
Ⅱ期月曜１限（8:45～10:15）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

経・工Ｄ１ 共通・初修 ドイツ語基礎１ CONRAD Marcus 00 21101 Ａ１３ 対面授業

経・工Ｄ２  共通・初修 ドイツ語基礎１ 今井田　亜弓 00 21102 Ｃ３１

原則対面、一部の授業回を遠隔
コロナ感染者数の増加など、状
況によっては対面と遠隔授業の
割合に変更が生ずることもあ
る。

オンデマンド型と同時双方向型
の併用

コロナ感染者数の増加など、状況によっては対面と遠隔授業
の割合に変更が生ずることもある。

経・工Ｄ３  共通・初修 ドイツ語基礎１ 村元　麻衣 00 21103 Ｓ１１ 対面授業

経・工Ｄ４  共通・初修 ドイツ語基礎１ 谷口　祐美子 00 21104 Ａ２８ NUCT参照

経・工Ｄ５  共通・初修 ドイツ語基礎１ 大塚　直 00 21105 Ｓ１５ 対面授業 シラバスに記載通り、対面で授業を行う予定である

経・工Ｄ６  共通・初修 ドイツ語基礎１ 中川　亜紀子 00 21106 Ｃ３０ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型

経・工Ｄ７  共通・初修 ドイツ語基礎１ 高畑　祐人 00 21107 Ｓ１０ 対面授業

経・工Ｄ８  共通・初修 ドイツ語基礎１ 北村　陽子 00 21108 Ｃ２１ NUCT参照

経・工Ｄ９  共通・初修 ドイツ語基礎１ 古田　香織 00 21109 Ｃ１１ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型

経・工Ｆ１  共通・初修 フランス語基礎１ 小栗栖　等 00 21110 Ｃ３２ 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双方向型

の併用
対面授業（コロナ感染状況により、変更の可能性がある）

経・工Ｆ２  共通・初修 フランス語基礎１ 奥田　智樹 00 21111 Ｓ１６ NUCT参照

経・工Ｒ１  共通・初修 ロシア語基礎１ 佐藤　規祥 00 21112 Ｓ１８ NUCT参照

経・工ＣＨ１  共通・初修 中国語基礎１ 星野　幸代 00 21113 Ａ２６ NUCT参照

経・工ＣＨ２  共通・初修 中国語基礎１ 劉　欣 00 21114 Ｃ２２ 対面授業

経・工ＣＨ３  共通・初修 中国語基礎１ 蟹江　静夫 00 21115 Ｓ１９ 対面授業

経・工ＣＨ４  共通・初修 中国語基礎１ 甘　靖超 00 21116 Ｃ４０ 原則遠隔、一部の授業回を対面 同時双方向型

経・工ＣＨ５  共通・初修 中国語基礎１ 虞　萍 00 21117 Ｃ４１ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型

経・工ＣＨ６  共通・初修 中国語基礎１ 徐　春陽 00 21118 Ｃ１０ 遠隔授業
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

経・工ＣＨ７  共通・初修 中国語基礎１ 辻　千春 00 21119 Ｓ１３ 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

基本的に授業は対面で実施します。連絡はNUCTで行います。
初回講義1週間前に「秋期講義の実施要領」をアップします
ので、必ず目を通してきてください。初回講義時に手元にあ
るとなおよいです。

経・工ＣＨ８  共通・初修 中国語基礎１ 趙　宏剛 00 21120 Ｓ２１ 対面授業

経・工ＣＨ９  共通・初修 中国語基礎１ 盧　建 00 21121 Ｃ４２ 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

経・工ＣＨ10  共通・初修 中国語基礎１ 田中　千寿 00 21122 Ｃ３４ 原則遠隔、一部の授業回を対面
オンデマンド型と同時双方向型

の併用
第一回授業の前日までに、授業への参加方法をNUCTでお知ら
せします。

経・工ＣＨ11  共通・初修 中国語基礎１ 董　紅俊 00 21123 Ｃ１２ 原則対面、一部の授業回を遠隔 オンデマンド型

オンデマンド型授業を行う場
合、WeChatやlineなどのSNSを活
用し、学生と音声による交流な
どを確保します。質疑応答など
を順調にできるようにします。

経・工ＣＨ12  共通・初修 中国語基礎１ 前田　光子 00 21124 Ｃ２０ 対面授業
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Ⅱ期月曜１限（8:45～10:15）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

経・工ＣＨ13  共通・初修 中国語基礎１ 笠井　直美 00 21125 Ａ３２ NUCT参照

経・工ＣＨ14  共通・初修 中国語基礎１ 勝川　裕子 00 21126 Ａ２７ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型
 原則として対面授業を行いますが、COVID-19感染拡大の状
況次第では遠隔授業（Teamsを使用）とすることがありま
す。NUCTの通知にご留意ください。

経・工Ｓ１  共通・初修 スペイン語基礎１ 寺澤　宏美 00 21127 Ａ１５ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型 コロナの状況によりオンラインで実施。

経・工Ｓ２  共通・初修 スペイン語基礎１ 中川　渚 00 21128 Ａ１４ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型 基本的に対面ですが，状況によってオンラインとします。

経・工Ｓ３  共通・初修 スペイン語基礎１ R.Figueroa 00 21129 Ｓ１２ 原則対面、一部の授業回を遠隔 基本的に対面ですが，状況によってオンラインとします。

経・工Ｓ４  共通・初修 スペイン語基礎１ 齊藤　亮太 00 21130 Ｃ３６ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型 基本的に対面ですが，状況によってオンラインとします。

経・工Ｋ１  共通・初修 朝鮮・韓国語基礎１ 李　惠敏 00 21131 Ｃ１４ 原則対面、一部の授業回を遠隔
同時双方向型

場合によってオンデマンド型に
なる可能性もあります。

nuctのお知らせやメールなどを良くチェックするようにお願
いします。

経・工Ｋ２  共通・初修 朝鮮・韓国語基礎１ 黒﨑　慶子 00 21132 Ｓ１７ 原則遠隔、一部の授業回を対面 同時双方向型

全学部  共通・日本語 多文化コミュニケーション論 俵山　雄司 00 21133 Ａ２１ 対面授業

情(自然・コン)  分野別・自然系 地球科学基礎Ⅱ
持田　陸宏◎/纐纈　佑
衣/竹内　誠 00 21138 Ｃ１３ 対面授業

理［高校での生物未履修者］  分野別・自然系 生物学基礎Ⅱ
多田　安臣◎/大澤　志
津江/石川　由希 00 21139 Ｓ３０ NUCT参照

理［高校での生物履修者］  分野別・自然系 生物学基礎Ⅱ
嘉村　巧◎/久本　直毅
/廣明　秀一 00 21140 Ｃ３５ 対面授業

原則対面授業ですが、コロナ感染あるいは濃厚接触者のため
登校できない場合は、前もって講義担当者に連絡下さい。対
面授業の同時配信あるいはオンデマンド型授業で対応しま
す。

農（生命）  分野別・自然系 線形代数学Ⅱ 小林　善司 00 21141 Ｃ１５ 対面授業

農（環境・資生）  分野別・自然系 線形代数学Ⅱ 大舘　陽太 00 21142 Ｃ２３ 原則遠隔、一部の授業回を対面
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

科目名等 時間割コード



Ⅱ期月曜２限（10:30～12:00）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

文・教・法・情（人
社）・農Ｄ１

 共通・初修 ドイツ語初級完成 北村　陽子 00 21201 Ｃ２１ NUCT参照

文・教・法・情（人
社）・農Ｄ２

 共通・初修 ドイツ語初級完成 村元　麻衣 00 21202 Ｓ１１ 対面授業

文・教・法・情（人
社）・農Ｄ３

 共通・初修 ドイツ語初級完成 CONRAD Marcus 00 21203 Ａ１３ 対面授業

文・教・法・情（人
社）・農Ｄ４

 共通・初修 ドイツ語初級完成 古田　香織 00 21204 Ｃ１１ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型

文・教・法・情（人
社）・農Ｄ５

 共通・初修 ドイツ語初級完成 安川　晴基 00 21205 Ｓ１２ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型

文・教・法・情（人
社）・農Ｄ６

 共通・初修 ドイツ語初級完成 山口　庸子 00 21206 Ｃ２２ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型

文・教・法・情（人
社）・農Ｆ１

 共通・初修 フランス語初級完成 奥田　智樹 00 21207 Ｃ３０ NUCT参照

文・教・法・情（人
社）・農Ｆ２

 共通・初修 フランス語初級完成 鳥山　定嗣 00 21208 Ｓ１６ 対面授業

文・教・法・情（人
社）・農Ｆ３

 共通・初修 フランス語初級完成 加藤　靖恵 00 21209 Ｓ１４ 対面授業

文・教・法・情（人
社）・農Ｆ４

 共通・初修 フランス語初級完成 新井　美佐子 00 21210 Ｃ４１ 対面授業
状況によってはオンライン授業に切り替える可能性もあるの
で、NUCTでの連絡に留意すること。

文・教・法・情（人
社）・農Ｒ１

 共通・初修 ロシア語初級完成 山路　明日太 00 21211 Ｓ１８ 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双方向型

の併用
授業は対面形式を基本とする。

文・教・法・情（人
社）・農ＣＨ１

 共通・初修 中国語初級完成 佐野　誠子 00 21212 Ａ３３ NUCT参照

文・教・法・情（人
社）・農ＣＨ２

 共通・初修 中国語初級完成 笠井　直美 00 21213 Ａ３２ NUCT参照

文・教・法・情（人
社）・農ＣＨ３

 共通・初修 中国語初級完成 前田　光子 00 21214 Ｃ２０ 対面授業

文・教・法・情（人
社）・農ＣＨ４

 共通・初修 中国語初級完成 盧　建 00 21215 Ｃ４２ 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

文・教・法・情（人
社）・農ＣＨ５

 共通・初修 中国語初級完成 甘　靖超 00 21216 Ｃ４０ 原則遠隔、一部の授業回を対面 同時双方向型

文・教・法・情（人
社）・農ＣＨ６

 共通・初修 中国語初級完成 董　紅俊 00 21217 Ｃ１２ 原則対面、一部の授業回を遠隔 オンデマンド型

一部でオンデマンド型授業を実
施する場合は、WeChatやlineな
どのSNSを活用し、学生と意見交
換したり、質疑応答したりしま
す。

文・教・法・情（人
社）・農ＣＨ７

 共通・初修 中国語初級完成 星野　幸代 00 21218 Ａ２６ NUCT参照

文・教・法・情（人
社）・農ＣＨ８

 共通・初修 中国語初級完成 田中　千寿 00 21219 Ｃ３４ 原則遠隔、一部の授業回を対面
オンデマンド型と同時双方向型

の併用
第一回授業の前日までに、授業への参加方法をNUCTでお知ら
せします。

文・教・法・情（人
社）・農Ｓ１

 共通・初修 スペイン語初級完成 中川　渚 00 21220 Ａ１４ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型 基本的に対面ですが，状況によってオンラインとします。

文・教・法・情（人
社）・農Ｓ２

 共通・初修 スペイン語初級完成 MENDEZ GUERRA Carlos 00 21221 Ｃ１０ NUCT参照

文・教・法・情（人
社）・農Ｋ１

 共通・初修 朝鮮・韓国語初級完成 李　惠敏 00 21222 Ｃ１４ 原則対面、一部の授業回を遠隔
同時双方向型

オンデマンド型になる可能性も
あります。

nuctの知らせやメールよくチェックするようにお願いしま
す。

文・教・法・情（人
社）・農Ｋ２

 共通・初修 朝鮮・韓国語初級完成 黒﨑　慶子 00 21223 Ｓ１７ 原則遠隔、一部の授業回を対面 同時双方向型

科目名等 時間割コード



Ⅱ期月曜２限（10:30～12:00）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

経  共通・英語 英語（コミュニケーション） E.Cabrido 00 21228 ＣＡＬＬ３ NUCT参照

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 久米　啓介 00 21229 Ｃ３６ 対面授業

 共通・英語 英語（コミュニケーション） J.Sichi 00 21230 Ａ２７ NUCT参照

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 加藤　由香子 00 21231 Ｓ１５ 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双方向型

の併用
NUCTのお知らせやメッセージを確認すること。

 共通・英語 英語（コミュニケーション） PRIMEAU Robert 00 21232 Ｃ３２ 対面授業

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 堀　江里香 00 21233 Ｃ３１ 原則遠隔、一部の授業回を対面
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

 共通・英語 英語（コミュニケーション） M.Marshall 00 21234 Ｓ１３ 対面授業

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 松野　澄江 00 21235 Ａ１５ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 森　有礼 00 21236 Ｓ１９ 対面授業
現時点では、対面での授業実施を想定しているが、感染症予
防の必要がある場合にはリアルタイム・オンライン授業を適
宜取り入れる。

情(自然・コン)  分野別・自然系 生物学基礎Ⅱ
清水　貴史◎/花房　洋/細
川　智永 00 21241 Ｃ２３

対面授業、同時に一部の学生向
けに遠隔授業（ハイフレックス
型）

オンデマンド型と同時双方向型
の併用

社会状況に応じて対面と遠隔授業(オンデマンド型又は双方
向型)の形態を取ります。どちらの授業形態になるかはNUCT
を介してお知らせします。

理  共通・健ｽﾎﾟ
健康・スポーツ科学実習B
（ゴルフ）

山本　耕太 00 21246  野球場 対面授業
対面による授業を行う（新型コロナウイルス感染症における
名古屋大学の活動指針により変更することがある）

 共通・健ｽﾎﾟ
健康・スポーツ科学実習B
（バドミントン）

石田　浩司 00 21247  新体育館　アリーナ 対面授業
対面による授業を行う（新型コロナウイルス感染症における
名古屋大学の活動指針により変更することがある）

 共通・健ｽﾎﾟ
健康・スポーツ科学実習B
（卓球）

平川　武仁 00 21248  第２体育館 対面授業
対面による授業を行う（新型コロナウイルス感染症における
名古屋大学の活動指針により変更することがある）

 共通・健ｽﾎﾟ
健康・スポーツ科学実習B
（ソフトボール）

山本　真史 00 21249 陸上競技場 対面授業
対面による授業を行う（新型コロナウイルス感染症における
名古屋大学の活動指針により変更することがある）

 共通・健ｽﾎﾟ
健康・スポーツ科学実習B
（バスケット）

稲葉　泰嗣 00 21250  第１体育館 対面授業
対面による授業を行う（新型コロナウイルス感染症における
名古屋大学の活動指針により変更することがある）

 共通・健ｽﾎﾟ
健康・スポーツ科学実習B
（フィットネス）

水野　貴正 00 21251  新体育館　トレーニングルーム 対面授業
対面による授業を行う（新型コロナウイルス感染症における
名古屋大学の活動指針により変更することがある）

 共通・健ｽﾎﾟ
健康・スポーツ科学実習B
（ダンス）

飯田　祥明 00 21252  第５体育館 対面授業
対面による授業を行う（新型コロナウイルス感染症における
名古屋大学の活動指針により変更することがある）

医（医）  分野別・自然系 化学基礎Ⅱ 林　瑠美子 00 21257 Ｓ３０ 対面授業

工(物工)  分野別・自然系 力学Ⅱ 松山　智至 00 21258 Ｃ４３ 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

工(エネ)  分野別・自然系 力学Ⅱ
中塚　理◎/田仲　由喜
夫 00 21259 Ａ２１ NUCT参照

工(化生)[１・２]  分野別・自然系 微分積分学Ⅱ 菅野　浩明 00 21260 Ｃ２５ 対面授業

工(化生)[３]・工(マテ)[６]  分野別・自然系 微分積分学Ⅱ 小林　亮一 00 21261 Ｓ２Ｙ NUCT参照

感染状況によっては双方向オンデマンド融合型遠隔講義にな
ります．対面と遠隔を混ぜるということはしません．どちら
かに統一します．なお，課題提出や質問などのコミュニケー
ション手段としてNUCTを利用する点は対面でも遠隔でも同じ
です．

工(マテ)[７・８]  分野別・自然系 微分積分学Ⅱ 川村　友美 00 21262 Ｃ３３ 原則対面、一部の授業回を遠隔 オンデマンド型 NUCTのフォーラムを利用する。

科目名等 時間割コード



Ⅱ期月曜２限（10:30～12:00）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

工(機航)[13・14]  分野別・自然系 力学Ⅱ 水野　幸治 00 21263 Ｃ１３ 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

