定年退職のため（29）4

3

1 教授 三宅　康幸

森清　壽郎教授

①

教授 小田晃規

自由 アドバンス演習・実験・実習Ⅲ ①

卒業研究 ①

①

①

卒業研究

物質循環学序説Ⅱ

必修

資源地質学Ⅰ

自由

地球化学実験

セミナー
選択

分析化学演習

有機化学Ⅰ

①
選択 卒業研究 ①

選択

必修

選択 卒業研究

①システム解析学実習Ⅱ

①

選択

①

選択

選択
選択
選択

①

日本地質

化学実験

必修 セミナー ①
選択

選択
選択

辞任等の理由
第四紀学
火山学選択

選択

②

アドバンスゼミ

②
自然災害と環境

選択

①

計 0

（注）・　認可時又は届出時以降、就任を辞退した全ての専任教員の就任辞退の理由を具体的に記入してください。
　　　・　「就任辞退（未就任）」とは、認可又は届出時に就任予定としながら、実際には就任しなかった教員のことです。
　　　　　就任した後に辞任した教員は、以下「（３）－②専任教員辞任の理由及び後任補充状況」に記入してください。
　　　・　昨年度の報告後から今年度の報告時までに専任教員が新たに就任を辞退した場合，赤字にて記入するとともに，

0 科目 計 0 計 0

0
0 科目 自由 0 自由 0 自由

必修 0

0

0 必修 0
選択 0 選択 0

合計（Ａ） 後任補充状況の集計（Ｂ）

選択

①の合計数（a） ②の合計数（b） ③の合計数（c）

0 人

必修

（３） 専任教員辞任等の理由

　（３）－①　専任教員の就任辞退（未就任）の理由及び後任補充状況

番　号 職　位 専任教員氏名 必修・選択・自由の別 担当予定科目 後任補充状況 就任辞退（未就任）の理由

該当なし

就任を辞退した教員数 担当科目数の合計（a）+（b）+（c）

必修
選択
自由
計

0 科目
0 科目

専任教員氏名 担当予定科目

　　　　　「就任辞退（未就任）の理由」に就任辞退の理由等および（　）書きで報告年度を記入してください。
　　　・　また、担当予定であった科目の後任補充の状況について、各科目ごとに状況を以下「①」～「③」から選択し、
　　　　　「後任補充理由」の欄にその数字を記載してください。

・専任教員が担当する（している）場合は「①」
・兼任兼担教員が担当する（している）場合は「②」
・後任未定、科目廃止など、上記「①」「②」以外の場合は「③」

必修・選択・自由の別

　（３）－②　専任教員辞任の理由及び後任補充状況

番　号 職　位 後任補充状況

有機化学特論Ⅲ

化学概論Ⅰ

選択
基礎化学実験

選択

化学実験

自由 アドバンスゼミ

①

③

①
①

②

野外巡検Ⅰ
ＮＨＫビデオで学ぶ地球環境の歴史

セミナー

②

セミナー

野外巡検Ⅰ
地球学コロキウムⅡ

選択
選択

選択
選択

セミナー

情報科学演習

教授 公文　富士夫

選択
選択

卒業研究

必修

必修
選択

①

②
①

①

①

必修 グリーンサイエンス通論Ⅰ

①

②

必修

平成28年3月定年退職のため（28）

平成29年3月定年退職のため（29）
①

分析化学特論Ⅲ ①

地球環境史学

物質循環基礎実習Ⅱ

堆積岩岩石学
科学英語Ⅲ
物質循環基礎実習Ⅰ

2

①
①

選択 システム解析学セミナー

①

①
①

選択

システム解析学実習Ⅰ

①

①
①

分析化学実験
①

選択

基礎化学実験

選択

②
①
①

①

選択 野外調査実習Ⅲ
選択
選択
選択

①

5 教授 樋上照男

①

選択
選択

選択
①

自由 アドバンス演習・実験・実習Ⅰ
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科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

