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※ 部分→時間割冊子配付前の追加変更 ※変更が発生し次第、随時本表を更新しています。最新情報には十分に注意をしてください。

※ 部分→時間割冊子配付後の追加変更
※ 部分→授業開始後の追加変更

青字部分が変更点です。

授業開始後の教室変更は教養学部前期課程ＨＰ　左メニューの「教室変更情報」またはUTASの「休補・スケジュール」→「休講・補講・教室変更参照」から確認してください。

変更
発生日

時間割冊子
ページ

曜限 時間割
コード

科目名 教員名 対　　　象
学年・科類・クラス

教室 その他
※左記以外に変更がある場合

変更内容
※下記変更を時間割冊子に必ず転記し

て下さい。

9月6日 p.169,ｐ.292 木5 60236 環境と生物資源 木南　章 1年 文科 理科
2年 文科 理科 106教室 教室変更

9月10日 p.75,p.276 水1 50549 英語中級（クラス指定セメスター
型）

小野瀬　宗一郎 1年 理一(7,12,33,38) 152 教科書変更 教科書をプリント配布に変更

9月10日 p.22,p.270 水3 50655 身体運動・健康科学実習Ⅱ 実技担当 1年 文一二(7,14-15,24)文三(8)
理一(7-8,12,30,39) 文一二24組の追加

9月13日 p.121 火1 50994 韓国朝鮮語初級（演習）② ジ　ミンギョン 1年 文科 149教室 開講曜限の変更

9月13日 p.121,p.291 火1 50993 韓国朝鮮語初級（演習） ジ　ミンギョン 1年 理科 149教室 開講曜限の変更

9月13日 p.124,p.284 火2 50277 韓国朝鮮語中級（インテンシヴ） ジ　ミンギョン 1年 文科 理科
2年 文科 理科 149教室 開講曜限の変更

9月13日 p.124,p.287 木4 50531 韓国朝鮮語上級（作文） ジ　ミンギョン 1年 文科 理科
2年 文科 理科 149教室 開講曜限の変更

9月13日 p.122,p.285 金5 50328 韓国朝鮮語初級（インテンシヴ） ジ　ミンギョン 1年 文科 理科 149教室 開講曜限の変更

9月13日 p.123,p.285 木2 50315 韓国朝鮮語中級（表現練習） 三ツ井　崇 1年 文科 理科
2年 文科 理科 114教室 開講曜限及び教室の変更

9月13日 p.230 金2 60247 全学体験ゼミナール(森のエネル
ギーを使いこなす）

安村　直樹 1年 文科 理科
2年 文科 理科 E41 ガイダンスはE41で実施

する。
ガイダンス教室の変更

9月18日 p.192 集中 60259 学術フロンティア講義（個と群－紋
様デザイン）

野老　朝雄
舘　知宏

1年 文科 理科
2年 文科 理科 シラバス参照

ガイダンスは184教室で実施す
る。

授業計画の追記

ガイダンス教室の変更
授業計画の追記（UTAS参照）

9月18日 p.362 金5 0999120 特別活動の指導法 森　俊二 1年 文科 理科
2年 文科 理科

教育学部棟
109講義室

一覧表から削除
（注：科目自体は火曜4限に開

9月18日 p.333 月3,4 09188004 社会教育論I 李　正連 2年 文科 理科 531教室 教科又は教職に関する科
目認定単位

教職科目一覧表への追加

9月18日 火4 51558 学術フロンティア講義 生駒　大洋 1年 文科 理科
2年 文科 理科 K211 科目追加

9月19日 p.11 月2 50063 英語二列W(ALESS) モレノ　ペナランダ　ラケル 1年 理一(1-4,35-36) E35 教室変更

9月19日 p.33,p.277 金3 51133 線型代数学② 大田　佳宏 1年 理一(2,4-5,8) 531 教室変更

9月20日 p.234,p.298 集中 51352
51353

全学体験ゼミナール（フォー
ミュラレーシングカーB・Ｄ）

草加　浩平 1年 文科 理科
2年 文科 理科 シラバス参照 ガイダンスは27日（木）

に105教室で実施する。
ガイダンスの日時及び教室の変更

9月25日 p.18 水3 51559 スペイン語特修 宮地　隆廣 2年 文科 159 特修クラスの分割に伴う追加開講

9月28日 p.173,p.286 火2 50350 物理科学Ⅱ（文科生） 横倉　祐貴 1年 文科
2年 文科 1322 担当教員変更

10月3日 p.187 木3 51335
学術フロンティア講義
(グローバルネットワーク
再生可能エネルギー水素)

杉山 正和 1年 文科 理科
2年 文科 理科 K501 単位数表示の修正 単位数1⇒2

10月5日
全学自由研究ゼミナール及び
全学体験ゼミナール

鴨田　重裕 授業計画（ガイダンスの
日程）の修正

詳細はUTASシラバスを確認

10月25日 p.11 月3 50119 英語二列Ｗ（ALESS） ユウ　ジョアン 1年 理一(23,25-26,28,34,37) 516 担当教員変更

10月25日 p.11 月4 50183 英語二列Ｗ（ALESS） タヴァレス　ヴァスケス　ジエーゴ 1年 理一(19) 理二三(13,15) 516 担当教員変更

10月25日 p.5 火3 50380 英語二列Ｓ（FLOW） マニナン　ジョン 1年 文一二(25) 文三(18) 
理一(6-8) 理二三(5-6) 119 担当教員変更

10月25日 p.5 火4 50459 英語二列Ｓ（FLOW） 片山　晶子 1年 文一二(13) 文三(4-5) 
理一(29-33) 理二三(21) 119 担当教員変更

10月25日 p.12 水1 50544 英語二列Ｗ（ALESS） シンドレイエーバ　ガリーナ 1年 理一(5,9-10) 516 担当教員変更

10月25日 p.12 金3 51148 英語二列Ｗ（ALESS） ジェームズ　エリンガー 1年 理二三(9-10) 116 担当教員変更

10月25日 p.12 金4 51192 英語二列Ｗ（ALESS） ホールマン　フランシス　キャンドラー 1年 理二三(1-4,7,22) 116 担当教員変更

11月9日 p.192 集中 60259 学術フロンティア講義（個と群－紋
様デザイン）

野老　朝雄
舘　知宏

1年 文科 理科
2年 文科 理科 シラバス参照 ガイダンス日時の変更

11月26日(月)6限
ガイダンス日時の変更

授業計画の追記（UTAS参照）

平成30年度　Aセメスター時間割　時間割変更一覧


