
学部・組等
時間割
コード 科目名 担当教員 学部・組等

時間割
コード 科目名 担当教員 学部・組等

時間割
コード 科目名 担当教員 学部・組等

時間割
コード 科目名 担当教員 学部・組等

時間割
コード 科目名 担当教員

文(1,2) A0101 情報基礎A(001) 右田 A1010 英語A-1(010)
モーテンソ

ン
理(1,2) A0110 情報基礎A(010) 岡 A2002 ドイツ語A-1(002) 目 A1052 英語A-1(052) オオシマ

文(3,4) A0102 情報基礎A(002) 戸田 A1011 英語A-1(011) カーヴィン 理(3,4) A0111 情報基礎A(011) 久保田 A2004 ドイツ語A-1(004) 益 A1053 英語A-1(053) トーネ

教(7,8) A0103 情報基礎A(003) 中野 A1012 英語A-1(012)
ジェンキン

ソン
薬 A0115 情報基礎A(015) 武藏 A2031 ドイツ語B-1(001) コイケ A1054 英語A-1(054)

アームスト
ロング

教(9,10) A0104 情報基礎A(004) 喜多 A1109 英語A-2(109) 岡﨑 医医 A0196 数学概論 春木 A2033 ドイツ語B-1(003) 吉田 A1055 英語A-1(055)
モーテンソ

ン

A1022 英語A-1(022)
アイズマン

ガー A1110 英語A-2(110) 池田(志) A2132 フランス語A-1(002) 市川 A1056 英語A-1(056)
アイズマン

ガー

A1023 英語A-1(023)
アームスト

ロング A1211 英語B-1(211) 馬渡 A2133 フランス語A-1(003) 濱田 A1127 英語A-2(127) 濵田(比)

A1024 英語A-1(024) ミナミ A1212 英語B-1(212) 田口 A2161 フランス語B-1(001) セバン A1128 英語A-2(128) アクスト

A1025 英語A-1(025) ヨネオカ A1313 英語B-2(313) 角田 A2291 中国語B-1(001) 屋敷 A1129 英語A-2(129) 齊木

A1118 英語A-2(118) 折田 A1314 英語B-2(314) 松本 A2292 中国語B-1(002) 劉 A1230 英語B-1(230) 山部

A1119 英語A-2(119) 島谷 理 A0361  化学I 松田･戸田 A2293 中国語B-1(003) 渡辺 A1231 英語B-1(231) 馬渡

A1120 英語A-2(120) 冨村 医医 A0362 化学I 宮本 A2294 中国語B-1(004) 葉 A1232 英語B-1(232) 高津

A1221 英語B-1(221) 高津 薬 A0316 物理学 平 A2391 コリア語B-1(001) 浦川 A1241 英語B-1(241) シムズ

A1222 英語B-1(222) 池田(裕) 工(土木1) A0119 情報基礎A(019) 中野 A2392 コリア語B-1(002) 崔 A1332 英語B-2(332) 村里

A1223 英語B-1(223) 濵田(比) 工(土木2) A0120 情報基礎A(020) 戸田 A1105 英語A-2(105) 井原 A1333 英語B-2(333) 齋藤

A1324 英語B-2(324) 松岡 工(情電1) A0121 情報基礎A(021) 甲斐 A1106 英語A-2(106) 池田(裕) A1334 英語B-2(334) 西川

A1325 英語B-2(325) 片山 工(情電2) A0122 情報基礎A(022) 岡 A1203 英語B-1(203) 高津 全学部 別紙 英語再AB(403) 松瀬

A1326 英語B-2(326) 池田(志) 工(機械1) A0207 微分積分I 金(大) A1204 英語B-1(204) 隈元 工(土木1) A0205 微分積分I 川節

全学部 別紙 英語再AB(401) 松瀬 工(機械2) A0208 微分積分I 北 A1301 英語B-2(301) 折田 工(土木2) A0206 微分積分I 坂西

