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時 間 割 一 覧 表

履修年度： 2021年度 時間割期間・曜日・時限・講義コード順

時間割期 曜 日 講 義 名 称 キャンパス 教 室 メ モ時 限 隔 週 担 当 教 員

前期 月曜日 １時限 1150290人間探求学（環境建築デザイン） 彦根 髙屋　麻里子 ◎Ｂ棟講義室・研究室

前期 月曜日 １時限 1150300人間探求学（環境政策・計画） 彦根 香川　雄一 ◎Ａ１－２０５/Ｂ１－１０１

前期 月曜日 １時限 1150310人間探求学（環境生態） 彦根 野間　直彦 ◎Ｂ４－３０３

前期 月曜日 １時限 1150330人間探求学（材料科学） 彦根 竹原　宗範 ◎Ａ７－１０１/Ａ３－１０５/Ａ３－１０６/Ａ３－２０２

前期 月曜日 １時限 1150340人間探求学（人間看護） 彦根 小野　あゆみ ◎Ｅ棟講義室・研究室

前期 月曜日 １時限 1150380人間探求学（生物資源管理） 彦根 皆川　明子 ◎Ａ１－１１２/Ａ１－１１３/Ａ３－１０１/Ａ３－１０２

前期 月曜日 １時限 1150592Contemporary Japanese Culture彦根 倉茂　好匡 ◎Ａ４－３０３

前期 月曜日 １時限 1170020地域共生論 彦根 鵜飼　修 ◎交流センター/Ａ２－２０２

前期 月曜日 １時限 1300550金属材料 彦根 Balachandran Jeyadevan ◎Ａ１－３０２

前期 月曜日 １時限 1300880情報処理基礎 彦根 奥村　進 ◎Ａ３－３０１

前期 月曜日 １時限 1301860プラズマ工学 彦根 一宮　正義 ◎Ａ５－２０３

前期 月曜日 １時限 1400611研究演習Ⅰ（国際コミュニケーション） 彦根 John Rippey ◎Ａ棟講義室・研究室

前期 月曜日 １時限 1402601博物館経営論 彦根 佐藤　亜聖 ◎Ａ４－１０５

前期 月曜日 １時限 1402970文化人類学概論Ｂ/ 彦根 棚瀬　慈郎 ◎Ａ１－２０４

前期 月曜日 １時限 1720250建築設計特論 彦根 芦澤　竜一 ◎Ａ４－２０１

前期 月曜日 １時限 1770010ＮＣ工作機械 彦根 橋本　宣慶 ◎Ａ３－２０１

前期 月曜日 １時限 1780030確率過程論 彦根 宮城　茂幸 ◎Ａ４－３０５

前期 月曜日 １時限 1850081看護理論（助産） 彦根 本田　可奈子 ◎Ｅ２－１０２
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履修年度： 2021 年度 時間割期間・曜日・時限・講義コード順

時間割期 曜 日 講 義 名 称 キャンパス 教 室 メ モ時 限 隔 週 担 当 教 員

前期 月曜日 ２時限 1150150差別と人権（同和問題）～人として生きる権利について考える～ 彦根 本田　可奈子 ◎Ａ３－３０１

前期 月曜日 ２時限 1150180自然科学入門～自然科学の歴史と技法～[自然科学の視点]彦根 松岡　純 ◎Ａ１－１１３

前期 月曜日 ２時限 1150320 人間探求学（機械システム） 彦根 河﨑　澄 ◎Ａ４－１０５/Ａ４－１０７/Ａ４－１０８

前期 月曜日 ２時限 1150350 人間探求学（人間関係） 彦根 杉浦　由香里 ◎Ｅ７－１０１/Ａ５－２０３/Ｄ２－３０９

前期 月曜日 ２時限 1150360 人間探求学（生活デザイン） 彦根 森下　あおい ◎Ｄ棟講義室・研究室/Ａ４－２０９

前期 月曜日 ２時限 1150370 人間探求学（生活栄養） 彦根 遠藤　弘史 ◎Ｄ棟講義室・研究室

前期 月曜日 ２時限 1150390 人間探求学（地域文化） 彦根 横田　祥子 ◎Ａ２－２０１

前期 月曜日 ２時限 1150391 人間探求学（国際コミュニケーション） 彦根 小熊　猛 ◎Ｅ５－１０１/Ａ４－１０１/Ｅ５－１０２

前期 月曜日 ２時限 1150400 人間探求学（電子システム） 彦根 柳澤　淳一 ◎Ａ１－３０１/Ａ３－２０１/Ａ３－２０２/Ａ３－２０５

前期 月曜日 ２時限 1150592 Contemporary Japanese Culture彦根 倉茂　好匡 ◎Ａ４－３０３

前期 月曜日 ２時限 1170010 地域共生論 彦根 鵜飼　修 ◎交流センター/Ａ２－２０２

前期 月曜日 ２時限 1200582 環境財政 彦根 村上　一真 ◎Ａ４－１０４

前期 月曜日 ２時限 1201870 水産資源学 彦根 杉浦　省三 ◎Ａ１－２０５

前期 月曜日 ２時限 1202550 地域開発論 彦根 平山　奈央子 ◎Ａ１－１１２

前期 月曜日 ２時限 1300320 機械力学Ⅰ 彦根 呉　志強 ◎Ａ１－２０４

前期 月曜日 ２時限 1301320 電子回路Ⅱ 彦根 岸根　桂路 ◎Ａ７－１０１

前期 月曜日 ２時限 1301670 微積分続論 彦根 門脇　光輝 ◎Ａ４－２０５

前期 月曜日 ２時限 1400530 教育心理学 彦根 黒田　真由美※ ◎Ａ７－１０２

前期 月曜日 ２時限 1400960 嗜好と調理実習Ⅱ 彦根 奥村　万寿美 ◎Ｄ４－１０３

前期 月曜日 ２時限 1402610 発達心理学Ⅰ/ 彦根 上野　有理 ◎Ａ１－３０２

前期 月曜日 ２時限 1402615 発達心理学 彦根 上野　有理 ◎Ａ１－３０２

前期 月曜日 ２時限 1760300 無機ナノ粒子工学 彦根 Balachandran Jeyadevan ◎Ａ４－３０４

前期 月曜日 ２時限 1820245 栄養疫学特論 彦根 今井　絵理 ◎Ａ４－２１０

前期 月曜日 ２時限 1850051 看護研究方法論（助産） 彦根 甘佐　京子 ◎Ｅ２－１０３
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履修年度： 2021 年度 時間割期間・曜日・時限・講義コード順

時間割期 曜 日 講 義 名 称 キャンパス 教 室 メ モ時 限 隔 週 担 当 教 員

前期 月曜日 ３時限 1150135 人間関係の科学A～発達を考える～ 彦根 上野　有理 ◎Ａ１－１１３

前期 月曜日 ３時限 1150140 暮らしの中の材料①～材料の歴史～[材料史] 彦根 Balachandran Jeyadevan ◎Ａ１－２０５

前期 月曜日 ３時限 1150430 人間と病気～人類と病気との出会いと戦いの歴史～ 彦根 安原　治 ◎Ｅ５－１０１

前期 月曜日 ３時限 1150451 都市・建築を考える～川の未来学～ 彦根 村上　修一 ◎Ａ７－１０１

前期 月曜日 ３時限 1150460 比較住居論～住まいがつたえる世界のくらし～ 彦根 藤木　庸介 ◎Ａ１－２０４

前期 月曜日 ３時限 1150470 都市・建築をつくる～比較都市論～ 彦根 川井　操 ◎Ａ７－１０２

前期 月曜日 ３時限 1150530 キャリア形成への道B～キャリアデザイン～ 彦根 髙松　徹 ◎Ａ４－３０２

前期 月曜日 ３時限 1150555Japan Studies Ⅶ～Introduction to Japanese Culture and Society～彦根 Benjamin John McCracken※ ◎Ａ３－２０１

前期 月曜日 ３時限 1170170 多文化共生論 彦根 河　かおる ◎Ａ１－１１２

前期 月曜日 ３時限 1170250 食と健康～食を通じた健康との関わり～ 彦根 佐野　光枝 ◎Ａ１－３０２

前期 月曜日 ３時限 1200440 環境学原論/ 彦根 村上　修一 ◎Ａ７－１０１

前期 月曜日 ３時限 1200970 環境フィールドワークⅡ 彦根 高田　豊文 ◎Ｂ棟講義室・研究室/Ａ５－２０１/Ｂ０会議室/Ｂ０－２０１/Ｂ２－１０１/Ｂ２－１０２/Ｂ４－３０３/Ｂ６－２０２/Ｂ７－ＬＡＢ/Ｂ８－ＬＡＢ/Ｂ８－ＬＥＣ

前期 月曜日 ３時限 1201820 環境微生物学[水域環境影響調査指針] 彦根 細井　祥子 ◎Ａ４－２０２

前期 月曜日 ３時限 1202950 廃棄物管理論 彦根 金谷　健 ◎Ａ４－１０５

前期 月曜日 ３時限 1300250 機械製作実習 彦根 橋本　宣慶 ◎Ｃ２－１０２

前期 月曜日 ３時限 1300270 機械設計演習Ⅱ 彦根 田邉　裕貴 ◎Ｃ１－３０１

前期 月曜日 ３時限 1300670 コンピュータアーキテクチャ 彦根 酒井　道 ◎Ａ５－２０２/Ａ５－２０３

前期 月曜日 ３時限 1301000 生化学Ⅱ 彦根 竹原　宗範 ◎Ａ４－１０７

前期 月曜日 ３時限 1301210 定量・機器分析および同実験 彦根 山田　明寛 ◎Ａ２－２０１/Ａ３－１０１/Ａ３－１０２/Ａ３－１０４/Ａ３－１０５/Ａ３－１０６/Ａ４－１０８

前期 月曜日 ３時限 1301400 電子システム工学実験Ⅰ 彦根 岸根　桂路 ◎Ｃ７－３０１/Ｃ７－３０２/Ｃ７－３０３/Ｃ７－３０４

前期 月曜日 ３時限 1400066 アジア文献講読Ｂ 彦根 木村　可奈子 ◎Ｄ４－３０３

前期 月曜日 ３時限 1400080 インテリア計画論 彦根 宮本　雅子 ◎Ａ４－２０９

前期 月曜日 ３時限 1400555 教育方法論 彦根 木村　裕 ◎Ａ１－３０１

前期 月曜日 ３時限 1400960 嗜好と調理実習Ⅱ 彦根 奥村　万寿美 ◎Ｄ４－１０３

前期 月曜日 ３時限 1402621 発展演習Ⅰ 彦根 John Rippey ◎Ａ棟講義室・研究室

前期 月曜日 ３時限 1402950 文化社会学 彦根 櫻井　悟史 ◎Ａ２－２０２

前期 月曜日 ３時限 1500216 公衆衛生看護学概論 彦根 小林　孝子 ◎Ａ３－３０１

前期 月曜日 ３時限 1600556 博物館実習 彦根 市川　秀之 ◎Ｄ２－１０２

前期 月曜日 ３時限 1854120 助産診断技術学特論Ⅰ 彦根 岩谷　久美子 ◎Ｅ４－１０２

前期前半 月曜日 ３時限 1500732 チャイルドライフケア論 彦根 古株　ひろみ ◎Ｅ５－１０２

前期後半 月曜日 ３時限 1600720 公衆衛生看護学演習 彦根 川口　恭子 ◎Ｅ１－１０１/Ａ４－１０１
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時間割期 曜 日 講 義 名 称 キャンパス 教 室 メ モ時 限 隔 週 担 当 教 員

前期 月曜日 ４時限 1150013 Japan Studies III : Japanese society and culture I 彦根Christopher Garth※ ◎Ａ４－３０６

前期 月曜日 ４時限 1150141 暮らしの中の材料②～材料の歴史～[材料史] 彦根 Balachandran Jeyadevan ◎Ａ１－２０５

前期 月曜日 ４時限 1150225 生活と健康～健全な日常生活を生きる～ 彦根 馬場　文 ◎Ａ２－２０２

前期 月曜日 ４時限 1150510 思索の視点/ 彦根 髙松　徹 ◎Ａ４－３０２

前期 月曜日 ４時限 1150511 キャリア形成への道A～考えるための道具～ 彦根 髙松　徹 ◎Ａ４－３０２

前期 月曜日 ４時限 1170200 近江の美 彦根 印南　比呂志 ◎Ａ３－３０１

前期 月曜日 ４時限 1170290 地域と文化～近江の古民家～ 彦根 石川　慎治 ◎Ａ１－１１３

前期 月曜日 ４時限 1170320 電子システムの最先端 彦根 未定＊ ◎Ａ７－１０２

前期 月曜日 ４時限 1200101 イベント計画論・演習/ 彦根 瀧　健太郎 ◎Ｂ１－１０１/Ａ４－２０４

前期 月曜日 ４時限 1200102 環境政策デザイン論・演習 彦根 瀧　健太郎 ◎Ｂ１－１０１/Ａ４－２０４

前期 月曜日 ４時限 1200970 環境フィールドワークⅡ 彦根 高田　豊文 ◎Ｂ棟講義室・研究室/Ａ５－２０１/Ｂ０会議室/Ｂ０－２０１/Ｂ２－１０１/Ｂ２－１０２/Ｂ４－３０３/Ｂ６－２０２/Ｂ７－ＬＡＢ/Ｂ８－ＬＡＢ/Ｂ８－ＬＥＣ

前期 月曜日 ４時限 1300250 機械製作実習 彦根 橋本　宣慶 ◎Ｃ２－１０２

前期 月曜日 ４時限 1300270 機械設計演習Ⅱ 彦根 田邉　裕貴 ◎Ｃ１－３０１

前期 月曜日 ４時限 1301210 定量・機器分析および同実験 彦根 山田　明寛 ◎Ａ２－２０１/Ａ３－１０１/Ａ３－１０２/Ａ３－１０４/Ａ３－１０５/Ａ３－１０６/Ａ４－１０８

前期 月曜日 ４時限 1301250 電気化学 彦根 秋山　毅 ◎Ａ４－１０７

前期 月曜日 ４時限 1301400 電子システム工学実験Ⅰ 彦根 岸根　桂路 ◎Ｃ７－３０１/Ｃ７－３０２/Ｃ７－３０３/Ｃ７－３０４

前期 月曜日 ４時限 1400510 教育学概論 彦根 杉浦　由香里 ◎Ａ１－３０２

前期 月曜日 ４時限 1401230 住環境設計演習Ⅲ 彦根 佐々木　一泰 ◎Ｄ６－１０４

前期 月曜日 ４時限 1401520 心理・発達・行動学実験演習 彦根 松嶋　秀明 ◎Ｄ２－３０９

前期 月曜日 ４時限 1401620 生活素材論 彦根 三宅　肇※ ◎Ａ４－２０２

前期 月曜日 ４時限 1500081 エンドオブライフケア演習 彦根 糸島　陽子 ◎Ｅ３－１０１/Ａ４－２０５/Ｅ３－１０２

前期 月曜日 ４時限 1600556 博物館実習 彦根 市川　秀之 ◎Ｄ２－１０２

前期 月曜日 ４時限 1820235 住環境デザイン特論A 彦根 宮本　雅子 ◎Ｄ２－３０７

前期 月曜日 ４時限 1854160 実践助産学演習Ⅱ 彦根 越山　雅文 ◎Ｅ４－１０２

前期前半 月曜日 ４時限 1600690 公衆衛生看護学Ⅲ 彦根 馬場　文 ◎Ｅ１－１０１/Ａ４－１０１

前期後半 月曜日 ４時限 1600720 公衆衛生看護学演習 彦根 川口　恭子 ◎Ｅ１－１０１/Ａ４－１０１
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時間割期 曜 日 講 義 名 称 キャンパス 教 室 メ モ時 限 隔 週 担 当 教 員

