
令和2（2020）年度　（旧）パッケージ別科目開講科目
ﾀｰﾑ 時限

54009001 中東・イスラームの世界［旧パッケージ］ 吉村　慎太郎 東広島 51010001 アジアの社会史［旧パッケージ］ 丸田　孝志 東広島

53014001 社会福祉と貧困［旧パッケージ］ 佐々木　宏 東広島 67011302 睡眠の科学［旧パッケージ］ 小川　景子 東広島

55005001 自然災害と防災［旧パッケージ］ 海堀　正博 東広島 61042101 南アジア宗教論［旧パッケージ］ 杉木　恒彦 東広島 54007001 日本の歴史と文化［旧パッケージ］ 渡邊　誠 東広島

63100102 物理の視点A［旧パッケージ］ 宗尻　修治 東広島 62163001 現代社会と農山村［旧パッケージ］ 福田　恵 東広島

53012001 適応の生理［旧パッケージ］ 古川　康雄 東広島

55009001 微生物の世界［旧パッケージ］ 久我　ゆかり 東広島

52005002 知能とコンピュータ［旧パッケージ］ RAYTCHEV BISSER ROUMENOV 東広島 54008001 アジアの近現代［旧パッケージ］ 水羽　信男 東広島 67010901 心の健康［旧パッケージ］ 杉浦　義典 東広島

55005002 自然災害と防災［旧パッケージ］ 海堀　正博 東広島 53020101 全身の健康と口腔科学I[1歯]［旧パッケージ］ 小松澤　均 東千田

63400101 地球と生物［旧パッケージ］ 小澤　久 東広島

63100101 物理の視点A［旧パッケージ］ 市川　貴之 東広島

53018001 分子から生命へ［旧パッケージ］ 根平　達夫 東広島

53001001 脳と行動［旧パッケージ］ 斎藤　祐見子 東広島

55019002 環境と開発［旧パッケージ］ 土谷　彰男 東広島

61011101 感性哲学［旧パッケージ］ 桑島　秀樹 東広島 52002101 教育と人間［旧パッケージ］ 杉田　浩崇 東広島 52001001 東洋の思想［旧パッケージ］ 有馬　卓也 東広島

54015001 英語圏の文学と社会［旧パッケージ］ 城戸　光世 東広島

52015001 大学と学生［旧パッケージ］ 吉田　香奈 東広島

54025001 グローバル経済と環境権［旧パッケージ］ 李　東碩 東広島

67011301 睡眠の科学［旧パッケージ］ 林　光緒 東千田

55013001 環境観と環境問題［旧パッケージ］ 淺野　敏久 東広島 61042301 キリスト教学B［旧パッケージ］ 辻　学 東千田 54008002 アジアの近現代［旧パッケージ］ 水羽　信男 東広島 61256202 文学の世界［旧パッケージ］ 武田　紀子 東広島

61256201 文学の世界［旧パッケージ］ 柳瀬　善治 東広島 53010001 人の生と死をめぐる法と社会［旧パッケージ］ 横藤田　誠 東千田 61255101 中国語圏の伝統文化［旧パッケージ］ 荒見　泰史 東広島 52013001 大学と社会［旧パッケージ］ 村澤　昌崇 東広島

51003002 心と社会［旧パッケージ］ 坂田　桐子 東広島 53004001 社会的なものと人間［旧パッケージ］ 材木　和雄 東広島

67011401 比較認知心理学［旧パッケージ］ 坂田　省吾 東広島

52004001 数学の世界［旧パッケージ］ 橋本　真太郎 東広島 52004002 数学の世界［旧パッケージ］ （担当教員未定） 東広島 67011303 睡眠の科学［旧パッケージ］ 林　光緒 東広島

52005001 知能とコンピュータ［旧パッケージ］ 宮尾　淳一 東広島 55005003 自然災害と防災［旧パッケージ］ 長谷川　祐治 東広島

63000101 思考と情報のデザイン［旧パッケージ］ 匹田　篤 東広島

55008001 物質循環と地球環境［旧パッケージ］ 小野寺　真一 東広島

63100201 物理の視点B［旧パッケージ］ 石坂　智 東広島

53018002 分子から生命へ［旧パッケージ］ 彦坂　暁 東広島

63300201 環境と森林［旧パッケージ］ 戸田　求 東広島

52018001 数理科学で考える［旧パッケージ］ 飯間　信 東広島 51018001 災害医療と疾病対策［旧パッケージ］ 田中　純子 東千田 51010002 アジアの社会史［旧パッケージ］ 丸田　孝志 東広島

51004002 産業と技術［旧パッケージ］ 西田　宗弘 東広島 52020001 脳のはたらき(受講場所：東千田キャンパス)［旧パッケージ］ 岡本　泰昌 双方向 54007002 日本の歴史と文化［旧パッケージ］ 渡邊　誠 東広島

63100202 物理の視点B［旧パッケージ］ 乾　雅祝 東広島 52020002 脳のはたらき(受講場所：東広島キャンパス)［旧パッケージ］ 岡本　泰昌 双方向

51012001 環境と化学［旧パッケージ］ 竹田　一彦 東広島 54022001 人の健康と社会［旧パッケージ］ 松山　亮太 東千田

53015001 いのちを支える酵素［旧パッケージ］ 石田　敦彦 東広島 55018001 ヒトと微生物の関わり［旧パッケージ］ 大毛　宏喜 東千田

53013001 生物学からみたストレス［旧パッケージ］ 浮穴　和義 東広島

62031101 ヨーロッパの政治と社会［旧パッケージ］ 薩摩　真介 東広島 55012002 生物生産と自然との関わり［旧パッケージ］ 小櫃　剛人 東広島

54015002 英語圏の文学と社会［旧パッケージ］ 城戸　光世 東広島

51001001 教育と制度［旧パッケージ］ 山内　規嗣 東広島

51002001 自動車産業と日本経済［旧パッケージ］ 山崎　修嗣 東広島

51008001 生活をとりまく家族・地域・産業［旧パッケージ］ 園井　ゆり 東広島

67010902 心の健康［旧パッケージ］ 杉浦　義典 東広島
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平成30（2018）年度から「パッケージ別科目」の科目区分が廃止され，以下の表に記載している科目は，「パッケージ別科目」の『後継科目』として開講されています。

旧パッケージの領域科目（＝科目名の最後に［旧パッケージ］と記載されている科目）から履修してください。 ※第１～５のパッケージテーマに関係なく受講が可能です。

領域科目（旧パッケージ別科目）の履修について　※平成29（2017）年度以前入学生（４年次生以上）対象
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パッケージ別科目の単位が不足している場合

平成29（2017）年度以前入学生で，卒業に必要な単位が不足している場合は，科目区分によって履修すべき科目が異なりますので，注意してください。

領域科目の単位が不足している場合

旧パッケージ以外の領域科目（＝科目名の最後に［旧パッケージ］と記載されていない科目）から履修してください。 ※以下の表の科目を領域科目として履修することはできません。