　上記（３）－①　・　（３）－②　の合計

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

（４） 専任教員交代に係る「大学の所見」及び「学生への周知方法」

　　　　記入してください。

計 1

（注）・　就任辞退（未就任）及び辞任した全専任教員について，教員数、担当科目数の合計，後任補充の状況を記入ください。

46 科目 計 38 計 7

1
4 科目 自由 4 自由 0

0 必修 0
35 科目 選択 27 選択 7

①の合計数（a） ②の合計数（b） ③の合計数（c）

5 人

7 科目

自由

7

0

計

必修

1

　　　・　昨年度の報告後から今年度の報告時までに専任教員が新たに辞任等した場合，赤字にて記入するとともに，「辞任等の理由」
　　　　　に辞任理由等および（　）書きで報告年度を記入してください。
　　　・　また、担当予定であった科目の後任補充の状況について、各科目ごとに状況を以下「①」～「③」から選択し、
　　　　　「後任補充理由」の欄にその数字を記載してください。

・専任教員が担当する（している）場合は「①」
・兼任兼担教員が担当する（している）場合は「②」
・後任未定、科目廃止など、上記「①」「②」以外の場合は「③」

（注）・　一度就任した後に、辞任した全ての専任教員の辞任の理由を具体的に記入してください。

0 自由 0
計 46 科目 計 38 計 7

選択 7 選択 1
自由 4 科目 自由 4 自由

7 必修 0 必修 0
選択 35 科目 選択 27

5 人

必修 7 科目 必修
辞任した教員数 担当科目数の合計（a）+（b）+（c） ①の合計数（a） ②の合計数（b） ③の合計数（c）

後任補充状況の集計（Ｄ）合計（Ｃ）

合計（Ａ）＋（Ｃ） 後任補充状況の集計（Ｂ）＋（Ｄ）

（注）・　上記（３）の専任教員辞任等による学生の履修等への影響に関する「大学の所見」及び「学生への周知方法」を

辞任等した教員数 担当科目数の合計（a）+（b）+（c）

必修
選択
自由
計

必修
選択

退職した教員はいたが，他に担当する教員がいるため，学生の履修に支障はない。また，退職とともに廃止となった１科目について，当該
科目は共通教育の教養科目であり，廃止とともに同分野の別の科目が新規に開講されているため，学生の履修に支障はない。
「履修登録の手引き」を配付して周知するとともに，ホームページに掲載した。
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区　　　分 履　行　状　況
未履行事項について

の実施計画

設　置　時

該当なし

（平成27年4月）

設置計画履行状況

調　　 査　　 時 該当なし

（平成28年２月）

設置計画履行状況

調　　 査　　 時 該当なし

（平成29年２月）

　　　・　同一設置者が設置する既設学部等に付された意見は、当該大学から提出される全ての報告書に

　　　　記入してください。

　　　・　該当がない場合には，「該当なし」と記入してください。

　　　・　「設置計画履行状況調査時」の（年月）には，調査結果を公表した月（通常２月）を記入して

　　　　ください。（実地調査や面接調査を実施した日ではありません。）

（注）・　「設置時」には，当該大学等の設置時（認可時又は届出時）に付された留意事項（学校法人の

　　　　寄附行為又は寄附行為変更の認可の申請に係る留意事項を除く。） と，それに対する履行状況等

　　　　について，具体的に記入し，報告年度を（　　）書きで付記してください。

　　　・　「設置計画履行状況調査時」には，当該設置計画履行状況調査の結果，付された意見に対する

　　　　履行状況等について，具体的に記入するとともに，その履行状況等を裏付ける資料があれば，添付

　　　　してください。

６　留意事項等に対する履行状況等

留　意　事　項　等
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設　置　時　の　計　画 変更内容・状況，今後の見通しなど