前期 月曜日 ５時限 1150560World Societies Ⅰ～This American Life: Examining American Culture through Stories～[Model United States of America]彦根 Benjamin John McCracken※ ◎Ａ７－１０２

前期 月曜日 ５時限 1170210ＭＢＡ入門～ビジネス・ゲームで学ぶ経営～[経営学序論]彦根 西岡　孝幸 ◎Ａ４－３０１/Ａ４－３０３

前期 月曜日 ５時限 1200101 イベント計画論・演習/ 彦根 瀧　健太郎 ◎Ｂ１－１０１/Ａ４－２０４

前期 月曜日 ５時限 1200102 環境政策デザイン論・演習 彦根 瀧　健太郎 ◎Ｂ１－１０１/Ａ４－２０４

前期 月曜日 ５時限 1200970 環境フィールドワークⅡ 彦根 高田　豊文 ◎Ｂ棟講義室・研究室/Ａ５－２０１/Ｂ０会議室/Ｂ０－２０１/Ｂ２－１０１/Ｂ２－１０２/Ｂ４－３０３/Ｂ６－２０２/Ｂ７－ＬＡＢ/Ｂ８－ＬＡＢ/Ｂ８－ＬＥＣ

前期 月曜日 ５時限 1201000 環境物理学Ⅱ 彦根 村岡　良和※ ◎Ａ４－２０３

前期 月曜日 ５時限 1300250 機械製作実習 彦根 橋本　宣慶 ◎Ｃ２－１０２

前期 月曜日 ５時限 1300270 機械設計演習Ⅱ 彦根 田邉　裕貴 ◎Ｃ１－３０１

前期 月曜日 ５時限 1301400 電子システム工学実験Ⅰ 彦根 岸根　桂路 ◎Ｃ７－３０１/Ｃ７－３０２/Ｃ７－３０３/Ｃ７－３０４

前期 月曜日 ５時限 1400421 基礎演習Ⅰ（国際コミュニケーション） 彦根 John Rippey ◎Ａ棟講義室・研究室

前期 月曜日 ５時限 1400680 現代社会論（人間文化）/ 彦根 大野　光明

前期 月曜日 ５時限 1400685 国際社会論 彦根 大野　光明 ◎Ａ２－２０２

前期 月曜日 ５時限 1401230 住環境設計演習Ⅲ 彦根 佐々木　一泰 ◎Ｄ６－１０４

前期 月曜日 ５時限 1401520 心理・発達・行動学実験演習 彦根 松嶋　秀明 ◎Ｄ２－３０９

前期 月曜日 ５時限 1402780 服飾文化論 彦根 横田　尚美 ◎Ａ４－２０１

前期 月曜日 ５時限 1500453 成人クリティカルケア演習 彦根 荒川　千登世 ◎Ａ４－２０５/Ｅ３－１０１/Ｅ３－１０２

前期 月曜日 ５時限 1600070 教育相談・進路指導/ 彦根 胡田　裕教 ◎Ａ７－１０２

前期 月曜日 ５時限 1600471 生活工学（情報処理を含む） 彦根 堀江　健二郎※ ◎Ａ３－２０１

前期 月曜日 ５時限 1810490 対外文化交流特論B 彦根 木村　可奈子 ◎Ａ３－２０５

前期 月曜日 ５時限 1820137 マーケティング特論 彦根 山田　歩 ◎Ａ４－２１０

前期 月曜日 ５時限 1854240 助産学特別研究（1年次） 彦根 越山　雅文 ◎Ｅ４－１０２

前期前半 月曜日 ５時限 1600071 教育相談 彦根 胡田　裕教 ◎Ａ７－１０２

前期前半 月曜日 ５時限 1600690 公衆衛生看護学Ⅲ 彦根 馬場　文 ◎Ｅ１－１０１/Ａ４－１０１

前期後半 月曜日 ５時限 1600072 進路指導 彦根 胡田　裕教 ◎Ａ７－１０２

前期後半 月曜日 ５時限 1600720 公衆衛生看護学演習 彦根 川口　恭子 ◎Ｅ１－１０１/Ａ４－１０１

      27件
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時 間 割 一 覧 表

履修年度： 2021 年度 時間割期間・曜日・時限・講義コード順

時間割期 曜 日 講 義 名 称 キャンパス 教 室 メ モ時 限 隔 週 担 当 教 員

前期 火曜日 １時限 1110071 英語ⅠＡ（活性化コース）（工学①） 彦根 佐久間　思帆※ ◎Ａ７－１０２

前期 火曜日 １時限 1110111 英語ⅠＡ（活性化コース）（工学⑤） 彦根 木村　紀子※ ◎Ａ１－１１２

前期 火曜日 １時限 1110291 英語ⅡＡ（応用コース）（工学②） 彦根 Alexandra Jane Burke※ ◎Ａ１－１１３

前期 火曜日 １時限 1110301 英語ⅡＡ（応用コース）（工学③） 彦根 Gordon Maclaren※ ◎Ａ４－１０５

前期 火曜日 １時限 1110311 英語ⅡＡ（応用コース）（工学④） 彦根 近藤　佑樹 ◎Ａ５－３０１

前期 火曜日 １時限 1110391 英語ⅡＡ（応用コース）（看護①） 彦根 Ashley Stevens※ ◎Ａ１－２０４

前期 火曜日 １時限 1120181 フランス語ⅡＡ（中級コース）（火1限） 彦根 桂川　久※ ◎Ａ３－２０５

前期 火曜日 １時限 1120336 中国語ⅡＡ（中級コース）（火1限） 彦根 唐　楽寧※ ◎Ａ３－２０６

前期 火曜日 １時限 1120351 中国語ⅡＡ（中級コース）（火1限） 彦根 林　虹※ ◎Ａ４－１０３

前期 火曜日 １時限 1120730 実用英語演習ⅠＡ①（火1限） 彦根 真島　アマンダ ◎Ａ４－３０３

前期 火曜日 １時限 1120731 実用英語演習ⅠＡ②（火1限） 彦根 Jean-Baptiste M.B. SANFO ◎Ａ４－２０１

前期 火曜日 １時限 1130090 情報リテラシー（情報倫理を含む）(人文a) 彦根 山本　洋紀※ ◎Ａ５－２０２

前期 火曜日 １時限 1130120 情報リテラシー（情報倫理を含む）(人文d) 彦根 亀田　彰喜※ ◎Ａ５－２０１

前期 火曜日 １時限 1200390 環境科学概論Ⅰ 彦根 小泉　尚嗣 ◎交流センター

前期 火曜日 １時限 1201039 環境法 彦根 上河原　献二 ◎Ａ７－１０１

前期 火曜日 １時限 1202940 農薬環境学 彦根 須戸　幹 ◎Ａ４－２０５

前期 火曜日 １時限 1300300 機械要素 彦根 山野　光裕 ◎Ｃ１－３０１

前期 火曜日 １時限 1301010 制御工学 彦根 土谷　亮 ◎Ａ５－ＣＡＩ

前期 火曜日 １時限 1301040 生産工学 彦根 奥村　進 ◎Ａ１－３０２

前期 火曜日 １時限 1301330 電磁気学Ⅰ 彦根 作田　健 ◎Ａ２－２０１

前期 火曜日 １時限 1301930 無機化学Ⅰ 彦根 松岡　純 ◎Ａ１－３０１

前期 火曜日 １時限 1400092 English Lecture B 彦根 Martin Hawkes ◎Ａ５－３０２

前期 火曜日 １時限 1400240 応用栄養学Ⅰ 彦根 今井　絵理 ◎Ａ４－３０２

前期 火曜日 １時限 1400485 給食経営管理論Ⅱ 彦根 奥村　万寿美 ◎Ａ４－１０１

前期 火曜日 １時限 1402010 地域文化演習Ⅲ/ 彦根 東　幸代 ◎Ｄ棟講義室・研究室

前期 火曜日 １時限 1402012 地域文化演習Ⅲ 彦根 未定＊ ◎Ｄ棟講義室・研究室

前期 火曜日 １時限 1402016 地域文化演習Ⅳ（前期） 彦根 未定＊ ◎Ｄ棟講義室・研究室

前期 火曜日 １時限 1402084 中国語コミュニケーションⅡＢ 彦根 呉　凌非 ◎Ａ１－２０２

前期 火曜日 １時限 1402230 デジタルデザイン演習/ 彦根 徐　慧 ◎Ａ５－２０３/Ｄ２－１０１

前期 火曜日 １時限 1402280 天然物化学基礎 彦根 遠藤　弘史 ◎Ａ４－１０２

前期 火曜日 １時限 1402331 デジタルデザイン演習Ａ 彦根 徐　慧 ◎Ａ５－２０３/Ｄ２－１０１

前期 火曜日 １時限 1500063 母性看護学演習 彦根 藤平　麻理子 ◎Ａ３－３０１

前期 火曜日 １時限 1710215 地圏環境論 彦根 小泉　尚嗣 ◎Ｂ４－３０３

前期 火曜日 １時限 1760270 光量子物性論 彦根 奥　健夫 ◎Ａ４－３０４

前期 火曜日 １時限 1770190 非線形制御論 彦根 安田　寿彦 ◎Ａ４－３０１

前期 火曜日 １時限 1820117 道具デザイン特論C 彦根 南　政宏 ◎Ｄ棟講義室・研究室

前期 火曜日 １時限 1820205 分子運動栄養学特論 彦根 中井　直也 ◎Ａ３－２０１

前期 火曜日 １時限 1854080 助産学概論 彦根 岩谷　久美子 ◎Ｅ４－１０２
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時 間 割 一 覧 表

履修年度： 2021 年度 時間割期間・曜日・時限・講義コード順

時間割期 曜 日 講 義 名 称 キャンパス 教 室 メ モ時 限 隔 週 担 当 教 員

前期 火曜日 ２時限 1110011 英語ⅠＡ（活性化コース）（環境①） 彦根 佐久間　思帆※ ◎Ａ７－１０２

前期 火曜日 ２時限 1110021 英語ⅠＡ（活性化コース）（環境②） 彦根 木村　紀子※ ◎Ａ１－１１２

前期 火曜日 ２時限 1110031 英語ⅠＡ（活性化コース）（環境③） 彦根 香山　恵美※ ◎Ａ５－３０１

前期 火曜日 ２時限 1110251 英語ⅡＡ（応用コース）（環境④） 彦根 Alexandra Jane Burke※ ◎Ａ１－１１３

前期 火曜日 ２時限 1110261 英語ⅡＡ（応用コース）（環境⑤） 彦根 Karl Hedberg※ ◎Ａ３－１０２

前期 火曜日 ２時限 1110271 英語ⅡＡ（応用コース）（環境⑥） 彦根 Gordon Maclaren※ ◎Ａ４－１０５

前期 火曜日 ２時限 1110401 英語ⅡＡ（応用コース）（看護②） 彦根 Ashley Stevens※ ◎Ａ１－２０４

前期 火曜日 ２時限 1120061 ドイツ語ⅡＡ（中級コース）（火2限） 彦根 吉村　淳一 ◎Ａ５－３０２

前期 火曜日 ２時限 1120071 ドイツ語ⅡＡ（中級コース）（火2限） 彦根 大森　智子※ ◎Ａ４－１０１

前期 火曜日 ２時限 1120191 フランス語ⅡＡ（中級コース）（火2限） 彦根 桂川　久※ ◎Ａ３－２０５

前期 火曜日 ２時限 1120346 中国語ⅡＡ（中級コース）（火2限） 彦根 唐　楽寧※ ◎Ａ３－２０６

前期 火曜日 ２時限 1120361 中国語ⅡＡ（中級コース）（火2限） 彦根 林　虹※ ◎Ａ４－１０３

前期 火曜日 ２時限 1120431 朝鮮語ⅡＡ（中級コース）（火2限） 彦根 崔　眞善※ ◎Ａ４－１０２

前期 火曜日 ２時限 1120542 ドイツ語ⅠＢ（国際） 彦根 Anja Sliwa※ ◎Ａ１－２０２

前期 火曜日 ２時限 1120562 フランス語ⅠＢ（国際） 彦根 Gilles Fernandez※ ◎Ａ４－２０９

前期 火曜日 ２時限 1120582 中国語ⅠＢ（国際） 彦根 呉　凌非 ◎Ａ４－２０４

前期 火曜日 ２時限 1120602 朝鮮語ⅠＢ（国際） 彦根 松井　聖一郎※ ◎Ａ１－２０３

前期 火曜日 ２時限 1120732 実用英語演習ⅠＡ③（火2限） 彦根 坂本　輝世 ◎Ａ７－１０１

前期 火曜日 ２時限 1120733 実用英語演習ⅠＡ④（火2限） 彦根 真島　アマンダ ◎Ａ４－３０３

前期 火曜日 ２時限 1120734 実用英語演習ⅠＡ⑤（火2限） 彦根 Jean-Baptiste M.B. SANFO ◎Ａ４－２０１

前期 火曜日 ２時限 1120735 実用英語演習ⅠＡ⑥（火2限） 彦根 未定＊

前期 火曜日 ２時限 1120789 日本語基礎（中級）ⅢＡ 彦根 柴川　真由美 ◎Ａ４－３０６

前期 火曜日 ２時限 1130100 情報リテラシー（情報倫理を含む）(人文b) 彦根 亀田　彰喜※ ◎Ａ５－２０１

前期 火曜日 ２時限 1130110 情報リテラシー（情報倫理を含む）(人文c) 彦根 山本　洋紀※ ◎Ａ５－２０２/Ａ５－２０３

前期 火曜日 ２時限 1200190 害虫管理学 彦根 高倉　耕一 ◎Ａ１－３０１

前期 火曜日 ２時限 1201080 環境倫理学/ 彦根 土屋　正春※ ◎Ａ１－２０５

前期 火曜日 ２時限 1201085 環境公正論 彦根 土屋　正春※ ◎Ａ１－２０５

前期 火曜日 ２時限 1300090 科学技術英語（材料） 彦根 徳満　勝久 ◎Ａ４－１０８/Ａ４－２０３/Ａ４－３０２

前期 火曜日 ２時限 1300170 機械システム工学概論 彦根 田邉　裕貴 ◎Ａ２－２０２

前期 火曜日 ２時限 1300840 システム工学 彦根 西岡　靖貴 ◎Ａ５－ＣＡＩ

前期 火曜日 ２時限 1301290 電気電子計測Ⅰ 彦根 作田　健 ◎Ａ２－２０１

前期 火曜日 ２時限 1301610 光エレクトロニクス 彦根 一宮　正義 ◎Ａ３－１０１

前期 火曜日 ２時限 1302150 量子力学概論 彦根 柳澤　淳一 ◎Ａ４－２０５

前期 火曜日 ２時限 1400410 基礎栄養学Ⅱ 彦根 福渡　努 ◎Ａ１－３０２

前期 火曜日 ２時限 1400991 疾病の成り立ちⅢ 彦根 矢野　仁康 ◎Ｅ５－１０１

前期 火曜日 ２時限 1401690 生活デザイン論演習Ⅰ 彦根 森下　あおい ◎Ｄ棟講義室・研究室

前期 火曜日 ２時限 1402000 地域文化演習Ⅱ 彦根 東　幸代 ◎Ｄ棟講義室・研究室

前期 火曜日 ２時限 1402061 チベット語基礎Ⅰ 彦根 棚瀬　慈郎 ◎Ａ４－２０６
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時 間 割 一 覧 表