工(機航)[15・16]  分野別・自然系 力学Ⅱ
吉村　彰記◎/杵淵　紀
世志 00 21264 Ｃ３５

対面授業、同時に一部の学生向
けに遠隔授業（ハイフレックス
型）

同時双方向型
対面とオンラインのハイブリッド(ハイフレックス)型の講義
を実施する予定ですが，パンデミックの状況に応じて変更す
る可能性があります．

工(土建)  分野別・自然系 微分積分学Ⅱ 張　紹良 00 21265 Ｃ１５ 対面授業
対面を基本とするが，オンデマンド教材をNUCTにて提供す
る。

工(電情)[９・10]  分野別・自然系 力学Ⅱ 判治　剛 00 21266 Ｓ２Ｘ 原則遠隔、一部の授業回を対面 同時双方向型

工(電情)[11・12]  分野別・自然系 力学Ⅱ 山本　和弘 00 21267 NUCT参照

Ⅱ期月曜３限（13:00～14:30）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

文系  分野別・人文社会 心理学 唐沢　穣 00 21301 Ｃ４３ 対面授業
原則として対面授業を予定するが、感染症の状況等によって
はオンライン形式とする場合は改めて周知する。

 分野別・人文社会 地理学 伊賀　聖屋 00 21302 遠隔授業 同時双方向型 Teamsを用いて授業を行います。

 分野別・人文社会 教育学 伊藤　彰浩 00 21303  Ｓ２Ｙ 遠隔授業 同時双方向型

 分野別・人文社会 法学 波多野　敏 00 21304 Ｓ３０ 対面授業

 分野別・人文社会 比較文化論 木俣　元一 00 21305 対面授業

 分野別・人文社会 宗教学・文化人類学 本村　耐樹 00 21306 Ｓ１Ｘ 対面授業

情(自然・コン)  分野別・自然系 化学基礎Ⅱ
戸谷　義明◎/安田　耕
二 00 21311 Ｃ２３ 対面授業

理［１～３］  分野別・自然系 線形代数学Ⅱ 永尾　太郎 00 21313 Ｃ２５ 対面授業

理［４～６］  分野別・自然系 線形代数学Ⅱ 藤原　一宏 00 21314 Ｃ１３ NUCT参照

理［７～９］  分野別・自然系 線形代数学Ⅱ LE GALL Francois Pie 00 21315 Ｃ３５ 対面授業

理［10～12］  分野別・自然系 線形代数学Ⅱ 谷川　好男 00 21316 Ｃ３３ 対面授業

医（医）・農  共通・健ｽﾎﾟ
健康・スポーツ科学実習B
（ゴルフ）

山本　耕太 00 21321  野球場 対面授業
対面による授業を行う（新型コロナウイルス感染症における
名古屋大学の活動指針により変更することがある）

 共通・健ｽﾎﾟ
健康・スポーツ科学実習B
（バドミントン）

石田　浩司 00 21322  新体育館　アリーナ 対面授業
対面による授業を行う（新型コロナウイルス感染症における
名古屋大学の活動指針により変更することがある）

 共通・健ｽﾎﾟ
健康・スポーツ科学実習B
（卓球）

平川　武仁 00 21323  第２体育館 対面授業
対面による授業を行う（新型コロナウイルス感染症における
名古屋大学の活動指針により変更することがある）

 共通・健ｽﾎﾟ
健康・スポーツ科学実習B
（ソフトボール）

山本　真史 00 21324 陸上競技場 対面授業
対面による授業を行う（新型コロナウイルス感染症における
名古屋大学の活動指針により変更することがある）

 共通・健ｽﾎﾟ
健康・スポーツ科学実習B
（バスケット）

佐々木　康 00 21325  第１体育館 対面授業
対面による授業を行う（新型コロナウイルス感染症における
名古屋大学の活動指針により変更することがある）

 共通・健ｽﾎﾟ
健康・スポーツ科学実習B
（フィットネス）

秋間　広 00 21326  新体育館　トレーニングルーム 対面授業
対面による授業を行う（新型コロナウイルス感染症における
名古屋大学の活動指針により変更することがある）

 共通・健ｽﾎﾟ
健康・スポーツ科学実習B
（ダンス）

飯田　祥明 00 21327  第５体育館 対面授業
対面による授業を行う（新型コロナウイルス感染症における
名古屋大学の活動指針により変更することがある）

科目名等 時間割コード

科目名等 時間割コード

Ａ３１



Ⅱ期月曜３限（13:00～14:30）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

工  共通・英語 英語（中級） 岩城　奈巳 00 21332 ＣＡＬＬ３ 対面授業

 共通・英語 英語（中級） 長畑　明利 00 21333 Ａ２１ 原則遠隔、一部の授業回を対面
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

新型コロナウィルスの感染状況によるが、学期開始当初は 
Zoom を用いたオンライン授業を行い、その後、感染状況が
よくなったら、対面授業に移行する予定。授業形態は NUCT 
にて連絡するので、「お知らせ」に注意すること。

 共通・英語 英語（中級） TOMKINSON Fiona gail 00 21334 Ｃ４０ NUCT参照

 共通・英語 英語（中級） 長山　智香子 00 21335 Ｃ１２ NUCT参照

 共通・英語 英語（中級） WRIGHT David 00 21336 Ｃ２１ NUCT参照 TBD.

 共通・英語 英語（中級） TOOHEY David 00 21337 Ａ１３ NUCT参照

 共通・英語 英語（中級） NUSKE Kyle 00 21338 Ａ１５ 対面授業

In principle, all classes will be held face-to-face. 
However, some or all classes may shift to an online 
format in the event of a widespread COVID outbreak in 
the Nagoya area.

 共通・英語 英語（中級） HAMLITSCH Nathan 00 21339 Ｃ２２ 対面授業

 共通・英語 英語（中級） 久米　啓介 00 21340 Ｃ３６ 対面授業

 共通・英語 英語（中級） SAYENKO Tetyana 00 21341 ＣＡＬＬ２ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型

 共通・英語 英語（中級） 土居　峻 00 21342 Ｃ３１ 原則対面、一部の授業回を遠隔 オンデマンド型
ＮＵＣＴのフォーラム機能を用
い、意見交換の機会を確保す
る

 共通・英語 英語（中級） THOMAS Gareth 00 21343 Ｃ３０ NUCT参照

 共通・英語 英語（中級） 加藤　由香子 00 21344 Ｓ１５ 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双方向型

の併用
NUCTのお知らせやメッセージを確認すること。

 共通・英語 英語（中級） PRIMEAU Robert 00 21345 Ｃ３２ 対面授業

 共通・英語 英語（中級） 松野　澄江 00 21346 Ｃ３４ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型

 共通・英語 英語（中級） 吉村　愛子 00 21347 Ｃ１０ 遠隔授業 同時双方向型 第1回授業開始前にNUCT（お知らせ）を確認してください。

科目名等 時間割コード



Ⅱ期月曜４限（14:45～16:15）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

文系・医（医）  共通・英語 英語（中級） 杉浦　正利 00 21401 ＣＡＬＬ３ NUCT参照

 共通・英語 英語（中級） TOMKINSON Fiona gail 00 21402 Ｃ４０ NUCT参照

 共通・英語 英語（中級） 長山　智香子 00 21403 Ｃ１２ NUCT参照

 共通・英語 英語（中級） WRIGHT David 00 21404 Ｃ２１ NUCT参照 TBD.

 共通・英語 英語（中級） TOOHEY David 00 21405 Ａ１３ NUCT参照

 共通・英語 英語（中級） HAMLITSCH Nathan 00 21406 Ｃ２２ 対面授業

 共通・英語 英語（中級） 久米　啓介 00 21407 Ｃ３６ 対面授業

 共通・英語 英語（中級） 土居　峻 00 21408 Ｃ３１ 原則対面、一部の授業回を遠隔 オンデマンド型
ＮＵＣＴのフォーラム機能を用
い、意見交換の機会を確保す
る

 共通・英語 英語（中級） THOMAS Gareth 00 21409 Ｃ３０ NUCT参照

 共通・英語 英語（中級） HILL Richard 00 21410 Ｃ４２ NUCT参照

 共通・英語 英語（中級） PRIMEAU Robert 00 21411 Ｃ３２ 対面授業

 共通・英語 英語（中級） 松野　澄江 00 21412 Ｃ３４ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型

 共通・英語 英語（中級） 吉村　愛子 00 21413 Ｃ１０ 遠隔授業 同時双方向型
第1回授業開始前に必ずNUCT（「お知らせ」）をご確認くだ
さい。

情(自然・コン)  分野別・自然系 物理学基礎Ⅱ 谷村　省吾 00 21418 Ｃ４３ NUCT参照 未定（NUCTでアナウンスする）

理［１～４］  分野別・自然系 化学基礎Ⅱ 山田　泰之 00 21419 Ｃ１３

基本的には対面授業のみを行う
が、今後のコロナウイルスの感
染状況を見て、遠隔授業の導入
を考える。

同時双方向型
基本的には対面授業のみを行うが、今後のコロナウイルスの
感染状況を見て、遠隔授業の導入を考える。

理［５～８］  分野別・自然系 化学基礎Ⅱ 多喜　正泰 00 21420 Ｃ３５
原則対面授業を行うが，状況に
より遠隔授業を導入する 同時双方向型

理［９～12］  分野別・自然系 化学基礎Ⅱ 八木　亜樹子 00 21421 Ｃ３３
対面授業、同時に一部の学生向
けに遠隔授業（ハイフレックス
型）

同時双方向型

科目名等 時間割コード



Ⅱ期月曜４限（14:45～16:15）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

医（保）  分野別・自然系 生物学実験
寳珠山　稔◎/早川　文
彦/池田　勝秀　他 00 21471 医・保 NUCT参照

農  分野別・自然系 化学実験 饗場　浩文◎ 00 21472 実験室

原則として，隔週登校により人
数を制限の上，対面で授業を実
施する。登校しない週はオンデ
マンド形式によるICTを使った遠
隔授業を行う。

オンデマンド型
NUCTでの質問の受付や、隔週の
対面授業において意見交換の機
会を確保する。

全体を3つのグループに分けて、3つの実験項目（無機イオン
分析実験、合成・滴定実験、物理化学実験）をローテーショ
ンします。各実験項目では、対面授業を主体にオンライン授
業も併用します。

柴田　貴広

珠玖　良昭

工(エネ)  分野別・自然系 電磁気学Ⅰ 高橋　康史 00 21422 Ｃ２３ NUCT参照

工(マテ)  分野別・自然系 力学Ⅱ
伊藤　孝寛◎/原田　俊
太 00 21423 Ｓ３０ 対面授業

工(土建)  共通・英語 英語（コミュニケーション） NILEP Chad 00 21428 Ｓ１６ NUCT参照

 共通・英語 英語（コミュニケーション） NUSKE Kyle 00 21429 Ａ１５ 対面授業

In principle, all classes will be held face-to-face. 
However, some or all classes may shift to an online 
format in the event of a widespread COVID outbreak in 
the Nagoya area.

 共通・英語 英語（コミュニケーション） SAYENKO Tetyana 00 21430 ＣＡＬＬ２ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 林　誠 00 21431 Ｃ２０ 対面授業
原則的には対面で授業を行ないますが、感染状況によっては
オンライン授業に切り替えることもあります。

工(電情)  分野別・自然系 物理学実験 森　洋二郎◎ 00 21473 実験室 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双

方向型の併用

今岡　淳

BEN NAILA Chedlia

Ⅱ期(秋1)月曜４限（14:45～16:15）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

工(化生・物工)  共通・ﾃﾞｰﾀ科学 データ科学基礎演習B 工藤　博章 00 21481 遠隔授業
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

Ⅱ期(秋2)月曜４限（14:45～16:15）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

工(機航)  共通・ﾃﾞｰﾀ科学 データ科学基礎演習B 森﨑　修司 00 21491 遠隔授業
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

科目名等 時間割コード

科目名等 時間割コード

科目名等 時間割コード



Ⅱ期月曜５限（16:30～18:00）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

情(自然)・工(マテ・エネ)  共通・英語 英語（コミュニケーション） 山本　竜大 00 21501 Ｃ２２ NUCT参照

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 小川　明子 00 21502 ＣＡＬＬ３ NUCT参照

 共通・英語 英語（コミュニケーション） TOMKINSON Fiona gail 00 21503 Ｃ４０ NUCT参照

 共通・英語 英語（コミュニケーション） TOOHEY David 00 21504 Ａ１３ NUCT参照

 共通・英語 英語（コミュニケーション） J.Sichi 00 21505 Ｃ２１ NUCT参照

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 林　誠 00 21506 Ｃ２０ 対面授業
原則として対面授業を行いますが、感染状況によってはオン
ライン授業に切り替えることもあります。

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 土居　峻 00 21507 Ｃ３１ 遠隔授業 オンデマンド型
ＮＵＣＴのフォーラム機能を用
い、意見交換の機会を確保す
る。

ＮＵＣＴの「リソース」にオンライン対応版のシラバスを掲
載します。指示に従って提出物を提出し、自ら学習を進めて
いくこととなります。

 共通・英語 英語（コミュニケーション） THOMAS Gareth 00 21508 Ｃ３０ NUCT参照

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 吉村　愛子 00 21509 Ｃ１０ 遠隔授業 同時双方向型
第1回授業開始前に必ずNUCT（「お知らせ」）をご確認くだ
さい。

全学部（単位補充）  共通・初修 スペイン語基礎１ GONZALEZ A 00 21514 Ｃ１２ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型 基本的に対面ですが，状況によってオンラインとします。

医（保）  分野別・自然系 生物学実験
寳珠山　稔◎/早川　文
彦/池田　勝秀　他 00 21471 医・保 NUCT参照

農  分野別・自然系 化学実験 饗場　浩文◎ 00 21472 実験室

原則として，隔週登校により人
数を制限の上，対面で授業を実
施する。登校しない週はオンデ
マンド形式によるICTを使った遠
隔授業を行う。

オンデマンド型
NUCTでの質問の受付や、隔週の
対面授業において意見交換の機
会を確保する。

全体を3つのグループに分けて、3つの実験項目（無機イオン
分析実験、合成・滴定実験、物理化学実験）をローテーショ
ンします。各実験項目では、対面授業を主体にオンライン授
業も併用します。

柴田　貴広

珠玖　良昭

工(電情)  分野別・自然系 物理学実験 森　洋二郎◎ 00 21473 実験室 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

今岡　淳

BEN NAILA Chedlia

文・教・法・経 教職 教職基礎論 杉浦　慶一郎 00 21582 Ｃ２５ 対面授業
講義ではレジュメを配布します。PowerPoint資料はNUCTに載
せます。詳細は初回講義で説明します。

Ⅱ期(秋1)月曜５限（16:30～18:00）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

理（前半200名）  共通・ﾃﾞｰﾀ科学 データ科学基礎演習B 出口　大輔 00 21581 遠隔授業
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

Ⅱ期(秋2)月曜５限（16:30～18:00）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

理（残り）・医（医）  共通・ﾃﾞｰﾀ科学 データ科学基礎演習B 小田　昌宏 00 21591 遠隔授業
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

科目名等 時間割コード

科目名等 時間割コード

科目名等 時間割コード



Ⅱ期火曜１限（8:45～10:15）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

教・情(人社)  共通・英語 英語（コミュニケーション） 山本　竜大 00 22101 Ｓ１２ NUCT参照

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 井原　伸浩 00 22102 ＣＡＬＬ２ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 梶浦　眞由美 00 22103 ＣＡＬＬ４ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型 授業中Teams等で課題を提出してもらうことがあります。

 共通・英語 英語（コミュニケーション） TROWELL Haydn 00 22104 Ｃ２０ NUCT参照

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 森　有礼 00 22105 Ｃ１０ 対面授業
現時点では、対面での授業実施を想定しているが、感染症予
防の必要がある場合にはリアルタイム・オンライン授業を適
宜取り入れる。

情（自然・コン）・
理・医Ｄ１

 共通・初修 ドイツ語基礎１ 中村　登志哉 00 22110 Ｃ３１ 原則遠隔、一部の授業回を対面
オンデマンド型と同時双

方向型の併用
オンライン、あるいは対面とオンラインのハイブリッドのい
ずれかによる。感染状況により判断する。

情（自然・コン）・
理・医Ｄ２

 共通・初修 ドイツ語基礎１ CONRAD Marcus 00 22111 Ａ１４ 対面授業

情（自然・コン）・
理・医Ｄ３

 共通・初修 ドイツ語基礎１ 中村　修 00 22112 Ａ２７ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型
授業方法は学生の都合などによっては変更の可能性もありま
す。

情（自然・コン）・
理・医Ｄ４

 共通・初修 ドイツ語基礎１ 前田　織絵 00 22113 Ｃ３２ 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

情（自然・コン）・
理・医Ｄ５

 共通・初修 ドイツ語基礎１ 山口　庸子 00 22114 Ａ１３ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型

情（自然・コン）・
理・医Ｄ６

 共通・初修 ドイツ語基礎１ 三宅　恭子 00 22115 Ｓ１３ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型

情（自然・コン）・
理・医Ｄ７

 共通・初修 ドイツ語基礎１ 大熊　洋行 00 22116 Ｃ３０ NUCT参照 基本はオンラインを予定しています。

情（自然・コン）・
理・医Ｄ８

 共通・初修 ドイツ語基礎１ 大澤　健司 00 22117 Ｃ１２ 対面授業

情（自然・コン）・
理・医Ｄ９

 共通・初修 ドイツ語基礎１ 中川　亜紀子 00 22118 Ｓ１４ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型

