
対面授業一覧（社会共創学部） 令和３年９月２７日

曜日 時限 時間割番号 科目名 開講場所（講義棟） 開講場所（教室） 担当教員名 備考
集中 1B207 次世代水産イノベーション論 南予水産研究センター 松原、清水、後藤

集中 1B242 社会共創演習Ⅱ 南予水産研究センター
髙橋（学）、山本（智）、松原、清水、後
藤、深堀、内村、薮谷、福垣内、秀
野、小長谷

海洋生産科学コースのみ

金曜日 2 1B401 農山漁村概論・基礎編 愛大ミューズ M23 山藤、島上、笠松、竹島
火曜日 4 2B103-1 地域・中小企業家論 共通講義棟B CRI-1 曽我、安丸（非常勤）
火曜日 4 2B103-2 地域・中小企業家論 共通講義棟B CRI-1 曽我、安丸（非常勤）
水曜日 4 2B110 プロジェクト基礎演習 共通講義棟C EL42 岡本　隆
水曜日 2 2B111 プロジェクト基礎演習 曽我　亘由 開講場所調整中
水曜日 4 2B113 プロジェクト基礎演習 谷本　貴之 開講場所調整中
水曜日 2 2B117 プロジェクト基礎演習 総合研究棟2 CRI-2 園田　雅江
水曜日 3 2B121 プロジェクト応用演習 愛大ミューズ M32 川口　和仁
水曜日 3 2B123 プロジェクト応用演習 共通講義棟C EL42 岡本　隆
水曜日 3 2B124 プロジェクト応用演習 曽我　亘由 開講場所調整中
水曜日 3 2B126 プロジェクト応用演習 谷本　貴之 開講場所調整中
水曜日 3 2B127 プロジェクト応用演習 共通講義棟C EL41 折戸　洋子
水曜日 3 2B130 プロジェクト応用演習 総合研究棟2 CRI-2 園田　雅江
水曜日 2 2B133 プロジェクト基礎演習 愛大ミューズ M33 野澤　一博
水曜日 3 2B136 プロジェクト応用演習 愛大ミューズ M33 野澤　一博
水曜日 1～5 2B202 プロジェクト基礎演習 紙産業イノベーションセンター 福垣内、深堀、薮谷
水曜日 1～5 2B203 プロジェクト基礎演習 総合研究棟2 ラーニングコモンズ2 髙橋（学）、山本（智）、小長谷、八木
水曜日 1～5 2B210 プロジェクト応用演習 南予水産研究センター 松原、清水、後藤
木曜日 1～5 2B211 プロジェクト応用演習 紙産業イノベーションセンター 深堀、薮谷
水曜日 1～5 2B212 プロジェクト応用演習 総合研究棟2 ラーニングコモンズ2 髙橋（学）、山本（智）、小長谷、八木
火曜日 2 2B213 科学英語Ⅱ 紙産業イノベーションセンター 深堀　秀史
月曜日 3 2B215 ものづくり設計 共通講義棟C EL41 八木　秀次
月曜日 3～4 2B216 産業イノベーションセミナーⅠ 南予水産研究センター 松原、清水、後藤
金曜日 4 2B217 産業イノベーションセミナーⅠ 紙産業イノベーションセンター 深堀、内村、薮谷、福垣内、秀野
金曜日 5 2B221 紙産業セミナーⅡ 紙産業イノベーションセンター 深堀、内村、薮谷、福垣内
水曜日 1～2 2B304 プロジェクト基礎演習 総合研究棟2 サイエンスラボ3 渡邉　敬逸
水曜日 1～2 2B310 プロジェクト基礎演習 総合研究棟2 サイエンスラボ2 松村　暢彦
水曜日 1～5 2B329 プロジェクト応用演習 総合研究棟2 サイエンスラボ3 渡邉　敬逸
水曜日 1～5 2B334 プロジェクト応用演習 共通講義棟B CRI-1 入江　賀子
水曜日 1～5 2B335 プロジェクト応用演習 総合研究棟2 サイエンスラボ2 松村　暢彦
水曜日 1～5 2B339 プロジェクト応用演習 愛大ミューズ M24 片岡　由香
火曜日 3 2B405 スポーツプロモーション演習Ⅰ 愛大ミューズ M33 山中　亮
金曜日 3 2B406 スポーツ教育学演習Ⅰ 共通講義棟C、第1体育館 EL42 牛山　眞貴子
水曜日 1～5 2B407 プロジェクト応用演習 笠松、小田、山藤、竹島 開講場所調整中
水曜日 1～5 2B408 プロジェクト応用演習 総合研究棟2 ラーニングコモンズ3 井口、村上、寺谷、淡野、槙林、佐藤

