「自然環境工学科」平成３０年度（前期）授業時間
○授業時限

１限（０９：２０～１０：５０） ２限（１１：００～１２：３０） ３限（１３：１０～１４：４０） ４限（１４：５０～１６：２０） ５限（１６：３０～１８：００）

クラス

１

曜日・時限

２

３

△0551 ＥＣ
体育実技Ⅰ
[87040]岩元
(体育館)

１

●0388 基礎物理 1/2
｢A｣[96033]古川(131)
｢B｣[05202]山田 (144)
｢C｣[09061]福永(221)

△0158 ＥＣ
やさしい哲学
[87039]知念
(141)

２

△0460 ＥＣB 基礎ドイツ語
[87039]知念(251)

●0922 情報リテラシー
[15006]吉本(1031)

３

◎0471 英語入門演習 2/2
｢A｣[08034]徳山(123)
｢B｣[11062]村上(132)
｢C｣[87039]知念(144)

□4470 環境アセスメント
[18003] 福山 (145)

月

●0380 修学基礎(８回)
[15006]吉本 (123)

４

●0159 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ技術Ⅰ(8 回)
[15006]吉本(123)

☆6646
情報とコンピュ
ータ(含実習)
[09061]福永
（242/241）

☆6641 木材加工(含製図・実習)
[08061] （難波）(124)

4153 コンクリート工学
[08061]難波 (132)

4452 都市計画
[12205]本田 (123)

☆6519
技術科教育法Ⅰ
[10031]中薗 (124)

インターンシップ事前指導(145) 竹下

２
火

３

○4178 水理学Ⅰ
[08061]難波 (123)

☆6644 電気
(含実習)
[10031] 中薗
(212)

●4161 測量学Ⅱ
[12053]田中 (123)

☆6528 教育相談 [18005]平井
(212)

４

◎0471 英語入門演習１/2
｢A｣[08034]徳山(123)
｢B｣[11062]村上(132)
｢C｣[87039]知念(144)
◎0372 微分積分学 1/2
｢A｣[91034]山元(131)
◎0387 数学入門 1/2
｢B｣[[09061]福永(145)
「Ｃ」[09031]竹下(144)

２
水
３

●4562 製図 後半 CAD (241)
[12053]田中(551)

５
１
２

●4474 エコライフ論
[15010]石本 (141)

３

△0166 世界の地理と歴史 ＥＣ
[87026]石田尾(121)

☆6722
総合演習Ⅱ
[17051]徳永 (133)

4461 地域防災学入門
[12053]田中 (121)

4670 景観デザイン演習
[12061]羽野 (141)

4670 景観設計演習

※景観デザイン演習，景観設計演習名称変更科
目のため同時開講

[12061]羽野 (141)
教職ゼミ(132)／公務員ゼミ(144)

●4661 土木実験 1
難波/岩元
4565 作物学
[15006]吉本 (123)
△0473 総合英
語Ⅰ
[08034]村上
(132)

☆6561 教育原理
[15009]岩橋 (133)

4462 循環型社会システム工学
[15010]石本 (144)
☆6563
特別活動論
[18205] 植村 (133)
公務員ゼミ(144)

○4172 構造力学Ⅰ
[12205]本田 (141)
4464 環境工学概論
[12061]羽野 (123)
(建築 2 年と合同講義)
○4152 土木材料学
[15010]石本 (123)

＜オフィスアワー＞

▽4566 植物環境制御学
[15006]吉本 (123)

●0918 就業力演習
[09061]福永/知念/德永(620)
・各学科主任所定 ・大学統一行事は別示

地域貢献演習(145) 竹下

１

4561 きのこ学
[15006]吉本 (144)

4561 きのこ学
[15006]吉本 (144)

２

●4678 環境型保全農業
[15006]吉本 (213)

0478
ビジネス英
語Ⅰ
[08034]
村上(132)

３

0065 日本語講座Ａ

0066 日本語講座 B
[18003] 福山 (144)

（留学生のみ受講）

Ａクラス[08034] 村上(132)
Ｂクラス[11062] 徳山(123)

４
５

△0362
EC
化学入門
[07051]切
手 (131)

全学生 宅建講座

4564 地
域食品論
[17061]
森園(123)

☆6514 教育心理学
[18005]平井(133)

教職ゼミ(145) 竹下

※きのこ学 1，2 年合同

□4666 環境実験
[15010]石本(環境棟) 133

4676 自然環境キャリア演習
[08061]難波 (141)
△0253
日本国憲法
[18207] 関口 (131)
教職ゼミ(132)／公務員ゼミ(144)

☆6521 技術科教育法Ⅲ
[10031]中薗(131)

教職ゼミ(132)／公務員ゼミ(144)

☆6522
工業科教育法Ⅰ [ 17051]徳永
(212)

ビオトープ管理士特別講義[15010]石本

全学生 宅建講座

２
夏の
集中講義

(参考事項)

0927 地域企業インターンシップ
（各学科担当者）

松尾(133) 細部別示

教職ゼミ(132)／公務員ゼミ(144)
☆6544 事前・事後指導
[17051]徳永 (123)

地域社会貢献活動(145) 竹下

１

☆6645 栽培(含実習)
[10031]中薗(124)

4554 施工管理Ⅱ
[16001] 岩元 (144)

教職ゼミ(132)／公務員ゼミ(144)

５

土

週授業科目の変更設定は出来ませ

地域企業インターンシップ(145) 竹下
△0251 産業と人間 ＥＣ
[87026]石田尾(121)

４

金

※修学基礎，コミュニケーション技術Ⅰについて
は，自然環境工学科全教員による。

○4176 土質工学Ⅰ
[16001]田中 (141)

4563 機能性食品学
[17061]森園 (123)

４

《予備時間》
※この時間は、休講の補習授業のた
めに設定されています。

4553 土木行政法
[12205]本田 (123)

インターンシップ(145) 竹下

１

木

0475
英会話入門
[11062]徳山
(213)

教職ゼミ(132)／公務員ゼミ(144)

５

※環境アセスメント 2，3 年生合同

[16001]岩元 (141)

●4999 卒業研究
[17061](123)
※1 回目のみ全員履修
※卒研着手者は、履修登録する。

５

１

4754 土木総合学習Ⅰ

ん。
公務員ゼミ(144)

◎0372 微分積分学 2/2
｢A｣[91034]山元(131)
◎0387 数学入門 2/2
｢B｣[[09061]福永 (145)
「Ｃ」[09031]竹下(144)
●0921 コンピュータリテラシー
[17061]森園 (241)
●0388 基礎物理 2/2
｢A｣[96033]古川(131)
｢B｣[05202]山田 (144)
｢C｣[09061]福永(221)

その他

4459 緑地環境工学
[12061]羽野 (123)

4470 環境アセスメント
[18003] 福山 (145)

《予備時間》
※この時間は、休
講の補習授業のた
めに設定されてい
ます。
週授業科目の変更
設定は出来ませ
ん。

４

☆6564 教育の方法と技術（新地）
（241）
☆6516 数学科教育法Ⅰ
8/22～8/24、8/27（和田）
☆6524 道徳教育
藤坂

１ 必修等記号 ●：学科必修科目
◎：指定学生履修科目 ○：土木コース必修科目 □環境コース必修科目 ▽植物バイオコース必修
２ その他
(1) 集中講義及び追・再試験前補講・追・再試験の時間割は、別に示す。
(2) 時間割の内容変更はその都度示す。

△：全学科共通科目

☆：教職科目

松尾(133) 細部別示