履修年度： 2021 年度 時間割期間・曜日・時限・講義コード順

時間割期 曜 日 講 義 名 称 キャンパス 教 室 メ モ時 限 隔 週 担 当 教 員

前期 火曜日 ２時限 1403038 モンゴル語ⅡＡ/ 彦根 髙橋　梢※ ◎Ａ１－２０７Ｂ

前期 火曜日 ２時限 1500465 成人看護学 彦根 横井　和美 ◎Ａ３－３０１

前期 火曜日 ２時限 1710235 水利環境論 彦根 皆川　明子 ◎Ｂ５－３０２

前期 火曜日 ２時限 1720030 環境開発論 彦根 高橋　卓也 ◎Ｂ１－１０１

前期 火曜日 ２時限 1760025 高分子固体構造 彦根 竹下　宏樹 ◎Ａ４－１０７

前期 火曜日 ２時限 1780020 音響工学 彦根 坂本　眞一 ◎Ａ４－３０５

前期 火曜日 ２時限 1810600 国際文化論特講F 彦根 河　かおる ◎Ａ１－２０７Ａ

前期 火曜日 ２時限 1854150 実践助産学演習Ⅰ 彦根 古川　洋子 ◎Ｅ４－１０２

      48件
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履修年度： 2021 年度 時間割期間・曜日・時限・講義コード順

時間割期 曜 日 講 義 名 称 キャンパス 教 室 メ モ時 限 隔 週 担 当 教 員

前期 火曜日 ３時限 1110121 英語ⅠＡ（活性化コース）（人文①） 彦根 木村　紀子※ ◎Ａ４－２０２

前期 火曜日 ３時限 1110131 英語ⅠＡ（活性化コース）（人文②） 彦根 香山　恵美※ ◎Ａ４－１０２

前期 火曜日 ３時限 1110141 英語ⅠＡ（活性化コース）（人文③） 彦根 佐久間　思帆※ ◎Ａ４－１０１

前期 火曜日 ３時限 1110361 英語ⅡＡ（応用コース）（人文④） 彦根 Gordon Maclaren※ ◎Ａ４－１０５

前期 火曜日 ３時限 1110371 英語ⅡＡ（応用コース）（人文⑤） 彦根 Karl Hedberg※ ◎Ａ５－３０２

前期 火曜日 ３時限 1110981 初習英語ⅠＡ 彦根 未定＊

前期 火曜日 ３時限 1120091 ドイツ語ⅡＡ（中級コース）（火3限） 彦根 大森　智子※ ◎Ａ４－１０４

前期 火曜日 ３時限 1120201 フランス語ⅡＡ（中級コース）（火3限） 彦根 桂川　久※ ◎Ａ３－２０５

前期 火曜日 ３時限 1120406 中国語ⅡＡ（中級コース）（火3限） 彦根 林　虹※ ◎Ａ４－１０３

前期 火曜日 ３時限 1120441 朝鮮語ⅡＡ（中級コース）（火3限） 彦根 崔　眞善※ ◎Ａ４－２０４

前期 火曜日 ３時限 1120736 実用英語演習ⅠＡ⑦（火3限） 彦根 坂本　輝世 ◎Ａ７－１０２

前期 火曜日 ３時限 1120737 実用英語演習ⅠＡ⑧（火3限） 彦根 真島　アマンダ ◎Ａ５－３０１

前期 火曜日 ３時限 1120738 実用英語演習ⅠＡ⑨（火3限） 彦根 近藤　佑樹 ◎Ａ４－３０２

前期 火曜日 ３時限 1120739 実用英語演習ⅠＡ⑩（火3限） 彦根 Alexandra Jane Burke※ ◎Ａ４－３０３

前期 火曜日 ３時限 1200330 環境会計 彦根 北田　真紀※ ◎Ａ１－３０１

前期 火曜日 ３時限 1200920 環境統計解析学 彦根 籠谷　泰行 ◎Ａ２－２０２

前期 火曜日 ３時限 1200960 環境フィールドワークⅠ 彦根 高田　豊文 ◎Ａ１－１１２/Ａ１－１１３/Ａ１－２０４/Ａ１－２０５

前期 火曜日 ３時限 1201220 建築環境工学演習 彦根 鄭　新源 ◎Ｂ２－１０１/Ａ１－３０２

前期 火曜日 ３時限 1202810 土壌環境物理学 彦根 岩間　憲治 ◎Ａ３－１０５

前期 火曜日 ３時限 1300210 機械システム工学セミナー 彦根 安田　寿彦 ◎Ａ３－３０３

前期 火曜日 ３時限 1300530 基礎力学（電子） 彦根 河﨑　澄 ◎Ａ７－１０１

前期 火曜日 ３時限 1301080 セラミックス材料 彦根 山田　明寛 ◎Ａ４－２０５

前期 火曜日 ３時限 1301490 電力工学Ⅰ 彦根 坂本　眞一 ◎Ａ５－２０２/Ａ５－２０３

前期 火曜日 ３時限 1301900 分析・環境化学実験（材料科学） 彦根 谷本　智史 ◎Ａ４－１０７/Ａ３－１０４

前期 火曜日 ３時限 1401990 地域文化演習Ⅰ 彦根 東　幸代 ◎Ｄ棟講義室・研究室

前期 火曜日 ３時限 1402154 朝鮮語コミュニケーションⅡＢ 彦根 松井　聖一郎※ ◎Ａ１－２０３

前期 火曜日 ３時限 1402284 ドイツ語コミュニケーションⅡＢ 彦根 Anja Sliwa※ ◎Ａ１－２０６Ｂ

前期 火曜日 ３時限 1402904 フランス語コミュニケーションⅡＢ 彦根 Gilles Fernandez※ ◎Ａ４－２０９

前期 火曜日 ３時限 1500165 基礎看護技術Ⅰ 彦根 伊丹　君和 ◎Ａ３－３０１

前期 火曜日 ３時限 1854100 助産学特論Ⅱ 彦根 越山　雅文 ◎Ｅ４－１０２

前期前半 火曜日 ３時限 1401360 消費科学Ⅱ 彦根 松永　伸洋※ ◎Ａ４－２０６

前期前半 火曜日 ３時限 1500214 公衆衛生看護学Ⅰ 彦根 馬場　文 ◎Ａ２－２０１

前期後半 火曜日 ３時限 1402830 服飾造形論 彦根 森下　あおい ◎Ｄ２－３０９

前期後半 火曜日 ３時限 1500215 公衆衛生看護学Ⅱ 彦根 馬場　文 ◎Ａ２－２０１

      36件
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時 間 割 一 覧 表

履修年度： 2021 年度 時間割期間・曜日・時限・講義コード順

時間割期 曜 日 講 義 名 称 キャンパス 教 室 メ モ時 限 隔 週 担 当 教 員

前期 火曜日 ４時限 1120777 日本語基礎（初中級）ⅠＡ 彦根 柴川　真由美 ◎Ａ４－３０６

前期 火曜日 ４時限 1200180 応用微生物学 彦根 入江　俊一 ◎Ａ４－１０５

前期 火曜日 ４時限 1200960 環境フィールドワークⅠ 彦根 高田　豊文 ◎Ａ１－１１２/Ａ１－１１３/Ａ１－２０４/Ａ１－２０５

前期 火曜日 ４時限 1201220 建築環境工学演習 彦根 鄭　新源 ◎Ｂ２－１０１/Ａ１－３０２

前期 火曜日 ４時限 1201790 森林環境学 彦根 野間　直彦 ◎Ａ２－２０２

前期 火曜日 ４時限 1202130 生物資源管理学実験・実習Ⅲ 彦根 杉浦　省三 ◎Ｂ０－２０１

前期 火曜日 ４時限 1300010 アルゴリズムとデータ構造 彦根 砂山　渡 ◎Ａ５－２０２/Ａ５－２０３

前期 火曜日 ４時限 1300030 エネルギー・界面科学 彦根 奥　健夫 ◎Ａ７－１０１

前期 火曜日 ４時限 1300210 機械システム工学セミナー 彦根 安田　寿彦 ◎Ａ３－３０３

前期 火曜日 ４時限 1300400 基礎結晶学 彦根 宮村　弘 ◎Ａ１－３０１

前期 火曜日 ４時限 1301890 分析・環境化学実験（機械システム）/ 彦根 谷本　智史 ◎Ａ４－１０８/Ａ３－１０２

前期 火曜日 ４時限 1301900 分析・環境化学実験（材料科学） 彦根 谷本　智史 ◎Ａ４－１０７/Ａ３－１０４

前期 火曜日 ４時限 1402287 ドイツ語留学対策 彦根 Anja Sliwa※ ◎Ａ１－２０２

前期 火曜日 ４時限 1402540 人間文化論Ａ 彦根 中井　直也 ◎交流センター

前期 火曜日 ４時限 1402907 フランス語留学対策 彦根 Gilles Fernandez※ ◎Ａ１－２０３

前期 火曜日 ４時限 1403039 モンゴル語ⅡＢ/ 彦根 髙橋　梢※ ◎Ａ１－２０７Ｂ

前期 火曜日 ４時限 1403240 家族論 彦根 村上　潔※ ◎Ａ４－２０５

前期 火曜日 ４時限 1500105 解剖生理学Ⅰ 彦根 安原　治 ◎Ａ３－３０１

前期 火曜日 ４時限 1853240 在宅看護学特論Ａ 彦根 新井　香奈子 ◎Ｅ１－２１１

前期前半 火曜日 ４時限 1401360 消費科学Ⅱ 彦根 松永　伸洋※ ◎Ａ４－２０６

前期前半 火曜日 ４時限 1500214 公衆衛生看護学Ⅰ 彦根 馬場　文 ◎Ａ２－２０１

前期後半 火曜日 ４時限 1402830 服飾造形論 彦根 森下　あおい ◎Ｄ２－３０９

前期後半 火曜日 ４時限 1500215 公衆衛生看護学Ⅱ 彦根 馬場　文 ◎Ａ２－２０１

      24件
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時 間 割 一 覧 表

履修年度： 2021 年度 時間割期間・曜日・時限・講義コード順

時間割期 曜 日 講 義 名 称 キャンパス 教 室 メ モ時 限 隔 週 担 当 教 員

前期 火曜日 ５時限 1120461 日本語ⅠＡ 彦根 柴川　真由美 ◎Ａ４－３０６

前期 火曜日 ５時限 1120525 英語ⅢＡ（国際a） 彦根 Antonija Cavcic ◎Ａ４－３０３

前期 火曜日 ５時限 1120528 英語ⅢＢ（国際b） 彦根 坂本　輝世 ◎Ａ４－１０１

前期 火曜日 ５時限 1200810 環境設計Ⅰ 彦根 Jimenez Verdejo Juan Ramon ◎Ａ１－３０２

前期 火曜日 ５時限 1200960 環境フィールドワークⅠ 彦根 高田　豊文 ◎Ａ１－１１２/Ａ１－１１３/Ａ１－２０４/Ａ１－２０５

前期 火曜日 ５時限 1202130 生物資源管理学実験・実習Ⅲ 彦根 杉浦　省三 ◎Ｂ０－２０１

前期 火曜日 ５時限 1203110 法学概論（国際法を含む） 彦根 坂田　雅夫※ ◎Ａ２－２０２

前期 火曜日 ５時限 1300210 機械システム工学セミナー 彦根 安田　寿彦 ◎Ａ３－３０３

前期 火曜日 ５時限 1301890 分析・環境化学実験（機械システム）/ 彦根 谷本　智史 ◎Ａ４－１０８/Ａ３－１０２

前期 火曜日 ５時限 1400070 一般構造 彦根 佐々木　一泰 ◎Ａ４－２０１

前期 火曜日 ５時限 1400330 環琵琶湖文化論実習（人間関係） 彦根 丸山　真央 ◎Ｄ２－３０９

前期 火曜日 ５時限 1400360 環琵琶湖文化論実習（地域文化） 彦根 未定＊ ◎Ｄ棟講義室・研究室/Ａ４－１０３/Ａ４－１０４/Ａ４－３０２

前期 火曜日 ５時限 1402290 道具計画論 彦根 印南　比呂志 ◎Ａ２－２０１

前期 火曜日 ５時限 1402630 比較衣装論 彦根 横田　尚美 ◎Ａ４－２０３

前期 火曜日 ５時限 1500213 公衆衛生学（看護） 彦根 小林　孝子 ◎Ａ３－３０１

前期 火曜日 ５時限 1600390 道徳教育論 彦根 須永　哲思※ ◎Ａ１－３０１

前期 火曜日 ５時限 1853260 在宅看護支援論Ａ 彦根 新井　香奈子 ◎Ｅ１－２１１
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時 間 割 一 覧 表

履修年度： 2021年度 時間割期間・曜日・時限・講義コード順

時間割期 曜 日 講 義 名 称 キャンパス 教 室 メ モ時 限 隔 週 担 当 教 員

前期 水曜日 １時限 1110181英語ⅠＡ（活性化コース）（看護①） 彦根 野瀬　昌彦※ ◎Ａ１－２０５

前期 水曜日 １時限 1110531英語ⅢＡ（充実コース）（人文①） 彦根 西澤　裕一※ ◎Ａ５－３０１

前期 水曜日 １時限 1110541英語ⅢＡ（充実コース）（人文②） 彦根 真田　満※ ◎Ａ１－１１３

前期 水曜日 １時限 1110761英語ⅣＡ（展開コース）（人文③） 彦根 近藤　佑樹 ◎Ａ５－３０２

前期 水曜日 １時限 1110771英語ⅣＡ（展開コース）（人文④） 彦根 真島　アマンダ ◎Ａ４－１０５

前期 水曜日 １時限 1110781英語ⅣＡ（展開コース）（人文⑤） 彦根 坂本　輝世 ◎Ａ４－３０３

前期 水曜日 １時限 1120271中国語ⅠＡ（初級コース）（水1限） 彦根 林　虹※ ◎Ａ４－２０４

前期 水曜日 １時限 1120515英語ⅡＡ（国際a） 彦根 Karl Hedberg※ ◎Ａ３－１０２

前期 水曜日 １時限 1120518英語ⅡＢ（国際b） 彦根 Benjamin John McCracken※ ◎Ａ３－１０５

前期 水曜日 １時限 1130080情報リテラシー（情報倫理を含む）(看護b) 彦根 森　将豪※ ◎Ａ５－２０１

前期 水曜日 １時限 1150011Japan Studies I : Influences of Geography on Culture & Society彦根 倉茂　好匡 ◎Ａ４－３０６

