
期間　6月1日（金）～6月26日（金）

全学共通科目等(09Axxxx)
科目名 コード 教職員名 開講期 曜日 時限 教室コード 学年 参観不可日 備考

基礎微分積分学 09A0131 古谷　希世子 前期 金 3・4限 共通講義棟１号館205 1-4
情報科学 09A0402 小口　正人 前期 水 1・2限 理学部3号館701 1-4
情報処理演習 09A0414 佐藤　祐子 前期 火 5・6限 理学部3号館601 1-1
情報処理演習 09A0416 佐藤　祐子 前期 火 7・8限 理学部3号館601 1-1
生命と環境５　生命と環境の化学 09A2005 今野　美智子 前期 金 3・4限 共通講義棟１号館102 1-4
化学入門 09A0136 今野　美智子 前期 金 3・4限 共通講義棟１号館102 2-4
生命と環境２１　基礎生命科学（実習） 09A2021 最上　善広 前期 火 5・8限 共通講義棟3号館306 1-2
生命と環境２３　環境保護活動リサーチ（演習） 09A2023 森　義仁 前期 月 3・4限 共通講義棟3号館105 1-4
生命と環境２４　生命科学と環境問題（演習） 09A2024 作田　正明 前期 水 3・4限 共通講義棟3号館103 1-4
生命と環境２１　基礎生命科学（実習） 09A2025 最上　善広 前期 木 5・8限 共通講義棟3号館306 1-2
色・音・香２　生命と色・音・香 09A2102 最上　善広 前期 水 1・2限 共通講義棟3号館105 1-4
色・音・香４　コンピュータが創る色と音 09A2104 伊藤　貴之 前期 月 1・2限 理学部3号館701 1-4
ことばと世界８　自然のことば 09A2308 曺　基哲 前期 金 3・4限 共通講義棟3号館103 1-4
物理学入門 09A0133 曺　基哲 前期 金 3・4限 共通講義棟3号館103 1-2
ことばと世界２２　数理のことば（演習） 09A2322 塚田　和美 前期 水 3・4限 共通講義棟3号館207 1-4 要事前連絡（前日までに）
ことばと世界２３　自然のことば（演習） 09A2323 菅本　晶夫 前期 月 3・4限 共通講義棟１号館101 1-4
ことばと世界２６　計算機のことば（演習） 09A2326 粕川　正充 前期 月 3・4限 共通講義棟3号館408 1-4

数学科(09C1xxx)
科目名 授業コード 教職員名 開講期 曜日 時限 教室コード 学年 参観不可日 備考

線形代数学Ⅰ 09C1001 中居　功 前期 火 3・4限 理学部1号館621 1-1
線形代数学Ⅲ 09C1003 堀江　充子 前期 月 7・8限 理学部2号館507 2-2 要事前連絡
線形代数学Ⅲ 09C5026 堀江　充子 前期 月 7・8限 理学部2号館507 2-2 要事前連絡
線形代数学演習Ⅰ 09C1004 中居　功 前期 火 5・6限 理学部1号館621 1-1
微分積分学Ⅰ 09C1006 前田　ミチヱ 前期 金 5・6限 理学部1号館621 1-1
微分積分学Ⅲ 09C1008 戸田　正人 前期 木 5・6限 理学部1号館633 2-2 6月11日 事前にメールでお知らせください。

微分積分学演習Ⅰ 09C1009 前田　ミチヱ 前期 金 7・8限 理学部1号館621 1-1
微分積分学演習Ⅲ 09C1011 戸田　正人 前期 木 7・8限 理学部1号館633 2-2 演習科目のため参観不可
数学講話 09C1012 前田　ミチヱ 前期 火 7・8限 理学部1号館629 2-2
代数学Ⅱ 09C1017 横川　光司 前期 火 5・6限 理学部1号館633 3-3 6/9,6/16,6/23 事前連絡の必要あり
代数学演習 09C1018 横川　光司 前期 火 7・8限 理学部1号館633 3-3 6/9,6/16,6/23 事前連絡の必要あり
関数論 09C1019 大場　清 前期 木 3・4限 理学部1号館629 3-3 事前にメールで連絡をください

