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2021年度  (9/7版) 

薬学部 追記・変更・正誤 連絡 
※赤字は今回追記した部分です。 

 

『2021年度 薬学部履修案内（日吉）』A5版冊子  

＜修正＞ 

p.46 ７ 証明書（成績証明書・学割証等） ※表中 

 誤）健康診断証明書「発行開始日」 6 月 4 日 

 正）健康診断証明書「発行開始日」 6 月 8 日 

 

 誤）学割証「備考」 定期健康診断を未受診の場合は発行できません。 

 正）学割証「備考」 定期健康診断を未受診の場合は発行できません。 

   削除 

 

p.64 ２ 履修申告（A 欄申告・B 欄申告） 

 誤）秋学期開講科目を含め本年度履修する科目すべてを申告します。 

 正）削除 ※春学期科目は春学期に、秋学期科目は秋学期に履修申告してください。 

 

p.65 ２ 履修申告（A 欄申告・B 欄申告） 

 誤）B 欄で申告します。日吉学生部窓口でマークシートによる申告を行ってください。 

 正）B 欄で申告します。日吉学生部窓口でマークシートによる申告を行ってください。 

   削除 ※B 欄申告も学事 Webシステムより申告可能です。 

 

 p.68  上から４行目～６行目 

    誤）学業成績表は保証人宛に郵送します。春学期終了科目については 9月中に、通年科目、 

秋学期終了科目も含めた当該年度最終の学業成績表については 3月中に発送します。 

    正）学業成績表は Web上で閲覧可能です。2021 年度より、学業成績表の保証人宛の郵送は 

行いません。 

 

 

＜担当者・開講学期変更＞（8/20 追加） 

p.54  ●２０２１年度「薬学科」（６年生）の１年生が履修する単位 表中 

 （変更前）スペイン語１／２ 豊丸 春・秋 各 2単位 

 （変更後）スペイン語１／２ 渡辺 秋（前半／後半）   各 2単位 

 

p.60  ●２０２１年度「薬学科」（４年生）の１年生が履修する単位 表中 

 （変更前）スペイン語１／２ 豊丸 春・秋 各 2単位 

 （変更後）スペイン語１／２ 渡辺 秋（前半／後半）   各 2単位 
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以下以外にも一部科目では授業形態や教室に変更が発生しています。履修申告前に必ず確認してくださ

い。 

 

『2021年度 薬学部第 1学年授業時間割』A4版冊子  

＜教室変更＞ 

p.6 大野 広之 【春】中国語１ Ｄ３１０ → なし（オンライン授業） 

 大野 広之 【秋】中国語２ Ｄ３１０ → なし（オンライン授業） 

 

p.14 大野 広之 【春】中国語１ Ｄ３１０ → なし（オンライン授業） 

 大野 広之 【秋】中国語２ Ｄ３１０ → なし（オンライン授業） 

 

＜教室変更＞（3/29追加） 

p.30 大前 恵一郎 【春】現代ビジネス論Ⅰ Ｄ２０５ → なし（オンライン授業） 

 

＜教室変更＞（8/20 追加） 

p.19 高桑 和巳 【秋】総合教育セミナーⅡ Ｄ４０２ → なし（オンライン授業） 

 

＜教室変更＞（8/20 追加） 

p.31 林 秀毅 【秋】現代ビジネス論Ⅰ  Ｄ２０５→ なし（オンライン授業） 

 

p.31 林 秀毅 【秋】現代ビジネス論Ⅱ ３２６ → なし（オンライン授業） 

 

＜教室変更＞（8/30 追加） 

 p.9 安川 智子 【秋】音楽Ⅱ(金５) ３２ → なし（オンライン授業） 

 p.17  安川 智子 【秋】音楽Ⅱ(金５) ３２ → なし（オンライン授業） 

 

＜教室変更＞（8/31追加） 

 p.7 鎌田 由美子 【秋】美術Ⅱ（月４） Ｄ３０１ → なし（オンライン授業） 

p.15 鎌田 由美子 【秋】美術Ⅱ（月４） Ｄ３０１ → なし（オンライン授業） 

 

＜修正＞（3/29追加） 

p.3   ●２０２１年度「薬学科」（６年制）の１年生が履修する単位 表中 

 誤）早期体験学習（薬学科） 注２） 

 正）早期体験学習（薬学科） 

 