前期 水曜日 １時限 1200160応用統計学Ⅰ 彦根 白木　裕斗 ◎Ａ５－ＣＡＩ

前期 水曜日 １時限 1200270家畜生産生理学/ 彦根 中川　敏法 ◎Ａ７－１０２

前期 水曜日 １時限 1200275家畜生産学 彦根 中川　敏法 ◎Ａ７－１０２

前期 水曜日 １時限 1200730科学英語Ⅰ[環境生態学外書講読] 彦根 小泉　尚嗣 ◎Ｂ棟講義室・研究室

前期 水曜日 １時限 1200820環境設計Ⅱ 彦根 金子　尚志 ◎Ａ１－１１２

前期 水曜日 １時限 1203200ランドスケープデザイン 彦根 村上　修一 ◎Ａ３－２０６

前期 水曜日 １時限 1300340機器分析Ⅰ 彦根 徳満　勝久 ◎Ａ７－１０１

前期 水曜日 １時限 1300510基礎力学（機械システム） 彦根 安田　孝宏 ◎Ａ２－２０１

前期 水曜日 １時限 1300540金属加工学 彦根 橋本　宣慶 ◎Ａ１－２０４

前期 水曜日 １時限 1300890情報通信工学 彦根 岸根　桂路 ◎Ａ１－３０１

前期 水曜日 １時限 1301630微積分Ⅰ（電子） 彦根 杉山　裕介 ◎Ａ１－３０２

前期 水曜日 １時限 1301866プログラミング基礎（機械） 彦根 奥村　進 ◎Ａ５－２０２/Ａ５－２０３/Ｅ５－１０１

前期 水曜日 １時限 1301910分析化学 彦根 秋山　毅 ◎Ａ２－２０２

前期 水曜日 １時限 1400190栄養生化学 彦根 福渡　努 ◎Ａ４－１０２

前期 水曜日 １時限 1400800公衆栄養学 彦根 今井　絵理 ◎Ａ４－１０１

前期 水曜日 １時限 1402320道具デザイン演習Ⅲ 彦根 印南　比呂志 ◎Ｄ６－１０２

前期 水曜日 １時限 1402470人間関係論演習Ⅱ/ 彦根 丸山　真央

前期 水曜日 １時限 1402471人間関係論演習Ⅱ 彦根 丸山　真央 ◎Ｄ棟講義室・研究室

前期 水曜日 １時限 1402624Public Speaking 彦根 John Rippey ◎Ａ４－３０２

前期 水曜日 １時限 1402980文化人類学特論 彦根 棚瀬　慈郎 ◎交流センター

前期 水曜日 １時限 1710260陸面過程論 彦根 大久保　卓也 ◎Ｂ６－２０２/Ａ３－２０５

前期 水曜日 １時限 1720240建築史特論 彦根 髙屋　麻里子 ◎Ａ３－１０６

前期 水曜日 １時限 1720300資源循環と国際貿易 彦根 林　宰司 ◎Ｂ３－３０５

前期 水曜日 １時限 1760030環境機能材料 彦根 北村　千寿 ◎Ａ４－２０３

前期 水曜日 １時限 1770060機械運動論 彦根 呉　志強 ◎Ａ４－２０２

前期 水曜日 １時限 1780130電力エネルギー工学 彦根 乾　義尚 ◎Ａ４－２０１

前期 水曜日 １時限 1850071看護政策論（助産） 彦根 小林　孝子 ◎Ｅ２－１０２

前期前半 水曜日 １時限 1500129看護管理学 彦根 米田　照美 ◎Ａ４－２０５
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時 間 割 一 覧 表

履修年度： 2021 年度 時間割期間・曜日・時限・講義コード順

時間割期 曜 日 講 義 名 称 キャンパス 教 室 メ モ時 限 隔 週 担 当 教 員

前期前半 水曜日 １時限 1500941 薬理学 彦根 天ヶ瀬　紀久子※ ◎Ａ３－３０１
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時 間 割 一 覧 表

履修年度： 2021年度 時間割期間・曜日・時限・講義コード順

時間割期 曜 日 講 義 名 称 キャンパス 教 室 メ モ時 限 隔 週 担 当 教 員

前期 水曜日 ２時限 1110191英語ⅠＡ（活性化コース）（看護②） 彦根 野瀬　昌彦※ ◎Ａ１－２０５

前期 水曜日 ２時限 1110421英語ⅢＡ（充実コース）（環境①） 彦根 市場　史哉※ ◎Ａ４－２０１

前期 水曜日 ２時限 1110431英語ⅢＡ（充実コース）（環境②） 彦根 西澤　裕一※ ◎Ａ３－１０５

前期 水曜日 ２時限 1110441英語ⅢＡ（充実コース）（環境③） 彦根 真田　満※ ◎Ａ１－１１３

前期 水曜日 ２時限 1110661英語ⅣＡ（展開コース）（環境④） 彦根 Jean-Baptiste M.B. SANFO ◎Ａ４－１０３

前期 水曜日 ２時限 1110671英語ⅣＡ（展開コース）（環境⑤） 彦根 近藤　佑樹 ◎Ａ５－３０２

前期 水曜日 ２時限 1110681英語ⅣＡ（展開コース）（環境⑥） 彦根 坂本　輝世 ◎Ａ４－１０２

前期 水曜日 ２時限 1120011ドイツ語ⅠＡ（初級コース）（水2限） 彦根 竹内　一高※ ◎Ａ４－２０３

前期 水曜日 ２時限 1120056ドイツ語ⅠＡ（初級コース）（水2限） 彦根 和田　資康※ ◎Ａ３－２０５

前期 水曜日 ２時限 1120151フランス語ⅠＡ（初級コース）（水2限） 彦根 辻村　暁子※ ◎Ａ４－１０１

前期 水曜日 ２時限 1120281中国語ⅠＡ（初級コース）（水2限） 彦根 唐　楽寧※ ◎Ａ４－２０２

前期 水曜日 ２時限 1120291中国語ⅠＡ（初級コース）（水2限） 彦根 林　虹※ ◎Ａ４－２０４

前期 水曜日 ２時限 1120325中国語ⅠＡ（初級コース）（水2限） 彦根 秋岡　英行※ ◎Ａ３－１０６

前期 水曜日 ２時限 1120411朝鮮語ⅠＡ（初級コース）（水2限） 彦根 呉　賢欄※ ◎Ａ３－２０６

前期 水曜日 ２時限 1120516英語ⅡＢ（国際a） 彦根 Benjamin John McCracken※ ◎Ａ５－３０１

前期 水曜日 ２時限 1120517英語ⅡＡ（国際b） 彦根 Karl Hedberg※ ◎Ａ３－１０２

前期 水曜日 ２時限 1130070情報リテラシー（情報倫理を含む）(看護a) 彦根 森　将豪※ ◎Ａ５－２０１

前期 水曜日 ２時限 1201465サスティナブルデザイン論 彦根 芦澤　竜一 ◎Ａ２－２０１

前期 水曜日 ２時限 1201630社会調査実習（政策） 彦根 平岡　俊一 ◎Ｂ１－１０１

前期 水曜日 ２時限 1201670環境汚染システム論[集水域環境機能論] 彦根 工藤　慎治 ◎Ａ１－２０４

前期 水曜日 ２時限 1301220電気エネルギーシステム工学 彦根 乾　義尚 ◎Ａ４－１０５

前期 水曜日 ２時限 1301390電子システム工学概論 彦根 酒井　道 ◎交流センター

前期 水曜日 ２時限 1301530特殊加工学 彦根 橋本　宣慶 ◎Ａ３－２０１

前期 水曜日 ２時限 1301680微分方程式（機械） 彦根 磯崎　洋※ ◎Ａ４－１０８

前期 水曜日 ２時限 1301867プログラミング基礎（電子） 彦根 砂山　渡 ◎Ａ５－２０２/Ａ５－２０３

前期 水曜日 ２時限 1302020有機化学Ⅱ 彦根 北村　千寿 ◎Ａ１－３０１

前期 水曜日 ２時限 1302040有機化学Ⅳ 彦根 加藤　真一郎 ◎Ａ１－３０２

前期 水曜日 ２時限 1302140流体力学Ⅱ 彦根 南川　久人 ◎Ａ７－１０２

前期 水曜日 ２時限 1400059アジア文化特論Ｃ 彦根 間　永次郎 ◎Ｅ７－１０１

前期 水曜日 ２時限 1400225欧米文化論Ａ 彦根 吉村　淳一 ◎Ｅ７－１０２

前期 水曜日 ２時限 1400610形成論演習 彦根 杉浦　由香里 ◎Ｄ２－３０９

前期 水曜日 ２時限 1400690現代中国論 彦根 横田　祥子 ◎Ｅ５－１０１

前期 水曜日 ２時限 1400930色彩学 彦根 宮本　雅子 ◎Ａ１－１１２

前期 水曜日 ２時限 1401001疾病の成り立ちⅠ 彦根 矢野　仁康 ◎Ｅ５－１０２

前期 水曜日 ２時限 1401120社会調査実習（地域文化、人間関係） 彦根 塚本　礼仁 ◎Ａ４－３０６/Ｄ２－１０２/Ｄ２－３０７

前期 水曜日 ２時限 1401125地域社会調査実習 彦根 塚本　礼仁 ◎Ａ４－３０６/Ｄ２－１０２/Ｄ２－３０７

前期 水曜日 ２時限 1401140社会調査論 彦根 中井　治郎※ ◎Ａ２－２０２

前期 水曜日 ２時限 1402087中国語留学対策 彦根 呉　凌非 ◎Ａ１－２０２

前期 水曜日 ２時限 1402320道具デザイン演習Ⅲ 彦根 印南　比呂志 ◎Ｄ６－１０２
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時 間 割 一 覧 表

履修年度： 2021 年度 時間割期間・曜日・時限・講義コード順

時間割期 曜 日 講 義 名 称 キャンパス 教 室 メ モ時 限 隔 週 担 当 教 員

前期 水曜日 ２時限 1600130 教科教育法Ⅰ（地歴科教育法Ⅰ） 彦根 鎌田　ユリ※ ◎Ａ４－１０４

前期 水曜日 ２時限 1720265 建築論特論 彦根 迫田　正美 ◎Ａ４－３０４

前期 水曜日 ２時限 1720390 廃棄物とリサイクル 彦根 金谷　健 ◎Ｂ１－３０１

前期 水曜日 ２時限 1810510 応用言語学特論B 彦根 Martin Hawkes ◎Ａ１－２０７Ａ

前期 水曜日 ２時限 1820135 服飾デザイン特論A 彦根 森下　あおい ◎Ｄ２－３０１

前期 水曜日 ２時限 1854130 助産診断技術学特論Ⅱ 彦根 古川　洋子 ◎Ｅ４－１０２

前期前半 水曜日 ２時限 1500129 看護管理学 彦根 米田　照美 ◎Ａ４－２０５

前期前半 水曜日 ２時限 1500941 薬理学 彦根 天ヶ瀬　紀久子※ ◎Ａ３－３０１

前期前半 水曜日 ２時限 1750025 研究方法論 彦根 作田　健 ◎Ａ７－１０１

前期後半 水曜日 ２時限 1750030 テクニカルコミュニケーション 彦根 柳澤　淳一 ◎Ａ７－１０１

      52件
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履修年度： 2021年度 時間割期間・曜日・時限・講義コード順

時間割期 曜 日 講 義 名 称 キャンパス 教 室 メ モ時 限 隔 週 担 当 教 員

前期 水曜日 ３時限 1110481英語ⅢＡ（充実コース）（工学①） 彦根 市場　史哉※ ◎Ａ５－３０１

前期 水曜日 ３時限 1110491英語ⅢＡ（充実コース）（工学②） 彦根 真田　満※ ◎Ａ４－１０３

前期 水曜日 ３時限 1110501英語ⅢＡ（充実コース）（工学③） 彦根 出原　健一※ ◎Ａ４－２０１

前期 水曜日 ３時限 1110591英語ⅢＡ（充実コース）（看護①） 彦根 西澤　裕一※ ◎Ａ１－１１２

前期 水曜日 ３時限 1110721英語ⅣＡ（展開コース）（工学④） 彦根 真島　アマンダ ◎Ａ４－２０３

前期 水曜日 ３時限 1110731英語ⅣＡ（展開コース）（工学⑤） 彦根 近藤　佑樹 ◎Ａ７－１０１

前期 水曜日 ３時限 1110811英語ⅣＡ（展開コース）（看護②） 彦根 Jean-Baptiste M.B. SANFO ◎Ａ７－１０２

前期 水曜日 ３時限 1120021ドイツ語ⅠＡ（初級コース）（水3限） 彦根 和田　資康※ ◎Ａ４－１０１

前期 水曜日 ３時限 1120031ドイツ語ⅠＡ（初級コース）（水3限） 彦根 竹内　一高※ ◎Ａ５－３０２

前期 水曜日 ３時限 1120131フランス語ⅠＡ（初級コース）（水3限） 彦根 辻村　暁子※ ◎Ａ１－２０５

前期 水曜日 ３時限 1120161フランス語ⅠＡ（初級コース）（水3限） 彦根 桂川　久※ ◎Ａ１－２０４

前期 水曜日 ３時限 1120311中国語ⅠＡ（初級コース）（水3限） 彦根 桜木　陽子※ ◎Ａ４－１０２

前期 水曜日 ３時限 1120321中国語ⅠＡ（初級コース）（水3限） 彦根 秋岡　英行※ ◎Ａ１－１１３

前期 水曜日 ３時限 1120421朝鮮語ⅠＡ（初級コース）（水3限） 彦根 呉　賢欄※ ◎Ａ３－２０６

前期 水曜日 ３時限 1120526英語ⅢＢ（国際a） 彦根 坂本　輝世 ◎Ａ４－３０３

前期 水曜日 ３時限 1120527英語ⅢＡ（国際b） 彦根 Antonija Cavcic ◎Ａ４－３０２

前期 水曜日 ３時限 1120773日本語基礎（初級）ⅡＡ 彦根 柴川　真由美 ◎Ａ４－３０６

前期 水曜日 ３時限 1200250河川環境学/ 彦根 小泉　尚嗣 ◎Ａ３－１０１

前期 水曜日 ３時限 1200255環境地下水学 彦根 小泉　尚嗣 ◎Ａ３－１０１

前期 水曜日 ３時限 1201060環境マネジメント演習 彦根 高橋　卓也 ◎Ａ５－ＣＡＩ

前期 水曜日 ３時限 1202160生物資源管理学実験・実習Ⅵ 彦根 高倉　耕一 ◎Ｂ０－２０１

前期 水曜日 ３時限 1202340設計演習Ⅰ 彦根 白井　宏昌 ◎Ｂ１－２０２

前期 水曜日 ３時限 1202360設計演習Ⅲ 彦根 芦澤　竜一 ◎Ｂ１－３０２

前期 水曜日 ３時限 1202660地域調査法 彦根 香川　雄一 ◎Ａ１－３０２

前期 水曜日 ３時限 1202780土壌環境化学 彦根 飯村　康夫 ◎Ａ３－３０１

前期 水曜日 ３時限 1203150水環境政策論 彦根 井手　慎司 ◎Ａ４－２０５

前期 水曜日 ３時限 1203240環境疫学[陸域環境機能論] 彦根 肥田　嘉文 ◎Ａ３－２０２

前期 水曜日 ３時限 1300732材料科学実験Ⅰ 彦根 秋山　毅 ◎Ｃ１－２０２

前期 水曜日 ３時限 1400067アジア文献講読Ｃ 彦根 横田　祥子 ◎Ｄ４－３０３

前期 水曜日 ３時限 1400107英米文学概論 彦根 山本　薫 ◎Ａ３－１０５

前期 水曜日 ３時限 1400570近代デザイン史 彦根 佐々木　一泰 ◎Ｅ７－１０１

前期 水曜日 ３時限 1400632言語接触論 彦根 呉　凌非 ◎Ａ１－３０１

前期 水曜日 ３時限 1402157朝鮮語留学対策 彦根 崔　眞善※ ◎Ａ１－２０６Ｂ

前期 水曜日 ３時限 1402500人間形成論/ 彦根 木村　裕 ◎Ａ２－２０１

前期 水曜日 ３時限 1402501人間形成論Ａ 彦根 木村　裕 ◎Ａ２－２０１

前期 水曜日 ３時限 1402520人間工学実習 彦根 森下　あおい ◎Ｄ６－１０３

前期 水曜日 ３時限 1402530人間行動論 彦根 髙梨　克也 ◎Ｅ５－１０１

前期 水曜日 ３時限 1710110植物遺伝資源論 彦根 清水　顕史 ◎Ｂ６－２０２

前期 水曜日 ３時限 1720210建築技術特論 彦根 陶器　浩一 ◎Ａ４－３０４
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時 間 割 一 覧 表