情（自然・コン）・
理・医Ｄ10

 共通・初修 ドイツ語基礎１ 高畑　祐人 00 22119 Ｃ１１ 対面授業

情（自然・コン）・
理・医Ｆ１

 共通・初修 フランス語基礎１ 鶴巻　泉子 00 22120 Ａ１５ NUCT参照

情（自然・コン）・
理・医Ｆ２

 共通・初修 フランス語基礎１ 奥田　智樹 00 22121 Ｃ２２ NUCT参照

情（自然・コン）・
理・医Ｒ１

 共通・初修 ロシア語基礎１ 佐藤　規祥 00 22122 Ｃ４２ NUCT参照

情（自然・コン）・
理・医ＣＨ１

 共通・初修 中国語基礎１ 寺澤　知美 00 22123 Ｃ４０ 対面授業

情（自然・コン）・
理・医ＣＨ２

 共通・初修 中国語基礎１ 加納　光 00 22124 Ｓ１８ NUCT参照

情（自然・コン）・
理・医ＣＨ３

 共通・初修 中国語基礎１ 武田　みゆき 00 22125 Ａ２８ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型

情（自然・コン）・
理・医ＣＨ４

 共通・初修 中国語基礎１ 前田　光子 00 22126 Ｃ２１ 対面授業

情（自然・コン）・
理・医ＣＨ５

 共通・初修 中国語基礎１ 土屋　洋 00 22127 Ｓ１０ 遠隔授業
オンデマンド型と同時双方向型

の併用
TEAMSのURLなど詳細については、開講前日までに、NUCT上で
お知らせします。

情（自然・コン）・
理・医ＣＨ６

 共通・初修 中国語基礎１ 坂部　晶子 00 22128 Ａ３２ 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

情（自然・コン）・
理・医ＣＨ７

 共通・初修 中国語基礎１ 田中　千寿 00 22129 Ｓ１９ 原則遠隔、一部の授業回を対面
オンデマンド型と同時双方向型

の併用
第一回授業の前日までに、授業への参加方法をNUCTでお知ら
せします。

情（自然・コン）・
理・医ＣＨ８

 共通・初修 中国語基礎１ 朱　薇娜 00 22130 Ａ２６ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型

科目名等 時間割コード



Ⅱ期火曜１限（8:45～10:15）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

情（自然・コン）・
理・医Ｓ１

 共通・初修 スペイン語基礎１ 寺澤　宏美 00 22131 Ｓ１５ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型 秋学期のみ。状況により対面またはオンライン授業。

情（自然・コン）・
理・医Ｓ２

 共通・初修 スペイン語基礎１ 岡見　友里江 00 22132 Ｃ４１ 対面授業 基本的に対面ですが，状況によってオンラインとします。

情（自然・コン）・
理・医Ｋ１

 共通・初修 朝鮮・韓国語基礎１ 黒﨑　慶子 00 22133 Ｓ１７ 原則遠隔、一部の授業回を対面 同時双方向型

情（自然・コン）・
理・医Ｋ２

 共通・初修 朝鮮・韓国語基礎１ 李　惠敏 00 22134 Ｃ１４ 原則対面、一部の授業回を遠隔
同時双方向型
オンデマンド型になる可能性も
あります。

nuctのお知らせやメールをよくチェックするようにお願いし
ます。

全学部  共通・日本語 多文化コミュニケーション論 俵山　雄司 00 22135 Ｃ３４ 対面授業

工(物工)  分野別・自然系 電磁気学Ⅰ 黒澤　昌志 00 22140 Ｃ４３ 対面授業

工(化生)  分野別・自然系 力学Ⅱ 中村　光 00 22141 Ｓ３０ NUCT参照

工(機航)[13・14]  分野別・自然系 電磁気学Ⅰ 五十嵐　信行 00 22142 Ｃ３５ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型

工(機航)[15・16]  分野別・自然系 電磁気学Ⅰ 石川　健治 00 22143 Ｃ１３ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型
2022年度秋学期の全学教育科目・大学院共通科目の実施方法
に従う．　参照　https://office.ilas.nagoya-u.ac.jp/

工(土建)  分野別・自然系 線形代数学Ⅱ 林 倫弘 00 22144 Ｃ２５ 対面授業

科目名等 時間割コード



Ⅱ期火曜２限（10:30～12:00）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

 共通・英語 英語（中級） 滝川　睦 00 22201 Ｓ１０ 対面授業

 共通・英語 英語（中級） 林　誠 00 22202 Ｃ１１ 対面授業
原則として対面授業を行いますが、感染状況によってはオン
ライン授業に切り替えることもあります。

 共通・英語 英語（中級） 杉浦　正利 00 22203 ＣＡＬＬ３ NUCT参照

 共通・英語 英語（中級） 井土　愼二 00 22204 Ｃ４１ NUCT参照

 共通・英語 英語（中級） 井原　伸浩 00 22205 ＣＡＬＬ２ 遠隔授業 同時双方向型

 共通・英語 英語（中級） 大島　義和 00 22206 Ｃ２０ NUCT参照

 共通・英語 英語（中級） 金　相美 00 22207 Ｃ４０ NUCT参照

 共通・英語 英語（中級） 村尾　玲美 00 22208 Ｃ２１ 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

 共通・英語 英語（中級） WRIGHT David 00 22209 Ｃ４２ NUCT参照 TBD.

 共通・英語 英語（中級） 古泉　隆 00 22210 Ｓ１５ 原則遠隔、一部の授業回を対面 同時双方向型 対面授業実施の際には、各自パソコンを持参してください。

 共通・英語 英語（中級） WEEKS Mark 00 22211 Ｃ３４ 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

 共通・英語 英語（中級） TOOHEY David 00 22212 Ａ１４ NUCT参照

 共通・英語 英語（中級） NUSKE Kyle 00 22213 Ａ２６ 対面授業

In principle, all classes will be held face-to-face. 
However, some or all classes may shift to an online 
format in the event of a widespread COVID outbreak in 
the Nagoya area.

 共通・英語 英語（中級） HAMLITSCH Nathan 00 22214 Ａ１５ 対面授業

 共通・英語 英語（中級） 小田　智子 00 22215 Ｃ３０ 遠隔授業 同時双方向型 Real-time online meeting through Zoom

 共通・英語 英語（中級） 河野　哲子 00 22216 Ｃ１２ 対面授業

 共通・英語 英語（中級） TROWELL Haydn 00 22217 Ｃ３１ NUCT参照

 共通・英語 英語（中級） 森　有礼 00 22218 Ｃ１０ 対面授業
現時点では、対面授業を想定している。但し感染症予防の必
要がある場合はリアルタイム・オンライン授業を適宜取り入
れる。

情(自然・ｺﾝ)・理・
医(保)・農

科目名等 時間割コード



Ⅱ期火曜２限（10:30～12:00）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

文系  分野別・人文社会 心理学 河野　荘子 00 22223 遠隔授業

 分野別・人文社会 経済学 李倩 00 22224 対面授業

 分野別・人文社会 歴史学 林　謙一郎 00 22225 Ｃ３５
対面授業、同時に一部の学生向
けに遠隔授業（ハイフレックス
型）

同時双方向型
基本的には同時双方向型授業でハイフレックス授業を行う予
定ですが，Teams等で録画は容易に行えるので，それを授業
時間に受講できなかった学生に提供する予定です。

 分野別・人文社会 社会学 立川　雅司 00 22226 Ｃ２５
対面授業、同時に一部の学生向
けに遠隔授業（ハイフレックス
型）

 分野別・人文社会 政治学 近藤　康史 00 22227 Ｃ３３ 対面授業

 分野別・人文社会 日本国憲法 波多江　悟史 00 22228 Ｓ２Ｘ 対面授業

医（医）  分野別・自然系 数学通論Ⅱ 南　和彦 00 22233 Ｃ２２ 対面授業

工(物工)  分野別・自然系 化学基礎Ⅱ 松宮　弘明 00 22234 Ｃ４３
原則対面、一部の授業回を遠隔
で行う可能性あり オンデマンド型

NUCTメッセージ機能で時間に縛
られない意見交換の機会を提供
します。

基本的には対面授業の心積もりですが、割り当てられる講義
室の収容可能人数やCOVID-19感染拡大状況によって、授業の
実施方法は変わります（大学の方針次第）。周知事項は本科
目NUCTにてお伝えします。

工(エネ)  分野別・自然系 化学基礎Ⅱ 澤田　佳代 00 22235 Ｃ２３ 対面授業

工(化生・マテ・電情)  共通・健ｽﾎﾟ
健康・スポーツ科学実習B
（テニス）

小屋　菜穂子 00 22240 テニスコート 対面授業
対面による授業を行う（新型コロナウイルス感染症における
名古屋大学の活動指針により変更することがある）

 共通・健ｽﾎﾟ
健康・スポーツ科学実習B
（サッカー）

小林　洋平 00 22241 陸上競技場 対面授業
対面による授業を行う（新型コロナウイルス感染症における
名古屋大学の活動指針により変更することがある）

 共通・健ｽﾎﾟ
健康・スポーツ科学実習B
（バスケット）

佐々木　康 00 22242  第１体育館 対面授業
対面による授業を行う（新型コロナウイルス感染症における
名古屋大学の活動指針により変更することがある）

 共通・健ｽﾎﾟ
健康・スポーツ科学実習B
（バドミントン）

太田　めぐみ 00 22243  新体育館　アリーナ 対面授業
対面による授業を行う（新型コロナウイルス感染症における
名古屋大学の活動指針により変更することがある）

 共通・健ｽﾎﾟ
健康・スポーツ科学実習B
（ダンス）

佐藤　菜穂子 00 22244  新体育館　トレーニングルーム 対面授業
対面による授業を行う（新型コロナウイルス感染症における
名古屋大学の活動指針により変更することがある）

工(機航)[13・14]  分野別・自然系 化学基礎Ⅱ 菊田　浩一 00 22249 Ｓ１Ｘ NUCT参照

工(機航)[15・16]  分野別・自然系 化学基礎Ⅱ 小林　亮 00 22250 Ｃ１５
原則対面としますが、状況に応
じて希望があれば、ハイブリッ
ド型講義とします。

同時双方向型講義を実施し、そ
の様子を録画しておき、配信す
る。

工(土建)  分野別・自然系 力学Ⅱ 西口　浩司 00 22251 Ｃ１３ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型

科目名等 時間割コード

Ｓ３０



Ⅱ期火曜３限（13:00～14:30）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

文・法・医(医)  共通・英語 英語（コミュニケーション） SAYENKO Tetyana 00 22301 ＣＡＬＬ２ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 松下　千雅子 00 22302 Ｃ３１ NUCT参照

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 加藤　高志 00 22303 Ｃ２１ 対面授業

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 村尾　玲美 00 22304 Ｃ３０ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型

 共通・英語 英語（コミュニケーション） WRIGHT David 00 22305 Ｃ４２ NUCT参照 TBD.

 共通・英語 英語（コミュニケーション） WEEKS Mark 00 22306 Ｓ１４ 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

 共通・英語 英語（コミュニケーション） TOOHEY David 00 22307 Ａ１４ NUCT参照

 共通・英語 英語（コミュニケーション） NUSKE Kyle 00 22308 Ａ２６ 対面授業

In principle, all classes will be held face-to-face. 
However, some or all classes may shift to an online 
format in the event of a widespread COVID outbreak in 
the Nagoya area.

 共通・英語 英語（コミュニケーション） HAMLITSCH Nathan 00 22309 Ｃ２２ 対面授業

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 小田　智子 00 22310 Ａ３４ 遠隔授業 同時双方向型 Remote online class (real-time meeting through Zoom)

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 木村　正子 00 22311 Ｃ１０ 対面授業

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 久米　和代 00 22312 ＣＡＬＬ４ 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 光沢　隆 00 22313 Ｓ１５ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型 教室で対面で行います。

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 河野　哲子 00 22314 Ｃ１１ 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

 共通・英語 英語（コミュニケーション） TROWELL Haydn 00 22315 Ｃ２０ NUCT参照

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 三上　由香 00 22316 Ａ１５ 遠隔授業
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

 共通・英語 英語（コミュニケーション） MORITA Liang 00 22317 Ａ２８ 遠隔授業 オンデマンド型

Students submit their work to 
me every week, and I plan to 
put their answers together, 
upload them on NUCT, and 
encourage everyone to comment 
and respond. I will then 
upload these comments and 
responses.

経  共通・健ｽﾎﾟ
健康・スポーツ科学実習B
（テニス）

小屋　菜穂子 00 22322 テニスコート 対面授業
対面による授業を行う（新型コロナウイルス感染症における
名古屋大学の活動指針により変更することがある）

 共通・健ｽﾎﾟ
健康・スポーツ科学実習B
（バドミントン）

片山　敬章 00 22323  第１体育館 対面授業
対面による授業を行う（新型コロナウイルス感染症における
名古屋大学の活動指針により変更することがある）

 共通・健ｽﾎﾟ
健康・スポーツ科学実習B
（卓球）

蛭田　秀一 00 22324  第２体育館 対面授業
対面による授業を行う（新型コロナウイルス感染症における
名古屋大学の活動指針により変更することがある）

 共通・健ｽﾎﾟ
健康・スポーツ科学実習B
（ソフトボール）

横山　慶子 00 22325 陸上競技場 対面授業
対面による授業を行う（新型コロナウイルス感染症における
名古屋大学の活動指針により変更することがある）

 共通・健ｽﾎﾟ
健康・スポーツ科学実習B
（ダンス）

佐藤　菜穂子 00 22326  新体育館　トレーニングルーム 対面授業
対面による授業を行う（新型コロナウイルス感染症における
名古屋大学の活動指針により変更することがある）

科目名等 時間割コード



Ⅱ期火曜３限（13:00～14:30）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

情（人社・自然）  分野別・自然系 線形代数学Ⅱ 柳浦　睦憲 00 22331 Ｓ１１ 原則遠隔、一部の授業回を対面

原則として，毎回同時双方向型
授業を行い，また，講義資料な
どをオンデマンド型で配信する
予定であるが，都合により一部
の講義をオンデマンド型に変更
する可能性がある．

事態の推移を見てNUCTの本講義のサイトで通知する．

情(コン)  分野別・自然系 線形代数学Ⅱ 加納　成男 00 22332 Ｃ１３ 対面授業

理［１～４］  分野別・自然系 電磁気学Ⅰ 棚橋　誠治 00 22333 Ｃ３３
対面授業とオンデマンド講義を
併用する、いわゆる、反転授業
を行う。

同時双方向型 反転授業を行う。詳細はNUCTを確認してください。

理［５～８］  分野別・自然系 電磁気学Ⅰ 清水　裕彦 00 22334 Ｃ３４ NUCT参照 NUCTで連絡する

理［９～12］  分野別・自然系 電磁気学Ⅰ 小林　義明 00 22335 Ｃ２３ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型
基本的には、開講曜日時間で講義室にて行います。皆さんや
私が新型コロナウイルス罹患した場合、遠隔授業の実施を検
討します。

理  分野別・自然系 物理学基礎Ⅱ 中村　光廣 00 22336 Ｓ１Ｘ
対面授業、同時に一部の学生向
けに遠隔授業（ハイフレックス
型）

演示実験主体の講義です。対面でもオンラインでも実験を見
てもらえる様に工夫して、授業を行う予定ですが、対面授業
に参加する場合は、十分な感染対策をして参加してくださ
い。

農（生命）  分野別・自然系 微分積分学Ⅱ 小見山　尚 00 22337 Ｓ１０ 対面授業

農（環境・資生）  分野別・自然系 微分積分学Ⅱ 谷川　好男 00 22338 Ｃ２５ 対面授業

工(物工)前半60人　
082220009～082220404

 分野別・自然系 線形代数学Ⅱ 宇澤　達 00 22339 Ｃ１４ NUCT参照

工(物工)残り　082220411
～082220584・工(エネ)

 分野別・自然系 線形代数学Ⅱ 曽我部　知広 00 22340 Ａ２１ 対面授業

工(化生)  分野別・自然系 化学基礎Ⅱ 菊田　浩一 00 22341 Ａ３１ NUCT参照

工(マテ)  分野別・自然系 化学基礎Ⅱ 布施　新一郎 00 22342 Ｓ３０ 原則対面、一部の授業回を遠隔 オンデマンド型

基本的には全て対面で実施する
予定でいますので、質問等があ
れば、次回の対面講義の際に直
接意見を頂いても良いですし、
メール等で意見をいただいても
対応するつもりです。また、こ
れらのことについては、講義中
にアナウンス（オンデマンドの
動画でも）する予定でおりま
す。

本講義は板書とパワーポイント資料を併用し、受講生の皆さ
んにはノートに内容を書き写して頂く形で講義を進めます。
受講にあたり、ノート、筆記用具（カラーで板書しますの
で、多色ボールペン、色鉛筆などがあると望ましいです）を
ご持参下さい。

工(機航)[13・14]  分野別・自然系 線形代数学Ⅱ 古庄　英和 00 22343 Ｃ１５ 原則遠隔、一部の授業回を対面 同時双方向型

工(機航)[15・16]  分野別・自然系 線形代数学Ⅱ 加藤　淳 00 22344 Ｃ３５ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型 可能な限り対面で行う。

工(土建)  分野別・自然系 化学基礎Ⅱ 野呂　篤史 00 22345 Ｓ２Ｙ
対面授業、同時に一部の学生向
けに遠隔授業（ハイフレックス
型）

同時双方向型

工(電情)[９・10]  分野別・自然系 化学基礎Ⅱ 亀山　達矢 00 22346 Ｓ２Ｘ NUCT参照

工(電情)[11・12]  分野別・自然系 化学基礎Ⅱ
稗田　純子◎/藤木　淳
平 00 22347 Ｃ４３ 対面授業

科目名等 時間割コード



Ⅱ期火曜４限（14:45～16:15）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

法・情  共通・健ｽﾎﾟ
健康・スポーツ科学実習B
（バドミントン）

竹之内　隆志 00 22401  新体育館　アリーナ 対面授業
対面による授業を行う（新型コロナウイルス感染症における
名古屋大学の活動指針により変更することがある）

 共通・健ｽﾎﾟ
健康・スポーツ科学実習B
（卓球）

山本　裕二 00 22402  第２体育館 対面授業
対面による授業を行う（新型コロナウイルス感染症における
名古屋大学の活動指針により変更することがある）

 共通・健ｽﾎﾟ
健康・スポーツ科学実習B
（サッカー）

佐々木　康 00 22403 陸上競技場 対面授業
対面による授業を行う（新型コロナウイルス感染症における
名古屋大学の活動指針により変更することがある）

 共通・健ｽﾎﾟ
健康・スポーツ科学実習B
（ダンス）

佐藤　菜穂子 00 22404  新体育館　トレーニングルーム 対面授業
対面による授業を行う（新型コロナウイルス感染症における
名古屋大学の活動指針により変更することがある）

工(化生・機航)  共通・英語 英語（コミュニケーション） MORITA Liang 00 22409 Ａ２８ 遠隔授業 オンデマンド型

Students submit their work to 
me every week, and I plan to 
put their answers together, 
upload them on NUCT, and 
encourage everyone to comment 
and respond. I will then 
upload these comments and 
responses.

