
写真を 
入れて 
ください 

平成２８年度 

単位互換 
履修生募集 

受けてみよう！気になるあの大学のあの授業！！ 

★参加大学が、個性豊かな科目を提供。異なる分野の知識を獲得したり、より学んだりできます。 
★在籍する大学で、修得した単位を認定してもらえます。 
★気になっていたあの大学の、キャンパス生活を体験できます。 
★在籍する大学に支払っている授業料以外の新たな負担は必要ありません。 

「大学コンソーシアム岡山」 単位互換協定参加大学 

前期 

後期 

岡山大学、岡山県立大学、岡山学院大学、岡山商科大学、岡山理科大学、川崎医科大学、川崎医療福祉大学、 
環太平洋大学、吉備国際大学、倉敷芸術科学大学、くらしき作陽大学、山陽学園大学、山陽学園短期大学、 
就実大学、中国学園大学、ノートルダム清心女子大学、美作大学、津山工業高等専門学校 

●所属大学の担当窓口で所定の期間内に出願書類を提出してください。 
●募集要項・出願書類は、Webでご参照ください。 
●履修手続きや科目等に関するお問い合わせは、 所属大学の担当窓口へご連絡ください。 

２０１６年３月２５日(金)～４月   ７日(木) 

２０１６年７月   １日(金)～９月２１日(水) 

    岡山県内 

キャンパス留学 

※申込受付期間は、延長される場合があります。 

単位互換とは？ 

出願方法・履修手続き 

申込受付期間 



「大学コンソーシアム岡山」とは？ 

2006年に発足した、岡山県内4年制16大学、一部短期大学、 

高等専門学校、岡山県、岡山経済同友会で構成する産学官連携組織です。 

制度の概要 

「大学コンソーシアム岡山」参加大学の間で協定を締結し、岡山県内18大学の間において相互に学生の受入れを行い、

それぞれの受入大学において修得した単位を、所属大学の正規単位として組み入れる制度です。 

この制度を利用して他大学で履修する学生を、「単位互換履修生」と呼びます。 

履修について 

「開講科目一覧表」に記載されている科目。 

（本人の 所属大学の科目を除く。） 

※科目によっては、受入大学が履修制限をする場合が  

     あります。 

※時間割は変更になる場合がありますので、担当窓口 

     へお問い合わせください。 

授業料について 

授業料は無料です。各人が所属大学に納入する 

授業料がこれに充てられます。 

※科目によっては、実習費等を徴収する場合があります。 

大学コンソーシアム岡山事務局 
（９：００～１７：００ ※土日、祝を除きます） 

〒700-0005 岡山市北区理大町1-1 岡山理科大学内 
TEL:０８６－２５６－９７７１  MAIL：office@consortium-okayama.jp 

 
  

協定大学・各所属大学のお問い合わせ先 

所属大学名 担当窓口 所属大学名 担当窓口 

岡山大学 各学部教務学生担当 倉敷芸術科学大学 教務課 

岡山県立大学 教学課教務班 くらしき作陽大学 教育支援室 

岡山学院大学 学務課教務係 
山陽学園大学 
山陽学園短期大学 

教務部教務課 

岡山商科大学 教務課 就実大学 教務課 

岡山理科大学 学務部教務課 中国学園大学 教務課 

川崎医科大学 事務部教務課 ノートルダム清心女子大学 学務部教務係 

川崎医療福祉大学 事務部教務課 美作大学 教務課 

環太平洋大学 教務課 津山工業高等専門学校 学生課 

吉備国際大学 
ｽﾁｭｰﾃﾞﾝﾄｻﾎﾟー ﾄｾﾝﾀ  ー
教務部教務課 

大学コンソーシアム岡山 

http://www.consortium-okayama.jp 

WEBもみてね！ 

平成２８年度 
「大学コンソーシアム岡山」単位互換履修生を募集します！ 

大学コンソーシアム岡山事務局 
（９：００～１７：００ ※土日、祝を除きます） 

〒700-0005 岡山市北区理大町1-1 岡山理科大学内 
TEL:０８６－２５６－９７７１  MAIL：office@consortium-okayama.jp 

 
  