履修年度： 2021 年度 時間割期間・曜日・時限・講義コード順

時間割期 曜 日 講 義 名 称 キャンパス 教 室 メ モ時 限 隔 週 担 当 教 員

前期 水曜日 ３時限 1810570 国際文化論特講C 彦根 棚瀬　慈郎 ◎Ａ１－１０８
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時 間 割 一 覧 表

履修年度： 2021 年度 時間割期間・曜日・時限・講義コード順

時間割期 曜 日 講 義 名 称 キャンパス 教 室 メ モ時 限 隔 週 担 当 教 員

前期 水曜日 ４時限 隔週Ａ 1403100 量的データ解析論Ⅰ 彦根 西岡　暁廣※ ◎Ａ５－２０２/Ａ５－２０３/Ｄ２－１０１

前期 水曜日 ４時限 1110601 英語ⅢＡ（充実コース）（看護②） 彦根 市場　史哉※ ◎Ａ５－３０１

前期 水曜日 ４時限 1110801 英語ⅣＡ（展開コース）（看護①） 彦根 Jean-Baptiste M.B. SANFO ◎Ａ７－１０２

前期 水曜日 ４時限 1120041 ドイツ語ⅠＡ（初級コース）（水4限） 彦根 和田　資康※ ◎Ａ４－１０１

前期 水曜日 ４時限 1120051 ドイツ語ⅠＡ（初級コース）（水4限） 彦根 竹内　一高※ ◎Ａ５－３０２

前期 水曜日 ４時限 1120141 フランス語ⅠＡ（初級コース）（水4限） 彦根 辻村　暁子※ ◎Ａ１－２０５

前期 水曜日 ４時限 1120251 中国語ⅠＡ（初級コース）（水4限） 彦根 桜木　陽子※ ◎Ａ４－１０２

前期 水曜日 ４時限 1120425 朝鮮語ⅠＡ（初級コース）（水4限） 彦根 呉　賢欄※ ◎Ａ３－２０６

前期 水曜日 ４時限 1120779 日本語基礎（初中級）ⅡＡ 彦根 柴川　真由美 ◎Ａ４－３０６

前期 水曜日 ４時限 1200290 環境・建築デザイン概論 彦根 髙屋　麻里子 ◎Ａ４－２０５

前期 水曜日 ４時限 1200800 環境生物学実験Ｂ 彦根 西田　隆義 ◎Ａ３－２０４

前期 水曜日 ４時限 1200910地球科学実験（コンピュータ活用含む）[環境地球科学実験]彦根 後藤　直成 ◎Ａ３－３０３

前期 水曜日 ４時限 1201930 政策計画演習Ⅰ 彦根 瀧　健太郎 ◎Ａ１－３０２

前期 水曜日 ４時限 1202160 生物資源管理学実験・実習Ⅵ 彦根 高倉　耕一 ◎Ｂ０－２０１

前期 水曜日 ４時限 1202190 生物資源管理学実験・実習Ⅸ 彦根 大久保　卓也 ◎Ｂ８－ＬＡＢ

前期 水曜日 ４時限 1202340 設計演習Ⅰ 彦根 白井　宏昌 ◎Ｂ１－２０２

前期 水曜日 ４時限 1202360 設計演習Ⅲ 彦根 芦澤　竜一 ◎Ｂ１－３０２

前期 水曜日 ４時限 1300732 材料科学実験Ⅰ 彦根 秋山　毅 ◎Ｃ１－２０２

前期 水曜日 ４時限 1301690 微分方程式（材料） 彦根 磯崎　洋※ ◎Ａ３－３０１

前期 水曜日 ４時限 1400058 アジア文化特論Ｂ 彦根 河　かおる ◎Ａ１－２０３

前期 水曜日 ４時限 1400063 アジア文化論Ｃ 彦根 間　永次郎 ◎Ａ１－３０１

前期 水曜日 ４時限 1400340 環琵琶湖文化論実習（生活デザイン） 彦根 森下　あおい ◎Ｄ２－３０９/Ｄ棟講義室・研究室

前期 水曜日 ４時限 1400361 環琵琶湖文化論実習（国際） 彦根 棚瀬　慈郎 ◎Ａ１－１１２/Ａ１－１１３

前期 水曜日 ４時限 1400710 現場心理学 彦根 松嶋　秀明 ◎Ａ４－２０１

前期 水曜日 ４時限 1402300 道具デザイン演習Ⅰ 彦根 南　政宏 ◎Ｄ３－３０１

前期 水曜日 ４時限 1402520 人間工学実習 彦根 森下　あおい ◎Ｄ６－１０３

前期 水曜日 ４時限 1600190 教科教育法Ⅱ（社会科教育法Ⅱ） 彦根 福井　雅英 ◎Ａ４－２１０

前期 水曜日 ４時限 1710150 生産環境管理論 彦根 高倉　耕一 ◎Ｂ６－２０２
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履修年度： 2021年度 時間割期間・曜日・時限・講義コード順

時間割期 曜 日 講 義 名 称 キャンパス 教 室 メ モ時 限 隔 週 担 当 教 員

前期 水曜日 ５時限 隔週Ａ 1403100量的データ解析論Ⅰ 彦根 西岡　暁廣※ ◎Ａ５－２０２/Ａ５－２０３

前期 水曜日 ５時限 1120481日本語ⅢＡ 彦根 柴川　真由美 ◎Ａ４－３０６

前期 水曜日 ５時限 1200710環境生態学演習Ⅰ 彦根 伴　修平 ◎Ｂ棟講義室・研究室

前期 水曜日 ５時限 1200800環境生物学実験Ｂ 彦根 西田　隆義 ◎Ａ３－２０４

前期 水曜日 ５時限 1200910地球科学実験（コンピュータ活用含む）[環境地球科学実験]彦根 後藤　直成 ◎Ａ３－３０３

前期 水曜日 ５時限 1201950政策計画演習Ⅲ 彦根 白木　裕斗 ◎Ｂ棟講義室・研究室

前期 水曜日 ５時限 1201963政策計画演習Ⅳ 彦根 未定＊

前期 水曜日 ５時限 1202190生物資源管理学実験・実習Ⅸ 彦根 大久保　卓也 ◎Ｂ８－ＬＡＢ

前期 水曜日 ５時限 1202340設計演習Ⅰ 彦根 白井　宏昌 ◎Ｂ１－２０２

前期 水曜日 ５時限 1202360設計演習Ⅲ 彦根 芦澤　竜一 ◎Ｂ１－３０２

前期 水曜日 ５時限 1400061アジア文化論Ａ 彦根 Borjigin Burensain ◎Ａ１－２０５

前期 水曜日 ５時限 1401340生涯学習論 彦根 原　未来 ◎Ａ４－２０５

前期 水曜日 ５時限 1402170朝鮮地域文化特論 彦根 安田　純也※ ◎Ａ３－１０５

前期 水曜日 ５時限 1402300道具デザイン演習Ⅰ 彦根 南　政宏 ◎Ｄ３－３０１

前期 水曜日 ５時限 1600110教科教育法Ⅰ（公民科教育法Ⅰ） 彦根 西村　太志※ ◎Ａ４－３０２

前期 水曜日 ５時限 1810260地域文化遺産調査・情報論 彦根 石川　慎治 ◎Ｄ６－１０５

前期 水曜日 ５時限 1810550国際文化論特講A 彦根 吉村　淳一 ◎Ａ１－２０７Ｂ

前期 水曜日 ５時限 1850017看護英語論文入門（助産） 彦根 安原　治 ◎Ｅ２－２０２
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時間割期 曜 日 講 義 名 称 キャンパス 教 室 メ モ時 限 隔 週 担 当 教 員

前期 木曜日 １時限 1110041 英語ⅠＡ（活性化コース）（環境④） 彦根 西澤　裕一※ ◎Ａ４－３０３

前期 木曜日 １時限 1110051 英語ⅠＡ（活性化コース）（環境⑤） 彦根 関　初海※ ◎Ａ５－３０２

前期 木曜日 １時限 1110061 英語ⅠＡ（活性化コース）（環境⑥） 彦根 近藤　佑樹 ◎Ａ５－３０１

前期 木曜日 １時限 1110221 英語ⅡＡ（応用コース）（環境①） 彦根 Jean-Baptiste M.B. SANFO ◎Ａ４－３０２

前期 木曜日 １時限 1110231 英語ⅡＡ（応用コース）（環境②） 彦根 Ashley Stevens※ ◎Ａ１－２０４

前期 木曜日 １時限 1110241 英語ⅡＡ（応用コース）（環境③） 彦根 真島　アマンダ ◎Ａ１－１１２

前期 木曜日 １時限 1120505 英語ⅠＡ（国際a） 彦根 山本　薫 ◎Ａ３－１０２

前期 木曜日 １時限 1120508 英語ⅠＢ（国際b） 彦根 中谷　博美 ◎Ａ３－１０５

前期 木曜日 １時限 1130130 情報リテラシー（情報倫理を含む）(電子) 彦根 宮城　茂幸 ◎Ａ５－２０２/Ａ５－２０３

前期 木曜日 １時限 1200890 地球科学Ⅰ[環境地球科学Ⅰ] 彦根 堂満　華子 ◎交流センター

前期 木曜日 １時限 1201880 水質管理学 彦根 須戸　幹 ◎Ａ３－２０５

前期 木曜日 １時限 1202850 日本建築史 彦根 髙屋　麻里子 ◎Ａ２－２０２

前期 木曜日 １時限 1300370 基礎化学（機械） 彦根 金岡　鐘局 ◎Ａ２－２０１

前期 木曜日 １時限 1300380 基礎化学（材料） 彦根 北村　千寿 ◎Ａ１－３０２

前期 木曜日 １時限 1300901 通信情報理論 彦根 酒井　道 ◎Ａ７－１０１

前期 木曜日 １時限 1301560 熱力学Ⅱ 彦根 山根　浩二 ◎Ａ７－１０２

前期 木曜日 １時限 1400093 English Lecture C 彦根 Antonija Cavcic ◎Ａ１－３０１

前期 木曜日 １時限 1401420 食品学総論 彦根 佐野　光枝 ◎Ａ４－１０１

前期 木曜日 １時限 1401480 食品微生物学 彦根 畑山　翔 ◎Ａ４－１０２

前期 木曜日 １時限 1402260 デッサン法 彦根 冨原　仁美※ ◎Ｄ３－３０１

前期 木曜日 １時限 1402460 人間関係論演習Ⅰ 彦根 丸山　真央 ◎Ｄ棟講義室・研究室

前期 木曜日 １時限 1403140 臨床栄養学Ⅱ 彦根 辰巳　佐和子 ◎Ａ１－１１３

前期 木曜日 １時限 1500998 老年看護学演習 彦根 松井　宏樹 ◎Ａ４－２０５

前期 木曜日 １時限 1600700 公衆衛生看護管理論 彦根 小林　孝子 ◎Ｅ７－１０２

前期 木曜日 １時限 1720200 居住環境工学 彦根 鄭　新源 ◎Ｂ２－１０１

前期 木曜日 １時限 1770110 混相流工学 彦根 南川　久人 ◎Ａ４－２０１

前期 木曜日 １時限 1780190 ヒューマンコンピュータインタラクション 彦根 砂山　渡 ◎Ａ５－２０１

前期 木曜日 １時限 1810560 国際文化論特講B 彦根 橋本　周子 ◎Ａ１－２０７Ｂ

前期 木曜日 １時限 1820236 住環境デザイン特論B 彦根 藤木　庸介 ◎Ｄ４－３０３

前期 木曜日 １時限 1854110 助産学特論Ⅲ 彦根 岩谷　久美子 ◎Ｅ４－１０２

前期前半 木曜日 １時限 1500223 在宅看護学概論 彦根 新井　香奈子 ◎Ａ３－３０１

前期後半 木曜日 １時限 1500847 精神看護学概論 彦根 甘佐　京子 ◎Ａ３－３０１
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時間割期 曜 日 講 義 名 称 キャンパス 教 室 メ モ時 限 隔 週 担 当 教 員

前期 木曜日 ２時限 1110081英語ⅠＡ（活性化コース）（工学②） 彦根 西澤　裕一※ ◎Ａ４－３０３

前期 木曜日 ２時限 1110091英語ⅠＡ（活性化コース）（工学③） 彦根 関　初海※ ◎Ａ５－３０２

前期 木曜日 ２時限 1110101英語ⅠＡ（活性化コース）（工学④） 彦根 香山　恵美※ ◎Ａ４－１０１

前期 木曜日 ２時限 1110281英語ⅡＡ（応用コース）（工学①） 彦根 近藤　佑樹 ◎Ａ５－３０１

前期 木曜日 ２時限 1110321英語ⅡＡ（応用コース）（工学⑤） 彦根 Ashley Stevens※ ◎Ａ１－２０４

前期 木曜日 ２時限 1110991初習英語ⅡＡ 彦根 未定＊

前期 木曜日 ２時限 1120506英語ⅠＢ（国際a） 彦根 中谷　博美 ◎Ａ３－１０５

前期 木曜日 ２時限 1120507英語ⅠＡ（国際b） 彦根 山本　薫 ◎Ａ３－１０２

前期 木曜日 ２時限 1150012Japan Studies II : Japanese politics and diplomacy I彦根 Benjamin John McCracken※ ◎Ａ４－３０６

