
学部
時間割
コード

科目名 担当教員 学部
時間割
コード

科目名 担当教員 学部
時間割
コード

科目名 担当教員 学部（組）
時間割
コード

科目名 担当教員 学部
時間割
コード

科目名 担当教員

全学部 別紙 英語再AB(401)（再履修） 隈元 文・教・法 別紙 英語再C(102)（再履修） 永尾 全学部 別紙 英語再AB(403)（再履修） 松瀬

全学部 別紙 英語再AB(402)（再履修） 井原 教 A6301 暮らしの中の憲法 森口

文・教・法 A1401 英語C-1(001) ハンセン 文・法 A2101 ドイツ語C-1(001) 井上

文・教・法 A1402 英語C-1(002) オオシマ 文・法 A2102 ドイツ語C-1(002) 目

文・教・法 A1403 英語C-1(003) ギルバート 文・法 A2103 ドイツ語C-1(003) 吉田

文・教・法 A1417 英語C-1(017)
ラスカウス

キー
文・法 A2104 ドイツ語C-1(004) アクスト

文・教・法 A1404 英語C-1(004) 馬渡 法 A2231 フランス語C-1(001) 濱田

文・教・法 A1405 英語C-1(005) 西川 文・法 A2232 フランス語C-1(002) 竹内

文・教・法 A1406 英語C-1(006) 濵田(比) 文 A2233 フランス語C-1(003) 市川

文・教・法 A1407 英語C-1(007) 角田 文・法 A2341 中国語C-1(001) 西槇

文・教・法 A1408 英語C-1(008) 高津 文・法 A2342 中国語C-1(002) 郭

文・教・法 A1409 英語C-1(009) 池田(志) 文・法 A2343 中国語C-1(003) 黨

文・教・法 A1410 英語C-1(010) 井原 文・法 A2344 中国語C-1(004) 黎

文・教・法 A1411 英語C-1(011) 松瀬 文・法 A2431 コリア語C-1(001) 崔

文・教・法 A1412 英語C-1(012) 齋藤 法 A2432 コリア語C-1(002) 金(垠)

文・教・法 A1413 英語C-1(013) 冨村 理(1・2） A0301 統計学I 杉﨑

文・教・法 A1414 英語C-1(014) 村里 理(3・4） A0302 統計学I 坂西

文・教・法 A1415 英語C-1(015) 折田 医保・工 A6304 暮らしの中の憲法 中内

文・教・法 A1416 英語C-1(016) 片山

文・教・法 別紙 英語再C(101)（再履修） 平野

理 A6307 暮らしの中の憲法 金原

A0587
(1T)体育・スポーツ科学ｂ
(トレーニング)

井福 全学部 A2661 スペイン語II-1 デ レオン

A0588
(1T)体育・スポーツ科学ｂ
(卓球)

大石

A0589
(1T)体育・スポーツ科学ｂ
(バスケットボール)

末永

全学部 A2511 ドイツ語II-1 バウアー 全学部 A2611 コリア語III-1 崔 全学部 A2601 コリア語II-1 金(垠) 全学部 A2551 フランス語III-1 畑

全学部 A6602 最前線の社会文化研究D 矢原 文・教・法 別紙 コリア語C、D（再履修） 金(垠)

薬・工 別紙 英語再D（再履修） 井原
5

3

5

4
理・工

1

2

3

4

金

【２年次科目】2023年度（前学期） 教養教育授業時間割

2

1

時
限

時
限

月 火 水 木

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。

左記ＱＲコードから統合認証対応システム（熊本大学ポータル）へアク

セスし、学内用シラバスシステムにログインしてください。

暮らしの中の憲法クラス分け（教育学部）

前学期（A6301）： 国語、社会、音楽、美術
英語、教育

後学期（A6303）： 数学、理科、養教、保体
技術、家庭、特支、心理

これは、２年次開講の科目（２年次以上しか受講できない科目）です。

再履修の学生及び2016年度以前入学者は、再履修マニュアルを確認して、該当の時間割

コードで登録してください。

１年次開講の科目は、別に時間割表がありますので、そちらで確認してください。

★パッケージ科目を６単位修得できなかった人は、2023年度は、後学期（３・４ターム含

む）のパッケージ科目を受講することができるため、後学期に受講するようにしてくださ

い。（ただし先着順となっているため、早めの登録をお願いします。）



学部
（学科）

時間割
コード

科目名 担当教員 学部
時間割
コード

科目名 担当教員
学部

（学科）
時間割
コード

科目名 担当教員 学部
時間割
コード

科目名 担当教員
学部

（学科）
時間割
コード

科目名 担当教員

文・教・法 別紙 英語再C(104)（再履修） 平野

工
（土木）

A0181 (3T)情報処理概論 右田 全学部 別紙 英語再AB(405)（再履修） 池田(志) 全学部 別紙 英語再AB(406)（再履修） 村里 文・教 A6303 暮らしの中の憲法 金原

