
別紙

ドイツの言語D 井口　靖 月，3・4限 5人 9,400円 なし
11月7日（木）は、月曜日の振
替授業があります。

日本考古学特講Ｆ 山中　章 水，3・4限 10人 9,400円 なし

日本考古学特講Ａ 山中　章 水，5・6限 10人 9,400円 なし

フランス文学演習　Ｂ グットマン・ティエリー 木，3・4限 4人 9,400円
仏検3級程度の

フランス語能力が必要

特殊講義　協同組合論 青木　雅生 木，9・10限 10人 9,400円 なし

中国語作文B 劉　靈均 金，3・4限 5人 9,400円 なし
1月15日（水）は、金曜日の振
替授業があります。

中国語会話B 劉　靈均 金，5・6限 5人 9,400円 なし
1月15日（水）は、金曜日の振
替授業があります。

被服構成学 増田　智恵 月，5･6限 2人 9,400円 なし https://syllabus.mie-u.ac.jp/syllabus/2019/?action=display&id=13714
11月7日（木）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 2人 11,500円 なし

工業力学 松本　金矢 金，5・6限 5人 9,400円 なし
1月15日（水）は、金曜日の振
替授業があります。

原動機工学 松本　金矢 木，3・4限 5人 9,400円 なし

西洋・近代建築史 富岡　義人 月，7・8限 5人 9,400円 なし
11月7日（木）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
1月15日（水）は、金曜日の振
替授業があります。

国際農業開発学
徳田　博美
関谷　信人

火，1・2限 2人 9,400円 なし

景観設計論 大野　研 水，1・2限 5人 9,400円 なし

景観生態学 大野　研 木，1・2限 5人 9,400円 なし

地球環境学概論 村上　克介　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7日（木）は、月曜日の振
替授業があります。

農地工学 成岡　市 金，7・8限 2人 9,400円 なし
1月15日（水）は、金曜日の振
替授業があります。

国際環境保全学（英語） 保世院 座狩屋 月，7・8限 2人 9,400円 なし
11月7日（木）は、月曜日の振
替授業があります。

微生物利用学 福﨑　智司 金，1・2限 2人 9,400円 なし
1月15日（水）は、金曜日の振
替授業があります。

https://syllabus.mie-u.ac.jp/syllabus/2019/?action=display&id=20922
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２０１９年度後期三重大学市民開放授業科目等一覧
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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7日（木）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，1・2限 5人 9,400円

異文化理解Ⅰ基礎（ドイツ語A）abまたは
異文化理解Ⅰ演習（ドイツ語A）ab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。

異文化理解Ⅰ演習
（ドイツ語A）b

井口　靖 火，3・4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。

日本理解特殊講義S
（起業マインドの醸成）

松岡　守 水，3・4限 5人 9,400円 なし

異文化理解Ⅱ演習
（中国語）

劉　霊均 木，7・8限 5人 9,400円

異文化理解Ⅰ基礎（中国語）と異文化理解
Ⅰ演習（中国語）を履修済みであること。
或は、中検の４級取得済みの者、または
同程度の中国語能力を持つ者。

医学医療D
（暮らしと看護）

林　智子 木，9・10限 5人 9,400円 なし

比較文化論
（「日本人論」の批評）

グットマン・ティエリー 金，3・4限 10人 9,400円 なし
1月15日（水）は、金曜日の振
替授業があります。

社会学B
（社会問題の社会学）

林原　玲洋 金，9・10限 5人 9,400円

原則として，ランダムに編成された2～3名
のグループに分かれて，毎回グループ
ワークをおこないますので，学生との話し
合いに積極的に（ときには教育的に）ご参
加いただける方の受講を期待しています。

1月15日（水）は、金曜日の振
替授業があります。

上級総合日本語２B
Advanced Total Japanese

2B
（留学生と学ぶ日本）

松岡　知津子 水，9・10限 2人 9,400円 日本語母語話者

初級集中基礎Ⅲ総合B
Intensive Basic III Total B

福岡　昌子 水，1・2限 2人 9,400円 初級集中基礎Ⅱ終了ﾚﾍﾞﾙ

中級Ⅰ作文B
Intermediate I Writing B

松岡　知津子 木，3・4限 2人 9,400円 初級集中基礎Ⅲ終了ﾚﾍﾞﾙ

中級Ⅱ文法・読解B
Intermediate Ⅱ Grammar

and Reading B
松岡　知津子 木，1・2限 2人 9,400円 中級Ⅰ終了レベル

https://syllabus.mie-u.ac.jp/syllabus/2019/?action=display&id=4102

https://syllabus.mie-u.ac.jp/syllabus/2019/?action=display&id=23950

https://syllabus.mie-u.ac.jp/syllabus/2019/?action=display&id=20912

　※ 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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