前期 木曜日 ２時限 1201180経済学Ⅱ（国際経済を含む） 彦根 村上　一真 ◎Ａ２－２０２

前期 木曜日 ２時限 1201200建築一般構造 彦根 黒川　直樹※ ◎Ｅ５－１０２

前期 木曜日 ２時限 1201360構造力学Ⅰ（建築デザイン） 彦根 永井　拓生 ◎Ａ７－１０２

前期 木曜日 ２時限 1201740植物資源管理学 彦根 泉　泰弘 ◎Ａ１－２０５

前期 木曜日 ２時限 1201860微生物機能論[水域物質循環論] 彦根 細井　祥子 ◎Ａ３－２０５

前期 木曜日 ２時限 1202400専門外書講読Ⅰ 彦根 入江　俊一 ◎Ｂ棟講義室・研究室

前期 木曜日 ２時限 1202640地域システム論 彦根 和田　有朗 ◎Ａ１－１１３

前期 木曜日 ２時限 1202760都市・地域計画 彦根 轟　慎一 ◎Ｅ５－１０１

前期 木曜日 ２時限 1300080科学技術英語（電子） 彦根 砂山　渡 ◎Ａ１－３０２

前期 木曜日 ２時限 1300350機器分析Ⅱ 彦根 谷本　智史 ◎Ａ２－２０１

前期 木曜日 ２時限 1300570計測工学 彦根 田中　昂 ◎Ａ４－１０４

前期 木曜日 ２時限 1300780材料力学Ⅰ（機械） 彦根 田邉　裕貴 ◎Ａ７－１０１

前期 木曜日 ２時限 1300791材料力学 彦根 和泉　遊以 ◎Ａ４－１０８

前期 木曜日 ２時限 1300940数値解析 彦根 安田　孝宏 ◎Ａ３－１０１

前期 木曜日 ２時限 1301570パワーエレクトロニクス 彦根 乾　義尚 ◎Ａ４－２０３

前期 木曜日 ２時限 1301700微分方程式（電子） 彦根 岩塚　明※ ◎Ａ４－１０７

前期 木曜日 ２時限 1400013Discussion & Debate 彦根 Peter Sterlacci※ ◎Ａ４－２０２

前期 木曜日 ２時限 1400088インテリアコーディネート概説 彦根 藤木　庸介 ◎Ａ４－２０１

前期 木曜日 ２時限 1400350環琵琶湖文化論実習（生活栄養） 彦根 遠藤　弘史 ◎Ｄ棟講義室・研究室/Ａ４－２０９

前期 木曜日 ２時限 1400370漢文講読 彦根 木村　可奈子 ◎Ａ４－２０６

前期 木曜日 ２時限 1400740考古学 彦根 佐藤　亜聖 ◎Ａ１－３０１

前期 木曜日 ２時限 1401190社会問題の社会学 彦根 中村　好孝 ◎Ｅ７－１０１

前期 木曜日 ２時限 1402083中国語コミュニケーションⅡＡ 彦根 Borjigin Burensain ◎Ａ１－２０７Ａ

前期 木曜日 ２時限 1402153朝鮮語コミュニケーションⅡＡ 彦根 河　かおる ◎Ａ１－２０６Ｂ

前期 木曜日 ２時限 1402260デッサン法 彦根 冨原　仁美※ ◎Ｄ３－３０１

前期 木曜日 ２時限 1402283ドイツ語コミュニケーションⅡＡ 彦根 吉村　淳一 ◎Ａ１－２０２

前期 木曜日 ２時限 1402705地域と経済 彦根 秋山　道雄※ ◎Ａ１－１１２

前期 木曜日 ２時限 1402741美術史実習 彦根 亀井　若菜 ◎Ｄ２－３０１

前期 木曜日 ２時限 1402860服飾デザイン演習Ⅰ 彦根 森下　あおい ◎Ｄ６－１０３

前期 木曜日 ２時限 1402903フランス語コミュニケーションⅡＡ 彦根 橋本　周子 ◎Ａ１－２０３
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履修年度： 2021 年度 時間割期間・曜日・時限・講義コード順

時間割期 曜 日 講 義 名 称 キャンパス 教 室 メ モ時 限 隔 週 担 当 教 員

前期 木曜日 ２時限 1403270 地域計画概論 彦根 萩原　和 ◎Ａ４－３０２

前期 木曜日 ２時限 1500062 母性看護学 彦根 渡邊　友美子 ◎Ａ３－３０１

前期 木曜日 ２時限 1500083 家族看護学 彦根 大脇　万起子 ◎Ａ４－２０５

前期 木曜日 ２時限 1500734 人間看護学概論 彦根 本田　可奈子 ◎交流センター

前期 木曜日 ２時限 1600700 公衆衛生看護管理論 彦根 小林　孝子 ◎Ｅ７－１０２

前期 木曜日 ２時限 1720190 環境造形特論 彦根 金子　尚志 ◎Ａ４－３０５

前期 木曜日 ２時限 1760280 非晶質無機材料 彦根 山田　明寛 ◎Ａ３－２０２

前期 木曜日 ２時限 1770160 動的システム論 彦根 大浦　靖典 ◎Ａ４－１０３

前期 木曜日 ２時限 1780050 荷電粒子ビーム工学 彦根 柳澤　淳一 ◎Ａ４－２０７

前期 木曜日 ２時限 1810030 アジア考古学Ｂ 彦根 金　宇大 ◎Ａ４－１０２

前期 木曜日 ２時限 1820440 比較行動論特講 彦根 上野　有理 ◎Ａ３－２０１

前期 木曜日 ２時限 1853060 慢性看護支援論Ａ 彦根 横井　和美 ◎Ｅ２－１０２

前期 木曜日 ２時限 1854090 助産学特論Ⅰ 彦根 古川　洋子 ◎Ｅ４－１０２
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時間割期 曜 日 講 義 名 称 キャンパス 教 室 メ モ時 限 隔 週 担 当 教 員

前期 木曜日 ３時限 隔週Ａ 1500121 看護英語 彦根 安原　治 ◎Ｅ７－１０１

前期 木曜日 ３時限 隔週Ｂ 1500142 看護キャリアデザイン論 彦根 横井　和美 ◎Ｅ５－１０２

前期 木曜日 ３時限 1110151 英語ⅠＡ（活性化コース）（人文④） 彦根 西澤　裕一※ ◎Ａ４－３０３

前期 木曜日 ３時限 1110161 英語ⅠＡ（活性化コース）（人文⑤） 彦根 関　初海※ ◎Ａ５－３０２

前期 木曜日 ３時限 1110331 英語ⅡＡ（応用コース）（人文①） 彦根 Jean-Baptiste M.B. SANFO ◎Ａ５－３０１

前期 木曜日 ３時限 1110341 英語ⅡＡ（応用コース）（人文②） 彦根 真島　アマンダ ◎Ａ４－３０２

前期 木曜日 ３時限 1110351 英語ⅡＡ（応用コース）（人文③） 彦根 Ashley Stevens※ ◎Ａ１－２０４

前期 木曜日 ３時限 1120541 ドイツ語ⅠＡ（国際） 彦根 吉村　淳一 ◎Ａ１－２０２

前期 木曜日 ３時限 1120561 フランス語ⅠＡ（国際） 彦根 橋本　周子 ◎Ａ１－２０７Ａ

前期 木曜日 ３時限 1120581 中国語ⅠＡ（国際） 彦根 Borjigin Burensain ◎Ａ１－１１２

前期 木曜日 ３時限 1120601 朝鮮語ⅠＡ（国際） 彦根 河　かおる ◎Ａ１－２０３

前期 木曜日 ３時限 1120632 Integrated English a 彦根 Peter Sterlacci※ ◎Ａ１－２０５

前期 木曜日 ３時限 1120783 日本語基礎（初中級）ⅣＡ 彦根 上野山　愛弥※ ◎Ａ４－３０６

前期 木曜日 ３時限 1130060 情報リテラシー（情報倫理を含む）(材料) 彦根 山本　洋紀※ ◎Ａ５－２０２/Ａ５－２０３

前期 木曜日 ３時限 1201110 基礎数学Ⅰ 彦根 清瀬　周※ ◎Ａ２－２０２

前期 木曜日 ３時限 1201830 水域環境学・同実験 彦根 伴　修平 ◎Ｂ０－２０１

前期 木曜日 ３時限 1202180 生物資源管理学実験・実習Ⅷ 彦根 須戸　幹 ◎Ｂ０－１０１

前期 木曜日 ３時限 1300190 機械システム工学実験Ⅰ/ 彦根 和泉　遊以 ◎Ｃ１－１０２

前期 木曜日 ３時限 1300195 機械工学基礎実験 彦根 和泉　遊以 ◎Ｃ１－１０２

前期 木曜日 ３時限 1300732 材料科学実験Ⅰ 彦根 秋山　毅 ◎Ｃ１－２０２

前期 木曜日 ３時限 1301091 線形代数Ⅰ（電子） 彦根 門脇　光輝 ◎Ａ１－３０１

前期 木曜日 ３時限 1301420 電子システム工学実験Ⅲ 彦根 酒井　道 ◎Ｃ７－３０１/Ａ５－２０１/Ｃ７－３０２/Ｃ７－３０３/Ｃ７－３０４

前期 木曜日 ３時限 1301620 微積分Ⅰ（機械） 彦根 岩塚　明※ ◎Ａ１－３０２

前期 木曜日 ３時限 1400224 欧米文化特論Ｄ 彦根 John Rippey ◎Ａ１－１１３

前期 木曜日 ３時限 1400560 近世近江論 彦根 東　幸代 ◎Ａ７－１０１

前期 木曜日 ３時限 1400741 考古学実習Ⅰ 彦根 佐藤　亜聖 ◎Ｄ３－１０１

前期 木曜日 ３時限 1402201 地理学実習Ⅰ 彦根 塚本　礼仁 ◎Ｄ２－１０２

前期 木曜日 ３時限 1402860 服飾デザイン演習Ⅰ 彦根 森下　あおい ◎Ｄ６－１０３

前期 木曜日 ３時限 1500212 健康教育論 彦根 馬場　文 ◎Ａ２－２０１

前期 木曜日 ３時限 1500311 疾病論Ⅰ 彦根 横井　和美 ◎Ａ３－３０１

前期 木曜日 ３時限 1710130 森林生態学特論 彦根 野間　直彦 ◎Ｂ４－３０３

前期 木曜日 ３時限 1810090 環琵琶湖保存修景計画論Ａ/ 彦根 石川　慎治 ◎Ｄ２－３０２

前期 木曜日 ３時限 1810095 環琵琶湖保存修景計画論 彦根 石川　慎治 ◎Ｄ６－１０５

前期 木曜日 ３時限 1810160 社会学特論Ｂ 彦根 櫻井　悟史 ◎Ａ４－２０７

前期 木曜日 ３時限 1820392 社会学特講Ｂ 彦根 中村　好孝 ◎Ａ４－２０６

前期 木曜日 ３時限 1853040 慢性看護学特論Ａ 彦根 横井　和美 ◎Ｅ２－１０２

前期 木曜日 ３時限 1854030 周産期包括支援特論 彦根 古川　洋子 ◎Ｅ４－１０２

前期前半 木曜日 ３時限 1500125 生化学 彦根 若林　保良※ ◎Ａ４－２０５

前期後半 木曜日 ３時限 1600720 公衆衛生看護学演習 彦根 川口　恭子 ◎Ｅ５－１０１

   1/
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時 間 割 一 覧 表

履修年度： 2021 年度 時間割期間・曜日・時限・講義コード順

時間割期 曜 日 講 義 名 称 キャンパス 教 室 メ モ時 限 隔 週 担 当 教 員

前期 木曜日 ４時限 隔週Ａ 1500842 ホリスティックケア論 彦根 糸島　陽子 ◎Ｅ３－１０１

前期 木曜日 ４時限 隔週Ｂ 1500161 看護トピックス 彦根 下通　友美 ◎Ｅ７－１０２

前期 木曜日 ４時限 1120633 Integrated English b 彦根 Peter Sterlacci※ ◎Ａ１－２０５

前期 木曜日 ４時限 1120787 日本語基礎（中級）ⅡＡ 彦根 上野山　愛弥※ ◎Ａ４－３０６

前期 木曜日 ４時限 1130050 情報リテラシー（情報倫理を含む）(機械） 彦根 西門　秀人※ ◎Ａ５－２０２/Ａ５－２０３

前期 木曜日 ４時限 1200790 環境生物学実験Ａ 彦根 西田　隆義 ◎Ａ３－２０４

前期 木曜日 ４時限 1201010 環境物理学実験（コンピュータ活用を含む） 彦根 岩間　憲治 ◎Ａ３－３０３

前期 木曜日 ４時限 1201830 水域環境学・同実験 彦根 伴　修平 ◎Ｂ０－２０１

前期 木曜日 ４時限 1202180 生物資源管理学実験・実習Ⅷ 彦根 須戸　幹 ◎Ｂ０－１０１

前期 木曜日 ４時限 1202880 農業経済学 彦根 加藤　恵里 ◎Ａ１－１１２

前期 木曜日 ４時限 1300190 機械システム工学実験Ⅰ/ 彦根 和泉　遊以 ◎Ｃ１－１０２

前期 木曜日 ４時限 1300195 機械工学基礎実験 彦根 和泉　遊以 ◎Ｃ１－１０２

前期 木曜日 ４時限 1300390 基礎化学（電子） 彦根 谷本　智史 ◎Ａ１－３０１

前期 木曜日 ４時限 1300520 基礎力学（材料） 彦根 呉　志強 ◎Ａ２－２０２

前期 木曜日 ４時限 1300732 材料科学実験Ⅰ 彦根 秋山　毅 ◎Ｃ１－２０２

前期 木曜日 ４時限 1301420 電子システム工学実験Ⅲ 彦根 酒井　道 ◎Ｃ７－３０１/Ａ５－２０１/Ｃ７－３０２/Ｃ７－３０３/Ｃ７－３０４

前期 木曜日 ４時限 1400634 英語学基礎 彦根 小熊　猛 ◎Ａ３－２０２

前期 木曜日 ４時限 1400730 考現学概論 彦根 徐　慧 ◎Ａ７－１０２

前期 木曜日 ４時限 1400741 考古学実習Ⅰ 彦根 佐藤　亜聖 ◎Ｄ３－１０１

前期 木曜日 ４時限 1400900 古文書演習Ⅱ 彦根 東　幸代 ◎Ｄ３－３０５/Ａ７－１０１

前期 木曜日 ４時限 1400981 Introduction to Academic English彦根 John Rippey ◎Ａ１－３０２

前期 木曜日 ４時限 1401040 社会学演習 彦根 中村　好孝 ◎Ｄ２－３０９/Ａ１－１１３

前期 木曜日 ４時限 1401210 住環境設計演習Ⅰ 彦根 佐々木　一泰 ◎Ｄ６－１０４

前期 木曜日 ４時限 1401542 生活栄養論演習Ⅱａ 彦根 矢野　仁康 ◎Ｄ棟講義室・研究室

前期 木曜日 ４時限 1401545 生活栄養論演習Ⅱｂ（前期） 彦根 中井　直也 ◎Ｄ棟講義室・研究室

前期 木曜日 ４時限 1402201 地理学実習Ⅰ 彦根 塚本　礼仁 ◎Ｄ２－１０２

前期 木曜日 ４時限 1402732 美術史Ｂ 彦根 亀井　若菜 ◎Ａ２－２０１

前期 木曜日 ４時限 1402880 服飾デザイン演習Ⅲ 彦根 森下　あおい ◎Ｄ６－１０３

前期 木曜日 ４時限 1500167 基礎看護技術Ⅲ 彦根 伊丹　君和 ◎Ａ３－３０１

前期 木曜日 ４時限 1810100 環琵琶湖保存修景計画論Ｂ/ 彦根 萩原　和 ◎Ｄ２－３０２

前期 木曜日 ４時限 1810105 地域計画特論 彦根 萩原　和 ◎Ｄ２－３０２

前期 木曜日 ４時限 1810540 英文学特論 彦根 山本　薫 ◎Ａ１－２０６Ａ

前期 木曜日 ４時限 1850091 看護倫理（助産） 彦根 糸島　陽子 ◎Ｅ３－２１０

前期前半 木曜日 ４時限 1500125 生化学 彦根 若林　保良※ ◎Ａ４－２０５

前期前半 木曜日 ４時限 1600690 公衆衛生看護学Ⅲ 彦根 馬場　文 ◎Ｅ５－１０１

前期後半 木曜日 ４時限 1600720 公衆衛生看護学演習 彦根 川口　恭子 ◎Ｅ５－１０１
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時 間 割 一 覧 表