全学部 別紙 英語再AB(404)（再履修） 松岡

文・教・法 A1451 英語C-2(051)
ジェンキン

ソン
文 A0590

(3T)体育・スポーツ科学ｂ
(バドミントン)

坂下 文・法 A2111 ドイツ語C-2(051) 井上

文・教・法 A1452 英語C-2(052)
ラスカウス

キー
文・法 A2112 ドイツ語C-2(052) 目

文・教・法 A1453 英語C-2(053) ローゼン 文・法 A2113 ドイツ語C-2(053) 吉田

文・教・法 A1467 英語C-2(067) ギルバート 文・法 A2114 ドイツ語C-2(054) アクスト

文・教・法 A1454 英語C-2(054) 濵田(比) 法 A2241 フランス語C-2(051) 濱田

文・教・法 A1455 英語C-2(055) 登田 文・法 A2242 フランス語C-2(052) 竹内

文・教・法 A1456 英語C-2(056) 冨村 文 A2243 フランス語C-2(053) 市川

文・教・法 A1457 英語C-2(057) 隈元 文・法 A2351 中国語C-2(051) 西槇

文・教・法 A1458 英語C-2(058) 永尾 文・法 A2352 中国語C-2(052) 郭

文・教・法 A1459 英語C-2(059) 高津 文・法 A2353 中国語C-2(053) 黨

文・教・法 A1460 英語C-2(060) 馬渡 文・法 A2354 中国語C-2(054) 黎

文・教・法 A1461 英語C-2(061) 松瀬 文・法 A2441 コリア語C-2(051) 崔

文・教・法 A1462 英語C-2(062) 西川 法 A2442 コリア語C-2(052) 金(垠)

文・教・法 A1463 英語C-2(063) 井原 理 A0306 統計学II 坂西

文・教・法 A1464 英語C-2(064) 島谷

文・教・法 A1465 英語C-2(065) 村里

文・教・法 A1466 英語C-2(066) 折田

文・教・法 別紙 英語再C(103)（再履修） 片山

医保 A0591
(3T)体育・スポーツ科学ｂ
(ソフトバレー)

坂本

工
（機械）

A0182 (3T)情報処理概論 戸田
工

（材料）
A0184 (3T)情報処理概論 久保田

文・教・
法・医保

A4003 文系のための数学入門C 村上

全学部 A2666 スペイン語II-2 デ レオン

全学部 A2516 ドイツ語II-2 バウアー
工

（情電）
A0183 (3T)情報処理概論 武藏 全学部 A2606 コリア語II-2 金(垠) 理 A0185 (3T)情報処理概論 杉谷

薬・工 別紙 英語再D（再履修） 折田 全学部 A2616 コリア語III-2 崔 文・教・法 別紙 コリア語C、D（再履修） 金(垠) 全学部 A2556 フランス語III-2 サガズ

3

4

5

1

木

【２年次科目】2023年度（後学期） 教養教育授業時間割
金

4

5

月 火 水

2

1

時
限

3

時
限

2

暮らしの中の憲法クラス分け（教育学部）

前学期（A6301）： 国語、社会、音楽、美術
英語、教育

後学期（A6303）： 数学、理科、養教、保体
技術、家庭、特支、心理

これは、２年次開講の科目（２年次以上しか受講できない科目）です。

再履修の学生及び2016年度以前入学者は、再履修マニュアルを確認して、該当の時間割

コードで登録してください。

１年次開講の科目は、別に時間割表がありますので、そちらで確認してください。

★パッケージ科目を６単位修得できなかった人は、2023年度は、後学期（３・４ターム含

む）のパッケージ科目を受講することができるため、後学期に受講するようにしてくださ

い。（ただし先着順となっているため、早めの登録をお願いします。）

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。

左記ＱＲコードから統合認証対応システム（熊本大学ポータル）へアク

セスし、学内用シラバスシステムにログインしてください。