大学に出向いて 
    受講する 

対面授業科目 

  金融機関と 
共同で開講する 

コーディネート科目 

 所属大学にて 
ライブ配信で 
受講する 

双方向ライブ型 
  遠隔科目 

    テレビ会議システムを用いた双方向ライブ型遠隔科目については、 
   岡山学院大学・川崎医科大学・川崎医療福祉大学・吉備国際大学・ 
    くらしき作陽大学・就実大学・美作大学・山陽学園短期大学・ 
    津山工業高等専門学校の学生は履修できません。 

お問い合わせ先 

所属大学の担当窓口 

授業形態 



双方向ライブ型遠隔科目 

NO.  授業科目 大学名 区分 担当教員 単位 開講期 対象学年 備考 曜日・時限 

01101 テレビゲームからみる情報科学概論 
岡山大学 

教養 長瀧 寛之 １ 第2学期 １～４ 定員70名 木 11:00～13:50 

01102 雪から読み解く地球環境 教養 遠山 和大 １ 第4学期 １～４ 月 11:00～13:50 

04101 
岡山経営者論Ⅰ 
【旧:経営学特殊講義Ⅰ】 

岡山商科大学 

専門 渡邉 憲二 ２ 前期 １～４ 月 14:40～16:10 

04102 
岡山経営者論Ⅱ 
【旧:経営学特殊講義Ⅱ】 

専門 渡邉 憲二 ２ 後期 １～４ 月 14:40～16:10 

08101 スポーツ栄養学 環太平洋大学 専門 前村 公彦 ２ 後期 ２～４ 定員10名 水 14:45～16:15 

10101 倉敷まちづくり基礎論 
倉敷芸術科学
大学 

教養 村山 公保 ２ 前期 １～４ 木 13:10～14:40 

12101 ボランティア論 山陽学園大学 教養 
澁谷 俊彦 
中山裕里香 

２ 後期 １～４ 水     9:00～10:30 

※遠隔科目については、岡山学院大学・川崎医科大学・ 
川崎医療福祉大学・吉備国際大学・くらしき作陽大学・ 
就実大学・美作大学・山陽学園短期大学・ 

津山工業高等専門学校の学生は履修できません。 

★他大学の講義を各大学の教室にてライブ配信（生中継）で受講 

 ライブ型遠隔授業ではテレビ会議システムを活用して、所属している大学等にいながらにして他の大学の授業を受講できます。 
 実際に開講している大学まで移動する必要がありましたが、テレビ会議システムの導入により、その必要がなくなりました。 
 またＨＤ（高画質）対応のテレビ会議システムなどで、黒板の文字や先生の資料もはっきりと見ることができます。 
 

平成２８年度  開講科目一覧 

コーディネート科目 
★コンソーシアムと中国銀行が共同して開講する科目です。 

 産業界からの教育提供として、現役の中国銀行行員が中心となって、毎回ゲストスピーカーを迎え開講されるオムニバス方式の科目です。
社会人生活に必要なお金の知識を学習し、お金をコントロール出来る知力（知識と活用能力）を修得します。 