履修年度： 2021年度 時間割期間・曜日・時限・講義コード順

時間割期 曜 日 講 義 名 称 キャンパス 教 室 メ モ時 限 隔 週 担 当 教 員

前期 木曜日 ５時限 1120471日本語ⅡＡ 彦根 柴川　真由美 ◎Ａ４－３０６

前期 木曜日 ５時限 1120771日本語基礎（初級）ⅠＡ 彦根 上野山　愛弥※ ◎Ａ４－３０５

前期 木曜日 ５時限 1170050システム思考法 彦根 田口　真太郎※ ◎Ａ４－３０３

前期 木曜日 ５時限 1200650環境職能論 彦根 鄭　新源 ◎Ａ１－３０２

前期 木曜日 ５時限 1200661環境心理学 彦根 佐々木　和之※ ◎Ａ４－３０２

前期 木曜日 ５時限 1200790環境生物学実験Ａ 彦根 西田　隆義 ◎Ａ３－２０４

前期 木曜日 ５時限 1201010環境物理学実験（コンピュータ活用を含む） 彦根 岩間　憲治 ◎Ａ３－３０３

前期 木曜日 ５時限 1201830水域環境学・同実験 彦根 伴　修平 ◎Ｂ０－２０１

前期 木曜日 ５時限 1201980政治学Ⅰ 彦根 村田　陽※ ◎Ａ１－１１３

前期 木曜日 ５時限 1300190機械システム工学実験Ⅰ/ 彦根 和泉　遊以 ◎Ｃ１－１０２

前期 木曜日 ５時限 1300195機械工学基礎実験 彦根 和泉　遊以 ◎Ｃ１－１０２

前期 木曜日 ５時限 1301420電子システム工学実験Ⅲ 彦根 酒井　道 ◎Ｃ７－３０１/Ａ５－２０１/Ｃ７－３０２/Ｃ７－３０３/Ｃ７－３０４

前期 木曜日 ５時限 1400095English Lecture E 彦根 John Rippey ◎Ａ１－２０２

前期 木曜日 ５時限 1400633現代英文法 彦根 小熊　猛 ◎Ａ１－１１２

前期 木曜日 ５時限 1401050社会学概論 彦根 大野　光明 ◎Ａ３－３０１

前期 木曜日 ５時限 1401210住環境設計演習Ⅰ 彦根 佐々木　一泰 ◎Ｄ６－１０４

前期 木曜日 ５時限 1402050地誌学 彦根 塚本　礼仁 ◎Ａ１－２０５

前期 木曜日 ５時限 1402880服飾デザイン演習Ⅲ 彦根 森下　あおい ◎Ｄ６－１０３

前期 木曜日 ５時限 1600100教科教育法Ⅰ（工業科教育法Ⅰ） 彦根 堀江　健二郎※ ◎Ａ１－２０４

前期 木曜日 ５時限 1600300教職論 彦根 胡田　裕教 ◎Ａ２－２０２

前期 木曜日 ５時限 1810580国際文化論特講D 彦根 Borjigin Burensain ◎Ａ１－２０６Ａ

前期 木曜日 ５時限 1850111コンサルテーション論（助産） 彦根 甘佐　京子 ◎Ｅ１－２１０

前期前半 木曜日 ５時限 1600690公衆衛生看護学Ⅲ 彦根 馬場　文 ◎Ｅ５－１０１

前期後半 木曜日 ５時限 1600720公衆衛生看護学演習 彦根 川口　恭子 ◎Ｅ５－１０１

      24件

1/   1



2021/ 4/ 5

時 間 割 一 覧 表

履修年度： 2021年度 時間割期間・曜日・時限・講義コード順

時間割期 曜 日 講 義 名 称 キャンパス 教 室 メ モ時 限 隔 週 担 当 教 員

前期 金曜日 １時限 1110511英語ⅢＡ（充実コース）（工学④） 彦根 佐久間　思帆※ ◎Ａ４－１０１

前期 金曜日 １時限 1110521英語ⅢＡ（充実コース）（工学⑤） 彦根 Christopher Garth※ ◎Ａ４－３０２

前期 金曜日 １時限 1110691英語ⅣＡ（展開コース）（工学①） 彦根 齊藤　倫子 ◎Ａ５－３０２

前期 金曜日 １時限 1110701英語ⅣＡ（展開コース）（工学②） 彦根 近藤　佑樹 ◎Ａ４－１０４

前期 金曜日 １時限 1110711英語ⅣＡ（展開コース）（工学③） 彦根 真島　アマンダ ◎Ａ４－２０３

前期 金曜日 １時限 1120641リスニング（中級）ｂ 彦根 Peter Sterlacci※ ◎Ａ５－３０１

前期 金曜日 １時限 1120653Introduction to Discussion & Debate a彦根 Martin Hawkes ◎Ａ１－１１２

前期 金曜日 １時限 1130010情報リテラシー（情報倫理を含む）(環境a) 彦根 森　将豪※ ◎Ａ５－２０１

前期 金曜日 １時限 1130040情報リテラシー（情報倫理を含む）(環境d) 彦根 亀田　彰喜※ ◎Ａ５－２０２

前期 金曜日 １時限 1150050環境行動論 彦根 迫田　正美 ◎交流センター

前期 金曜日 １時限 1200070遺伝学 彦根 清水　顕史 ◎Ａ１－３０２

前期 金曜日 １時限 1201961政策計画基礎演習Ⅰ 彦根 平岡　俊一 ◎Ｂ１－１０１/Ａ１－１１３

前期 金曜日 １時限 1203220理論生態学[陸域環境影響調査指針] 彦根 吉山　浩平 ◎Ａ３－２０６

前期 金曜日 １時限 1300070科学技術英語（機械） 彦根 呉　志強 ◎Ａ７－１０１/Ａ３－２０１

前期 金曜日 １時限 1300640高分子合成 彦根 伊田　翔平 ◎Ａ７－１０２

前期 金曜日 １時限 1301090線形代数Ⅰ（機械） 彦根 杉山　裕介 ◎Ａ１－３０１

前期 金曜日 １時限 1301631微積分Ⅰ（材料） 彦根 門脇　光輝 ◎Ａ４－２０５

前期 金曜日 １時限 1400103英語文献講読Ａ 彦根 棚瀬　慈郎 ◎Ａ３－１０５

前期 金曜日 １時限 1400461給食経営管理実習 彦根 奥村　万寿美 ◎Ｄ４－１０３/Ｄ４－１０１/Ｄ４－１０２

前期 金曜日 １時限 1401400食品衛生学 彦根 遠藤　弘史 ◎Ａ４－１０５

前期 金曜日 １時限 1401580生活造形基礎演習 彦根 南　政宏 ◎Ｄ３－３０１

前期 金曜日 １時限 1401840対外文化交流論Ａ 彦根 木土　博成※ ◎Ａ２－２０１

前期 金曜日 １時限 1401920地域研究論 彦根 萩原　和 ◎Ａ１－２０４

前期 金曜日 １時限 1600551博物館学概論 彦根 市川　秀之 ◎Ａ３－３０１

前期 金曜日 １時限 1600710健康教育方法演習 彦根 川口　恭子 ◎Ｅ１－１０１

前期 金曜日 １時限 1780140超伝導デバイス 彦根 作田　健 ◎Ａ４－１０２

前期 金曜日 １時限 1854140助産診断技術学特論Ⅲ 彦根 板谷　裕美 ◎Ｅ４－１０２

前期前半 金曜日 １時限 1500321小児看護学概論 彦根 古株　ひろみ ◎Ａ２－２０２

前期後半 金曜日 １時限 1500991老年看護学概論 彦根 岡本　紀子 ◎Ａ２－２０２
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時 間 割 一 覧 表

履修年度： 2021年度 時間割期間・曜日・時限・講義コード順

時間割期 曜 日 講 義 名 称 キャンパス 教 室 メ モ時 限 隔 週 担 当 教 員

前期 金曜日 ２時限 1110551英語ⅢＡ（充実コース）（人文③） 彦根 Jean-Baptiste M.B. SANFO ◎Ａ４－１０２

前期 金曜日 ２時限 1110561英語ⅢＡ（充実コース）（人文④） 彦根 佐久間　思帆※ ◎Ａ４－１０１

前期 金曜日 ２時限 1110571英語ⅢＡ（充実コース）（人文⑤） 彦根 Christopher Garth※ ◎Ａ４－３０２

前期 金曜日 ２時限 1110741英語ⅣＡ（展開コース）（人文①） 彦根 坂本　輝世 ◎Ａ７－１０２

前期 金曜日 ２時限 1110751英語ⅣＡ（展開コース）（人文②） 彦根 齊藤　倫子 ◎Ａ５－３０２

前期 金曜日 ２時限 1120640リスニング（中級）ａ 彦根 Peter Sterlacci※ ◎Ａ５－３０１

前期 金曜日 ２時限 1120654Introduction to Discussion & Debate b彦根 Martin Hawkes ◎Ａ１－１１２

前期 金曜日 ２時限 1120775日本語基礎（初級）ⅢＡ 彦根 柴川　真由美 ◎Ａ４－３０６

前期 金曜日 ２時限 1130020情報リテラシー（情報倫理を含む）(環境b) 彦根 亀田　彰喜※ ◎Ａ５－２０２

前期 金曜日 ２時限 1130030情報リテラシー（情報倫理を含む）(環境c) 彦根 森　将豪※ ◎Ａ５－２０１

前期 金曜日 ２時限 1140320健康・体力科学Ⅱ（ニュースポーツ） 彦根 東田　一彦 ◎体育館/柔剣道場A/柔剣道場B

前期 金曜日 ２時限 1140330健康・体力科学Ⅱ（ソフトボール） 彦根 岩瀬　雅紀※ ◎野球場/体育館

前期 金曜日 ２時限 1140340健康・体力科学Ⅱ（テニス） 彦根 芳田　哲也※ ◎テニスコートA/体育館/テニスコートB/テニスコートC/テニスコートD/テニスコートE

前期 金曜日 ２時限 1140350健康・体力科学Ⅱ（バドミントン） 彦根 多胡　陽介※ ◎体育館/アリーナA/アリーナB

前期 金曜日 ２時限 1140370健康・体力科学Ⅱ（フィットネスプログラム） 彦根 中井　直也 ◎体育館

前期 金曜日 ２時限 1140390健康・体力科学Ⅱ（卓球） 彦根 中尾　泰史※ ◎体育館/陸上競技場（フィール/陸上競技場（トラック

前期 金曜日 ２時限 1140510健康・体力科学Ⅱ（ボディコンディショニング） 彦根 原田　圭子※ ◎体育館

前期 金曜日 ２時限 1140530健康・体力科学Ⅱ（2限） 彦根 未定＊ ◎Ａ４－２０３/Ａ４－２０４/Ａ４－２０６/Ａ４－２０７

前期 金曜日 ２時限 1200200海洋環境学 彦根 伴　修平 ◎Ａ１－２０４

前期 金曜日 ２時限 1200370環境化学Ⅰ 彦根 丸尾　雅啓 ◎Ａ２－２０２

前期 金曜日 ２時限 1200665環境水文学 彦根 大久保　卓也 ◎Ａ４－２０５

前期 金曜日 ２時限 1201370構造力学Ⅱ 彦根 高田　豊文 ◎Ａ４－１０７

前期 金曜日 ２時限 1201470資源経済学 彦根 高橋　卓也 ◎Ａ３－１０２

前期 金曜日 ２時限 1201560社会学 彦根 平岡　俊一 ◎Ａ１－２０５

前期 金曜日 ２時限 1201780植物病害防除論 彦根 住田　卓也 ◎Ａ１－１１３

前期 金曜日 ２時限 1202320西洋建築・思潮史 彦根 迫田　正美 ◎Ａ７－１０１

前期 金曜日 ２時限 1300720材料科学概論 彦根 奥　健夫 ◎交流センター

前期 金曜日 ２時限 1300760材料計算化学および同演習 彦根 加藤　真一郎 ◎Ａ５－２０３/Ａ５－ＣＡＩ

前期 金曜日 ２時限 1301020制御工学Ⅰ 彦根 安田　寿彦 ◎Ａ２－２０１

前期 金曜日 ２時限 1301590半導体デバイス 彦根 一宮　正義 ◎Ａ４－１０５

前期 金曜日 ２時限 1302160ロボット工学（機械システム） 彦根 山野　光裕 ◎Ｃ４－学部情報室

前期 金曜日 ２時限 1302170ロボット工学（電子システム） 彦根 作田　健 ◎Ａ４－２０２

前期 金曜日 ２時限 1400461給食経営管理実習 彦根 奥村　万寿美 ◎Ｄ４－１０３/Ｄ４－１０１/Ｄ４－１０２

前期 金曜日 ２時限 1401580生活造形基礎演習 彦根 南　政宏 ◎Ｄ３－３０１

前期 金曜日 ２時限 1402390日本史概説 彦根 高木　純一 ◎Ａ１－３０２

前期 金曜日 ２時限 1402710比較文化論（地域） 彦根 横田　祥子 ◎Ａ３－１０１

前期 金曜日 ２時限 1402711世界遺産学概論[東アジア考古学概論] 彦根 金　宇大 ◎Ａ１－３０１

前期 金曜日 ２時限 1402990分子生物学基礎 彦根 佐野　光枝 ◎Ａ４－３０３

前期 金曜日 ２時限 1500105解剖生理学Ⅰ 彦根 安原　治 ◎Ａ３－３０１
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時 間 割 一 覧 表