平成２１年度（前期）　ＦＤのための授業参観対象科目リスト（理学部）



科目名 コード 教職員名 開講期 曜日 時限 教室コード 学年 参観不可日 備考

関数論演習 09C1020 大場　清 前期 金 3・4限 理学部1号館629 3-3 事前にメールで連絡をください

多様体論 09C1022 塚田　和美 前期 金 5・6限 理学部1号館633 3-4 要事前連絡（前日までに）
積分論 09C1023 前田　ミチヱ 前期 木 5・6限 理学部1号館629 3-3
ガロア理論 09C1029 横川　光司 前期 火 3・4限 理学部2号館501 4-4 6/9,6/16,6/23 事前連絡の必要あり
偏微分方程式論 09C1044 古谷　希世子 前期 火 3・4限 理学部1号館633 4-4
数学演習Ⅰ 09C1089 塚田　和美 前期 金 7・8限 理学部1号館633 3-4 要事前連絡（前日までに）
数学演習Ⅱ 09C1090 前田　ミチヱ 前期 木 7・8限 理学部1号館629 3-3
数学演習ⅩⅤ 09C1103 大場　清 前期 月 5・6限 理学部1号館633 1-1 事前にメールで連絡をください

数理基礎論 09C1104 戸次　大介 前期 月 5・6限 理学部2号館507 1-1
確率序論 09C1106 吉田　裕亮 前期 月 5・6限 理学部3号館701 2-2
初等代数学 09C1108 堀江　充子 前期 木 3・4限 共通講義棟2号館102 1-1 要事前連絡
初等代数学 09C5020 堀江　充子 前期 木 3・4限 共通講義棟2号館102 1-1 要事前連絡
初等代数学 09N2004 堀江　充子 前期 木 3・4限 共通講義棟2号館102 1-1 要事前連絡
数の歴史 09C1109 真島　秀行 前期 木 7・8限 理学部1号館621 1-1
数の歴史 09N2005 真島　秀行 前期 木 7・8限 理学部1号館621 1-4
数理逍遥Ⅱ 09C1115 金子　晃 前期 火 3・4限 理学部1号館629 1-4

物理学科(09C2xxx)
科目名 授業コード 教職員名 開講期 曜日 時限 教室コード 学年 参観不可日 備考

古典力学 09C2001 曺　基哲 前期 金 5・6限 理学部1号館201 1-1
力学系理論 09C2003 森川　雅博 前期 木 5・6限 理学部1号館241 2-2
電磁気学Ⅰ 09C2004 出口　哲生 前期 火 5・6限 理学部1号館207 1-1
物理数学Ⅰ 09C2006 奥村　剛 前期 木 5・6限 理学部1号館201 1-1
数理物理学 09C2008 奥村　剛 前期 金 5・6限 理学部1号館207 2-2
量子力学Ⅰ 09C2009 番　雅司 前期 火 3・4限 理学部1号館201 2-2
量子力学Ⅲ 09C2011 出口　哲生 前期 金 3・4限 理学部1号館207 3-3
量子統計力学 09C2013 番　雅司 前期 木 5・6限 理学部1号館207 3-3
相転移物理学 09C2015 今井　正幸 前期 月 3・4限 理学部1号館201 3-3
凝縮系物理学 09C2016 古川　はづき 前期 火 5・6限 理学部1号館201 4-4
物理学実験 09C2020 浜谷　望 通年 月 5-8限 共通講義棟3号館507 3-3
力学演習 09C2023 曺　基哲 前期 金 7・8限 理学部1号館201 1-1
物理数学演習 09C2025 北島　佐知子 前期 金 7・8限 理学部1号館207 2-2
相対論 09C2029 森川　雅博 前期 木 3・4限 理学部1号館201 2-2
計算物理学講義・演習 09C2033 小林　功佳 前期 木 1・2限 理学部3号館601 3-3
計算物理学講義・演習 09C2033 小林　功佳 前期 木 3・4限 理学部3号館601 3-3
基礎エレクトロニクス 09C2035 外舘　良衛 前期 火 3・4限 理学部1号館207 3-3
物理英語 09C2062 工藤　和恵 前期 月 5・6限 理学部1号館201 1-1



