
別紙

ドイツの言語Ａ 井口　靖 月，3・4限 5人 9,400円
ドイツ語の基本的な文法を
習得していること。

5月30日（水）は、月曜日の振替
授業があります。

中国語作文A 劉靈均 金，3・4限 5人 9,400円 なし

中国語会話A 劉靈均 金，5・6限 5人 9,400円 なし

中国の文学E 劉靈均 火，5・6限 10人 9,400円 なし

フランス文学演習G グットマン・ティエリ― 火，3・4限 2人 9,400円 十分なフランス語能力

日本考古学特講Ｃ 山中　章 水，3・4限 10人 9,400円 なし

被服学概論 増田　智恵 月，5・6限 2人 9,400円 なし
5月30日（水）は、月曜日の振替
授業があります。

被服実習Ⅱ 増田　智恵 火，2-4限 2人 11,500円 被服構成学受講後

工学部
工学部チーム
学務担当 木質構造 花里利一 金，1・2限 5人 9,400円 なし

将来気候予測論 立花　義裕　他 金，7・8限 2人 9,400円 なし

景観生態学 大野　研 水，1・2限 5人 9,400円 なし

応用酵素化学 苅田　修一 月，5・6限
 2人 9,400円 なし
5月30日（水）は、月曜日の振替
授業があります。

魚類増殖学 淀　太我 水，3・4限※ 2人 9,400円 なし
※生物資源学部で配布する、平
成30年度授業時間割（用紙）に
て確認してください。

https://syllabus.mie-u.ac.jp/syllabus/2018/?action=display&id=21901

https://syllabus.mie-u.ac.jp/syllabus/2018/?action=display&id=8048

https://syllabus.mie-u.ac.jp/syllabus/2018/?action=display&id=11941

https://syllabus.mie-u.ac.jp/syllabus/2018/?action=display&id=4545

https://syllabus.mie-u.ac.jp/syllabus/2018/?action=display&id=18783

https://syllabus.mie-u.ac.jp/syllabus/2018/?action=display&id=5895

https://syllabus.mie-u.ac.jp/syllabus/2018/?action=display&id=8568

https://syllabus.mie-u.ac.jp/syllabus/2018/?action=display&id=1050
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後日、掲載予定です。

https://syllabus.mie-u.ac.jp/syllabus/2018/?action=display&id=19481

開　講
曜日，時限

受付窓口
受講条件

(損保等加入等)

人文学部
チーム
学務担当

人
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平成３０年度前期三重大学市民開放授業科目等一覧

学部等 募集定員 受講料担当教員授業科目 備考（曜日振替）
※教養教育行事予定表に準ずる形かどうか

授業の概要

https://syllabus.mie-u.ac.jp/syllabus/2018/?action=display&id=23150

https://syllabus.mie-u.ac.jp/syllabus/2018/?action=display&id=22907

https://syllabus.mie-u.ac.jp/syllabus/2018/?action=display&id=22900
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初級集中基礎Ⅱ総合A
（しょきゅうしゅうちゅうきそ

ⅡそうごうA）
Intensive BasicⅡ
Comprehensive A

松岡　知津子
Matsuoka

水，5・6限
Wed, 5-6
periods

(13:00-14:30)

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.

初級集中基礎Ⅲ　総合A
（しょきゅうしゅうちゅうきそ

ⅢそうごうA）
Intensive BasicⅢ
Comprehensive A

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A
（ちゅうきゅう　I

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

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.