履修年度： 2021年度 時間割期間・曜日・時限・講義コード順

時間割期 曜 日 講 義 名 称 キャンパス 教 室 メ モ時 限 隔 週 担 当 教 員

前期 金曜日 ２時限 1500222在宅看護学演習 彦根 森本　安紀 ◎Ｅ５－１０１/Ｅ５－１０２

前期 金曜日 ２時限 1600710健康教育方法演習 彦根 川口　恭子 ◎Ｅ１－１０１

前期 金曜日 ２時限 1710120植物資源管理論 彦根 泉　泰弘 ◎Ｂ６－２０２

前期 金曜日 ２時限 1760120高分子材料物性 彦根 徳満　勝久 ◎Ａ４－３０４

前期 金曜日 ２時限 1770180燃焼工学 彦根 河﨑　澄 ◎Ａ４－２０９

前期 金曜日 ２時限 1854010ウィメンズヘルス助産学特論 彦根 板谷　裕美 ◎Ｅ４－１０２

前期 金曜日 ２時限 1902040数理情報工学特論Ⅰ 彦根 杉山　裕介 ◎Ｃ４－２１０
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時 間 割 一 覧 表

履修年度： 2021年度 時間割期間・曜日・時限・講義コード順

時間割期 曜 日 講 義 名 称 キャンパス 教 室 メ モ時 限 隔 週 担 当 教 員

前期 金曜日 ３時限 隔週Ａ 1500205微生物学 彦根 北川　善紀※ ◎Ａ４－２０５

前期 金曜日 ３時限 1110451英語ⅢＡ（充実コース）（環境④） 彦根 近藤　佑樹 ◎Ａ３－１０１

前期 金曜日 ３時限 1110461英語ⅢＡ（充実コース）（環境⑤） 彦根 佐久間　思帆※ ◎Ａ４－１０３

前期 金曜日 ３時限 1110471英語ⅢＡ（充実コース）（環境⑥） 彦根 Jean-Baptiste M.B. SANFO ◎Ａ４－３０３

前期 金曜日 ３時限 1110631英語ⅣＡ（展開コース）（環境①） 彦根 坂本　輝世 ◎Ａ５－３０２

前期 金曜日 ３時限 1110641英語ⅣＡ（展開コース）（環境②） 彦根 真島　アマンダ ◎Ａ５－３０１

前期 金曜日 ３時限 1110651英語ⅣＡ（展開コース）（環境③） 彦根 西堀　彰子※ ◎Ａ４－１０１

前期 金曜日 ３時限 1120785日本語基礎（中級）ⅠＡ 彦根 上野山　愛弥※ ◎Ａ４－３０６

前期 金曜日 ３時限 1140400健康・体力科学Ⅱ（ニュースポーツ） 彦根 東田　一彦 ◎体育館

前期 金曜日 ３時限 1140410健康・体力科学Ⅱ（ソフトボール） 彦根 岩瀬　雅紀※ ◎体育館/野球場

前期 金曜日 ３時限 1140415健康・体力科学Ⅱ（テニス） 彦根 芳田　哲也※ ◎体育館/テニスコートA/テニスコートB/テニスコートC/テニスコートD/テニスコートE

前期 金曜日 ３時限 1140420健康・体力科学Ⅱ（バドミントン） 彦根 多胡　陽介※ ◎体育館/アリーナA/アリーナB

前期 金曜日 ３時限 1140440健康・体力科学Ⅱ（フィットネスプログラム） 彦根 中井　直也 ◎体育館

前期 金曜日 ３時限 1140460健康・体力科学Ⅱ（卓球） 彦根 中尾　泰史※ ◎体育館/陸上競技場（フィール/陸上競技場（トラック

前期 金曜日 ３時限 1140520健康・体力科学Ⅱ（ボディコンディショニング） 彦根 原田　圭子※ ◎体育館

前期 金曜日 ３時限 1140540健康・体力科学Ⅱ（3限） 彦根 未定＊ ◎Ａ４－２０３/Ａ４－２０４/Ａ４－２０６/Ａ４－２０７

前期 金曜日 ３時限 1200110イメージ表現法 彦根 永井　拓生 ◎Ｂ１－１０２/Ａ７－１０２

前期 金曜日 ３時限 1200581環境経済学入門 彦根 高橋　卓也 ◎Ａ１－３０２

前期 金曜日 ３時限 1202080生物資源管理学概論 彦根 原田　英美子 ◎Ａ１－３０１

前期 金曜日 ３時限 1202090生物資源管理学実験・実習Ⅰ 彦根 泉　泰弘 ◎Ｂ０－２０１

前期 金曜日 ３時限 1203230陸域環境学・同実験 彦根 野間　直彦 ◎Ａ３－２０４

前期 金曜日 ３時限 1300110化学熱力学 彦根 竹下　宏樹 ◎Ａ２－２０１

前期 金曜日 ３時限 1300290機械設計製図 彦根 山野　光裕 ◎Ｃ１－３０１

前期 金曜日 ３時限 1300710材料開発工学 彦根 北村　千寿 ◎Ａ７－１０１

前期 金曜日 ３時限 1301230電気回路Ⅰ 彦根 坂本　眞一 ◎Ａ５－２０２/Ａ５－２０３

前期 金曜日 ３時限 1301440電子システム工学セミナー 彦根 岸根　桂路 ◎Ａ３－３０３

前期 金曜日 ３時限 1302180機械四力学演習 彦根 安田　寿彦 ◎Ａ４－１０８

前期 金曜日 ３時限 1400065アジア文献講読Ａ 彦根 金　宇大 ◎Ｄ１－３０８

前期 金曜日 ３時限 1400450給食衛生管理実習 彦根 奥村　万寿美 ◎Ｄ５－１０５/Ｄ４－１０１/Ｄ４－１０２

前期 金曜日 ３時限 1401370行動デザイン論[消費者行動論] 彦根 山田　歩 ◎Ａ１－２０５

前期 金曜日 ３時限 1401540心理学基礎 彦根 後藤　崇志 ◎交流センター

前期 金曜日 ３時限 1402450日本文化論 彦根 京樂　真帆子 ◎Ａ１－２０４

前期 金曜日 ３時限 1403210歴史的地域論 彦根 高木　純一 ◎Ａ３－２０５

前期 金曜日 ３時限 1403300国際文化論 彦根 間　永次郎 ◎Ａ２－２０２

前期 金曜日 ３時限 1500168基礎看護技術Ⅳ 彦根 関　恵子 ◎Ｅ５－１０１/Ｅ５－１０２

前期 金曜日 ３時限 1500845精神看護学演習 彦根 牧野　耕次 ◎Ａ３－３０１

前期 金曜日 ３時限 1600242教科教育法Ⅳ（英語科教育法Ⅳ） 彦根 中谷　博美 ◎Ａ３－２０２

前期 金曜日 ３時限 1710180生物圏環境論 彦根 小泉　尚嗣 ◎Ｂ６－２０２

前期 金曜日 ３時限 1810370日本考古学Ｂ 彦根 佐藤　亜聖 ◎Ａ３－１０６
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時 間 割 一 覧 表

履修年度： 2021年度 時間割期間・曜日・時限・講義コード順

時間割期 曜 日 講 義 名 称 キャンパス 教 室 メ モ時 限 隔 週 担 当 教 員

前期 金曜日 ３時限 1853300在宅看護支援論演習Ⅱ 彦根 新井　香奈子 ◎Ｅ１－２１１

前期 金曜日 ３時限 1854060国際助産学特論 彦根 岩谷　久美子 ◎Ｅ４－１０２

後期 金曜日 ３時限 1400840行動論演習 彦根 松嶋　秀明 ◎未定
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時 間 割 一 覧 表

履修年度： 2021年度 時間割期間・曜日・時限・講義コード順

時間割期 曜 日 講 義 名 称 キャンパス 教 室 メ モ時 限 隔 週 担 当 教 員

前期 金曜日 ４時限 隔週Ａ 1500205微生物学 彦根 北川　善紀※ ◎Ａ４－２０５

前期 金曜日 ４時限 1120781日本語基礎（初中級）ⅢＡ 彦根 上野山　愛弥※ ◎Ａ４－３０６

前期 金曜日 ４時限 1140240健康・体力科学Ⅱ（ニュースポーツ） 彦根 東田　一彦 ◎体育館/柔剣道場A/柔剣道場B

前期 金曜日 ４時限 1140250健康・体力科学Ⅱ（ソフトボール） 彦根 岩瀬　雅紀※ ◎体育館/野球場

前期 金曜日 ４時限 1140260健康・体力科学Ⅱ（バドミントン） 彦根 多胡　陽介※ ◎体育館/アリーナA/アリーナB

前期 金曜日 ４時限 1140290健康・体力科学Ⅱ（フィットネスプログラム） 彦根 中井　直也 ◎体育館

前期 金曜日 ４時限 1140310健康・体力科学Ⅱ（卓球） 彦根 中尾　泰史※ ◎体育館/陸上競技場（フィール/陸上競技場（トラック

前期 金曜日 ４時限 1140500健康・体力科学Ⅱ（ボディコンディショニング） 彦根 原田　圭子※ ◎体育館

前期 金曜日 ４時限 1140550健康・体力科学Ⅱ（4限） 彦根 未定＊ ◎Ａ４－２０３/Ａ４－２０４/Ａ４－２０６/Ａ４－２０７

前期 金曜日 ４時限 1200110イメージ表現法 彦根 永井　拓生 ◎Ｂ１－１０２/Ａ７－１０２

前期 金曜日 ４時限 1200670環境数学Ⅰ・演習 彦根 三浦　信広※ ◎Ａ４－１０７

前期 金曜日 ４時限 1201130基礎統計 彦根 金谷　健 ◎Ａ２－２０１

前期 金曜日 ４時限 1201260建築生産施工 彦根 中西　茂行※ ◎Ａ１－３０２

前期 金曜日 ４時限 1202090生物資源管理学実験・実習Ⅰ 彦根 泉　泰弘 ◎Ｂ０－２０１

前期 金曜日 ４時限 1203230陸域環境学・同実験 彦根 野間　直彦 ◎Ａ３－２０４

前期 金曜日 ４時限 1300290機械設計製図 彦根 山野　光裕 ◎Ｃ１－３０１

前期 金曜日 ４時限 1301100線形代数Ⅰ（材料） 彦根 杉山　裕介 ◎Ａ１－３０１

前期 金曜日 ４時限 1301440電子システム工学セミナー 彦根 岸根　桂路 ◎Ａ３－３０３

前期 金曜日 ４時限 1302180機械四力学演習 彦根 安田　寿彦 ◎Ａ４－１０８

前期 金曜日 ４時限 1400105英書講読（地域文化） 彦根 亀井　若菜 ◎Ａ３－２０６

前期 金曜日 ４時限 1400300カウンセリング論演習/ 彦根 松嶋　秀明 ◎Ａ４－３０３

前期 金曜日 ４時限 1400305カウンセリング論 彦根 松嶋　秀明 ◎Ａ４－３０３

前期 金曜日 ４時限 1400450給食衛生管理実習 彦根 奥村　万寿美 ◎Ｄ５－１０５/Ｄ４－１０１/Ｄ４－１０２

前期 金曜日 ４時限 1400840行動論演習 彦根 松嶋　秀明 ◎Ａ４－３０２

前期 金曜日 ４時限 1400910サステナブルデザイン論 彦根 南　政宏 ◎Ａ４－１０４

前期 金曜日 ４時限 1401470食品の調理と加工 彦根 小川　正※ ◎Ａ１－２０４

前期 金曜日 ４時限 1401865多文化社会論Ａ 彦根 河　かおる ◎Ａ１－１１２

前期 金曜日 ４時限 1402203通訳ガイド講座 彦根 石井　隆之※ ◎Ａ１－２０２

前期 金曜日 ４時限 1402441日本文化史論Ａ 彦根 京樂　真帆子 ◎Ａ２－２０２

前期 金曜日 ４時限 1402999マーケティング演習[マーケティングリサーチ演習] 彦根 山田　歩 ◎Ａ１－２０５

前期 金曜日 ４時限 1500168基礎看護技術Ⅳ 彦根 関　恵子 ◎Ｅ５－１０１/Ｅ５－１０２

前期 金曜日 ４時限 1500181クリティカルケア実践演習 彦根 荒川　千登世 ◎Ｅ３－１０１

前期 金曜日 ４時限 1500345小児看護学演習 彦根 玉川　あゆみ ◎Ａ３－３０１

前期 金曜日 ４時限 1710180生物圏環境論 彦根 小泉　尚嗣 ◎Ｂ６－２０２

前期 金曜日 ４時限 1810380日本生活文化論 彦根 市川　秀之 ◎Ｄ４－３０３

前期 金曜日 ４時限 1853300在宅看護支援論演習Ⅱ 彦根 新井　香奈子 ◎Ｅ１－２１１

      36件
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時 間 割 一 覧 表

履修年度： 2021年度 時間割期間・曜日・時限・講義コード順

時間割期 曜 日 講 義 名 称 キャンパス 教 室 メ モ時 限 隔 週 担 当 教 員

前期 金曜日 ５時限 1110201英語ⅠＡ（活性化コース）（再履修） 彦根 近藤　佑樹 ◎Ａ５－３０２

前期 金曜日 ５時限 1110411英語ⅡＡ（応用コース）（再履修） 彦根 Jean-Baptiste M.B. SANFO ◎Ａ７－１０１

前期 金曜日 ５時限 1110621英語ⅢＡ（充実コース）（再履修） 彦根 坂本　輝世 ◎Ａ４－３０２

前期 金曜日 ５時限 1110831英語ⅣＡ（展開コース）（再履修） 彦根 西堀　彰子※ ◎Ａ４－１０１

前期 金曜日 ５時限 1120491日本語ⅣＡ 彦根 メルビル　ケイコ　オオヤ※ ◎Ａ４－３０６

前期 金曜日 ５時限 1200110イメージ表現法 彦根 永井　拓生 ◎Ｂ１－１０２/Ａ７－１０２

前期 金曜日 ５時限 1200670環境数学Ⅰ・演習 彦根 三浦　信広※ ◎Ａ４－１０７

前期 金曜日 ５時限 1202060生物資源管理学演習Ⅰ 彦根 原田　英美子 ◎Ｂ棟講義室・研究室

前期 金曜日 ５時限 1202580地域環境政策論 彦根 香川　雄一 ◎Ａ２－２０１

前期 金曜日 ５時限 1203230陸域環境学・同実験 彦根 野間　直彦 ◎Ａ３－２０４

前期 金曜日 ５時限 1301440電子システム工学セミナー 彦根 岸根　桂路 ◎Ａ３－３０３

前期 金曜日 ５時限 1402420日本史料講読 彦根 市川　秀之 ◎Ａ４－２０１/Ａ４－２０２

前期 金曜日 ５時限 1600151教科教育法Ⅰ（英語科教育法Ⅰ） 彦根 中谷　博美 ◎Ａ５－３０１

前期 金曜日 ５時限 1600552博物館資料論 彦根 東　幸代 ◎Ａ１－３０１

前期 金曜日 ５時限 1602240ナノテクノロジー特論 彦根 柳澤　淳一 ◎Ａ４－２０６

前期 金曜日 ５時限 1900120成熟社会デザイン特論 彦根 上田　洋平 ◎地域共生センター

後期 金曜日 ５時限 1402420日本史料講読 彦根 市川　秀之 ◎未定

      17件
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