
別紙

特殊講義　協同組合論 青木　雅生・石田　正昭 月，9・10限 10人 9,400円 なし
11月29日（水）は、月曜日
の振替授業があります。

日本考古学特講Ｈ 山中　章 水，3・4限 10人 9,400円 なし

フランス文学演習Ｆ グットマン・ティエリー 木，3・4限 2人 9,400円
仏語検定3級合格程
度が望ましい

11月21日（火）は、木曜日
の振替授業があります。

ドイツの言語Ｄ 井口　靖 金，3・4限 5人 9,400円
ドイツの言語AまたはCをす
でに受講していること

中国語作文B 劉 靈均 金，3・4限 5人 9,400円 なし

中国語会話B 劉 靈均 金，5・6限 5人 9,400円 なし

被服構成学 増田智恵 月，５・６限 3人 9,400円 なし
11月29日（水）は、月曜日
の振替授業があります。

被服実習Ⅰ 増田智恵 火，５－７限 3人 11,500円 なし

日本語教授法 服部明子 月，5・6限 8人 9,400円 なし
11月29日（水）は、月曜日
の振替授業があります。

西洋・近代建築史 富岡義人 月，7・8限 5人 9,400円 なし
11月29日（水）は、月曜日
の振替授業があります。

建築基礎構造 花里利一 木，5・6限 5人 9,400円 なし

農林学総論
石川　知明
長屋　祐一

金　７・８限 ２人 9,400円 なし

国際農業開発学
徳田　博美
関谷　信人

月　１・２限 ２人 9,400円 なし
11月29日（水）は、月曜日
の振替授業があります。

景観設計論 大野　研 月　１・２限 ５人 9,400円 なし
11月29日（水）は、月曜日
の振替授業があります。

地球環境学概論 佐藤　邦夫　他 火　９・１０限 ２人 9,400円 なし

生態圏循環学
亀岡　孝治
取出　伸夫

月　１・２限 ２人 9,400円 なし
11月29日（水）は、月曜日
の振替授業があります。

水族生理学 神原　淳 水　３・４限 ２人 9,400円 なし
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基礎Ⅰ生活日本語１B
(きそⅠせいかつにほんご１

B）
BasicⅠEveryday Japanese１

B

松岡知津子
Matsuoka

火，７・８限
Tue, ７-８
periods

(14：40～16：
10)

２人
9,400円

はじめてにほんごをべんきょ
うするひとむけです。にほん
ごレベルはんていしけんをう

けなければなりません。
This is a class for biginners.
Before starting, applicants

are required to take a
placement test.

基礎Ⅱ生活日本語３B
(きそⅡせいかつにほんご３B)
BasicⅡEveryday Japanese３

B

福岡昌子
Fukuoka

水，１・２限
Wed, 1-2
periods

(8：50～10：
20)

２人 9,400円

にほんごしょきゅうをもういち
どべんきょうしたいひとむけ
のじゅぎょうです。にほんご
レベルはんていしけんをうけ

なければなりません。
This is a class  for high-

beginners. Before starting,
applicants are required to

take a placement test.

中級Ⅰ読解・作文B
（ちゅうきゅう　I

どっかい・さくぶんB）
IntermediateⅠ
Reading and
Writiing B

福岡昌子
Fukuoka

月，５・６限
Mon, 5-6
periods

(13：00～
   14：30)

２人 9,400円

中級レベルを目指したい人
向け。にほんごレベルはん
ていしけんをうけなければな

りません。
This is a class to step up

from biginners to
intermedeate.

 Before starting,applicants
are required to take a

placement test.

11月29日（水）は、月曜日
の振替授業があります。

中級Ⅱ読解・作文B
（ちゅうきゅう　Ⅱ

どっかい・さくぶんB）
IntermediateⅡ
Reading and
Writiing B

松岡知津子
Matsuoka

木，１・２限
Thu, 1-2
periods

(8：50～10：
20)

２人 9,400円

日本語能力試験１，２級を目
指す人向けの授業です。

日本語レベル判定試験を受
けなければなりません。
This is a class for the
students to pass the
Japanese Language

Proficiency Test, Level 1 &
2. Before starting,

applicants are required to
take a placement test.

11月21日（火）は、木曜日
の振替授業があります。
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防災論
（自然災害と防災・減災）

川口　淳 月，9.10限 10人 9,400円 なし
11月29日（水）は、月曜日
の振替授業があります。

異文化理解Ⅰ演習
（ドイツ語A)ｂ

井口　靖 火，5.6限 5人 9,400円

異文化理解Ⅰ基礎（ドイ
ツ語A)aまたは異文化理
解Ⅰ演習（ドイツ語A）aを
受講済み、もしくは、それ
に相当するドイツ語の知
識があること

英語Ⅱ発展E 小田　敦子 火，9.10限 5人 9,400円
600点以上のより高い得
点の獲得を目標とする方

日本史B
（忍者の歴史）

山田　雄司 木，3.4限 10人 9,400円 なし
11月21日（火）は、木曜日
の振替授業があります。

医学医療D
（暮らしと看護）

仁尾　かおり 木，9.10限 5人 9,400円 なし
11月21日（火）は、木曜日
の振替授業があります。

現代社会理解特殊講義
（MIEUポイント）

山村　直紀 金，3.4限 10人 9,400円 なし

比較政治文化
（政治文化を比較する）

ｸﾞｯﾄﾏﾝ・ﾃｨｴﾘｰ 金，5.6限 10人 9,400円 なし

地域学
（オセアニアの教育事情）

奥田　久春 火，5.6限 5人 9,400円

高校の地理、世界史、政
治・経済のいずれか履修
しているか、知識を有す
ること

地域学
（オセアニアの教育事情）

奥田　久春 金，5.6限 5人 9,400円

高校の地理、世界史、政
治・経済のいずれか履修
しているか、知識を有す
ること

教養教育
機構チー
ム学務担
当

　※ 各学部等の所在はキャンパスマップをご覧ください。（http://www.mie-u.ac.jp/map/campus/）
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