水曜日 3 2B409 プロジェクト応用演習 愛大ミューズ、第2体育館 M23
山本（直）、浅井、牛山、野口、高橋
（敏）、山中

集中 2B413 農山村資源管理実践 島上　宗子 開講場所調整中
火曜日 3 2B417 スポーツ健康情報処理演習 総合情報メディアセンター 第1演習室 野口　一人
月曜日・木曜日 5 BB414 都市景観論演習Ⅱ 愛大ミューズ M33 寺谷　亮司
火曜日・金曜日 2 BB415 観光文化論演習Ⅱ 総合研究棟2 ラーニングコモンズ3 井口　梓
火曜日・金曜日 1 BB416 文化遺産論演習Ⅱ 総合研究棟2 ラーニングコモンズ3 槙林、村上
火曜日・金曜日 5 CB102 ミクロ経済学Ⅰ 共通講義棟B CRI-1 曽我　亘由
月曜日・木曜日 2 CB103-1 情報産業論 愛大ミューズ M24 岡本　隆
月曜日・木曜日 2 CB103-2 情報産業論 愛大ミューズ M24 岡本　隆
火曜日・金曜日 5 CB107 数理経済学 愛大ミューズ M24 川口　和仁
火曜日・金曜日 3 CB110 産業立地論 愛大ミューズ M24 野澤　一博
火曜日・金曜日 3 CB111 ビジネスエコノミクス 共通講義棟B CRI-1 尾花　忠夫
火曜日・金曜日 3 CB203 水族生理学 総合研究棟2 CRI-2 後藤、清水
水曜日・金曜日 2 CB206 紙加工技術論 紙産業イノベーションセンター 内村　浩美
月曜日 2
水曜日 3

薮谷、伊藤CB208 有機化学 紙産業イノベーションセンター
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火曜日 3～4 CB209 製紙材料論Ⅱ 紙産業イノベーションセンター 福垣内　暁
月曜日・木曜日 2 CB212 製紙材料論Ⅰ 共通講義棟C EL42 福垣内　暁
金曜日 1～2 CB213 水産生物学 高木　基裕（農学部） 開講場所調整中
月曜日・木曜日 2 CB303 景観デザイン 共通講義棟B CRI-1 片岡　由香
月曜日・木曜日 4 CB401-1 地域社会論 愛大ミューズ M24 淡野　寧彦
月曜日・木曜日 4 CB401-2 地域社会論 愛大ミューズ M24 淡野　寧彦
水曜日 1～5 CB404 プロジェクト基礎演習 総合研究棟2 ラーニングコモンズ3 井口、村上、寺谷、淡野、槙林、佐藤

水曜日 3 CB405 プロジェクト基礎演習 愛大ミューズ、第2体育館 M23
山本（直）、浅井、牛山、野口、高橋
（敏）、山中

9/27修正

月曜日・木曜日 1 CB409-1 農林漁業団体論 愛大ミューズ M24 竹島　久美子 9/27修正
月曜日・木曜日 1 CB409-2 農林漁業団体論 愛大ミューズ M24 竹島　久美子 9/27修正
月曜日・木曜日 1 CB409-3 農林漁業団体論 愛大ミューズ M24 竹島　久美子 9/27修正
火曜日・金曜日 3 CB410 文化資源論Ⅱ 共通講義棟C EL41 寺谷、井口、槙林、淡野、村上、佐藤
火曜日・金曜日 4 CB413 観光文化論演習Ⅰ 総合研究棟2 CRI-2 井口　梓
火曜日 1～2 CB414 自給地域形成論 愛大ミューズ M23 笠松　浩樹
火曜日・金曜日 4 CB415 都市景観論演習Ⅰ 愛大ミューズ M33 寺谷　亮司
火曜日 3～4 CB417 農山漁村調査演習 愛大ミューズ M23 笠松、山藤、竹島
月曜日・木曜日 3 CB418 スポーツと人材育成 共通講義棟B CRI-1 山中　亮

