
8:40～ 10:10 10:25～ 11:55 12:50～ 14:20 14:35～ 16:05 16:20～ 17:50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

【表記の説明】

　　①「授業科目の名称」の色について

         ピンク色：必修科目　黄緑色：選択科目　黄色：自由選択科目

　　②「授業科目の名称」の後ろの言葉について

　　③「授業科目の名称」の後ろの数字について
        「（1）」：1単位　「（2）」：2単位

　　④「単位数」の後ろの数字等について
　　　　 4－：教養教育4号館　5－：教養教育5号館　6－：教養教育6号館　(総)1－：総合科学部1号館　(総)2－：総合科学部2号館　(総)3－：総合科学部3号館
　　　　(理)：理工学部　K-：理工学部共通講義棟　(情)：情報センター　

【生物資源産業学部 各コース卒業要件単位数】

アメリカ社会の諸問題：「教養/グロ」（2）【4-302】

中東経済入門（第二次世界大戦後の政治と経済）：
「教養/グロ」（2）【4-303】

Global Communication -Traditional art craft-：
「教養/グロ」（2）【(総)3-生物実験室】

絵画表現と技法の応用：
「教養/イノ」（2）【(総)2-E104】

※基礎生理学：「専門/学科」（2）【K201】

まちづくり入門：「教養/地域」（2）【4-301】

地球環境と持続可能な社会：
「教養/地域」（2）【4-402】

統計データから見る徳島県：
「教養/地域」（2）【4－201】

ボランティアリーダーと語る地域社会：
「教養/地域」（2）【6－201】

災害に備える：「教養/一般」（2）【K-407】

Global Communication -Peer learning on culture of
Tokushima-：「教養/グロ」（2）【(総)1-ゼミ7】

「つたえること」と「ものづくり」－藍染めの科学－：
「教養/イノ」（2）【(総)3－生物実験室】

東アジア考古学概論Ⅱ：「教養/一般」（2）【4-302】

☆学科共通科目の選択科目の履修については※の「基礎物理化学」「基礎有機化学」「基礎生化学」「基礎生理学」「基礎食品化学」から4科目（8単位）以上履修すること（履修の手引P31）

貧困の経済学：「教養/グロ」（2）【5-301】

平成２８年度 生物資源産業学部 授業時間割表（１年次・後期）

月

曜

日

Global Communication -Peer learnig with foreign
students-：「教養/グロ」（2）【6－201】

徳島俘虜収容所と板東俘虜収容所から学ぶ：
「教養/グロ」（2）【4－402】

現代世界の展開Ⅱ：「教養/グロ」（2）【5－201】

最新の酵素学が切り開く疾患生命科学研究の世界：
「教養/イノ」（2）【4－202】

沖縄社会文化論：「教養/一般」（2）【5－301】

ドイツ・北欧の伝説とオペラ
：「教養/一般」（2）【4－401】

【一般教養教育科目】（複数開講のため下記参照）

グローバル化時代の地域医療を考える：
「教養/グロ」（2）【6－201】

Global Communication -Peer learnig on science-：
「教養/グロ」（2）【(総)3－物理実験室】

【一般教養教育科目】複数開講のため下記参照

日本農業を考える：「教養/地域」（2）【4－302】

20世紀後半の中国：「教養/一般」（2）【4-303】

地球環境問題：「教養/一般」（2）【4-301】

憲法と人権Ⅱ：「教養/一般」（2）【4-202】

起業体験実習：「専門/経済」（1）【K206】

※基礎生化学：「専門/学科」（2）【K502】 経営学入門：「専門/経済」（2）【K407】

※基礎食品化学：「専門/学科」（2）【5－401】 基礎化学実習：「専門/実習」（1） 基礎化学実習：「専門/実習」（1）

統計学：「教養/基礎」（2）【5-201】or【5-301】

古代・中世日本の社会：「教養/一般」（2）【5-201】

【一般教養教育科目】複数開講のため下記参照

【一般教養教育科目】（複数開講のため下記参照）

読書コミュニケーションへのいざない～ビブリオバトル
をやろう！～：「教養/汎用」（2）【（総）1-303】

バイオテクノロジーと生命倫理：
「教養/一般」（2）【4-201】

水

曜

日

火

曜

日

現代社会における生涯学習の諸相-日本と世界-：
「教養/グロ」（2）【6-306】

基礎物理学Ⅱ・物理学概論：
「教養/基礎」（1）【4-301】

木

曜

日

金

曜

日

情報科学入門：「教養/汎用」（2）【(情)1-A･B202】

※基礎有機化学：「専門/学科」（2）【K206】 ※基礎物理化学：「専門/学科」（2）【K507】

憲法と人権：「教養/一般」（2）【4－201】

ドイツ語入門：
「教養/外国」（1）【(理)K-CALL】or【4-302】

グローバル化社会と異文化コミュニケーション：
「教養/グロ」（2）【6－201】

【同じ時間帯に複数開講している教養教育科目】

主題別英語：
「教養/外国」（2）【(情)2-C303】or【4－403】

Global Communication -Group communication for
global society-：「教養/グロ」（2）【6－201】

フィールドワーク入門Ⅱ：「教養/一般」（2）【4-202】

大学教育と学び方入門：「教養/基礎」（2）【6-306】

異文化交流体験から何を学ぶのか：
「教養/グロ」（2）【6-201】

中国語入門：「教養/外国」（1）【4-202】

         ｢教養/一般｣：教養教育科目区分の一般教養教育科目　｢教養/グロ｣：教養教育科目区分のグローバル化教育科目　｢教養/イノ｣：教養教育科目区分のイノベーション教育科目
         ｢教養/基礎｣：教養教育科目区分の基礎基盤教育科目　｢教養/汎用｣：教養教育科目区分の汎用的技能教育科目　　｢教養/地域｣：教養教育科目区分の地域科学教育科目
         ｢教養/外国｣：教養教育科目区分の外国語教育科目
         ｢専門/学科｣：専門科目区分の学科・共通科目　｢専門/経済｣：専門科目区分の経済・経営関連科目　｢専門/実習｣：専門科目区分の中の実習・演習科目