 誤）薬学基礎実習      注２） 

 正）薬学基礎実習 

 

p.11   ●２０２１年度「薬科学科」（４年制）の１年生が履修する単位 表中 

 誤）早期体験学習（薬科学科）注２） 

 正）早期体験学習（薬科学科） 

 

 誤）薬学基礎実習      注２） 

 正）薬学基礎実習 

 

＜修正＞（4/5追加） 

p.5   ●２０２１年度「薬学科」（６年制）の１年生が履修する単位 表中 

       追加）選択科目 分野コード 13 10 10 論理学Ⅰ 春学期 2単位 

追加）選択科目 分野コード 13 10 10 論理学Ⅱ 秋学期 2単位 
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p.13   ●２０２１年度「薬学科」（４年制）の１年生が履修する単位 表中 

       追加）選択科目 分野コード 13 10 10 論理学Ⅰ 春学期 2単位 

追加）選択科目 分野コード 13 10 10 論理学Ⅱ 秋学期 2単位 

 

 ＜開講中止＞（7/14追加） 

 p.18   ●２０２１年度少人数セミナー形式授業科目時間割 表中 

    【秋】自由研究セミナー（火 5）  出口 雄大 

  

 ＜開講中止＞（7/21追加） 

 p.26   ●２０２１年度 体育実技Ｂ（シーズン・スポーツ）表中 
    【秋】体育実技Ｂ（スキー）（合宿） 

 

 

＜開講中止＞（8/11追加） 

p.30   ●ＧＩＣセンター設置科目一覧（日吉） 表中 
    【秋】科学と環境Ⅰ（火５） フォスター，パトリック J 

 

＜追加＞（8/11追加） 

p.19 ●２０２１年度少人数セミナー形式授業科目時間割 表中 

   【秋】自由研究セミナー（水３） 坂口 洋英 オンライン 

 

 

※一般教養（日吉共通科目、体育学講義および体育実技）科目の変更・修正については、keio.jpの 

ニュースにて案内する予定です。 

 

 

＜担当者・開講学期変更＞（8/20 追加） 

 

p.3  ●２０２１年度「薬学科」（６年生）の１年生が履修する単位 表中 

 （変更前）スペイン語１／２ 豊丸 春・秋 各 2単位 

 （変更後）スペイン語１／２ 渡辺 秋（前半／後半）   各 2単位 

 

p.11  ●２０２１年度「薬学科」（４年生）の１年生が履修する単位 表中 

 （変更前）スペイン語１／２ 豊丸 春・秋 各 2単位 

 （変更後）スペイン語１／２ 渡辺 秋（前半／後半）   各 2単位 

 

 

＜担当者・開講学期・教室変更＞（8/20 追加） 

p.6 （変更前） 豊丸 敦子 【春】スペイン語１     水１    なし（オンライン授業）          

   （変更後） 渡辺 裕木 【秋学期前半】スペイン語１ 木３・木４ Ｄ４０１ 

 

 （変更前） 豊丸 敦子 【秋】スペイン語２     水１    なし（オンライン授業）          

   （変更後） 渡辺 裕木 【秋学期後半】スペイン語２ 木３・木４ Ｄ４０１ 

 

p.14  （変更前） 豊丸 敦子 【春】スペイン語１     水１    なし（オンライン授業）          

   （変更後） 渡辺 裕木 【秋学期前半】スペイン語１ 木３・木４ Ｄ４０１ 

 

 （変更前） 豊丸 敦子 【秋】スペイン語２     水１    なし（オンライン授業）          

   （変更後） 渡辺 裕木 【秋学期後半】スペイン語２ 木３・木４ Ｄ４０１ 

 

 

 



4 

＜担当者変更＞（9/7 追加） 

 

p.24 & 25   ●体育実技Ａ・Ｂ（ウイークリー・スポーツ）、体育学講義、体育学演習 時間割表中 

       （変更前）日髙 慶太 体育実技Ａ（サッカー） 秋学期 月２・月３・火２ 

       （変更後）櫻井 友  体育実技Ａ（サッカー） 秋学期 月２・月３・火２ 

 

以上 