集中 1B002 海外フィールド実習 榊原、寺谷、島上、笠松
開講場所調整中
9/27追加

集中 1B004 海外フィールド実習Ⅰ 榊原、寺谷、島上、笠松
開講場所調整中
9/27追加

水曜日 4 1B131 卒業研究 愛大ミューズ M32 川口　和仁

集中 1B226 インターンシップ実践
高橋、松原、清水、後藤、深堀、山本
（智）、小長谷

開講場所調整中
9/27追加

集中 1B309-1 環境デザイン実践論 松井、大森
開講場所調整中
9/27追加

集中 1B309-2 環境デザイン実践論 松井、大森
開講場所調整中
9/27追加

集中 1B403 スポーツ・ヘルスプロモーション実践 山本（直）、浅井、牛山、山中
開講場所調整中
9/27追加

集中 1B412 スポーツ・健康マネジメント実践 山本（直）、浅井、牛山、山中
開講場所調整中
9/27追加

集中 1B428 スポーツ指導実習 (個人スポーツ) 山本　直史
開講場所調整中
9/27追加

水曜日 1～2 2B001 フィールド基礎実習 共通講義棟C、愛大ミューズ EL41、EL42、M23、M32 岡本　隆
水曜日 1～2 2B002 フィールド基礎実習 共通講義棟C、愛大ミューズ EL41、EL42、M23、M32 谷本　貴之
水曜日 1～2 2B003 フィールド基礎実習 共通講義棟C、愛大ミューズ EL41、EL42、M23、M32 高橋、小長谷
水曜日 1～2 2B004 フィールド基礎実習 共通講義棟C、愛大ミューズ EL41、EL42、M23、M32 松村　暢彦
水曜日 1～2 2B005 フィールド基礎実習 共通講義棟C、愛大ミューズ EL41、EL42、M23、M32 片岡　由香
水曜日 1～2 2B006 フィールド基礎実習 共通講義棟C、愛大ミューズ EL41、EL42、M23、M32 牛山　眞貴子
水曜日 1～2 2B007 フィールド基礎実習 共通講義棟C、愛大ミューズ EL41、EL42、M23、M32 野口　一人

水曜日 2 2B105 プロジェクト基礎演習 西村　勝史
開講場所調整中
9/27追加

水曜日 2 2B106 プロジェクト基礎演習 総合研究棟2 ラーニングコモンズ1、学部長室 徐　祝旗
水曜日 2 2B109 プロジェクト基礎演習 総合研究棟2 ラーニングコモンズ1、教員研究室 岡本　直之
水曜日 3 2B120 プロジェクト応用演習 総合研究棟2 ラーニングコモンズ1、学部長室 徐　祝旗
水曜日 3 2B122 プロジェクト応用演習 総合研究棟2 ラーニングコモンズ1、教員研究室 岡本　直之

月曜日 2 2B131 会社法Ⅱ 岡田　陽介
開講場所調整中
9/27追加

金曜日 4 2B132 社会調査 共通講義棟B CRI-1 野澤、尾花、徐
火曜日 3～4 2B204 産業イノベーションセミナーⅡ 総合研究棟2 サイエンスラボ1 山本（智）、高橋、小長谷
金曜日 3～4 2B207 ものづくり実習 共通講義棟C、総合研究棟2 EL32(10/15)、サイエンスラボ1(10/29～) 小長谷、高橋、山本（智）
木曜日 3～4 2B214 ものづくりセミナーⅡ 総合研究棟2 ラーニングコモンズ2 高橋、山本（智）、小長谷
火曜日・木曜日 1 2B224 材料と加工 共通講義棟C EL41 高橋、八木
水曜日 1～5 2B305 プロジェクト基礎演習 理学部本館 榊原　正幸
水曜日 1～2 2B314 プロジェクト基礎演習 愛大ミューズ M24 片岡　由香
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水曜日 1～2 2B330 プロジェクト応用演習 理学部本館 榊原　正幸
開講場所調整中
9/27追加

水曜日 1～5 2B408 プロジェクト応用演習 寺谷　亮司
開講場所調整中
9/27追加

木曜日 5 2B411 スポーツ健康生理学演習Ⅰ 総合研究棟2 スポーツ健康科学第1、第2研究室 浅井　英典
金曜日 1 2B412 健康運動疫学演習Ⅰ 総合研究棟2 スポーツ健康科学第1、第2研究室 山本　直史
金曜日 3 2B418 身体活動疫学 愛大ミューズ M23 山本　直史
金曜日 5 CB106 経営情報システム論Ⅰ 総合研究棟2 CRI-2 折戸　洋子
月曜日・木曜日 2 CB207 CAE基礎および演習 共通講義棟C EL34 高橋　学

月曜日・木曜日 3～5 CB307 環境デザイン課題研究Ⅰ 理学部本館 榊原　正幸
開講場所調整中
9/27追加

火曜日・金曜日 3 CB329 環境情報処理演習 総合情報メディアセンター メディア演習室 渡邉　敬逸