No.  授業科目 大学名 区分 担当教員 単位 開講期 配当学年 備考 曜日・時限 

20001 
ちゅうぎん「金融知力」講座 
PaｒｔⅠ 

岡山大学 

教養 
ｺー ﾃ゙ｨﾈ ﾀーー  
坂入信也 

１ 第3学期 １～４ 
開催場所：
ちゅうぎん 
岡山駅前ビル 

火 17:20～19:30 

20002 
ちゅうぎん「金融知力」講座 
PaｒｔⅡ 

教養 
ｺー ﾃ゙ｨﾈ ﾀーー  
坂入信也 

１ 第4学期 １～４ 火 17:20～19:30 

対面授業科目 
★他大学等の既存科目を他大学等に開放する科目です。 

 科目提供大学の講義室で行われている授業をその大学に出向いて受講します。一部、キャンパス外の諸施設で開講される授業もあります。 

No.  授業科目 区分 担当教員 単位 開講期 配当学年 備考 曜日・時限 

01001 韓国語中級 教養 陳 南澤 １ 第1学期 １～４ 
詳細はシラバス
参照 
第1学期と第2

学期を合わ
せて受講する
ことが望まし
い。 

火 11:00～13:50 

01002 韓国語中級 教養 陳 南澤 １ 第2学期 １～４ 火 11:00～13:50 

01003 健康・スポーツ科学C 教養 
鈴木 久雄 
吉岡 哲 

２ 通年 １～４ 水 18:30～20:00 

01004 痛みの科学 教養 
宮脇  卓也
他 

１ 第2学期 １～４ 月   8:40～10:50 

01005 環境問題とその解決の ための化学技術 教養 
木村  幸敬 
加藤  嘉英 

１ 第2学期 １～４   木   8:40～10:50 

01006  生命化学入門 教養 田村 隆 他 １ 第2学期 １～４   月 11:00～13:50 

【岡山大学】 



No.  授業科目 区分 担当教員 単位 開講期 配当学年 備考 曜日・時限 

01007  先進科学体験 教養 
味野 道信 
他 

１ 夏季 １～４ 

ガイダンス 
4月6日(水) 
14:00～ 

 集中講義 

01008 
キャリア形成Ⅳ 
（専門スキルを身につける①） 

教養 
三浦 孝仁 
大八木 彰 
他 

２ 夏季 １～４  集中講義 

01009 
キャリア形成Ⅳ 
（専門スキルを身につける②） 

教養 
坂入 信也 
三浦 孝仁 
他 

２ 夏季 １～４  集中講義 

01010 雪から読み解く地球環境1 教養 遠山 和大 １ 第2学期 １～４ １・２を合 
わせて受講 
してください。 

  木 11:00～13:50 

01011 雪から読み解く地球環境2 教養 遠山 和大 １ 第3学期 １～４ 木 11:00～13:50 

01012 雪から読み解く地球環境1 教養 遠山 和大 １ 第4学期 １～４ 月 11:00～13:50 

01013 日本言語文化学講義 専門 田仲 洋己 ２ 第3・4学期 ２～４ 木 11:00～13:50 

01014 対話による社会参画入門(１) 専門 桑原 敏典 １ 第3学期 １～４ １・２を合 
わせて受講 
してください。 

金 16:20～18:30 

01015 対話による社会参画入門(２) 専門 桑原 敏典 １ 第4学期 １～４ 金 16:20～18:30 

01016 債権総論・担保物権法 専門 吉岡 伸一 ４ 前期 ２～４ 

定員10名 
月と火 
両方履修 
文科系学生用 

 月・火 19:40～21:10 

01017 植物細胞生理学 専門 本瀬 宏康 ２ 第3・4学期 ２～３ 木     8:40～10:50 

01018 保健科学入門 専門 齋藤 信也 １ 第1学期 １ 若干名   火   8:40～10:50 

01019 細胞生物学 専門 
杉本 朋貞
他 

２ 第3・4学期 １～４ 定員  5名 火 15:10～17:20 

01020 

機械システム系概論 
電気通信系概論 
情報系概論 
化学生命系概論 

教養 
鈴木 和彦 
他 

 
２ 

第1学期 １～４ 
水・金のいず
れも受講する
こと。 

 水・金   8:40～10:50 

01021 特殊加工学 専門 岡田 晃 ２ 第2学期 ３～４ 
定員10名 
理工学生用 

 火・金   8:40～10:50 

01022 環境分析化学Ⅰ 専門 加藤 嘉英 １ 第3学期 １～４ ⅠとⅡを合わ