工(材料1) A0211 微分積分I 春木 A1302 英語B-2(302) 齊木 工(情電1) A0259 線形代数I 木村

工(材料2) A0212 微分積分I 小川原 A0201 微分積分I 鷲見 工(情電2) A0260 線形代数I 藤田

A0202 微分積分I 貝瀬

A0203 微分積分I 北別府

A2001 ドイツ語A-1(001) 吉田 A2071 ドイツ語a-1(051) コイケ A0537
(1T)体育・スポーツ科学ａ
(卓球)

伊藤 教(1-3) A0105 情報基礎A(005) 久保田 A1019 英語A-1(019)
ジェンキン

ソン

A2003 ドイツ語A-1(003) 井上 A2221 フランス語a-1(051) 市川 A0538
(1T)体育・スポーツ科学ａ
(ミニバレー)

中嶋 教(4-6) A0106 情報基礎A(006) 右田 A1020 英語A-1(020) トーネ

A2032 ドイツ語B-1(002) アクスト A2323 中国語a-1(051) 中尾 A0539
(1T)体育・スポーツ科学ａ
(トレーニング)

井福 法(1,2) A0107 情報基礎A(007) 戸田 A1021 英語A-1(021) カーヴィン

A2034 ドイツ語B-1(004) バウアー A2324 中国語a-1(052) 黨 A0581
(2T)体育・スポーツ科学ｂ
(卓球)

伊藤 法(3,4) A0108 情報基礎A(008) 武藏 A1057 英語A-1(057) ローゼン

A2131 フランス語A-1(001) 畑 A2325 中国語a-1(053) 岩田 A0582
(2T)体育・スポーツ科学ｂ
(ミニバレー)

中嶋 法(5,6) A0109 情報基礎A(009) 杉谷 A1107 英語A-2(107) 馬渡

A2162 フランス語B-1(002) フェレロ A2413 コリア語a-1(051) 金(垠) A0583
(2T)体育・スポーツ科学ｂ
(トレーニング)

井福 A0326 物理学IA 市川 A1108 英語A-2(108) 島村

A2163 フランス語B-1(003) サガズ A2414 コリア語a-1(052) 浦川 教(数学専攻) A0254 線形代数I 須崎 A0331 物理学IB 赤井 A1209 英語B-1(209) 齊木

A2261 中国語A-1(001) 屋敷 A1038 英語A-1(038) カーヴィン A0251 線形代数I 千吉良 A0332 物理学IB 下條 A1210 英語B-1(210) 高津

A2262 中国語A-1(002) 劉 A1039 英語A-1(039)
モーテンソ

ン A0252 線形代数I 阿部 A1034 英語A-1(034) ハンセン A1311 英語B-2(311) 村里

A2263 中国語A-1(003) 渡辺 A1040 英語A-1(040) タカギ A0253 線形代数I 川節 A1035 英語A-1(035) オオシマ A1312 英語B-2(312) 齋藤

A2264 中国語A-1(004) 葉 A1041 英語A-1(041)
ラスカウス

キー
医(医1,看1) A0112 情報基礎A(012) 岡 A1036 英語A-1(036) ノーマン A0401 生物学IA 副島

A2371 コリア語A-1(001) 崔 A1130 英語A-2(130) 平野 医(医2,看2) A0113 情報基礎A(013) 久保田 A1037 英語A-1(037) ミナミ A0406 生物学IB 齊藤

A2372 コリア語A-1(002) 金(ア) A1131 英語A-2(131) 島谷 医(放射,検査) A0114 情報基礎A(014) 武藏 A1115 英語A-2(115) 折田 医医 A0321 物理学I 岡

A1001 英語A-1(001) ハンセン A1132 英語A-2(132) 馬渡 A1116 英語A-2(116) 井原 薬 A0197 数学概論 坂西

A1002 英語A-1(002) ヨネオカ A1233 英語B-1(233) 松本 A1117 英語A-2(117) 齊木 工(機械1) A0257 線形代数I 城本

A1003 英語A-1(003) ギルバート A1234 英語B-1(234) 松瀬 A1218 英語B-1(218) 高津 工(機械2) A0258 線形代数I 岩佐