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 城山　友孝 00 22410 Ｃ１４
原則対面、一部の授業回を遠隔
試験は対面で実施する 同時双方向型

遠隔授業を行う場合はポータル、メールで1週間前には通知
する

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 大島　義和 00 22411 Ｃ３１ NUCT参照

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 加藤　高志 00 22412 Ｃ２１ 対面授業

 共通・英語 英語（コミュニケーション） TOOHEY David 00 22413 Ａ１４ NUCT参照

 共通・英語 英語（コミュニケーション） HAMLITSCH Nathan 00 22414 Ｃ２２ 対面授業

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 小田　智子 00 22415 Ａ３４ 遠隔授業 同時双方向型 Remote online class (real-time meeting through Zoom)

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 木村　正子 00 22416 Ｃ１０ 対面授業

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 久米　和代 00 22417 ＣＡＬＬ４ 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 光沢　隆 00 22418 Ｓ１５ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型 教室で対面で行います。

 共通・英語 英語（コミュニケーション） SAYENKO Tetyana 00 22419 ＣＡＬＬ２ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型

理  分野別・自然系 化学実験 村井　征史◎ 00 22471 実験室

原則として，隔週登校により人
数を制限の上，対面で授業を実
施する。登校しない週はオンデ
マンド形式によるICTを使った遠
隔授業を行う。

オンデマンド型
NUCTでの質問の受付や、隔週の
対面授業において意見交換の機
会を確保する。

愛場　雄一郎

珠玖　良昭

 分野別・自然系 地球科学実験 氏原　温 00 22472 実験室・Ｓ１１ 対面授業

医（保）  分野別・自然系 生物学基礎Ⅱ
石川　哲也◎/永田　浩三/早川　
文彦/佐藤　光夫/池田　勝秀/
川部　勤

00 22424 医・保 遠隔授業 現時点では、オンラインでの実施を基本とします。

農（生命）  分野別・自然系 生物学基礎Ⅱ 森　仁志◎/山篠　貴史 00 22425 農－１２講 対面授業

この講義は全学教育科目にありがちな「出席していれば単位
が取れる」ような安易な講義ではない。極端に言えば、出席
しなくても試験ができれば単位はとれるが、定期試験で単位
の取れない学生は毎年多数いる。心構えが足りないと単位は
とれない。

農（環境・資生）  分野別・自然系 生物学基礎Ⅱ
一柳　健司◎/吉岡　博
文 00 22426 遠隔授業 オンデマンド型

課題の設定とともに、毎回の講
義で質問を受け付け、それに対
する回答を配信する。

科目名等 時間割コード



Ⅱ期火曜４限（14:45～16:15）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

工(物工・エネ・土建)  分野別・自然系 物理学実験 瓜谷　章◎ 00 22473 実験室 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双方向型

の併用
基本的に「対面」での対応を実施しますが，必要に応じて
「オンライン」での対応をします．

富田　孝史

平井　大悟郎

井村　敬一郎

都竹　千尋

工(マテ)  分野別・自然系 電磁気学Ⅰ 川瀬　晃道 00 22427 Ｓ３０ 原則遠隔、一部の授業回を対面 オンデマンド型

電子メール等により常に学生か
らの質問を受け付け、直ちに回
答する。
コロナの状況を見極めつつ、必
要に応じて対面にて意見交換の
機会を提供する。

対面講義およびオンデマンド講義を予定している（新型コロ
ナの状況によって変わる可能性がある）

工(電情)[９・10]  分野別・自然系 線形代数学Ⅱ 福塚　友和 00 22428 Ｃ１３ 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

工(電情)[11・12]  分野別・自然系 線形代数学Ⅱ 松本　耕二 00 22429 Ｃ３３ NUCT参照

Ⅱ期(秋1)火曜４限（14:45～16:15）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

文・教  共通・ﾃﾞｰﾀ科学 データ科学基礎演習A 石井　秀宗 00 22481 遠隔授業
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

Ⅱ期(秋2)火曜４限（14:45～16:15）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

経  共通・ﾃﾞｰﾀ科学 データ科学基礎演習A 石原　亨 00 22491 遠隔授業
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

科目名等 時間割コード

科目名等 時間割コード

科目名等 時間割コード



Ⅱ期火曜５限（16:30～18:00）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

全学部（単位補充）  共通・初修 スペイン語基礎２ 志波　彩子 00 22501 Ｃ１０ 遠隔授業 基本的にオンライン授業です。

理  分野別・自然系 化学実験 村井　征史◎ 00 22471 実験室

原則として，隔週登校により人
数を制限の上，対面で授業を実
施する。登校しない週はオンデ
マンド形式によるICTを使った遠
隔授業を行う。

オンデマンド型
NUCTでの質問の受付や、隔週の
対面授業において意見交換の機
会を確保する。

愛場　雄一郎

珠玖　良昭

 分野別・自然系 地球科学実験 氏原　温 00 22472 実験室 NUCT参照

農  分野別・自然系 地球科学基礎Ⅰ 日高　洋 00 22506 Ｓ３０
対面授業、同時に一部の学生向
けに遠隔授業（ハイフレックス
型）

オンデマンド型と同時双方向型
の併用

工(物工・エネ・土建)  分野別・自然系 物理学実験 瓜谷　章◎ 00 22473 実験室 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双方向型

の併用
基本的に「対面」での対応を実施しますが，必要に応じて
「オンライン」での対応をします．

富田　孝史

平井　大悟郎

井村　敬一郎

都竹　千尋

工(化生)  分野別・自然系 電磁気学Ⅰ 横水　康伸 00 22507 Ｃ２５ 原則対面、一部の授業回を遠隔 オンデマンド型
NUCTのメッセージ機能を考えて
いる。

工(電情)  共通・英語 英語（コミュニケーション） 尾関　修治 00 22512 ＣＡＬＬ２ 対面授業

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 加藤　高志 00 22513 Ｃ２１ 対面授業

 共通・英語 英語（コミュニケーション） WEEKS Mark 00 22514 Ｃ１１ 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 久米　和代 00 22515 ＣＡＬＬ４ 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 光沢　隆 00 22516 Ｓ１５ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型 教室で対面で行います。

 共通・英語 英語（コミュニケーション） THOMAS Gareth 00 22517 Ｃ２０ NUCT参照

文・教・法・経・情 教職 教育原理 生澤　繁樹 00 22581 Ｃ１３ 対面授業

Ⅱ期(秋2)火曜５限（16:30～18:00）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

情(自然・ｺﾝ)・
医（保）・工（マテ）

 共通・ﾃﾞｰﾀ科学 データ科学基礎演習B 松原　豊 00 22591 遠隔授業
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

医（保）  共通・ﾃﾞｰﾀ科学 データ科学基礎演習A 番原　睦則◎/榎堀　優 00 22592 遠隔授業
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

科目名等 時間割コード

科目名等 時間割コード



Ⅱ期水曜１限（8:45～10:15）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

全学部（単位補充）  共通・初修 ロシア語基礎２ 水野　晶子 00 23101 Ｃ１２ 対面授業 対面授業を基本とします。

Ⅱ期水曜４限（14:45～16:15）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

情・理（前半※）・
農

教職 教職基礎論 森田　耕治 00 23481 Ｃ１５
対面授業・ワークシート記入・
班討議

コロナ感染者にはＺＯＯＭによ
るハイフレックス授業も可能

参考資料配布・ワークシート記入（・グループ討議）をパソ
コンを使用して実施するために、個人用パソコンを持参する
ことが望ましい。

Ⅱ期水曜５限（16:30～18:00）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

理（後半※）・農 教職 教育原理 津田　純子 00 23581 Ｃ１３
対面授業
対面授業では、グループ討論の
時間を設けます。

★対面授業日の1週間前に事前予習資料と予習課題シートを
配信します。

科目名等 時間割コード

科目名等 時間割コード

※名大ポータル「【学部学生・大学院学生】教職課程履修者へ」のサイト内「◎令和4年度
教職課程の手引き」に記載予定

科目名等 時間割コード

※名大ポータル「【学部学生・大学院学生】教職課程履修者へ」のサイト内「◎令和4年度
教職課程の手引き」に記載予定



Ⅱ期木曜１限（8:45～10:15）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

全学部［Ａコース］  共通・英語 英語（中級） PEDDIE Francis david 00 24101 Ｃ１２ NUCT参照

 共通・英語 英語（中級） WEEKS Mark 00 24102 Ｃ３４ 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

 共通・英語 英語（中級） NILEP Chad 00 24103 Ｃ３１ NUCT参照

 共通・英語 英語（中級） NUSKE Kyle 00 24104 Ａ１３ 対面授業

In principle, all classes will be held face-to-face. 
However, some or all classes may shift to an online 
format in the event of a widespread COVID outbreak in 
the Nagoya area.

全学部［Pre-Aコース］  共通・英語 英語（中級） 内田　綾子 00 24105 Ｃ１１ NUCT参照

 共通・英語 英語（中級） HAIG EDWARD 00 24106 Ｃ４０ NUCT参照

 共通・英語 英語（中級） 松下　千雅子 00 24107 Ａ１５ NUCT参照

 共通・英語 英語（中級） 山下　淳子 00 24108 Ｃ２２ 原則遠隔、一部の授業回を対面 同時双方向型
授業は原則オンラインですが、初回の授業は教室で行いま
す。指定された教室に来てください。

 共通・英語 英語（中級） 涌井　隆 00 24109 Ｃ３０ NUCT参照

 共通・英語 英語（中級） 井土　愼二 00 24110 Ｃ３６ 遠隔授業

 共通・英語 英語（中級） 大島　義和 00 24111 Ｃ２０ NUCT参照

 共通・英語 英語（中級） 加藤　高志 00 24112 Ｃ２１ 対面授業

 共通・英語 英語（中級） TOMKINSON Fiona gail 00 24113 Ｃ４１ NUCT参照

全学部（単位補充）  共通・英語 英語（基礎） 上原　早苗 00 24114 Ｃ１０ 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

対面中心の授業を実施したいと考えているが、感染状況に
よってはオンライン中心となることもある。初回授業・ガイ
ダンスの詳細はNUCTの「お知らせ」を参照のこと。

 共通・英語 英語（基礎） 三輪　晃司 00 24115 Ｓ１６ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型

科目名等 時間割コード



Ⅱ期木曜２限（10:30～12:00）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

工(物工・機航・エネ・土建)  共通・健ｽﾎﾟ
健康・スポーツ科学実習B
（バドミントン）

竹之内　隆志 00 24201  新体育館　アリーナ 対面授業
対面による授業を行う（新型コロナウイルス感染症における
名古屋大学の活動指針により変更することがある）

 共通・健ｽﾎﾟ
健康・スポーツ科学実習B
（卓球）

田中　憲子 00 24202  第２体育館 対面授業
対面による授業を行う（新型コロナウイルス感染症における
名古屋大学の活動指針により変更することがある）

 共通・健ｽﾎﾟ
健康・スポーツ科学実習B
（ソフトボール）

水野　貴正 00 24203  野球場 対面授業
対面による授業を行う（新型コロナウイルス感染症における
名古屋大学の活動指針により変更することがある）

 共通・健ｽﾎﾟ
健康・スポーツ科学実習B
（サッカー）

小林　洋平 00 24204 陸上競技場 対面授業
対面による授業を行う（新型コロナウイルス感染症における
名古屋大学の活動指針により変更することがある）

 共通・健ｽﾎﾟ
健康・スポーツ科学実習B
（太極拳）

樊　孟 00 24205  第４体育館 対面授業
対面による授業を行う（新型コロナウイルス感染症における
名古屋大学の活動指針により変更することがある）

情（自然・コン）・
理・医Ｄ１

 共通・初修 ドイツ語基礎２ 米山　優 00 24210 Ｃ１１ 遠隔授業
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

Skype Meet Now で同時双方向授
業を行う際に、音声をオンにし
たり、チャット欄を使って、い
つでも質問できる。またリアク
ションを、NUCTやメールを介し
て毎回送ることになっており、
その際にも質問などが可能であ
り、それら参加者のリアクショ
ンをまとめたファイルを作り、
私がコメントを加えてNUCTを介
して参加者に配付する。しかも
次回の授業の冒頭では、それに
ついての解説を加えている。

この授業は、YouTube（予習用オンデマンド）とSkype とい
うサイト（同時双方向）を使って行います。
後者はWebサイトに直接入って授業を受けることもできます
が、Skype のアプリをダウンロードして使った方が確実に、
しかも安定して、コミュニケートできるようです。詳しく
は、授業の前にやり方を送ります。

情（自然・コン）・
理・医Ｄ２

 共通・初修 ドイツ語基礎２ CONRAD Marcus 00 24211 Ａ１３ 対面授業

情（自然・コン）・
理・医Ｄ３

 共通・初修 ドイツ語基礎２ 中村　修 00 24212 Ｃ４２ 対面授業
授業方法は学生の都合などによっては変更の可能性もありま
す。

情（自然・コン）・
理・医Ｄ４

 共通・初修 ドイツ語基礎２ 前田　織絵 00 24213 Ｃ２１ 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双

方向型の併用
情（自然・コン）・
理・医Ｄ５

 共通・初修 ドイツ語基礎２ 白川　茜 00 24214 Ｃ１４ 原則遠隔、一部の授業回を対面 同時双方向型

情（自然・コン）・
理・医Ｄ６

 共通・初修 ドイツ語基礎２ 松井　隆幸 00 24215 Ｓ２０ 原則対面、一部の授業回を遠隔

情（自然・コン）・
理・医Ｄ７

 共通・初修 ドイツ語基礎２ 大熊　洋行 00 24216 Ｃ４０ 遠隔授業 基本はオンラインを予定しております。

情（自然・コン）・
理・医Ｄ８

 共通・初修 ドイツ語基礎２ 大澤　健司 00 24217 Ｃ１２ 対面授業

情（自然・コン）・
理・医Ｄ９

 共通・初修 ドイツ語基礎２ 中川　亜紀子 00 24218 Ｃ３０ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型

情（自然・コン）・
理・医Ｄ10

 共通・初修 ドイツ語基礎２ 高畑　祐人 00 24219 Ｃ３４ 対面授業

情（自然・コン）・
理・医Ｆ１

 共通・初修 フランス語基礎２ BAUMERT Nicolas 00 24220 Ｓ１８ NUCT参照

情（自然・コン）・
理・医Ｆ２

 共通・初修 フランス語基礎２ GARRABET Christophe 00 24221 Ｓ１７ 原則遠隔、一部の授業回を対面 同時双方向型

In view of the current disease situation, the safest 
and the simpliest implementation method for the course 
is on-line classes (using Zoom  every week, in a live 
format according to the timetable).
However, if the health situation goes back to normal 
during the semester, face-to-face classes could be 
conducted.