せて受講するこ

と 

金 16:20～18:30 

01023 環境分析化学Ⅱ 専門 加藤 嘉英 １ 第4学期 １～４ 金 16:20～18:30 

01024 農場体験実習 専門 齊藤 邦行 １ 夏季 １～４ 定員15名程度 
夏期集中宿泊 
（３日間） 

No.  授業科目 区分 担当教員 単位 開講期 配当学年 備考 曜日・時限 

02001 食と健康 教養 岸本 妙子 １ 後期前半 １～４ 金     8:40～10:10 

02002 国際家族政策論 専門 近藤 理恵 ２ 前期 ３～４   月 14:20～15:50 

02003 情報技術の進展 教養 但馬 康宏 ２ 後期 １～４ 水     8:40～10:10 

02004 健康と心理 教養 
迫 明仁 
谷口 敏代 

２ 後期 １～４ 水 10:20～11:50 

【岡山県立大学】 

No.  授業科目 区分 担当教員 単位 開講期 配当学年 備考 曜日・時限 

03001 栄養学入門 教養 竹原 良記 ２ 前期 １ 定員10名  土 10:50～12:20 

【岡山学院大学】 

【岡山大学】 

No.  授業科目 区分 担当教員 単位 開講期 配当学年 備考 曜日・時限 

04001 行政法Ⅰ 専門 伊藤 治彦 ２ 前期 ２～４ 定員20名 木 13:00～14:30 

【岡山商科大学】 



No.  授業科目 区分 担当教員 単位 開講期 配当学年 備考 曜日・時限 

04002 行政法Ⅱ 専門 伊藤 治彦 ２ 後期 ２～４ 定員20名 木 13:00～14:30 

04003 民法概説 専門 倉持 弘 ２ 前期 １～４ 定員20名 金 14:40～16:10 

04004 民法総則 専門 倉持 弘 ２ 後期 ２～４ 定員20名 金 14:40～16:10 

04005 労働経済学Ⅰ 専門 三谷 直紀 ２ 前期 ２～４ 定員15名   水 10:40～12:10 

04006 労働経済学Ⅱ 専門 三谷 直紀 ２ 後期 ２～４ 定員15名 水 10:40～12:10 

04007 ミクロ経済学 専門 田中 康秀 ２ 前期 ２～４ 定員15名   水 13:00～14:30 

04008 中級ミクロ経済学 専門 田中 康秀 ２ 後期 ２～４ 定員15名 水 13:00～14:30 

04009 市場調査論 専門 佐井 至道 ２ 前期 ２～４ 定員15名   金 10:40～12:10 

04010 国際経済学Ⅰ 専門 山下 賢二 ２ 前期 ２～４ 定員15名   木     9:00～10:30 

04011 国際経済学Ⅱ 専門 山下 賢二 ２ 後期 ２～４ 定員15名 木     9:00～10:30 

04012 マクロ経済学 専門 山下 賢二 ２ 前期 ２～４ 定員15名   火   9:00～10:30 

04013 中級マクロ経済学 専門 山下 賢二 ２ 後期 ２～４ 定員15名 火   9:00～10:30 

04014 経営統計学Ⅰ 専門 西 敏明 ２ 前期 ２～４ 定員15名   火   9:00～10:30 

04015 応用情報処理Ⅰ 専門 西 敏明 ２ 前期 １～４ 定員15名   月   9:00～10:30 

04016 
岡山経営者論Ⅰ 
【旧:経営学特殊講義Ⅰ】 

専門 渡邉 憲二 ２ 前期 １～４ 定員15名   月 14:40～16:10 

04017 
岡山経営者論Ⅱ 
【旧:経営学特殊講義Ⅱ】 

専門 渡邉 憲二 ２ 後期 １～４ 定員15名 月 14:40～16:10 

04018 簿記論Ⅰ 専門 長谷川 博史 ２ 前期 １～４ 定員15名    火   9:00～10:30 

04019 簿記論Ⅱ 専門 長谷川 博史 ２ 後期 １～４ 定員15名    木   9:00～10:30 

04020 情報処理概論Ⅱ 専門 島田 伸夫 ２ 後期 １～４ 定員15名 木   9:00～10:30 

04021 社会調査実践 専門 田中 潔 ４ 通年 ３～４ 定員 5名 月 14:40～16:10 

【岡山商科大学】 

No.  授業科目 区分 担当教員 単位 開講期 配当学年 備考 曜日・時限 

05001 情報数学Ⅰ 専門 澤江 隆一 ２ 春学期 ３～４ 定員10名  金     9:10～10:40 