科目名 コード 教職員名 開講期 曜日 時限 教室コード 学年 参観不可日 備考

初等解析学Ⅱ 09C2066 古谷　希世子 前期 木 7・8限 共通講義棟１号館205 2-2
初等解析学Ⅱ 09N2002 古谷　希世子 前期 木 7・8限 共通講義棟１号館205 2-2

化学科(09C3xxx)
科目名 授業コード 教職員名 開講期 曜日 時限 教室コード 学年 参観不可日 備考

分析化学Ⅰ 09C3003 近藤　敏啓 前期 金 5・6限 理学部1号館401 2-2
分析化学Ⅱ 09C3004 森　義仁 前期 水 3・4限 理学部1号館415 3-3
構造有機化学Ⅰ 09C3005 永野　肇 前期 金 7・8限 理学部1号館415 2-2
反応有機化学 09C3014 山田　眞二 前期 月 3・4限 理学部1号館415 3-3
化学演習Ⅰ 09C3024 化学全教員 前期 木 7・8限 理学部1号館415 4-4
基礎化学Ｂ 09C3029 鷹野　景子 前期 木 3・4限 理学部3号館701 1-1 6月25日 中間テスト（＋短時間講義）
基礎化学Ｂ 09N2009 鷹野　景子 前期 木 3・4限 理学部3号館701 1-1 6月25日 中間テスト（＋短時間講義）
分子生物化学 09C3033 相川　京子 前期 金 3・4限 理学部1号館415 3-3
高分子化学 09C3042 貞許　礼子 前期 水 5・6限 理学部1号館415 3-4
化学特別ゼミⅠ 09C3081 相川　京子 前期 金 5・6限 理学部1号館415 1-1
物理化学Ⅰ 09C3101 鷹野　景子 前期 水 3・4限 理学部1号館414 2-2 6月24日 出張（中間テストまたは休講）
物理化学Ⅱ 09C3102 堀　佳也子 前期 火 3・4限 理学部1号館415 2-2
有機化学Ⅰ 09C3108 永野　肇 前期 金 7・8限 理学部1号館415 2-2
有機化学Ⅲ 09C3110 山田　眞二 前期 月 3・4限 理学部1号館415 3-3
生物化学Ⅰ 09C3111 小川　温子 前期 木 3・4限 理学部1号館207 2-2
分子分光法 09C3114 近藤　敏啓 前期 木 3・4限 理学部1号館415 3-3
基本化学実験Ⅰ 09C3115 矢島　知子 前期 木 5・8限 共通講義棟3号館309 1-1
基本化学実験Ⅱ 09C3116 益田　祐一 前期 月 5・8限 共通講義棟3号館310 2-2 期間外でも参観可。但し事前にメールなどでの問い合わせ要

専門化学実験Ⅰ 09C3119 森　義仁 前期 月　火　木 5・8限 理学部1号館321 3-3
量子化学 09C3038 森　寛敏・鷹野景子 前期 金 3・4限 Dr棟405 4 6月26日 出張のため休講

生物学科(09C4xxx)
科目名 授業コード 教職員名 開講期 曜日 時限 教室コード 学年 参観不可日 備考

生化学 09C4001 小林　哲幸 前期 月 5・6限 理学部2号館405 1-1
基礎遺伝学 09C4007 松浦　悦子 前期 木 3・4限 理学部1号館401 2-2 6/4松浦，11.18.25近藤
細胞生物学Ⅰ 09C4008 室伏　きみ子 前期 火 3・4限 理学部2号館405 2-2 6月23日 休講のため
細胞生物学 09C4009 室伏　きみ子 前期 火 3・4限 理学部2号館405 2-2 6月23日 休講のため
分子細胞生物学 09C4010 林　正男 前期 水 3・4限 理学部2号館405 2-2
代謝生物学Ⅰ 09C4014 芦原　坦 前期 木 1・2限 理学部3号館701 2-3
動物生理学 09C4016 最上　善広 前期 金 3・4限 理学部2号館405 2-2
生物学実習Ⅱ 09C4021 生物全教員 前期 火 5・8限 理学部1号館521 2-2
植物形態学実習 09C4022 嶌田　智 前期 月 5・6限 理学部1号館521 2-2