特になし

７　その他全般的事項

＜理学部　理学科＞

（１） 設置計画変更事項等

（注）・　１～６の項目に記入した事項以外で，設置時の計画より変更のあったもの（未実施を含む。）

　　　　及び法令適合性に関して生じた留意すべき事項について記入してください。

　　　・　設置時の「設置の趣旨等を記載した書類」の項目に沿って作成し，それ以外の事柄については

　　　　適宜項目を設けてください。（記入例参照）

（２） 教員の資質の維持向上の方策（ＦＤ活動含む）

①　実施体制

　ａ　委員会の設置状況

　　　教務委員会，学生委員会

　ｂ　委員会の開催状況（教員の参加状況含む）

　　　教務委員会（毎月），学生委員会（審議事項があるとき開催）

　ｃ　委員会の審議事項等

　　　委員会内規参照

信州大学理学部教務委員会内規

　（設置）
第１条　信州大学理学部並びに信州大学大学院総合理工学研究科（理学専攻）及び信州大学大学院理工学系研究科
（数理・自然情報科学専攻，物質基礎科学専攻，地球生物圏科学専攻）（以下「学部等」という。）の教務に関し，
その適正，かつ，円滑な実施を図るため,信州大学理学部教務委員会(以下「委員会」という。）を置く。
　（職務）
第２条　委員会は，次に掲げる事項を審議する。
一　学部等の授業科目の履修に関すること。
二　学部等の授業計画に関すること。
三　学部等の学事日程に関すること。
四　その他教務に関すること。
　（組織）
第３条　委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一　各学科から選出された教員　各１人
二　その他委員会が特に必要と認めた者
２　前項第１号に規定する委員がやむを得ず欠席する場合は，委員会の承認を得て，代理者を出席させ，その職務を
代行する。
　（任期）
第４条　前条第１項第１号に規定する委員の任期は，２年とする。ただし，再任を妨げない。

が
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２　前条第１項第２号に規定する委員の任期は，その都度委員会が定める。
３　前条第１項第１号に規定する委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。
　（委員長）
第５条　委員会に，委員長を置き互選により定める。
２　委員長は，委員会を招集し，その議長となる。
３　委員長に事故あるときは，委員長があらかじめ指名する委員が，その職務を代行する。
　（議事）
第６条　委員会は，委員の３分の２以上の出席がなければ，議事を開くことができない。
　（委員以外の者の出席）
第７条　委員会が必要と認めたときは，委員会に委員以外の者の出席を求め，その意見を聴くことができる。
　（庶務）
第８条　委員会の庶務は，理学部学生支援グループにおいて処理する。
　（雑則）
第９条　この内規に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員会が定める。

　　　附　則
１　この内規は，平成16年４月１日から施行する。
２　この内規施行の際 初に任命される第３条第１項第１号の委員のうち，数理・自然情報科学科，化学科及び生物
科学科の委員の任期は，第４条第１項の規定にかかわらず，平成17年３月31日とする。
　　　附　則
　この内規は，平成19年７月４日から施行し，平成19年４月１日から適用する。
　　　附　則
　この内規は，平成24年４月１日から施行する。
       附　則
  この内規は，平成28年4月5日から施行し，平成28年4月1日から適用する。

信州大学理学部学生委員会内規

　（設置）
第１条　信州大学理学部並びに信州大学大学院総合理工学研究科（理学専攻）及び信州大学大学院理工学系研究科
（数理・自然情報科学専攻，物質基礎科学専攻，地球生物圏科学専攻）の学生の厚生補導及び留学生に関し，その適
正，かつ，円滑な実施を図るため，信州大学理学部学生委員会（以下「委員会」という。）を置く。
　（職務）
第２条　委員会は，次に掲げる事項を審議する。
一　入学料及び授業料免除に関すること。
二 奨学金に関すること二　奨学金に関すること。
三　学生生活に関すること。
四　留学生交流に関すること。
五　留学生の奨学金に関すること。
六　国費留学生の選考に関すること。
七　その他厚生補導及び留学生に関すること。
　（組織）
第３条　委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一　各学科から選出された教員　各１人
二　その他委員会が特に必要と認めた者
２　前項第１号に規定する委員がやむを得ず欠席する場合は，委員会の承認を得て，代理者を出席させ，その職務を
代行する。
　（任期）
第４条　前条第１項第１号に規定する委員の任期は，２年とする。ただし，再任を妨げない。
２　前条第１項第２号に規定する委員の任期は，その都度委員会が定める。
３　前条第１項第１号に規定する委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。
　（委員長）
第５条　委員会に，委員長を置き，委員の互選により定める。
２　委員長は，委員会を招集し，その議長となる。
３　委員長に事故あるときは，委員長があらかじめ指名する委員が，その職務を代行する。
　（議事）
第６条　委員会は，委員の３分の２以上の出席がなければ，議事を開くことができない。
　（委員以外の者の出席）
第７条　委員会が必要と認めたときは，委員会に委員以外の者の出席を求め，その意見を聴くことができる。
　（庶務）
第８条　委員会の庶務は，理学部学生支援グループにおいて処理する。
　（雑則）
第９条　この内規に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員会が定める。