05002 安全化学 専門 佐藤 泰史 ２ 春１ ３～４ 定員10名 月・水10:55～12:25 

05003 物理学入門 専門 中川 益生 ２ 春学期 １～４ 定員10名 月   13:15～14:45 

05004 科学技術と人間 教養 若村 国夫 ２ 秋学期 １～４ 定員10名 金  15:00～16:30 

05005 分子遺伝学Ⅰ 専門 池田 正五 ２ 春１ ２～４ 定員10名 水・金 10:55～12:25 

05006 食薬学 専門 松浦 信康 ２ 秋１ ３～４ 定員10名 月・水    9:10～10:40 

05007 集団遺伝学 専門 淺田 伸彦 ２ 春学期 ３～４ 定員10名  火    10:55～12:25 

05008 ナノサイエンス 専門 竹崎 誠 ２ 秋１ ３～４ 定員10名 
月 15:00～16:30 
木     9:10～10:40 

05009 ＣＡＤ／ＣＡＭ 専門 田中 雅次 ２ 秋学期 ３～４ 定員10名 水 15:00～16:30 

05010 センサ工学 専門 河村 実生 ２ 春１ ２～４ 定員10名 
火 13:15～14:45 
金 10:55～12:25 

05011 画像処理とＣＧ 専門 島田 英之 ２ 秋１ ２～４ 定員10名 
月 10:55～12:25 
水     9:10～10:40 

05012 ユニバーサルデザインⅡ 専門 松浦 洋司 ２ 秋学期 ３～４ 定員10名 
月 15:00～18:15 
   （隔週） 

05013 エコロジカルデザイン 専門 平山 文則 ２ 秋１ ３～４ 定員10名 水・金 10:55～12:25 

05014 統計Ⅰ 専門 中村 忠 ２ 春学期 ２～３ 定員10名 火 13:15～14:45 

【岡山理科大学】 



No.  授業科目 区分 担当教員 単位 開講期 配当学年 備考 曜日・時限 

05015 東アジアの歴史 専門 志野 敏夫 ２ 春２ １～４ 定員10名 
水 10:55～12:25 
金 15:00～16:30 

05016 エコツーリズム技法 教養 
西村 直樹 
他 

２ 通期 １～４ 若干名 夏季集中 

No.  授業科目 区分 担当教員 単位 開講期 配当学年 備考 曜日・時限 

06001 生命科学 専門 栗林 太 ２ １学期 １～２ 若干名 シラバス参照 

【川崎医科大学】 

No.  授業科目 区分 担当教員 単位 開講期 配当学年 備考 曜日・時限 

07001 異文化理解 教養 姜  波 ２ 前期 １～４ 定員15名 水 12:45～14:15 

07002 健康科学論 教養 文谷 知明 ２ 前期 １～４ 定員15名 水 12:45～14:15 

07003 生命科学 教養 福島 康弘 ２ 後期 １～４ 定員15名 水 12:45～14:15 

07004 ヒューマンセクシャリティー論 教養 秦 久美子 ２ 後期 １～４ 定員15名 水 12:45～14:15 

07005 健康と音楽 教養 田中 順子 ２ 後期 １～４ 定員15名 水 12:45～14:15 

【川崎医療福祉大学】 

No.  授業科目 区分 担当教員 単位 開講期 配当学年 備考 曜日・時限 

09001 基礎社会学 専門 赤坂 真人 ２ 春学期 １～４ 金   9:30～11:00 

09002 運動方法学 専門 竹内 研 ２ 春学期 １～４ 水 13:30～15:00 

09003 保健医療福祉行政論Ⅰ 専門 田中 富子 １ 春学期 ２～４ 火 13:30～15:00 

09004 リハビリテーション概論 専門 河村 顕治 １ 春学期 １～４ 水 13:30～15:00 

09005 作業療法概論 専門 藪脇 健司 １ 春学期 １～４ 木   9:30～11:00 

09006 人間理解と福祉 専門 石田 敦 ２ 秋学期 ２～４ 水 13:30～15:00 

09007 音楽のたのしみ 専門 上田 豊 ２ 秋学期 １～４ 火 15:10～16:40 

09008 子どもの心理発達 専門 森井 康幸 ２ 秋学期 １～４ 木   9:30～11:00 

【吉備国際大学】   ※春学期：４月～９月 秋学期：１０月～３月 

No.  授業科目 区分 担当教員 単位 開講期 配当学年 備考 曜日・時限 