情（自然・コン）・
理・医Ｒ１

 共通・初修 ロシア語基礎２ SAVELIEV IGOR 00 24222 Ａ３３ 対面授業

情（自然・コン）・
理・医ＣＨ１

 共通・初修 中国語基礎２ 盧　建 00 24223 Ａ３２ 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

情（自然・コン）・
理・医ＣＨ２

 共通・初修 中国語基礎２ 徐　春陽 00 24224 Ｃ４１ 遠隔授業
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

（次ページあり）

科目名等 時間割コード



Ⅱ期木曜２限（10:30～12:00）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

情（自然・コン）・
理・医ＣＨ３

 共通・初修 中国語基礎２ 杉村　泰 00 24225 Ａ２６ 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

情（自然・コン）・
理・医ＣＨ４

 共通・初修 中国語基礎２ 前田　光子 00 24226 Ｃ２０ 対面授業

情（自然・コン）・
理・医ＣＨ５

 共通・初修 中国語基礎２ 劉　欣 00 24227 Ｃ２２ 対面授業

情（自然・コン）・
理・医ＣＨ６

 共通・初修 中国語基礎２ 丸尾　誠 00 24228 Ａ１４ 対面授業

情（自然・コン）・
理・医ＣＨ７

 共通・初修 中国語基礎２ 甘　靖超 00 24229 Ｃ１０ 原則遠隔、一部の授業回を対面 同時双方向型

情（自然・コン）・
理・医ＣＨ８

 共通・初修 中国語基礎２ 朱　薇娜 00 24230 Ａ３４ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型
一回目の授業は、小テストを実施するため、復習しておいて
ください。

情（自然・コン）・
理・医Ｓ１

 共通・初修 スペイン語基礎２ 志波　彩子 00 24231 Ｃ３２ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型
対面授業とオンライン授業を隔週で行います。初回は対面授
業となります。

情（自然・コン）・
理・医Ｓ２

 共通・初修 スペイン語基礎２ 齊藤　亮太 00 24232 Ｃ３６ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型 基本的に対面ですが，状況によってオンラインとします。

情（自然・コン）・
理・医Ｋ１

 共通・初修 朝鮮・韓国語基礎２ 崔　盛旭 00 24233 Ｓ１１ 遠隔授業 同時双方向型

情（自然・コン）・
理・医Ｋ２

 共通・初修 朝鮮・韓国語基礎２ 黒﨑　慶子 00 24234 Ａ２８ 原則遠隔、一部の授業回を対面 同時双方向型

文系  分野別・人文社会 文学 吉武　純夫 00 24239 Ａ３１ 対面授業

 分野別・人文社会 法学 古川　伸彦 00 24240 遠隔授業 オンデマンド型
受講者の希望に応じてNUCTの
フォーラム機能を利用して意見
交換の場を提供する。

 分野別・人文社会 統計学 中野　牧子 00 24241 Ｓ３０
対面授業、同時に一部の学生向け
に遠隔授業（ハイフレックス型）

オンデマンド型と同時双方向型
の併用

オンライン授業への参加方法はNUCTで連絡します。

 分野別・人文社会 比較文化論 李　澤熊 00 24242 Ｓ２Ｘ 対面授業

農  共通・英語 英語（コミュニケーション） 松下　千雅子 00 24246 Ａ１５ NUCT参照

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 松原　緑 00 24247 Ｓ１２ 原則遠隔、一部の授業回を対面 同時双方向型

 共通・英語 英語（コミュニケーション） NILEP Chad 00 24248 Ｃ３１ NUCT参照

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 有為楠　香 00 24249 Ｓ１４ 対面授業
授業には教科書と辞書（電子辞書が望ましいが、紙の辞書で
も可）を持参すること。

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 可知　れい子 00 24250 Ｓ１５ 原則対面、一部の授業回を遠隔 基本は対面授業。場合によってはオンラインで行う。

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 川本　早久良 00 24251 Ｓ１６ 原則遠隔、一部の授業回を対面
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

対面とオンラインを併用します。オンライン授業は基本的に
オンデマンド型です。ただし感染状況によって対面授業が実
施できなくなった場合、その対面授業回はzoomなどを用いて
双方向型授業を行います。

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 光沢　隆 00 24252 Ａ２７ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型 教室で対面で行います。

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 堀　江里香 00 24253 Ｓ２１ 原則遠隔、一部の授業回を対面
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

工(化生)[１・２]  分野別・自然系 線形代数学Ⅱ 石井　亮 00 24258 Ｃ３３ 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双方向型

の併用
対面講義を基本とする．状況に応じてオンラインに移行する
こともありうる．

工(化生)[３]・工(マテ)[６]  分野別・自然系 線形代数学Ⅱ 菅野　浩明 00 24259 Ｃ３５ 対面授業

工(マテ)[７・８]  分野別・自然系 線形代数学Ⅱ
髙見　誠一◎/松岡　辰
郎/宮町　俊生 00 24260 Ｃ１３ 対面授業

新型コロナウイルスの感染状況に応じて実施方法を変更する
可能性があるので、NUCTを随時参照すること。

工(電情)[９・10]  分野別・自然系 電磁気学Ⅰ 天野　浩 00 24261 Ｃ１５ NUCT参照

工(電情)[11・12]  分野別・自然系 電磁気学Ⅰ 田中　宏昌 00 24262 Ｃ４３ 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

科目名等 時間割コード



Ⅱ期木曜３限（13:00～14:30）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

経・工Ｄ１  共通・初修 ドイツ語基礎２ CONRAD Marcus 00 24301 Ａ１３ 対面授業

経・工Ｄ２  共通・初修 ドイツ語基礎２ 松井　隆幸 00 24302 Ｓ２０ 原則対面、一部の授業回を遠隔

経・工Ｄ３  共通・初修 ドイツ語基礎２ 伊藤　惟 00 24303 Ｃ３１ 対面授業

基本的に対面授業を前提としますが、状況や大学の決定に
よってはオンライン授業に切り替わる場合があります。その
際はNUCTで告知しますので、逐次NUCTからの連絡が届くよう
にしておいてください。

経・工Ｄ４  共通・初修 ドイツ語基礎２ 大熊　洋行 00 24304 Ｓ２１ 遠隔授業 基本はオンラインを予定しております。

経・工Ｄ５  共通・初修 ドイツ語基礎２ 大澤　健司 00 24305 Ｃ１２ 対面授業

経・工Ｄ６  共通・初修 ドイツ語基礎２ 中川　亜紀子 00 24306 Ｃ３０ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型

経・工Ｄ７  共通・初修 ドイツ語基礎２ M.Koch 00 24307 Ｃ１１ 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

経・工Ｄ８  共通・初修 ドイツ語基礎２ 谷口　祐美子 00 24308 Ｓ１４ NUCT参照

経・工Ｄ９  共通・初修 ドイツ語基礎２ 白川　茜 00 24309 Ｃ１４ 原則遠隔、一部の授業回を対面 同時双方向型

経・工Ｆ１  共通・初修 フランス語基礎２ BAUMERT Nicolas 00 24310 Ｓ１８ NUCT参照

経・工Ｆ２  共通・初修 フランス語基礎２ GARRABET Christophe 00 24311 Ｓ１７ 原則遠隔、一部の授業回を対面 同時双方向型

In view of the current disease situation, the safest 
and the simpliest implementation method for the course 
is on-line classes (using Zoom every week, in a live 
format according to the timetable).
However, if the health situation goes back to normal 
during the semester, face-to-face classes could be 
conducted.

経・工Ｒ１  共通・初修 ロシア語基礎２ SAVELIEV IGOR 00 24312 Ａ３３ 対面授業

経・工ＣＨ１  共通・初修 中国語基礎２ 寺澤　知美 00 24313 Ｃ４０ 対面授業

経・工ＣＨ２  共通・初修 中国語基礎２ 劉　欣 00 24314 Ｃ２２ 対面授業

経・工ＣＨ３  共通・初修 中国語基礎２ 蟹江　静夫 00 24315 Ａ２７ 対面授業

経・工ＣＨ４  共通・初修 中国語基礎２ 甘　靖超 00 24316 Ｃ１０ 原則遠隔、一部の授業回を対面 同時双方向型

経・工ＣＨ５  共通・初修 中国語基礎２ 虞　萍 00 24317 Ｃ２１ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型

経・工ＣＨ６  共通・初修 中国語基礎２ 徐　春陽 00 24318 Ｃ４１ 遠隔授業
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

経・工ＣＨ７  共通・初修 中国語基礎２ 坂部　晶子 00 24319 Ａ３４ 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

経・工ＣＨ８  共通・初修 中国語基礎２ 張　素芳 00 24320 Ｓ１９ 原則遠隔、一部の授業回を対面 オンデマンド型
随時学生からのメールなどを
チェックし、連絡できるように
務める。

予習課題シートは、授業日3日前にＮＵＣＴで提出してもら
います。

経・工ＣＨ９  共通・初修 中国語基礎２ 盧　建 00 24321 Ａ３２ 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

経・工ＣＨ10  共通・初修 中国語基礎２ 加納　光 00 24322 Ｃ３２ NUCT参照

経・工ＣＨ11  共通・初修 中国語基礎２ 丸尾　誠 00 24323 Ａ１４ 対面授業

経・工ＣＨ12  共通・初修 中国語基礎２ 前田　光子 00 24324 Ｃ２０ 対面授業

（次ページあり）

科目名等 時間割コード



Ⅱ期木曜３限（13:00～14:30）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

経・工ＣＨ13  共通・初修 中国語基礎２ 杉村　泰 00 24325 Ａ２６ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型

経・工ＣＨ14  共通・初修 中国語基礎２ 勝川　裕子 00 24326 Ａ１５ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型
原則として対面授業を行いますが、COVID-19感染拡大の状況
次第では遠隔授業（Teamsを使用）とすることがあります。
NUCTの通知にご留意ください。

経・工Ｓ１  共通・初修 スペイン語基礎２ P.Apaza 00 24327 Ｃ３６ 対面授業 基本的に対面ですが，状況によってオンラインとします。

経・工Ｓ２  共通・初修 スペイン語基礎２ R.Figueroa 00 24328 Ｓ１５ 対面授業 基本的に対面ですが，状況によってオンラインとします。

経・工Ｓ３  共通・初修 スペイン語基礎２ 西村　秀人 00 24329 Ｃ４２ 原則遠隔、一部の授業回を対面 同時双方向型 NUCTからお知らせします。

経・工Ｓ４  共通・初修 スペイン語基礎２ 古川　亜矢 00 24330 Ｓ１０ 対面授業 基本的に対面ですが，状況によってオンラインとします。

経・工Ｋ１  共通・初修 朝鮮・韓国語基礎２ 崔　盛旭 00 24331 Ｓ１１ 原則遠隔、一部の授業回を対面
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

初回授業のみ、学籍番号指定のグループ分けによる対面授業
を行います（グループA＝学籍番号の末尾が奇数となる受講
生、グループB＝学籍番号の末尾が偶数となる受講生）。対
面授業の開始終了時間は、グループA＝16：30～17:10、グ
ループB＝17:20～18:00です。実施の詳細については、事前
にNUCTを通じてメッセージを掲載します。

経・工Ｋ２  共通・初修 朝鮮・韓国語基礎２ 黒﨑　慶子 00 24332 Ａ２８ 原則遠隔、一部の授業回を対面 同時双方向型

文・教  共通・健ｽﾎﾟ
健康・スポーツ科学実習B
（バスケット）

吉子　彰人 00 24337  第１体育館 対面授業
対面による授業を行う（新型コロナウイルス感染症における
名古屋大学の活動指針により変更することがある）

 共通・健ｽﾎﾟ
健康・スポーツ科学実習B
（卓球）

蛭田　秀一 00 24338  第２体育館 対面授業
対面による授業を行う（新型コロナウイルス感染症における
名古屋大学の活動指針により変更することがある）

 共通・健ｽﾎﾟ
健康・スポーツ科学実習B
（サッカー）

尾崎　隼朗 00 24339 陸上競技場 対面授業
対面による授業を行う（新型コロナウイルス感染症における
名古屋大学の活動指針により変更することがある）

 共通・健ｽﾎﾟ
健康・スポーツ科学実習B
（太極拳）

樊　孟 00 24340  第４体育館 対面授業
対面による授業を行う（新型コロナウイルス感染症における
名古屋大学の活動指針により変更することがある）

 共通・健ｽﾎﾟ
健康・スポーツ科学実習B
（フィットネス）

秋間　広 00 24341  新体育館　トレーニングルーム 対面授業
対面による授業を行う（新型コロナウイルス感染症における
名古屋大学の活動指針により変更することがある）

情（人社・自然）  分野別・自然系 微分積分学Ⅱ 小野　廣隆 00 24346 Ｃ１５ 対面授業とオンラインを併用 具体的な日程・スケジュール等はNUCT参照

情(コン)  分野別・自然系 微分積分学Ⅱ 小見山　尚 00 24354 Ｃ３５ 対面授業

理［１～６］  分野別・自然系 地球科学基礎Ⅱ 竹内　誠◎/持田　陸宏 00 24347 Ｃ１３ 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双方向型

の併用
対面授業
状況によってはオンライン配信を併用したハイブリット形式

理［７～12］  分野別・自然系 地球科学基礎Ⅱ
纐纈　佑衣◎/持田　陸
宏 00 24348 Ａ３１ 対面授業

対面授業
状況によってはオンライン配信を併用したハイブリット形式

医（医）  分野別・自然系 物理学基礎Ⅱ 川村　静児 00 24349 Ｃ４３
対面授業、同時に一部の学生向
けに遠隔授業（ハイフレックス
型）

同時双方向型
本授業は、新型コロナの感染状況が許す限り、対面形式で行
います。また、必要に応じて遠隔受講を併設します。

医（保－看護）  分野別・自然系 数学通論Ⅱ 粟田　英資 00 24350 Ｃ２５ NUCT参照

医（保－検査，作業）  分野別・自然系 数学通論Ⅱ 中岡　宏行 00 24351 Ｃ３４ 対面授業
対面講義を予定していますが、COVIDの状況によっては適宜
変更の可能性があります。

医（保－放射，理学）  分野別・自然系 数学通論Ⅱ 久保　明達 00 24352 Ｃ３３ 対面授業
基本的に対面で行う。しかし、感染状況に応じてハイブリッ
ド（設置された機器が正常に動作する場合）や遠隔講義を行う。

農  分野別・自然系 物理学基礎Ⅱ 北口　雅暁 00 24353 Ｃ２３ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型

基本は対面ですが、状況に応じて対面・遠隔（同時双方向）
の併用、遠隔（同時双方向）のみ、に変更する場合がありま
す。履修登録後に授業形態等に変更がある場合には、NUCTの
授業サイトで案内します。

科目名等 時間割コード



Ⅱ期木曜４限（14:45～16:15）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

情(コン)・理  共通・英語 英語（コミュニケーション） 上原　早苗 00 24401 Ｃ１０ 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

対面中心の授業を実施したいと考えているが、感染状況に
よってはオンライン中心となることもある。初回授業・ガイ
ダンスの詳細はNUCTの「お知らせ」を参照のこと。

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 小川　明子 00 24402 ＣＡＬＬ２ NUCT参照

 共通・英語 英語（コミュニケーション） TOMKINSON Fiona gail 00 24403 Ｃ３２ NUCT参照

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 三輪　晃司 00 24404 Ｓ１６ 対面授業

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 村尾　玲美 00 24405 Ｃ２２ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型

 共通・英語 英語（コミュニケーション） WRIGHT David 00 24406 Ｃ１１ NUCT参照 TBD.

 共通・英語 英語（コミュニケーション） WEEKS Mark 00 24407 Ｃ１２ 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

 共通・英語 英語（コミュニケーション） TOOHEY David 00 24408 Ｓ１２ NUCT参照

 共通・英語 英語（コミュニケーション） NUSKE Kyle 00 24409 Ｃ２０ 対面授業

In principle, all classes will be held face-to-face. 
However, some or all classes may shift to an online 
format in the event of a widespread COVID outbreak in 
the Nagoya area.