A1103 英語A-2(103) 濵田(比) A1235 英語B-1(235) 竹下 A1219 英語B-1(219) 池田(裕) 工(材料1) A0261 線形代数I 小川原

A1104 英語A-2(104) 池田(裕) A1335 英語B-2(335) 村里 A1220 英語B-1(220) 濵田(比) 工(材料2) A0262 線形代数I 木村

A1205 英語B-1(205) 西川 A1336 英語B-2(336) 永尾 A1240 英語B-1(240) シムズ

A1206 英語B-1(206) 井原 A1337 英語B-2(337) 片山 A1321 英語B-2(321) 松岡

理(1,2) A0381 地学I 細野 工(機械1,2) A0116 情報基礎A(016) 岡 A1322 英語B-2(322) 冨村

理(3,4) A0382 地学I 望月
工(機械2,
材料1) A0117 情報基礎A(017) 中野 A1323 英語B-2(323) 片山

全学部 別紙 英語再AB(402) 池田(志) 工(材料1,2) A0118 情報基礎A(018) 甲斐

工(土木1) A0255 線形代数I 須﨑

工(土木2) A0256 線形代数I 藤田

工(情電1) A0209 微分積分I 中村

工(情電2) A0210 微分積分I 春木

教(数学専攻) A0204 微分積分I 籾原 A0531
(1T)体育・スポーツ科学ａ
(バドミントン)

坂下 A0540
(1T)体育・スポーツ科学ａ
(卓球)

坂本

A0351 (1T)物理学基盤実験 原　他 A0533
(1T)体育・スポーツ科学ａ
(卓球)

大石 A0542
(1T)体育・スポーツ科学ａ
(バスケットボール)

末永

A0352 (2T)物理学基盤実験 原　他 A0535
(1T)体育・スポーツ科学ａ
(バレーボール)

坂本 A0544
(1T)体育・スポーツ科学ａ
(レクレーション)

井崎

A0371 (1T)化学基盤実験 大平　他 A0532
(2T)体育・スポーツ科学ａ
(バドミントン)

坂下 A0541
(2T)体育・スポーツ科学ａ
(卓球)

坂本

A0372 (2T)化学基盤実験 大平　他 A0534
(2T)体育・スポーツ科学ａ
(卓球)

大石 A0543
(2T)体育・スポーツ科学ａ
(バスケットボール)

末永

A0421 (1T)生物学基盤実験 寺本　他 A0536
(2T)体育・スポーツ科学ａ
(バレーボール)

坂本 A0545
(2T)体育・スポーツ科学ａ
(レクレーション)

井崎

A0422 (2T)生物学基盤実験 寺本　他

A0391 (1T)地学基盤実験 小島　他

A0392 (2T)地学基盤実験 小島　他

【１年次科目】2022年度（前学期・1ターム・2ターム）　教養教育授業時間割【必修外国語科目・理系基礎科目・情報科目等】

1時限

8:40
～

10:10

文・法

文・法

1
時
限

工

理・医・薬

教

理

月 火 水 木 金

3
時
限

理
(3～5限)

2
時
限

理

理・医・薬

工

理(3,4)・
医医(2)

理(1,2)・
医医(1)

医保(看護)・
工(情電)

医保
(検査・放射)・

工(材料)