10001 倉敷まちづくり実践論 教養 小山 悦司 ２ 後期 １～４ 定員10名 
集中:土曜日 

13:10～18:10 
詳細はシラバス 

10002 西洋美術史 専門 神原 正明 ２ 前期 １～４ 定員10名 水 10:50～12:20 

10003 デザイン史 専門 近藤 研二 ２ 前期 １～４ 定員10名 月   9:10～10:40 

10004 倉敷産業研究 専門 
黒田 明雄 
他 

２ 後期 ２～４ 定員10名 木 14:55～16:25 

10005 水族飼育技術論 専門 大塚 雅広 ２ 後期 ２～４ 定員10名 木   9:10～10:40 

10006 バイオメカニクス 専門 枝松 千尋 ２ 前期 ３～４ 定員10名 木 10:50～12:20 

10007 医学概論 専門 森 康浩 ２ 前期 １～４ 定員10名 火   9:10～10:40 

【倉敷芸術科学大学】  

【岡山理科大学】 

No.  授業科目 区分 担当教員 単位 開講期 配当学年 備考 曜日・時限 

11001 ロシア語Ⅰ 教養 オランスカヤ １ 前期 １～４ 未定 

11002 ロシア語Ⅱ 教養 オランスカヤ １ 後期 １～４ 未定 

11003 食料経済 専門 原田 節也 ２ 後期 １～４ 未定 

【くらしき作陽大学】  



No.  授業科目 区分 担当教員 単位 開講期 配当学年 備考 曜日・時限 

11004 子ども文化論 専門 浅野 泰昌 ２ 後期 １～４ 未定 

【くらしき作陽大学】  

No.  授業科目 区分 担当教員 単位 開講期 配当学年 備考 曜日・時限 

12001 日本語教育概論 専門 山根 智恵 ２ 前期 １～４ 月 16:30～18:00 

12002 精神保健 専門 上地 玲子 ２ 前期 １～４ 月 13:05～14:35 

12003 食生活論 専門 藤井 久美子 ２ 前期 １～４ 水 10:45～12:15 

12004 日中交流史 専門 班 偉 ２ 後期 ２～４ 木   9:00～10:30 

12005 日本文学特講 専門 佐藤 雅代 ２ 前期 ３～４ 水 13:05～14:35 

12006 日本作家作品研究 専門 高嶋 哲夫 ２ 前期 ２～４ ９月集中 

【山陽学園大学】  

No.  授業科目 区分 担当教員 単位 開講期 配当学年 備考 曜日・時限 

13001 古典文学研究１ 専門 岡部 由文 ２ 前期 ２～４ 火 10:50～12:20 

13002 古典文学講義２ 専門 川崎 剛志 ２ 後期 ３～４ 木 10:50～12:20 

13003 古典文学研究３ 専門 井上 啓治 ２ 後期 ２～４ 木 13:10～14:40 

13004 近現代文学講義３ 専門 松尾 直昭 ２ 前期 ３～４ 火 13:10～14:40 

13005 異文化理解と交流１Ａ 専門 Ｌ.ダンテ ２ 前期 ３～４ 木   9:10～10:40 

13006 異文化理解１Ｂ 専門 Ｊ.スコット ２ 前期 ３～４ 月 10:50～12:20 

13007 異文化理解２Ａ 専門 Ｊ.コックス ２ 後期 ３～４ 月 10:50～12:20 

13008 イギリス文化研究１ 専門 渡辺 浩 ２ 前期 ３～４ 木 10:50～12:20 

13009 イギリス文化研究２ 専門 進藤 秀彦 ２ 前期 ３～４ 火 10:50～12:20 

13010 イギリス文化研究３ 専門 進藤 秀彦 ２ 後期 ３～４ 火 10:50～12:20 

13011 アメリカ文化研究３ 専門 和栗 了 ２ 後期 ３～４ 火   9:10～10:40 

13012 アメリカ文化研究１ 専門 長瀬 恵美 ２ 前期 ３～４ 火 10:50～12:20 

13013 アメリカ文化研究２ 専門 長瀬 恵美 ２ 後期 ３～４ 火 10:50～12:20 

13014 異文化理解と交流１Ｃ 専門 C.ソワー ２ 前期 ３～４ 木 10:50～12:20 

13015 異文化理解と交流２Ｂ 専門 D.マカントニー ２ 後期 ３～４ 木   9:10～10:40 

13016 日本史講義１Ａ 専門 曾根 正人 ２ 前期 ３～４ 火 14:50～16:20 

13017 日本史講義２Ｃ 専門 苅米 一志 ２ 前期 ３～４ 木 14:50～16:20 