　　　附　則
１　この内規は，平成16年４月１日から施行する。
２　この内規施行の際 初に任命される第３条第１項第１号の委員のうち，物理科学科，地質科学科及び物質循環学
科の委員の任期は，第４条第１項の規定にかかわらず，平成17年３月31日とする。

　　　附　則
　この内規は，平成19年７月４日から施行し，平成19年４月１日から適用する。
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　　　教授会前に実施

　　　①30名出席　②26名出席

②　実施状況

　ａ　実施内容

　　　①FD（参加型授業が必要な理由と参加型授業の運営の仕方について）

　　　附　則
　この内規は，平成24年４月１日から施行する。
      附　則
  この内規は，平成28年4月5日から施行し，平成28年4月1日から適用する。

　　　②FD(障害学生支援の法的背景と信州大学の実情）

　ｂ　実施方法

　ｃ　開催状況（教員の参加状況含む）

　ｄ　実施結果を踏まえた授業改善への取組状況

　　　板書が見づらい，ペースが速い等については，丁寧な板書を心掛けるとともに学生のペースを見ながら

　　講義を進めたり，講義で提示された資料や小テストの解答をe-Alps等にできる限り掲載するなど対応している。

③　学生に対する授業評価アンケートの実施状況

　ａ　実施の有無及び実施時期

　　　有・前期（7/21～8/4），後期（1/20～2/2）

　ｂ　教員や学生への公開状況，方法等

教員に集計結果を返却している　　　教員に集計結果を返却している

（注）・「①ａ　委員会の設置状況」には，関係規程等を転載又は添付すること。

　　　　「②実施状況」には，実施されている取組を全て記載すること。（記入例参照）
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　　2）平成３２年５月　公開予定

　　2）大学全体において自己点検・評価を行い，大学ホームページ上に公表する。

（３） 自己点検・評価等に関する事項

①　設置の趣旨・目的の達成状況に関する総括評価・所見

　　　設置の趣旨・目的については，設置計画通りに進め，当初設定したとおりに実現している。

　　　従来の学科（６学科）を廃止し，数学科と理学科の２学科に改組し，授業科目の体系化した７つのコースを

　　設定するとともに，コースを超えた学生本位の学習システムを構築するため３つの教育プログラムを設定した。

　　　すべての学生に「理学力」を要請するため，学部共通科目としてグリーンサイエンス科目群（グリーン

　　サイエンス通論Ⅰ・Ⅱ，基礎理学科目）を開講し，理学部生として不可欠な自然科学における幅広い基礎知識

　　と応用力を養い，また，グローバル系科目（英語・TOEIC）やコミュニケーション力を養うための科目の充実を

　　図っている。

　　　今後は，更なる教育・研究水準の向上を図り，設置の趣旨・目的の実現に向け引き続き取り組んでいく。

②　自己点検・評価報告書

　ａ　公表（予定）時期

　　1）平成２９年年度以降

　ｂ　公表方法

　　1）大学で実施する自己点検・評価に基づき，各事業年度及び中期目標期間内における業務実績に係る「自己

　　　点検評価報告書」を作成し大学ホームページ上に公表する。

③　認証評価を受ける計画

　　・大学全体において，平成３１年度に外部評価を含む自己点検評価を行うとともに，平成３２年度に機関別

　　　認証評価を受審する予定である。

（注）・　設置時の計画の変更（又は未実施）の有無に関わらず記入してください。

　　　　また，「①　設置の趣旨・目的の達成状況に関する総括評価・所見」については，できるだけ具体的な根拠を

　　　　含めて記入してください。

　　　　　なお，「②　自己点検・評価報告書」については，当該調査対象の組織に関する評価内容を含む報告書につ

　　　　いて記入してください。

（４） 情報公表に関する事項

○　設置計画履行状況報告書

　ａ　ホームページに公表の有無　　　　　　　　　（　　　有　　　・　　　無　　　）

　ｂ　公表時期（未公表の場合は予定時期）　　　　（　　平成２９年６月１日公表予定　　）
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