理

教

3時限

12:55
～

14:25

2時限

10:25
～

11:55

文・法

文・法

理

教(7-10)
教

シラバスシステム（学外用）

ＱＲコード

熊本大学ポータル

ＱＲコード

ｸﾗｽ
番号

対象
学部

ターム
曜日
時限

時間割
コード

領域 授業テーマ 担当教員

11 1 木5 A0002 歴史B 幕末維新熊本人物列伝 三澤

12 2 木3 A0020 文化D
肥後熊本の芸能史、能楽を中心
として

山田・飯富

13 2 水3 A0005 社会A
ハンセン病差別とその克服に向
けて

岡田

14 1 水3 A0022 自然D 熊本の自然と環境 宮縁・飯野

15 1 水4 A0009 環境A 自然災害 友清

16 1 木3 A0012 生命B 水俣病を知っていますか 高峰

21 1 金3 A0013 歴史C
古墳からみた肥後熊本と近畿中
央政権

杉井

22 2 火3 A0014 文化C 熊本の民族文化と伝説 鈴木

23 2 水4 A0006 社会B
地域課題を知り地域を創る仕組
みを考える

内山

24 1 火5 A0007 自然A 希少野生動植物 西野・高宮

25 3 水4 A0017 環境C
水俣病とその原因究明に尽くした
熊大教員の軌跡

中田

26 2 金3 A0018 生命C 熊本と感染症学 澤・前田

【必修科目】　肥後熊本学開講一覧

文
・
教
・
法
・
理

医
・
薬
・
工

上記ＱＲコードで学外用シラバスシステムにログインできます。科目の内容を確認したい場合

は、シラバスシステムで確認しましょう。

ただし、学内用シラバスでしか確認できない項目もあります。統合認証対応システム（熊本大

学ポータル）から、学内用シラバスシステムにログインしてください。



学部・組等
時間割
コード 科目名 担当教員 学部・組等

時間割
コード 科目名 担当教員 学部・組等

時間割
コード 科目名 担当教員 学部・組等

時間割
コード 科目名 担当教員 学部・組等

時間割
コード 科目名 担当教員

文(1,2) A0141 情報基礎B(001) 右田 A1016 英語A-1(016)
ラスカウス

キー
理(1,2) A0150 情報基礎B(010) 岡 A2017 ドイツ語A-2(002) 目 A1042 英語A-1(042)

アームスト
ロング

文(3,4) A0142 情報基礎B(002) 戸田 A1017 英語A-1(017) カーヴィン 理(3,4) A0151 情報基礎B(011) 久保田 A2019 ドイツ語A-2(004) 益 A1043 英語A-1(043)
ジェンキン

ソン

教(1-3) A0143 情報基礎B(003) 中野 A1018 英語A-1(018) トーネ 薬 A0155 情報基礎B(015) 武藏 A2046 ドイツ語B-2(001) コイケ A1044 英語A-1(044) トーネ

教(4-6) A0144 情報基礎B(004) 喜多 A1113 英語A-2(113) 鈴木 医医 A0312 統計学概論 小川原 A2048 ドイツ語B-2(003) 吉田 A1045 英語A-1(045) カーヴィン

A1030 英語A-1(030)
アームスト

ロング
A1114 英語A-2(114) 馬渡 A2147 フランス語A-2(002) 市川 A1046 英語A-1(046)

モーテンソ
ン

A1031 英語A-1(031) ノーマン A1207 英語B-1(207) 田口 A2148 フランス語A-2(003) 濱田 A1059 英語A-1(059) ミナミ

A1032 英語A-1(032) ヨネオカ A1208 英語B-1(208) 未定 A2176 フランス語B-2(001) セバン A1133 英語A-2(133) 馬渡

A1033 英語A-1(033) ギルバート A1309 英語B-2(309) 角田 A2306 中国語B-2(001) 屋敷 A1134 英語A-2(134) 濵田(比)

A1124 英語A-2(124) 齋藤 A1310 英語B-2(310) 未定 A2307 中国語B-2(002) 劉 A1135 英語A-2(135) 村里

A1125 英語A-2(125) 折田 理 A0366 化学II 関根･入江 A2308 中国語B-2(003) 渡辺 A1236 英語B-1(236) 齊木

A1126 英語A-2(126) 池田(志) 医医 A0367 化学II 黒岩 A2309 中国語B-2(004) 葉 A1237 英語B-1(237) 未定

A1215 英語B-1(215) 池田(裕) 工(土木1) A0159 情報基礎B(019) 中野 A2401 コリア語B-2(001) 浦川 A1238 英語B-1(238) アクスト

A1216 英語B-1(216) 高津 工(土木2) A0160 情報基礎B(020) 戸田 A2402 コリア語B-2(002) 崔 A1327 英語B-2(327) 山部

A1217 英語B-1(217) 井原 工(情電1) A0161 情報基礎B(021) 甲斐 A1004 英語A-1(004) ハンセン A1328 英語B-2(328) 高津