13018 日本史講義３Ｃ 専門 山田 芳則 ２ 後期 ３～４ 火 14:50～16:20 

13019 ヨーロッパ・アメリカ史講義１Ｂ 専門 福田 誠 ２ 前期 ３～４ 水 13:10～14:40 

13020 ヨーロッパ・アメリカ史講義２Ｂ 専門 櫻田 美津夫 ２ 後期 ３～４ 月   9:10～10:40 

13021 アジア史講義１Ａ 専門 渡邉 将智 ２ 後期 ３～４ 木 10:50～12:20 

13022 アジア史講義２Ａ 専門 井上  あえか ２ 前期 ３～４ 火 14:50～16:20 

13023 歴史遺産講義２Ｃ 専門 吉本 勇 ２ 後期 ３～４ 火 10:50～12:20 

13024 薬学海外研修 専門 

江川 孝 
森山 圭 

阿蘓 寬明 
２ 前期 ５～６ 前期集中 

【就実大学】 



No.  授業科目 区分 担当教員 単位 開講期 配当学年 備考 曜日・時限 

14001 生物学 教養 小林 英紀 ２ 後期 １～４ 定員10名 木 14:50～16:20 

14002 衛生学 専門 嶋田 義弘 ２ 前期 ３～４ 定員10名 火   9:20～10:50 

14003 栄養教育論Ⅰ 教養 村上 淳 ２ 後期 ２～４ 定員10名 木 13:10～14:40 

【中国学園大学】 

No.  授業科目 区分 担当教員 単位 開講期 配当学年 備考 曜日・時限 

15001 キリスト教学Ⅰ 教養 山根 道公 ２ １期 ２～４ 女子のみ 水 13:00～14:30 

15002 キリスト教学Ⅵ 教養 原田 豊己 ２ ２期 ２～４ 女子のみ 木 14:45～16:15 

15003 身体コミュニケーション 教養 
保江 邦夫 
他１名 

２ ２期 １～４ 女子のみ 木 14:45～16:15 

15004 英語学概論Ⅰ 専門 山部 順治 ２ １期 １～４ 女子のみ 水 10:45～12:15 

15005 異文化理解Ⅰ 専門 広瀬 佳司 ２ １期 ２～４ 女子のみ 金 13:00～14:30 

15006 異文化理解Ⅱ 専門 広瀬 佳司 ２ ２期 ２～４ 女子のみ 金 13:00～14:30 

15007 中世文学特講Ⅰ 専門 木下 華子 ２ １期 ２～４ 女子のみ 木 10:45～12:15 

15008 中世文学特講Ⅱ 専門 木下 華子 ２ ２期 ２～４ 女子のみ 木 10:45～12:15 

15009 近世文学特講Ⅰ 専門 藤川 玲満 ２ １期 ２～４ 女子のみ 火 14:45～16:15 

15010 近代文学特講Ⅰ 専門 山根 知子 ２ １期 ２～４ 女子のみ 火 14:45～16:15 

15011 近代文学特講Ⅲ 専門 綾目 広治 ２ １期 ２～４ 女子のみ 金 10:45～12:15 

15012 日本語学特講Ⅱ 専門 尾崎 喜光 ２ １期 ２～４ 女子のみ 木 13:00～14:30 

15013 社会心理学 専門 中山 ちなみ ２ ２期 ２～４ 女子のみ 金   9:00～10:30 

15014 社会集団・組織論 専門 濱西 栄司 ２ ２期 ２～４ 女子のみ 木 14:45～16:15 

15015 地域社会学 専門 二階堂 裕子 ２ １期 ２～４ 女子のみ 木   9:00～10:30 

15016 ジェンダー論 専門 山下 美紀 ２ １期 ２～４ 女子のみ 月 13:00～14:30 

15017 アジア社会史Ⅰ 専門 鈴木 真 ２ １期 ２～４ 女子のみ 木 13:00～14:30 

15018 民俗学Ⅱ 専門 小嶋 博巳 ２ ２期 ２～４ 女子のみ 木 10:45～12:15 

15019 社会史特講Ⅱ 専門 藤實久美子 ２ ２期 ２～４ 女子のみ 金 14:45～16:15 

15020 ヨーロッパ社会史Ⅱ 専門 轟木 広太郎 ２ ２期 ２～４ 女子のみ 火 16:30～18:00 

15021 社会倫理学Ⅰ 専門 葛生 栄二郎 ２ ２期 １～４ 女子のみ 木 10:45～12:15 

15022 社会倫理学Ⅱ 専門 葛生 栄二郎 ２ １期 ２～４ 女子のみ 木 14:45～16:15 

【ノートルダム清心女子大学】 

No.  授業科目 区分 担当教員 単位 開講期 配当学年 備考 曜日・時限 

16001 地球環境論 教養 下池 洋一 ２ 後期 １～４ 未定 

【美作大学】 