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 有為楠　香 00 24410 Ｓ１４ 対面授業
授業には教科書と辞書（電子辞書が望ましいが、紙の辞書で
も可）を持参すること。

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 大﨑　晴美 00 24411 Ａ１５ 遠隔授業 同時双方向型 オンラインによるリアルタイムの遠隔授業を行う。

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 可知　れい子 00 24412 Ｓ１５ 原則対面、一部の授業回を遠隔 基本は対面授業。場合によってはオンラインで行う。

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 川本　早久良 00 24413 Ｃ３１ 原則遠隔、一部の授業回を対面
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

対面とオンラインを併用します。オンライン授業は基本的に
オンデマンド型です。ただし感染状況によって対面授業が実
施できなくなった場合、その対面授業回はzoomなどを用いて
双方向型授業を行います。

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 菅原　裕子 00 24414 Ｓ１９ 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

情(自然)  分野別・自然系 化学実験 古賀　伸明/井内　哲 00 24471 実験室

原則として，隔週登校により人
数を制限の上，対面で授業を実
施する。登校しない週はオンデ
マンド形式によるICTを使った遠
隔授業を行う。

オンデマンド型
NUCTでの質問の受付や、隔週の
対面授業において意見交換の機
会を確保する。

医（医）  分野別・自然系 化学実験 長尾　征洋◎ 00 24472 実験室

原則として，隔週登校により人
数を制限の上，対面で授業を実
施する。登校しない週はオンデ
マンド形式によるICTを使った遠
隔授業を行う。

オンデマンド型
NUCTでの質問の受付や、隔週の
対面授業において意見交換の機
会を確保する。

塚本　眞幸

付　友紀子

医（保）  共通・健ｽﾎﾟ
健康・スポーツ科学実習B
（バドミントン）

片山　敬章 00 24419  新体育館　アリーナ 対面授業
対面による授業を行う（新型コロナウイルス感染症における
名古屋大学の活動指針により変更することがある）

 共通・健ｽﾎﾟ
健康・スポーツ科学実習B
（サッカー）

尾崎　隼朗 00 24420 陸上競技場 対面授業
対面による授業を行う（新型コロナウイルス感染症における
名古屋大学の活動指針により変更することがある）

 共通・健ｽﾎﾟ
健康・スポーツ科学実習B
（バスケット）

吉子　彰人 00 24421  第１体育館 対面授業
対面による授業を行う（新型コロナウイルス感染症における
名古屋大学の活動指針により変更することがある）

 共通・健ｽﾎﾟ
健康・スポーツ科学実習B
（太極拳）

樊　孟 00 24422  第４体育館 対面授業
対面による授業を行う（新型コロナウイルス感染症における
名古屋大学の活動指針により変更することがある）

 共通・健ｽﾎﾟ
健康・スポーツ科学実習B
（フィットネス）

秋間　広 00 24423  新体育館　トレーニングルーム 対面授業
対面による授業を行う（新型コロナウイルス感染症における
名古屋大学の活動指針により変更することがある）

科目名等 時間割コード



Ⅱ期木曜４限（14:45～16:15）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

農  分野別・自然系 地球科学基礎Ⅱ 平野　恭弘◎/山口　靖 00 24428 Ｃ４３ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型

工(物工)前半60人　
082220009～082220404

 分野別・自然系 微分積分学Ⅱ 白水　徹也 00 24429 Ｃ２３ NUCT参照
新型コロナの感染状況次第でオンライン、オンデマンド形式
で行う可能性があります。

工(物工)残り　
082220411

 分野別・自然系 微分積分学Ⅱ 森本　宏 00 24430 Ｃ２５ 対面授業

工(化生・マテ)  分野別・自然系 物理学実験 舘石　和雄◎ 00 24473 実験室 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双方向型

の併用
原則として、人数を制限の上、対面授業を実施する。人数制
限の関係上、一部はICTを使った遠隔授業とする。

ZHAO Yuqing

石垣　範和

舟洞　佑記

小川　信之

工(機航)[13・14]  分野別・自然系 微分積分学Ⅱ 椿野　大輔 00 24431 Ｃ３５ NUCT参照 開講形態は講義開始までに NUCT で通知する。

工(機航)[15・16]  分野別・自然系 微分積分学Ⅱ 髙橋　亮 00 24432 Ｃ１５ 対面授業

工(土建)  分野別・自然系 電磁気学Ⅰ 内山　剛 00 24433 Ｓ３０ NUCT参照

工(電情)[９・10]  分野別・自然系 微分積分学Ⅱ 高橋　康史 00 24434 Ｃ１３ NUCT参照

工(電情)[11・12]  分野別・自然系 微分積分学Ⅱ 吉田　伸生 00 24435 Ｃ３３ 対面授業

Ⅱ期(秋1)木曜４限（14:45～16:15）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

法・情（人社）  共通・ﾃﾞｰﾀ科学 データ科学基礎演習A
石川　佳治◎/杉浦　健
人 00 24481 遠隔授業

オンデマンド型と同時双方向型
の併用

科目名等 時間割コード

科目名等 時間割コード



Ⅱ期木曜５限（16:30～18:00）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

医（保）・工（物工）  共通・英語 英語（コミュニケーション） 上原　早苗 00 24501 Ｃ１０ 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

対面中心の授業を実施したいと考えているが、感染状況に
よってはオンライン中心となることもある。初回授業・ガイ
ダンスの詳細はNUCTの「お知らせ」を参照のこと。

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 大名　力 00 24502 Ｃ２１ 原則遠隔、一部の授業回を対面 同時双方向型 学期末試験は対面で行う。

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 杉浦　正利 00 24503 ＣＡＬＬ３ NUCT参照

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 長畑　明利 00 24504 Ｃ２２ 原則遠隔、一部の授業回を対面 同時双方向型

新型コロナウィルスの感染状況によるが、学期開始当初は 
Zoom を用いたオンライン授業を行い、その後、感染状況が
よくなったら、対面授業に移行する予定。授業形態は NUCT 
にて連絡するので、「お知らせ」に注意すること。

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 林　誠 00 24505 Ｓ１２ 対面授業
原則として対面授業を行いますが、感染状況によってはオン
ライン授業に切り替えることもあります。

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 秋田　喜美 00 24506 Ｃ１２ 原則遠隔、一部の授業回を対面 同時双方向型

 共通・英語 英語（コミュニケーション） TOMKINSON Fiona gail 00 24507 Ｃ３２ NUCT参照

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 長山　智香子 00 24508 Ｓ１７ NUCT参照

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 布施　哲 00 24509 Ｃ２０ 遠隔授業 同時双方向型

【重要】
＊授業が始まる前に、あらかじめ通信テストを必ず行ってお
くこと（当日以降、音声が聞こえない、画面が映らない等の
障害なきように）
＊スマートフォンでの参加は原則禁止（キーボードが打てる
機器にて参加のこと）
＊遠隔授業はすべてMicrosoft社のTeamsで行うので、必ず
「東海国立大学機構アカウント」にて入室のこと
＊入室の際は、原則、音声のみをミュートでカメラはONにす
ること
＊当講義はグループワークが主体となるので、Teamsにおけ
る「チーム」の作り方を各自できるだけ予習しておくこと（ 
← 何も難しいことはない）

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 三輪　晃司 00 24510 Ｓ１６ 対面授業

 共通・英語 英語（コミュニケーション） WRIGHT David 00 24511 Ｃ１１ NUCT参照 TBD.

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 可知　れい子 00 24512 Ｓ１５ 原則対面、一部の授業回を遠隔 基本は対面授業。場合によってはオンラインで行う。

 共通・英語 英語（コミュニケーション） 菅原　裕子 00 24513 Ｓ１９ 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

情(自然)  分野別・自然系 化学実験 古賀　伸明/井内　哲 00 24471 実験室

原則として，隔週登校により人
数を制限の上，対面で授業を実
施する。登校しない週はオンデ
マンド形式によるICTを使った遠
隔授業を行う。

オンデマンド型
NUCTでの質問の受付や、隔週の
対面授業において意見交換の機
会を確保する。

医（医）  分野別・自然系 化学実験 長尾　征洋◎ 00 24472 実験室

原則として，隔週登校により人
数を制限の上，対面で授業を実
施する。登校しない週はオンデ
マンド形式によるICTを使った遠
隔授業を行う。

オンデマンド型
NUCTでの質問の受付や、隔週の
対面授業において意見交換の機
会を確保する。

塚本　眞幸

付　友紀子

科目名等 時間割コード



Ⅱ期木曜５限（16:30～18:00）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

工(化生・マテ)  分野別・自然系 物理学実験 舘石　和雄◎ 00 24473 実験室 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双方向型

の併用
原則として、人数を制限の上、対面授業を実施する。人数制
限の関係上、一部はICTを使った遠隔授業とする。

ZHAO Yuqing

石垣　範和

舟洞　佑記

小川　信之

理（前半※） 教職 教育原理 塚原　利理 00 24583

原則遠隔、一部の授業回を対面
【授業形態】
・全１５回をオンデマンド型
（＋一部リアルタイム配信）に
よる遠隔授業で行う。
【初回第１回授業について】
・初回授業のみ、受講生限定
（A・Bグループ別）で対面授業
を行う。

オンデマンド型と同時双方向型
の併用

初回授業のみ、学籍番号指定のグループ分けによる対面授業
を行います（グループA＝学籍番号の末尾が奇数となる受講
生、グループB＝学籍番号の末尾が偶数となる受講生）。対
面授業の開始終了時間は、グループA＝16：30～17:10、グ
ループB＝17:20～18:00です。実施の詳細については、事前
にNUCTを通じてメッセージを掲載します。

文・教・法 教職 教育方法論 水野　正朗 00 24582 Ｃ１５ 対面授業

Ⅱ期(秋1)木曜５限（16:30～18:00）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

農・工（エネ）  共通・ﾃﾞｰﾀ科学 データ科学基礎演習B 笹野　遼平 00 24581 遠隔授業
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

Ⅱ期(秋2)木曜５限（16:30～18:00）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

工(電情・土建)  共通・ﾃﾞｰﾀ科学 データ科学基礎演習B 西田　直樹 00 24591 遠隔授業
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

※名大ポータル「【学部学生・大学院学生】教職課程履修者へ」のサイト内「◎令和4年度
教職課程の手引き」に記載予定

科目名等 時間割コード

科目名等 時間割コード

科目名等 時間割コード



Ⅱ期金曜１限（8:45～10:15）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

全学部（単位補充）  共通・初修 ドイツ語基礎１ 今井田　亜弓 00 25101 Ｃ２１ 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双方向型

の併用
コロナ感染者数の増加など、状況によっては対面と遠隔授業
の割合に変更が生ずることもある。

 共通・初修 フランス語基礎１ 新井　美佐子 00 25102 Ｃ３０ 対面授業
状況によってはオンライン授業に切り替える可能性もあるの
で、NUCTでの連絡に留意すること。

 共通・初修 フランス語基礎１ BAUMERT Nicolas 00 25103 Ｓ１５ NUCT参照

 共通・初修 ロシア語基礎１ 佐藤　規祥 00 25104 Ｃ１０ NUCT参照

 共通・初修 ロシア語基礎１ DATSENKO Ihor 00 25105 Ｓ１２ NUCT参照

 共通・初修 中国語基礎１ 劉　欣 00 25106 Ｃ３２ 対面授業

 共通・初修 朝鮮・韓国語基礎１ 宇都木　昭 00 25107 Ａ１３ NUCT参照

 共通・初修 朝鮮・韓国語基礎１ 柳　朱燕 00 25108 Ｓ１３ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型

理［１～３］  分野別・自然系 微分積分学Ⅱ 山上　滋 00 25113 Ｃ１５ 対面授業

可能な限り対面授業を志向するも、オンラインに移行の可能
性あり。
その際は NUCT にて通知の予定なので、定期的なアクセス・
確認されたい。

理［４～６］  分野別・自然系 微分積分学Ⅱ 金銅　誠之 00 25114 Ｃ１３ 対面授業

理［７～９］  分野別・自然系 微分積分学Ⅱ 川村　友美 00 25115 Ｃ３３ 原則対面、一部の授業回を遠隔 オンデマンド型 NUCTのフォーラムを利用する。

理［10～12］  分野別・自然系 微分積分学Ⅱ 林　孝宏 00 25116 Ｃ２３ NUCT参照

科目名等 時間割コード



Ⅱ期金曜２限（10:30～12:00）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

全学部（単位補充）  共通・初修 ドイツ語基礎２ 今井田　亜弓 00 25201 Ｃ２１ 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双方向型

の併用
コロナ感染者数の増加など、状況によっては対面と遠隔授業
の割合に変更が生ずることもある。

 共通・初修 フランス語基礎２ GARRABET Christophe 00 25202 Ｓ１７ 原則遠隔、一部の授業回を対面 同時双方向型

In view of the current disease situation, the safest 
and the simpliest implementation method for the course 
is on-line classes (using Zoom every week, in a live 
format according to the timetable).
However, if the health situation goes back to normal 
during the semester, face-to-face classes could be 
conducted.

 共通・初修 フランス語基礎２ 鶴巻　泉子 00 25203 Ｃ１２ NUCT参照

 共通・初修 ロシア語基礎２ 佐藤　規祥 00 25204 Ｃ１０ NUCT参照

 共通・初修 中国語基礎２ 甘　靖超 00 25205 Ｃ１１ 原則遠隔、一部の授業回を対面 同時双方向型

 共通・初修 朝鮮・韓国語基礎２ 宇都木　昭 00 25206 Ａ１３ NUCT参照

 共通・初修 朝鮮・韓国語基礎２ 柳　朱燕 00 25207 Ｓ１３ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型

科目名等 時間割コード



Ⅱ期金曜２限（10:30～12:00）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

理
教養・現代教養
（人文・社会系）

 日本国憲法（新：日本国憲法） 今井　良幸 00 45215 Ｓ３０ 対面授業

教養・国際理解  国際関係論（新：国際関係論） 三浦　聡 00 45216 遠隔授業
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

教養・現代教養
（学際・融合系）

科学・技術の哲学
（新：科学論・技術論）

竹下　至 00 45221 遠隔授業 同時双方向型

教養・現代教養
（人文・社会系）

 ことばの不思議（新：言語学入門） 齋藤　文俊 00 45222 遠隔授業 同時双方向型

★この講義は、Teamsを利用して、オンタイムオンラインで
行います。★TeamsのURLは、NUCTの「お知らせ」にて通知し
ます。★教科書（森田喜郎『校註 雨月物語』笠間書院 ）は
第2回の講義までに用意してください。

教養・現代教養
（人文・社会系）

現代社会と教育
（新：現代社会と教育）

坂本　將暢 00 45223 遠隔授業 同時双方向型

これまでに経験した学びや、現
在の教育トピックなどについ
て、ブレークアウトルームを用
いて学生同士が意見交換をした
り、授業の各部分に質疑応答の
時間を設け、不明な点を質問さ
せる機会を設けたりする。ま
た、必要に応じてNUCTのフォー
ラムを設置し、それに対して相
互コメントをさせる。

オンラインで実施するため、資料はNUCTに掲載する。ただ
し、授業映像は掲載しない。また、グループ討議の時間を設
けるので、発言できる場所で受講することと、積極的に意見
交換をすることを求める。したがって、必ず授業時間に授業
に参加するようにすることも求める。

教養・現代教養
（人文・社会系）

現代社会と法
（新：法学入門）

髙橋　祐介 00 45224 Ｃ１３ 対面授業

教養・国際理解

グローバル化と国際教育交流
（新：グローバル化と国際教
育交流）

星野　晶成 00 45225 対面授業

教養・現代教養
（学際・融合系）

自然環境と人間
（新：環境学入門）

中塚　武 00 45232 遠隔授業 同時双方向型

Zoom等を用いたオンラインでの双方向の講義を実施する予定
である。対面の講義を行う場合でも、Zoomを併用したハイブ
リッドの講義を行い、あとで講義の動画を復習用に閲覧でき
るようにする。

教養・現代教養
（学際・融合系）

エネルギーと環境
（新：環境学入門）

鳴瀧　彩絵 00 45233 NUCT参照

教養・現代教養
（学際・融合系）

現代芸術論
（新：芸術論B）

小川　真理子 00 45238 Ｃ１４ 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

教養・現代教養
（学際・融合系）

科学技術社会論
（新：科学論・技術論）

井上　研 00 45240 Ｃ３３ 原則遠隔、一部の授業回を対面 オンデマンド型

講義毎に学生からのコメントを
受け付け、出たコメント（や質
問および教員からの回答）をプ
リントにして他の学生と共有す
る。学生からのコメントに対す
るさらなるコメントがあった場
合にはそれも共有する、という
方法を採る。

特になし

教養・国際理解
留学生と日本
（新：留学生と日本）

髙木　ひとみ◎/許　明
子/和田　尚子 00 45242 国際棟２０７ NUCT参照

教養・現代教養
（学際・融合系）

キャリア形成論
（新：キャリア形成論）

森　典華 00 45243 遠隔授業 同時双方向型

ビデオオンでの参加を基本とします。発言する機会もあるの
で、全員必ず声が出せる環境で参加してください。体調等で
配慮が必要な場合は、講義初回に申し出あれば個々で対応し
ます。遠慮なく相談してください。