A1318 英語B-2(318) 松岡 工(情電2) A0162 情報基礎B(022) 岡 A1005 英語A-1(005)
アイズマン

ガー
工(土木1) A0225 微分積分II 原岡

A1319 英語B-2(319) 片山 工(機械) A0227 微分積分II 金(大) A1006 英語A-1(006) ミナミ 工(土木2) A0226 微分積分II 坂西

A1320 英語B-2(320) 濵田(比) 工(材料1) A0230 微分積分II 春木 A1101 英語A-2(101) 池田(裕) 工(情電1) A0278 線形代数II 木村

工(材料2) A0231 微分積分II 中村 A1102 英語A-2(102) 齊木 工(情電2) A0279 線形代数II 藤田

A1305 英語B-2(305) 折田

A1306 英語B-2(306) 濵田(比)

A0221 微分積分II 三沢

A0222 微分積分II 貝瀬

A0223 微分積分II 北別府

A2016 ドイツ語A-2(001) 吉田 A2091 ドイツ語a-2(051) コイケ A0546
(3T)体育・スポーツ科学ａ
(テニス・卓球) 大石 教(7,8) A0145 情報基礎B(005) 久保田 A1013 英語A-1(013)

ジェンキン
ソン

A2018 ドイツ語A-2(003) 井上 A2226 フランス語a-2(051) 市川 A0547
(3T)体育・スポーツ科学ａ
(バドミントン) 伊藤 教(9,10) A0146 情報基礎B(006) 右田 A1014 英語A-1(014) トーネ

A2047 ドイツ語B-2(002) アクスト A2334 中国語a-2(051) 中尾 A0548
(3T)体育・スポーツ科学ａ
(Fディスク) 横田 法(1,2) A0147 情報基礎B(007) 戸田 A1015 英語A-1(015) カーヴィン

A2049 ドイツ語B-2(004) バウアー A2335 中国語a-2(052) 黨 A0584
(4T)体育・スポーツ科学ｂ
(テニス・卓球) 大石 法(3,4) A0148 情報基礎B(008) 武藏 A1111 英語A-2(111) 馬渡

A2146 フランス語A-2(001) 畑 A2336 中国語a-2(053) 岩田 A0585
(4T)体育・スポーツ科学ｂ
(バドミントン) 伊藤 法(5,6) A0149 情報基礎B(009) 杉谷 A1112 英語A-2(112) 齋藤

A2177 フランス語B-2(002) フェレロ A2423 コリア語a-2(051) 金(垠) A0586
(4T)体育・スポーツ科学ｂ
(Fディスク) 横田 A0341 物理学IIA 小出 A1213 英語B-1(213) 井原

A2178 フランス語B-2(003) サガズ A2424 コリア語a-2(052) 浦川 A0271 線形代数II 千吉良 A0346 物理学IIB 赤井 A1214 英語B-1(214) 齊木

A2276 中国語A-2(001) 屋敷 A1047 英語A-1(047) オオシマ A0272 線形代数II 阿部 A0347 物理学IIB 下條 A1239 英語B-1(239) シムズ

A2277 中国語A-2(002) 劉 A1048 英語A-1(048)
ラスカウス

キー
A0273 線形代数II 川節 A1026 英語A-1(026) ハンセン A1307 英語B-2(307) 濵田(比)

A2278 中国語A-2(003) 渡辺 A1049 英語A-1(049)
モーテンソ

ン
医(医1,看1) A0152 情報基礎B(012) 岡 A1027 英語A-1(027) ノーマン A1308 英語B-2(308) 島村

A2279 中国語A-2(004) 葉 A1050 英語A-1(050) トーネ 医(医2,看2) A0153 情報基礎B(013) 久保田 A1028 英語A-1(028) オオシマ A0411 生物学IIA 澤

A2381 コリア語A-2(001) 崔 A1051 英語A-1(051) ハンセン 医(放射,検査) A0154 情報基礎B(014) 武藏 A1029 英語A-1(029) ミナミ A0416 生物学IIB 高野

A2382 コリア語A-2(002) 金(ア) A1136 英語A-2(136) 平野 A1058 英語A-1(058) ローゼン 医医 A0336 物理学II 岡