科目名 コード 教職員名 開講期 曜日 時限 教室コード 学年 参観不可日 備考

遺伝子工学 09C4039 山本（直）/宮本（泰） 前期 金 3・4限 理学部1号館401 3-3 6月26日山本担当、他宮本

発生遺伝学 09C4040 服田　昌之 前期 月 3・4限 理学部2号館405 3-3 6月22日 アカプロ担当のため
バイオメカニクス 09C4042 最上　善広 前期 火 3・4限 理学部1号館401 3-3
バイオ社会論 09C4043 林　正男 前期 月 1・2限 理学部2号館405 3-3 全日程不可 学生の発表形式のため
植物生理工学 09C4044 加藤　美砂子 前期 木 3・4限 理学部2号館405 3-3

情報科学科(09C5xxx)
科目名 授業コード 教職員名 開講期 曜日 時限 教室コード 学年 参観不可日 備考

微分積分学Ⅰ 09C5003 吉田　裕亮 前期 木 7・8限 共通講義棟3号館409 1-1
数理基礎論 09C5005 戸次　大介 前期 月 5・6限 理学部2号館507 1-1
数理基礎論 09N2020 戸次　大介 前期 月 5・6限 理学部2号館507 1-2
コンピュータ基礎演習 09C5008 小口　正人 前期 金 5・6限 理学部3号館504 1-1
確率序論 09C5010 吉田　裕亮 前期 月 5・6限 理学部3号館701 2-2
確率序論 09N2021 吉田　裕亮 前期 月 5・6限 理学部3号館701 2-2
離散数学 09C5011 淺本　紀子 前期 金 7・8限 共通講義棟3号館409 2-2
微分積分学Ⅲ 09C5012 萩田　真理子 前期 金 5・6限 共通講義棟3号館409 2-2
システムプログラミング実習 09C5013 渡辺　知恵美 前期 火 5-8限 理学部3号館504 2-2
コンピュータアーキテクチャⅠ 09C5014 粕川　正充 前期 木 3・4限 共通講義棟3号館409 2-2
微分積分学演習Ⅲ 09C5025 萩田　真理子 前期 木 5・6限 理学部2号館507 2-2
グラフ理論 09C5027 萩田　真理子 前期 水 3・4限 理学部2号館507 2-2
関数型言語 09C5028 淺井　健一 前期 木 7・8限 理学部2号館507 2-2
数値計算 09C5039 金子　晃 前期 月 5・6限 共通講義棟3号館409 3-4
数値計算実習 09C5040 金子　晃 前期 月 7-10限 理学部3号館504 3-4
言語理論とオートマトン 09C5041 淺井　健一 前期 火 7・8限 共通講義棟3号館409 3-4
情報解析学 09C5044 戸次　大介 前期 火 5・6限 共通講義棟3号館409 3-4
数値解析 09C5056 金子　晃 前期 木 3・4限 理学部2号館507 3-4
情報と職業 09C5060 椎尾　一郎 前期 水 3・4限 共通講義棟3号館409 3-4
自然言語論 09C5066 小林　一郎 前期 火 3・4限 共通講義棟3号館408 3-4
データベース設計論 09C5069 渡辺　知恵美 前期 金 5・6限 共通講義棟１号館204 3-4
コンピュータビジョン 09C5071 伊藤　貴之 前期 月 3・4限 共通講義棟3号館409 3-4
ヒューマンインターフェイス 09C5075 椎尾　一郎 前期 木 3・4限 共通講義棟3号館408 3-4