科目名等 時間割コード

Ｃ３１



Ⅱ期金曜３限（13:00～14:30）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

理
教養・現代教養
（人文・社会系）

生と死の人間学
（新：哲学・思想入門）

吉田　純 00 45301 NUCT参照

教養・現代教養
（人文・社会系）

文化を読む
（新：文化・芸術学入門）

重見　晋也 00 45302 Ｃ３３ 対面授業

教養・現代教養
（学際・融合系）

芸術と人間
（新：芸術論A）

酒井　健宏 00 45303 Ｓ２Ｘ 対面授業

教養・現代教養
（人文・社会系）

教育と発達の心理
（新：心理学入門）

金井　篤子 00 45304 遠隔授業 同時双方向型

教養・現代教養
（人文・社会系）

市場経済と社会
（新：経済概論）

柳原　光芳 00 45305 Ｃ１５
対面授業、同時に一部の学生向
けに遠隔授業（ハイフレックス
型）

同時双方向型
コロナの感染状況等により，完全な同時双方向のみの講義と
なる場合がありますので，NUCTでの連絡には常に気をつけて
ください。

教養・国際理解
開発の光と影
（新：国際学）

染矢　將和 00 45306 Ｓ２Ｙ
対面授業、同時に一部の学生向
けに遠隔授業（ハイフレックス
型）

同時双方向型

医（医） 共通・基ｾﾐ 基礎セミナーＢ 石井　晃 00 25311 医・医 NUCT参照

共通・基ｾﾐ 基礎セミナーＢ 榎本　篤 00 25312 医・医 対面授業

共通・基ｾﾐ 基礎セミナーＢ 加藤　昌志 00 25313 医・医
対面授業、同時に一部の学生向
けに遠隔授業（ハイフレックス
型）

同時双方向型
講義の関する事項はNUCTで連絡しますので、各自必ずチェッ
クして下さい。

共通・基ｾﾐ 基礎セミナーＢ 柴山　恵吾 00 25314 医・医 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型

共通・基ｾﾐ 基礎セミナーＢ 久場　博司 00 25315 医・医 対面授業

共通・基ｾﾐ 基礎セミナーＢ 鈴木　洋 00 25316 医・医 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型 基本的には対面授業を行う予定です

共通・基ｾﾐ 基礎セミナーＢ 中村　和弘 00 25317 医・医 対面授業

共通・基ｾﾐ 基礎セミナーＢ 宮田　卓樹 00 25318 医・医 対面授業 特になし

共通・基ｾﾐ 基礎セミナーＢ 八谷　寛 00 25319 医・医 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型 医学部学務課から案内のあったゼミ室に集合してください。

科目名等 時間割コード



Ⅱ期金曜４限（14:45～16:15）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

工(機航)  分野別・自然系 物理学実験 松岡　健◎ 00 25471 実験室 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

KIM Jeonghyun

CUI Yi

井村　敬一郎

本村　扇仁

理（後半※） 教職 教職基礎論 三羽　光彦 00 25481 Ｃ３３ 対面授業

Ⅱ期金曜５限（16:30～18:00）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

全学部（単位補充）
（医(医)除く）

共通・基ｾﾐ 基礎セミナー 児玉　英明 00 25501 Ｃ２２ NUCT参照

工(機航)  分野別・自然系 物理学実験 松岡　健◎ 00 25471 実験室 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

KIM Jeonghyun

CUI Yi

井村　敬一郎

本村　扇仁

文・教・法 教職 教育制度論 石井　拓児 00 25581 Ｃ１５
対面授業、同時に一部の学生向け

に遠隔授業（ハイフレックス型）

経・情・理（前半
※）・農

教職 教育方法論 ◎柴田　好章/埜嵜  志 00 25582 Ｃ３３ 対面授業

理（後半※） 教職 教育方法論 山川　法子 00 25583 Ｃ１３ 原則遠隔、一部の授業回を対面 オンデマンド型
NUCTに掲示板等を設定し、互い
に意見交換が出来るようにす
る。

対面授業実施回については、前週の授業案内において知らせ
る。対面に参加の際には、インターネットが繋がる機器を持
参する。

科目名等 時間割コード

※名大ポータル「【学部学生・大学院学生】教職課程履修者へ」のサイト内「◎令和4年度
教職課程の手引き」に記載予定

科目名等 時間割コード



Ⅱ期集中講義

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

全学部（単位補充） 共通・大学での学び 「大学での学び」基礎論 鈴木　健一 00 20020
対面授業、同時に一部の学生向
けに遠隔授業（ハイフレックス
型）

同時双方向型 対面及びオンデマンド

 共通・日本語 日本語文章表現法 許　明子 00 20001 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型
受講生は必ず授業担当教員にメールで連絡してください。
また、授業の実施形態について必ずNUCTの「お知らせ」を確
認してください。

 共通・日本語 日本語口頭表現法 許　明子 00 20002 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型

受講生は事前に必ず授業担当者にメールで連絡してくださ
い。
授業実施形態については必ずNUCTの「お知らせ」を確認して
ください。

全学部  共通・健ｽﾎﾟ
健康・スポーツ科学実習B
（アダプテッド）

佐々木　康◎/竹之内　
隆志/横山　慶子 00 20007 対面授業

対面による授業を行う（新型コロナウイルス感染症における
名古屋大学の活動指針により変更することがある）

開講取りやめ    共通・健ｽﾎﾟ
 健康・スポーツ科学実習B
 （アダプテッド）

 竹之内　隆志 00 20008

開講取りやめ    共通・健ｽﾎﾟ
 健康・スポーツ科学実習B
 （アダプテッド）

 横山　慶子 00 20009

 共通・健ｽﾎﾟ
健康・スポーツ科学実習B
（スキー）

片山　敬章◎ 00 20010 対面授業
対面による授業を行う（新型コロナウイルス感染症における
名古屋大学の活動指針により変更することがある）

秋間　広

坂野　僚一

水野　貴正

横山　慶子

太田　めぐみ

佐藤　菜穂子

吉子　彰人

 教養・国際理解 海外留学準備セミナー 岩城　奈巳 00 20015 NUCT参照

科目名等 時間割コード



Ⅳ期月曜５限（16:30～18:00）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

文・教・法・経・情 教職 教育相談論 川島　一晃 00 41582 Ｃ２３ 対面授業
基本的には対面で講義を実施しますので、教室にお越しくだ
さい。

Ⅳ期(秋1)月曜５限（16:30～18:00）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

理 教職 教育課程論 龍崎　忠 00 41581 遠隔授業 同時双方向型

Ⅳ期火曜５限（16:30～18:00）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

文・教・法・経・情 教職 教育心理学 中谷　素之 00 42581 NUCT参照

理・農 教職 教育相談論 狐塚　貴博 00 42582 遠隔授業
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

教職 教育相談論 安田　英和 00 42583 Ｃ１２ 対面授業

Ⅳ期水曜４限（14:45～16:15）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

全学部（単位補充） 全基・言Ⅱ 中級スペイン語２ 宮下　克子 00 43401 Ｃ１１ 対面授業

テキストに沿って授業を行います。その他、スペイン語の詩
や、新聞・雑誌等に載った記事を読みます。対面授業を基本
としますが、感染拡大などの状況によって、柔軟に対応して
授業をします。

Ⅳ期木曜４限（14:45～16:15）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

全学部（単位補充） 全基・言Ⅱ 中級フランス語２ GARRABET Christophe 00 44401 Ｓ１７ 原則遠隔、一部の授業回を対面 同時双方向型

In view of the current disease situation, the safest 
and the simpliest implementation method for the course 
is on-line classes (using Zoom every week, in a live 
format according to the timetable).
However, if the health situation goes back to normal 
during the semester, face-to-face classes could be 
conducted.

Ⅳ期木曜５限（16:30～18:00）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

文・教・法・経・情 教職 生徒・進路指導論 平石　賢二 00 44581 Ｃ３５
対面授業、同時に一部の学生向
けに遠隔授業（ハイフレックス
型）

同時双方向型 0

理・農 教職 道徳教育の理論と実践 丹下　悠史 00 44582 Ｃ３３
対面授業、同時に一部の学生向
けに遠隔授業（ハイフレックス
型）

オンデマンド型と同時双方向型
の併用

基本的にはハイフレックス型で行いますが、特定回の授業は
原則として対面で実施します。

科目名等 時間割コード

科目名等 時間割コード

科目名等 時間割コード

科目名等 時間割コード

科目名等 時間割コード

科目名等 時間割コード



Ⅳ期金曜１限（8:45～10:15）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

全学部（単位補充） 全基・言Ⅰ 英語（上級） HAIG EDWARD 00 45101 Ａ１５ NUCT参照

経以外 理系教養 情報メディアとコミュニケーション 浦田　真由 00 45106 Ｓ３０ 原則遠隔、一部の授業回を対面 同時双方向型
新型コロナウイルス感染症における名大の活動指針を踏ま
え、NUCT上で指示する。

理系教養 現代数学への流れ 谷本　祥 00 45107 遠隔授業 同時双方向型

理系教養 原子・分子の科学 中谷　肇 00 45108 遠隔授業 オンデマンド型

講義の内容や、わからないこと
については随時E-mailにて学生
からの問い合わせに回答いたし
ます。対面での質問や説明が必
要な場合はアポイントを取って
いただき、日程調整を行ったう
えで対応させていただきます。

理系教養 現代の生命科学
井原　邦夫◎/成田　哲
博/金岡　雅浩 00 45109 Ｃ４３

対面授業をハイブリッド形式で
行うことを基本として、社会情
勢に合わせて人数制限やオンラ
インのみに切り替えるフレキシ
ブルな対応をとるのが、学生の
学習効果にとって重要だと考え
る。さらに、本科目は３名の教
員によるオムニバス形式で行わ
れるため、それぞれの特徴に応
じた授業進行形式を重んじた
い。

同時双方向型

理系教養 微生物の科学 浅川　晋◎/池田　素子 00 45110 Ｃ２５ 対面授業

経 全基・言Ⅰ 英語（セミナー） 大名　力 00 45115 Ｃ１２ 原則遠隔、一部の授業回を対面 同時双方向型 学期末試験は対面で行う。

全基・言Ⅰ 英語（セミナー） 尾関　修治 00 45116 ＣＡＬＬ２ 対面授業

全基・言Ⅰ 英語（セミナー） 長山　智香子 00 45117 Ｓ１４ NUCT参照

全基・言Ⅰ 英語（セミナー） PEDDIE Francis david 00 45118 Ｓ１７ NUCT参照

全基・言Ⅰ 英語（セミナー） NILEP Chad 00 45119 Ａ２６ NUCT参照

全基・言Ⅰ 英語（セミナー） 榎本　洋 00 45120 Ａ１４ 原則遠隔、一部の授業回を対面 同時双方向型 最初と最後（定期テスト）は対面で行います。

全基・言Ⅰ 英語（セミナー） 原田　邦彦 00 45121 Ｃ３１ NUCT参照
最初の2回の授業は対面で行い、残りはハイフレックス(学生
が対面か遠隔か自由に選ぶ)とします。ただし、大学の決定
があればそれに従います。

全基・言Ⅰ 英語（セミナー） 堀　江里香 00 45122 Ｃ２０ 原則遠隔、一部の授業回を対面
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

全基・言Ⅰ 英語（セミナー） 久米　啓介 00 45123 Ｓ１９ 対面授業

科目名等 時間割コード



Ⅳ期金曜２限（10:30～12:00）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

全学部（単位補充） 全基・言Ⅰ 英語（上級） 秋田　喜美 00 45201 Ｃ２０ 原則遠隔、一部の授業回を対面 同時双方向型

全基・言Ⅰ 英語（上級） NILEP Chad 00 45202 Ａ２６ NUCT参照
実施方法（対面及びICTによる遠隔授業）については，現段
階では実施方針が確定していない。

全基・言Ⅱ 中級ドイツ語２ 三宅　恭子 00 45207 Ｓ１４ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型

全基・言Ⅱ 中級ロシア語２ DATSENKO Ihor 00 45208 Ｓ１２ NUCT参照

全基・言Ⅱ 中級中国語２ 盧　建 00 45209 Ａ１５ 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

全基・言Ⅱ 中級朝鮮・韓国語２ 黒﨑　慶子 00 45210 Ｃ３２ 原則遠隔、一部の授業回を対面 同時双方向型

全学部 文系基礎 日本国憲法 今井　良幸 00 45215 Ｓ３０ 対面授業

文系基礎 国際関係論 三浦　聡 00 45216 遠隔授業
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

文系教養 科学・技術の哲学 竹下　至 00 45221 遠隔授業 同時双方向型

文系教養 ことばの不思議 齋藤　文俊 00 45222 遠隔授業 同時双方向型

★この講義は、Teamsを利用して、オンタイムオンラインで
行います。★TeamsのURLは、NUCTの「お知らせ」にて通知し
ます。★教科書（森田喜郎『校註 雨月物語』笠間書院 ）は
第2回の講義までに用意してください。

文系教養 現代社会と教育 坂本　將暢 00 45223 遠隔授業 同時双方向型

これまでに経験した学びや、現
在の教育トピックなどについ
て、ブレークアウトルームを用
いて学生同士が意見交換をした
り、授業の各部分に質疑応答の
時間を設け、不明な点を質問さ
せる機会を設けたりする。ま
た、必要に応じてNUCTのフォー
ラムを設置し、それに対して相
互コメントをさせる。

オンラインで実施するため、資料はNUCTに掲載する。ただ
し、授業映像は掲載しない。また、グループ討議の時間を設
けるので、発言できる場所で受講することと、積極的に意見
交換をすることを求める。したがって、必ず授業時間に授業
に参加するようにすることも求める。

文系教養 現代社会と法 髙橋　祐介 00 45224 Ｃ１３ 対面授業

文系教養 グローバル化と国際教育交流 星野　晶成 00 45225

理系教養 図情報とコンピュータ 北　栄輔 00 45229 サブラボA
4割程度を同時双方向方式で，6
割程度を対面で講義を行う． 同時双方向型

ガイダンスを含む最初の3－4割程度は同時双方向で，その後
は端末行います．また，コロナの状況を鑑みて実施方法を検
討します．

理系教養 先端材料と物性物理 松永　克志◎/丹羽　健 00 45230 遠隔授業
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

本講義は遠隔授業形式で行います。実施方法や内容はNUCTに
てお知らせしますので、必ずチェックするようにしてくださ
い

理系教養 バイオテクノロジー
佐塚　隆志◎/千葉　壮
太郎/山内　卓樹 00 45231 Ｓ１１ 対面授業

理系教養 自然環境と人間 中塚　武 00 45232 遠隔授業 同時双方向型

Zoom等を用いたオンラインでの双方向の講義を実施する予定
である。対面の講義を行う場合でも、Zoomを併用したハイブ
リッドの講義を行い、あとで講義の動画を復習用に閲覧でき
るようにする。

理系教養 エネルギーと環境 鳴瀧　彩絵 00 45233 NUCT参照

全学教養 現代芸術論 小川　真理子 00 45238 Ｃ１４ 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

全学教養 芸術と人間精神 伊藤　大輔 00 45239 NUCT参照
ICTを使った遠隔授業とする（2022年1月現在）。ただし今後
策定される2022年度秋学期の全学及び全学教育科目の実施方
針によっては、対面授業となる場合がある。

（次ページあり）

科目名等 時間割コード

Ｃ２３

Ｃ２５ 対面授業



Ⅳ期金曜２限（10:30～12:00）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

全学部 全学教養 科学技術社会論 井上　研 00 45240 Ｃ３３ 原則遠隔、一部の授業回を対面 オンデマンド型

講義毎に学生からのコメントを
受け付け、出たコメント（や質
問および教員からの回答）をプ
リントにして他の学生と共有す
る。学生からのコメントに対す
るさらなるコメントがあった場
合にはそれも共有する、という
方法を採る。

全学教養 異文化論 大澤　健司 00 45241 Ｓ２Ｙ 対面授業

全学教養 留学生と日本
髙木　ひとみ◎/許　明
子/和田　尚子 00 45242 国際棟２０７ NUCT参照

全学教養 キャリア形成論 森　典華 00 45243 遠隔授業

ビデオオンでの参加を基本とします。発言する機会もあるの
で、全員必ず声が出せる環境で参加してください。体調等で
配慮が必要な場合は、講義初回に申し出あれば個々で対応し
ます。遠慮なく相談してください。

全学教養 特別講義（PBLマーケティング） 児玉　英明 00 45245 Ｃ２２ 対面授業

全学教養 特別講義（レポート・論文作成法） 俵山　雄司 00 45246 Ｓ１９ 対面授業

科目名等 時間割コード



Ⅳ期金曜３限（13:00～14:30）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

文系教養 生と死の人間学 吉田　純 00 45301 NUCT参照

文系教養 文化を読む 重見　晋也 00 45302 Ｃ３３ 対面授業

文系教養 芸術と人間 酒井　健宏 00 45303 Ｓ２Ｘ 対面授業

文系教養 教育と発達の心理 金井　篤子 00 45304 遠隔授業 同時双方向型

文系教養 市場経済と社会 柳原　光芳 00 45305 Ｃ１５
対面授業、同時に一部の学生向
けに遠隔授業（ハイフレックス
型）

同時双方向型
コロナの感染状況等により，完全な同時双方向のみの講義と
なる場合がありますので，NUCTでの連絡には常に気をつけて
ください。

文系教養 開発の光と影 染矢　將和 00 45306 Ｓ２Ｙ
対面授業、同時に一部の学生向
けに遠隔授業（ハイフレックス
型）

同時双方向型

文系 全基・言Ⅱ 中級ドイツ語２ CONRAD Marcus 00 45312 Ｃ３４ 対面授業

全基・言Ⅱ 中級ドイツ語２ 伊藤　惟 00 45313 Ｃ１４ 対面授業
対面授業を前提としますが、感染状況や大学の決定によって
はオンライン形式に切り替わる場合があります。

全基・言Ⅱ 中級ドイツ語２ 大塚　直 00 45314 Ｓ１０ 対面授業 シラバスに記載通り、対面で授業を行う予定である

全基・言Ⅱ 中級ドイツ語２ 白川　茜 00 45315 Ｃ３６ 遠隔授業 同時双方向型

全基・言Ⅱ 中級ドイツ語２ 高畑　祐人 00 45316 Ｓ１１ 対面授業

全基・言Ⅱ 中級ドイツ語２ 谷口　祐美子 00 45317 Ｓ１６ NUCT参照

全基・言Ⅱ 中級フランス語２ 新井　美佐子 00 45318 Ｃ２２ 対面授業
状況によってはオンライン授業に切り替える可能性もあるの
で、NUCTでの連絡に留意すること。

全基・言Ⅱ 中級フランス語２ GARRABET Christophe 00 45319 Ｓ１７ 原則遠隔、一部の授業回を対面 同時双方向型

In view of the current disease situation, the safest 
and the simpliest implementation method for the course 
is on-line classes (using Zoom every week, in a live 
format according to the timetable).
However, if the health situation goes back to normal 
during the semester, face-to-face classes could be 
conducted.