A1007 英語A-1(007)
ジェンキン

ソン
A1137 英語A-2(137) 鈴木 A1121 英語A-2(121) 齋藤 薬 A0311 統計学概論 高田

A1008 英語A-1(008) ギルバート A1138 英語A-2(138) 松岡 A1122 英語A-2(122) 松瀬 工(機械) A0277 線形代数II 城本

A1009 英語A-1(009) タカギ A1227 英語B-1(227) 岡﨑 A1123 英語A-2(123) 村里 工(材料1) A0280 線形代数II 小川原

A1201 英語B-1(201) 松岡 A1228 英語B-1(228) 竹下 A1224 英語B-1(224) 永尾 工(材料2) A0281 線形代数II 木村

A1202 英語B-1(202) 高津 A1229 英語B-1(229) 池田(志) A1225 英語B-1(225) 濵田(比)

A1303 英語B-2(303) 片山 A1329 英語B-2(329) 馬渡 A1226 英語B-1(226) 隈元

A1304 英語B-2(304) 冨村 A1330 英語B-2(330) 未定 A1315 英語B-2(315) 池田(裕)

全学部 別紙 英語再AB(404) 齋藤 A1331 英語B-2(331) 西川 A1316 英語B-2(316) 齊木

理(1,2) A0386 地学II 小島 全学部 別紙 英語再AB(405) 松瀬 A1317 英語B-2(317) 松本

理(3,4) A0387 地学II 冨田 工(機械1,2) A0156 情報基礎B(016) 岡 全学部 別紙 英語再AB(406) 井原

工(機械2,
材料1)

A0157 情報基礎B(017) 中野

工(材料1,2) A0158 情報基礎B(018) 甲斐

工(土木1) A0275 線形代数II 須﨑

工(土木2) A0276 線形代数II 藤田

工(情電1) A0228 微分積分II 中村

工(情電2) A0229 微分積分II 春木

教(数学専攻) A0224 微分積分II 籾原 A0549
(3T)体育・スポーツ科学ａ
(トレーニング) 井福 教(数学専攻) A0274 線形代数II 須崎

A0353 (3T)物理学基盤実験 原　他 A0551
(3T)体育・スポーツ科学ａ
(Fディスク) 横田 A0555

(3T)体育・スポーツ科学ａ
(バレーボール) 坂本

A0354 (4T)物理学基盤実験 原　他 A0553
(3T)体育・スポーツ科学ａ
(バドミントン) 柿原 A0557

(3T)体育・スポーツ科学ａ
(卓球) 水月

A0373 (3T)化学基盤実験 大平　他 A0550
(4T)体育・スポーツ科学ａ
(トレーニング) 井福 A0559

(3T)体育・スポーツ科学ａ
(バスケットボール) 末永

A0374 (4T)化学基盤実験 大平　他 A0552
(4T)体育・スポーツ科学ａ
(Fディスク) 横田 A0556

(4T)体育・スポーツ科学ａ
(バレーボール) 坂本

A0423 (3T)生物学基盤実験 寺本　他 A0554
(4T)体育・スポーツ科学ａ
(バドミントン) 柿原 A0558

(4T)体育・スポーツ科学ａ
(卓球) 水月

A0424 (4T)生物学基盤実験 寺本　他 A0560
(4T)体育・スポーツ科学ａ
(バスケットボール) 末永

A0393 (3T)地学基盤実験 小島　他

A0394 (4T)地学基盤実験 小島　他

【１年次科目】2022年度（後学期・3ターム・4ターム）　教養教育授業時間割【必修外国語科目・理系基礎科目・情報科目等】
月 火 水 木 金

1時限

8:40
～

10:10

文・法

文・法

1
時
限

工

理・医・薬

教

理

3
時
限

理
(3～5限)

2
時
限

理

理

理・医・薬

工

教

理

教

3時限

12:55
～

14:25

2時限

10:25
～

11:55

文・法

教(1-6)

文・法

薬(2)・
工(機械)

薬(1)・
工(土木)

法

文