5月30日（水）は、月曜日の振替
授業があります。

中級Ⅱ読解・作文A
（ちゅうきゅう　Ⅱ

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

福岡昌子
Fukuoka

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.

https://syllabus.mie-
u.ac.jp/syllabus/2018/?action=display&id=23561

国
際
交
流
セ
ン
タ
ー

国際交流
チーム国
際交流担
当

https://syllabus.mie-
u.ac.jp/syllabus/2018/?action=display&id=17771

https://syllabus.mie-
u.ac.jp/syllabus/2018/?action=display&id=20389

後日、掲載予定です。
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環境科学
（ISO環境管理学）

佐藤　邦夫 月，1･2限 10人 9,400円
環境ISOの管理に興味があ
ること。

5月30日（水）は、月曜日の振替
授業があります。

環境学F
（水質・大気の環境化学）

金子　聡 月，5･6限 50人 9,400円 なし
5月30日（水）は、月曜日の振替
授業があります。

生物学
（多様性の生物学）

福田　知子 火，1･2限 5人 9,400円 なし

現代科学理解特殊講義
（現代生物学の話題）

福田　知子 火，3･4限 5人 9,400円 なし

日本文化論B
（日本の海女文化）

塚本　明 火，3･4限 10人 9,400円 受講する意欲

異文化理解Ⅰ演習
（ドイツ語A）a

井口　靖 火，5･6限 5人 9,400円 なし

医学医療B
（急病の観察と判断）

丸山　一男 水，3･4限 20人 9,400円 なし

日本考古学A
（考古学の最新情報）

山中　章 水，5･6限 10人 9,400円 なし

異文化理解Ⅰ基礎
（ドイツ語A）a

井口　靖 木，1･2限 5人 9,400円 なし

現代社会理解特殊講義
（MIEUポイント）

山村　直紀 木，3･4限 10人 9,400円 なし

生物学
（多様性の生物学）

福田　知子 木，5･6限 5人 9,400円 なし

現代科学理解特殊講義
（現代生物学の話題）

福田　知子 木，7･8限 5人 9,400円 なし

医学医療C
（現代社会と健康）

仁尾　かおり 木，9･10限 5人 9,400円 なし

化学A
（化学の特徴の理解）

宇野　貴浩 木，9･10限 5人 9,400円
高校程度の化学知識を有
していること。

生物学
（多様性の生物学）

福田　知子 金，1･2限 5人 9,400円 なし

現代科学理解特殊講義
（現代生物学の話題）

福田　知子 金，3･4限 5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，3･4限 10人 9,400円 なし

英語Ⅱ発展Ｅ 吉田　悦子 金，3･4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。

現代社会理解特殊講義
（男女共同参画基礎）

尾西　康充 金，5･6限 5人 9,400円 なし

　※ 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/）

https://syllabus.mie-u.ac.jp/syllabus/2018/?action=display&id=20709

https://syllabus.mie-u.ac.jp/syllabus/2018/?action=display&id=23264

https://syllabus.mie-u.ac.jp/syllabus/2018/?action=display&id=18596
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https://syllabus.mie-u.ac.jp/syllabus/2018/?action=display&id=17739

https://syllabus.mie-u.ac.jp/syllabus/2018/?action=display&id=22945

https://syllabus.mie-u.ac.jp/syllabus/2018/?action=display&id=11507

https://syllabus.mie-u.ac.jp/syllabus/2018/?action=display&id=23262

https://syllabus.mie-u.ac.jp/syllabus/2018/?action=display&id=9765

https://syllabus.mie-u.ac.jp/syllabus/2018/?action=display&id=23263

https://syllabus.mie-u.ac.jp/syllabus/2018/?action=display&id=23265

https://syllabus.mie-u.ac.jp/syllabus/2018/?action=display&id=23261

https://syllabus.mie-u.ac.jp/syllabus/2018/?action=display&id=21757

https://syllabus.mie-u.ac.jp/syllabus/2018/?action=display&id=14476

https://syllabus.mie-u.ac.jp/syllabus/2018/?action=display&id=23266

https://syllabus.mie-u.ac.jp/syllabus/2018/?action=display&id=14597

https://syllabus.mie-u.ac.jp/syllabus/2018/?action=display&id=19124

https://syllabus.mie-u.ac.jp/syllabus/2018/?action=display&id=7601

https://syllabus.mie-u.ac.jp/syllabus/2018/?action=display&id=18722

https://syllabus.mie-u.ac.jp/syllabus/2018/?action=display&id=22820
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