埋もれた文化遺産Ⅱ：「教養/地域」（2）【4－204】

【一般教養教育科目】複数開講のため下記参照 【一般教養教育科目】複数開講のため下記参照

グローバル時代の教養を考える：
「教養/グロ」（2）【6-201】

○応用生命コース

必修科目 選択科目

一般教養教育科目 　　6単位以上

グローバル化教育科目 　　2単位以上

イノベーション教育科目 　　2単位以上

基礎基盤教育科目 　　8単位必修

汎用的機能教育科目 　　3単位必修

地域科学教育科目 　　2単位以上

外国語教育科目 　　6単位必修 　　2単位以上

小　計 　17単位必修 　14単位以上

学科共通科目 　 24単位必修 　　8単位以上

専門英語教育科目 　　5単位必修

経済・経営関連科目 　 16単位必修

コース専門科目 　　2単位必修 　 16単位以上

実習・演習科目 　 17単位必修

卒業研究 　　6単位必修

小　計 70単位必修 24単位以上

科目区分

教
養
教
育
科
目

専
門
科
目

卒業要件単位数

合　計 125単位以上

○食料科学コース

必修科目 選択科目

一般教養教育科目 　　6単位以上

グローバル化教育科目 　　2単位以上

イノベーション教育科目 　　2単位以上

基礎基盤教育科目 　　8単位必修

汎用的機能教育科目 　　3単位必修

地域科学教育科目 　　2単位以上

外国語教育科目 　　6単位必修 　　2単位以上

小　計 　17単位必修 　14単位以上

学科共通科目 　 24単位必修 　　8単位以上

専門英語教育科目 　　5単位必修

経済・経営関連科目 　 16単位必修

コース専門科目 　 24単位以上

実習・演習科目 　 11単位必修

卒業研究 　　6単位必修

小　計 62単位必修 32単位以上

科目区分
卒業要件単位数

教
養
教
育
科
目

専
門
科
目

合　計 125単位以上

○生物生産システムコース

必修科目 選択科目

一般教養教育科目 　　6単位以上

グローバル化教育科目 　　2単位以上

イノベーション教育科目 　　2単位以上

基礎基盤教育科目 　　8単位必修

汎用的機能教育科目 　　3単位必修

地域科学教育科目 　　2単位以上

外国語教育科目 　　6単位必修 　　2単位以上

小　計 　17単位必修 　14単位以上

学科共通科目 　 24単位必修 　　8単位以上

専門英語教育科目 　　5単位必修

経済・経営関連科目 　 16単位必修

コース専門科目 　　4単位必修 　 22単位以上

実習・演習科目 　　9単位必修

卒業研究 　　6単位必修

小　計 64単位必修 30単位以上

科目区分
卒業要件単位数

教
養
教
育
科
目

専
門
科
目

合　計 125単位以上

月曜日3・4限目 月曜日9・10限目

【一般教養
  教育科目】

・デスクトップミュージック入門：（2）【(総)2－W102】
・心理学要説：（2）【4－301】
・生命倫理と現代社会Ⅱ：（2）【5－301】
・ゲーム理論入門：（2）【4－401】
・現代物理学の世界：（2）【5－201】
・地球の科学：（2）【4－201】

・考古学概論Ⅱ：（2）【4－301】
・空海と歩く～歩き遍路の世界から～：（2）【6－303】
・基礎心理学入門：（2）【4－401】
・政治とメディア：（2）【4－201】
・地震・火山災害を防ぐ：（2）【5－201】
・（理）地域の環境と防災：（2）【（理）K-309】

火曜日1・2限目

【一般教養
 教育科目】

・江戸時代後期の社会変動と明治維新：（2）【4－202】
・日本図の歴史：（2）【5－302・303】
・西洋音楽の歴史：（2）【(総)2－W102】
・数理科学の世界：（2）【4－401】
・生活と化学：（2）【4－201】
・プレートテクトニクス：（2）【4－301】
・情報メディアと教育：（2）【5－301】

水曜日3・4限目

【一般教養
 教育科目】

・能・狂言・文楽・歌舞伎：（2）【4－204】
・ジークフリート伝説と芸術作品：（2）【4－401】
・心理学基礎：（2）【4－301】
・生体の統合機能：（2）【4－201】
・よくわかる生涯学習：（2）【5－302・303】
・現代社会と法：（2）【4－402】
・会社法入門：（2）【5－401】
・政策学入門：（2）【4－302】
・教養としての統計：（2）【6－301】

木曜日3・4限目 木曜日5・6限目

【一般教養
 教育科目】

・中国儒教思想史：（2）【6－303】
・近現代文学の世界Ⅱ：（2）【4－203】
・心理学概説：（2）【4－401】
・生物と環境：（2）【4－201】
・社会観の探究：（2）【4－304】
・憲法と人権Ⅱ：（2）【4－202】
・遺伝と進化：（2）【4－403】

・心理学概論：（2）【4－301】
・自己理解を深める心理学：（2）【4－204】
・市民と政治：（2）【4－305】
・政治と社会：（2）【4－401】
・物理学実験室としての宇宙：
　星と銀河に関わる天文学の基礎：（2）【6－306】