全基・言Ⅱ 中級フランス語２ 鳥山　定嗣 00 45320 Ｃ１０ 対面授業

全基・言Ⅱ 中級フランス語２ BAUMERT Nicolas 00 45321 Ｓ１５ NUCT参照

全基・言Ⅱ 中級ロシア語２ DATSENKO Ihor 00 45322 Ｓ１２ NUCT参照

全基・言Ⅱ 中級中国語２ 甘　靖超 00 45323 Ｃ１１ 原則遠隔、一部の授業回を対面 同時双方向型

全基・言Ⅱ 中級中国語２ 田村　加代子 00 45324 Ｃ４３ NUCT参照

全基・言Ⅱ 中級中国語２ 土屋　洋 00 45325 Ｃ１３ 遠隔授業
オンデマンド型と同時双方向型

の併用
TEAMSのURLなど授業の詳細については、開講前日までに、
NUCT上でお知らせします。

全基・言Ⅱ 中級中国語２ 盧　建 00 45326 Ａ１５ 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

全基・言Ⅱ 中級中国語２ 虞　萍 00 45327 Ｃ２１ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型

全基・言Ⅱ 中級中国語２ 武田　みゆき 00 45328 Ａ２８ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型

全基・言Ⅱ 中級中国語２ 張　素芳 00 45329 Ａ３４ 原則遠隔、一部の授業回を対面 オンデマンド型
随時学生からのメールなどを
チェックし、連絡できるように
務める。

全基・言Ⅱ 中級中国語２ 寺澤　知美 00 45330 Ｃ２０ 対面授業

（次ページあり）

情(自然・ｺﾝ)・理・
医(保)・工

科目名等 時間割コード



Ⅳ期金曜３限（13:00～14:30）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

文系 全基・言Ⅱ 中級スペイン語２ Nelly CHOZO 00 45331 Ａ３３ NUCT参照

全基・言Ⅱ 中級スペイン語２ P.Apaza 00 45332 Ｃ４１ 対面授業 基本的に対面ですが，状況によってオンラインとします。

全基・言Ⅱ 中級朝鮮・韓国語２ 黒﨑　慶子 00 45333 Ｃ３２ 原則遠隔、一部の授業回を対面 同時双方向型

全学部 全基・言Ⅱ 上級日本語（文章表現）２ 許　明子 00 45311 Ａ２７ 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型
授業の実施方法については必ずNUCTの「お知らせ」を確認し
てください。

医（医）・農 全基・言Ⅰ 英語（セミナー） 久米　啓介 00 45338 Ｓ１９ 対面授業

全基・言Ⅰ 英語（セミナー） 大名　力 00 45339 Ｃ１２ 原則遠隔、一部の授業回を対面 同時双方向型 学期末試験は対面で行う。

全基・言Ⅰ 英語（セミナー） 田中　智之 00 45340 Ｓ１３ 原則遠隔、一部の授業回を対面 同時双方向型

全基・言Ⅰ 英語（セミナー） 金　相美 00 45341 Ｃ４０ NUCT参照

全基・言Ⅰ 英語（セミナー） 布施　哲 00 45342 Ｓ２１ 遠隔授業 同時双方向型

【重要】
＊授業が始まる前に、あらかじめ通信テストを必ず行ってお
くこと（当日以降、音声が聞こえない、画面が映らない等の
障害なきように）
＊スマートフォンでの参加は原則禁止（キーボードが打てる
機器にて参加のこと）
＊遠隔授業はすべてMicrosoft社のTeamsで行うので、必ず
「東海国立大学機構アカウント」にて入室のこと
＊入室の際は、原則、音声のみをミュートでカメラはONにす
ること
＊当講義はグループワークが主体となるので、Teamsにおけ
る「チーム」の作り方を各自できるだけ予習しておくこと（ 
← 何も難しいことはない）

全基・言Ⅰ 英語（セミナー） NILEP Chad 00 45343 Ａ２６ NUCT参照

全基・言Ⅰ 英語（セミナー） 榎本　洋 00 45344 Ａ１４

最初の授業と最後（定期テス
ト）は対面で行います。最初の
授業の時に受講生の意向（対面
か遠隔か）を決めます。

同時双方向型

全基・言Ⅰ 英語（セミナー） 大石　晴美 00 45345 ＣＡＬＬ２ 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

全基・言Ⅰ 英語（セミナー） W.M.Jones 00 45346 Ｃ３０ 原則遠隔、一部の授業回を対面

全基・言Ⅰ 英語（セミナー） 原田　邦彦 00 45347 Ｃ３１ NUCT参照
最初の2回の授業は対面で行い、残りはハイフレックス(学生
が対面か遠隔か自由に選ぶ)とします。ただし、大学の決定
があればそれに従います。

全基・言Ⅰ 英語（セミナー） MORITA Liang 00 45348 Ｓ２０ 遠隔授業 オンデマンド型

Students submit their work to 
me every week, and I plan to 
put their answers together, 
upload them on NUCT, and 
encourage everyone to comment 
and respond. I will then 
upload these comments and 
responses.

全基・言Ⅰ 英語（セミナー） 内田　綾子 00 45349 Ａ１３ NUCT参照

科目名等 時間割コード



Ⅳ期金曜４限（14:45～16:15）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

全学部（単位補充） 全基・言Ⅰ 英語（コミュニケーション） 堀江　薫 00 45401 Ｃ２１ 対面授業
原則として対面。コロナ感染状況に応じてオンラインを併
用。

文 全基・言Ⅰ 英語（上級リーディング）２ 久米　啓介 00 45406 Ｓ１９ 対面授業

全基・言Ⅰ 英語（上級リーディング）２ 長畑　明利 00 45407 Ｃ２０ 原則遠隔、一部の授業回を対面 同時双方向型

新型コロナウィルスの感染状況によるが、学期開始当初は 
Zoom を用いたオンライン授業を行い、その後、感染状況が
よくなったら、対面授業に移行する予定。授業形態は NUCT 
にて連絡するので、「お知らせ」に注意すること。

全基・言Ⅰ 英語（上級リーディング）２ 金　相美 00 45408 Ｃ４０ NUCT参照

全基・言Ⅰ 英語（上級リーディング）２ WEEKS Mark 00 45409 Ｃ３４ 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

教・法 全基・言Ⅰ 英語（セミナー） 涌井　隆 00 45410 Ａ３４ NUCT参照

全基・言Ⅰ 英語（セミナー） 布施　哲 00 45411 Ｓ２１ 遠隔授業 同時双方向型

【重要】
＊授業が始まる前に、あらかじめ通信テストを必ず行ってお
くこと（当日以降、音声が聞こえない、画面が映らない等の
障害なきように）
＊スマートフォンでの参加は原則禁止（キーボードが打てる
機器にて参加のこと）
＊遠隔授業はすべてMicrosoft社のTeamsで行うので、必ず
「東海国立大学機構アカウント」にて入室のこと
＊入室の際は、原則、音声のみをミュートでカメラはONにす
ること
＊当講義はグループワークが主体となるので、Teamsにおけ
る「チーム」の作り方を各自できるだけ予習しておくこと（ 
← 何も難しいことはない）

全基・言Ⅰ 英語（セミナー） PEDDIE Francis david 00 45412 Ｓ１７ NUCT参照

全基・言Ⅰ 英語（セミナー） 榎本　洋 00 45413 Ａ１４

最初の授業の時に受講生の意向
を聞く予定ですが、教授者は3時
限目の授業も受け持っており、
それに左右されることになりま
す。つまり3時限目の受講者次第
ということです。

同時双方向型

全基・言Ⅰ 英語（セミナー） 大石　晴美 00 45414 ＣＡＬＬ２ 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

全基・言Ⅰ 英語（セミナー） W.M.Jones 00 45415 Ｃ３０ 原則遠隔、一部の授業回を対面

全基・言Ⅰ 英語（セミナー） 原田　邦彦 00 45416 Ｃ３１ NUCT参照
最初の2回の授業は対面で行い、残りはハイフレックス(学生
が対面か遠隔か自由に選ぶ)とします。ただし、大学の決定
があればそれに従います。

全基・言Ⅰ 英語（セミナー） MORITA Liang 00 45417 Ａ２６ 遠隔授業 オンデマンド型

Students submit their work to 
me every week, and I plan to 
put their answers together, 
upload them on NUCT, and 
encourage everyone to comment 
and respond. I will then 
upload these comments and 
responses.

全基・言Ⅰ 英語（セミナー） 内田　綾子 00 45418 Ａ１３ NUCT参照

科目名等 時間割コード



Ⅳ期金曜５限（16:30～18:00）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

全学部（単位補充） 全基・言Ⅰ 英語（上級） 堀江　薫 00 45501 Ｃ２１ 対面授業
原則として対面。コロナ感染状況に応じてオンラインを併
用。

全基・言Ⅰ 英語（上級） 涌井　隆 00 45502 Ａ３４ NUCT参照

全学部 全学教養
特別講義（テレビ報道とメ
ディアリテラシー）

後藤　明史 00 45507 Ｃ２３ 原則対面、一部の授業回を遠隔
オンデマンド型と同時双方向型

の併用

理（前半※）・農 教職
特別活動・総合的な学習
の時間の指導法

三小田　博昭 00 45581 対面授業

理（後半※） 教職
特別活動・総合的な学習
の時間の指導法

三小田　博昭 00 45582 対面授業

※名大ポータル「【学部学生・大学院学生】教職課程履修者へ」のサイト内「◎令和4年度
教職課程の手引き」に記載予定

科目名等 時間割コード

Ｃ２５

Ｃ３４



Ⅳ期集中講義

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

全学部（単位補充） 全基・言Ⅰ 日本語（文章表現）１ 許　明子 00 40001 原則対面、一部の授業回を遠隔 同時双方向型
受講者は必ず授業担当教員にメールで連絡してください。
授業実施方法についてNUCTの「お知らせ」を確認してくださ
い。

全学部 全学教養 特別講義（プロジェクトマネジメント） 田代　寛之 00 40006 NUCT参照

医（医） 理系基礎 数学通論Ⅱ 大平　徹 00 40007 遠隔授業 オンデマンド型 オンデマンドによる講義

科目名等 時間割コード



秋学期月曜３限（13:00～14:30）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

全学部（単位補充）  共通・初修 中国語中級１ 前田　光子 00 81301 Ｃ２０ 対面授業

秋学期月曜６限（18:15～19:45）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

全学部（英語授業）  分野別・自然系
数学特別講義（機械学習の
ための数学）

BACHMANN Henrik 00 61621 理Ａ－２５０ 同時双方向型
Please always check the course homepage for updates: 
https://www.henrikbachmann.com/mml2022.html

秋学期火曜２限（10:30～12:00）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

全学部  教養・国際理解 フランス語・アカデミックライティングB BAUMERT Nicolas 00 82201 Ａ１２ NUCT参照

秋学期火曜５限（16:30～18:00）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

 全学部　　開講取りやめ    教養・国際 理解  海外言語文化演習（ドイツ）1  中村　靖子 00 82501

秋学期水曜３限（13:00～14:30）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

全学部（英語授業）  教養・国際理解 英語・プレゼンテーションB2 NUSKE Kyle 00 83301 Ｃ１１ NUCT参照

In principle, all classes will be held online in real 
time through Zoom. However, there is possibility that 
some classes will be held face-to-face depending on 
the individual circumstances of students enrolled in 
the course (the ability to enter Japan, etc.)

秋学期水曜４限（14:45～16:15）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

 全学部（英語授業）開講取りやめ    教養・国際 理解
Introduction to 
Intercultural 

 楠元　景子 00 63421

秋学期水曜６限（18:15～19:45）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

全学部（英語授業）  分野別・自然系 数学特別講義（群と表現論） RICHARD Serge charle 00 63621 Ｃ１３
Face-to-face classes, and at the same 
time, the contents are conducted 
remotely to some students

The course will be provided on real time in a hybrid 
format, and subsequently the recorded lectures will be 
available on demand.

科目名等 時間割コード

科目名等 時間割コード

科目名等 時間割コード

科目名等 時間割コード

科目名等 時間割コード

科目名等 時間割コード

科目名等 時間割コード



秋学期木曜３限（13:00～14:30）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

全学部  教養・国際理解 英語・プレゼンテーションA2 TOOHEY David 00 84301 Ｓ１２ NUCT参照

秋学期木曜５限（16:30～18:00）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

全学部  教養・国際理解 海外言語文化演習（フランス）1 BAUMERT Nicolas 00 84501 Ｓ１４ NUCT参照

秋学期木曜６限（18:15～19:45）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

 全学部　　開講取りやめ    教養・国際 理解  海外言語文化演習（英語）  秋田　喜美 00 84601

秋学期金曜１限（8:45～10:15）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

全学部  共通・初修 ポルトガル語基礎２ FERRARI Felipe 00 85101 Ｃ１１ NUCT参照

秋学期金曜２限（10:30～12:00）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

全学部  共通・初修 イタリア語基礎２ 柴田　有香 00 85201 Ｓ１５ 対面授業
原則として対面で授業を実施します。状況次第で一部の授業
回を遠隔授業に変更する場合はNUCTからお知らせします。

秋学期金曜４限（14:45～16:15）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

全学部（英語授業）  教養・国際理解 囲碁と日本文化 重野　由紀 00 65421 Ｃ３６ 対面授業

秋学期金曜５限（16:30～18:00）

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

全学部（単位補充）  共通・初修 中国語初級完成 寺澤　知美 00 85501 Ｃ２０ 対面授業

全学部（英語授業）  教養・国際理解 Studium Generale A VASSILEVA Maria 00 65521 遠隔授業
オンデマンド型と同時双方向型

の併用
on-demand recorded lectures, online live interactive 
class discussions

科目名等 時間割コード

科目名等 時間割コード

科目名等 時間割コード

科目名等 時間割コード

科目名等 時間割コード

科目名等 時間割コード

科目名等 時間割コード



秋学期集中講義

対象学部・クラス 教員氏名
講義室等又は

アクセスポイント
授業方法 遠隔授業の方法

オンデマンド型の場合の
学生の意見交換の方法

周知事項

全学部　　開講取りやめ    教養・国際 理解  海外言語文化演習（ドイツ）2  中村　靖子 00 80001

 教養・国際理解 海外言語文化演習（フランス）2
奥田　智樹/BAUMERT 
Nicolas 00 80002 NUCT参照

 教養・国際理解 短期海外研修B（北米） 星野　晶成 00 80003 NUCT参照

開講取りやめ　　  教養・国際理解 短期海外研修D（欧州） 岩城　奈巳 00 80004 NUCT参照

 教養・国際理解 短期海外研修F（アジア・オセアニア） 岩城　奈巳 00 80005 NUCT参照

 教養・国際理解 短期海外研修F（アジア・オセアニア） 巽　洋子 00 80006 NUCT参照

科目名等 時間割コード

JADB022035
取り消し線
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