
全学共通科目等
科目名 授業コード 教員名 学期 曜日 時限 教室 学年 参観不可日 備考

ことばと世界９　コンピュータの言語 10A2309 淺井　健一 後期 月 3/4限 理学部3号館601室 1年-4年
ことばと世界７　数理のことば 10A2307 真島　秀行 後期 水 3/4限 共通講義棟1号館202室 1年-4年
数学パースペクティヴ 10A0129 真島　秀行 後期 水 3/4限 共通講義棟1号館202室 1年-4年
色・音・香３　色・音・香の物理学 10A2103 菅本　晶夫 後期 月 3/4限 共通講義棟3号館第2講義室1年-4年
現代物理学 10A0134 菅本　晶夫 後期 月 3/4限 共通講義棟3号館第2講義室1年-4年
生命と環境２１　基礎生命科学（実習） 10A2027 最上　善広・清本　正人・仲矢　史雄・和田　祐子 後期 木 5/8限 共通講義棟3号館306室 1年-2年
生命と環境２１　基礎生命科学（実習） 10A2026 清本　正人・仲矢　史雄・和田　祐子 後期 火 5/8限 共通講義棟3号館306室 1年-2年
生命と環境３　多様性生物学 10A2003 服田　昌之 後期 月 1/2限 共通講義棟2号館102室 1年-3年
現代生物学 10A0138 服田　昌之 後期 月 1/2限 共通講義棟2号館102室 4年-4年
生命と環境１　生命の科学 10A2001 室伏　きみ子・山本　直樹 後期 金 3/4限 理学部1号館401室 1年-2年
生命の科学 10A0137 室伏　きみ子・山本　直樹 後期 金 3/4限 理学部1号館401室 3年-4年
一般化学実験 10A0146 棚谷　綾 後期 金 5/8限 共通講義棟3号館310室 1年-4年
メディアリテラシ 10A0440 佐藤　祐子 後期 月 1/2限 共通講義棟2号館101室 1年-4年
コンピュータ演習２ 10A0436 佐藤　祐子 後期 火 7/8限 理学部3号館601室 1年-4年
プログラミング演習２ 10A0433 佐藤　祐子 後期 木 1/2限 理学部3号館601室 1年-4年
女性リーダーへの道（実践入門編） 10N3003 鷹野　景子・大槻　明・村山　真理 後期 木 7/8限 共通講義棟3号館第2講義室1年-4年
計算生物学 10N2028 由良　敬 後期 火 9/10限 共通講義棟1号館102室 1年-4年
物理学基礎実験 10N2016 古川　はづき・小野　督幸 後期 木 5/8限 共通講義棟3号館508室 1年-4年 参観不可
基礎生物学Ｂ 10N2011 松浦　悦子・小林　哲幸 後期 火 5/6限 理学部3号館701室 1年-4年
基礎生物学Ａ 10N2010 芦原　坦・加藤　美砂子 後期 金 1/2限 共通講義棟2号館102室 1年-4年
数学科

科目名 授業コード 教員名 学期 曜日 時限 教室 学年 参観不可日 備考
数理逍遥Ⅰ 10C1114 堀江　充子 後期 月 5/6限 理学部1号館633室 1年-3年
数学輪講Ⅰ 10C1111 桑田　和正 後期 木 5/6限 理学部1号館629室 1年-1年
数理解析序論 10C1110 桑田　和正 後期 月 5/6限 理学部1号館621室 2年-2年
数学演習Ⅴ 10C1093 古谷　希世子 後期 火 7/8限 理学部1号館633室 3年-4年 演習科目の為参観不可
確率論 10C1050 桑田　和正 後期 月 3/4限 理学部1号館629室 3年-4年
位相幾何学 10C1028 横川　光司 後期 金 5/6限 理学部1号館629室 3年-4年
関数解析 10C1026 古谷　希世子 後期 火 5/6限 理学部1号館633室 3年-4年 事前にメールで連絡
微分方程式論 10C1025 真島　秀行 後期 月 5/6限 理学部1号館629室 3年-4年
代数学Ⅲ 10C1024 堀江　充子 後期 木 5/6限 理学部1号館633室 3年-4年
代数学Ⅰ 10C1016 横川　光司 後期 木 3/4限 理学部1号館621室 2年-2年
位相空間論演習 10C1015 戸田　正人 後期 木 7/8限 理学部1号館621室 2年-2年 演習科目の為参観不可
位相空間論 10C1014 戸田　正人 後期 木 5/6限 理学部1号館621室 2年-2年 事前にメールで連絡
微分積分学演習Ⅱ 10C1010 桑田　和正 後期 金 7/8限 理学部1号館621室 1年-1年
微分積分学Ⅱ 10C1007 桑田　和正 後期 金 5/6限 理学部1号館621室 1年-1年
線形代数学演習Ⅱ 10C1005 塚田　和美 後期 火 5/6限 理学部1号館621室 1年-1年 前日までにメールで連絡
線形代数学Ⅱ 10C1002 塚田　和美 後期 火 3/4限 理学部1号館621室 1年-1年 前日までにメールで連絡
初等線形代数学 10C2067 中居　功 後期 木 5/6限 理学部3号館701室 1年-1年
初等線形代数学 10N2003 中居　功 後期 木 5/6限 理学部3号館701室 1年-1年
初等解析学Ⅰ 10C2065 中居　功 後期 木 7/8限 共通講義棟1号館205室 1年-1年
初等解析学Ⅰ 10N2001 中居　功 後期 木 7/8限 共通講義棟1号館205室 1年-1年
微分方程式論 10C5049 真島　秀行 後期 月 5/6限 理学部1号館629室 3年-4年
物理学科

科目名 授業コード 教員名 学期 曜日 時限 教室 学年 参観不可日 備考



熱力学 10C2081 出口　哲生 後期 木 5/6限 理学部1号館201室 2年-2年
物理学特別講義Ⅵ 10C2047 曺　基哲 後期 金 3/4限 理学部1号館201室 3年-4年
量子光学 10C2037 番　雅司・金本  里奈 後期 水 3/4限 理学部1号館201室 3年-4年
連続体物理学 10C2031 奥村　剛 後期 木 7/8限 理学部1号館207室 2年-3年 12月16日
宇宙物理学 10C2030 森川　雅博 後期 金 5/6限 理学部1号館201室 3年-4年
物性物理学序論 10C2028 古川　はづき 後期 木 3/4限 理学部1号館201室 2年-4年 参観不可
電磁気学演習 10C2024 北島　佐知子 後期 月 7/8限 理学部1号館201室 1年-1年
素粒子物理学 10C2018 曺　基哲 後期 金 3/4限 理学部1号館201室 3年-3年
固体電子論 10C2014 小林　功佳 後期 木 3/4限 理学部1号館207室 3年-3年
熱・統計力学 10C2012 出口　哲生 後期 木 5/6限 理学部1号館201室 2年-2年
量子力学Ⅱ 10C2010 小林　功佳 後期 火 3/4限 理学部1号館201室 2年-2年
物理数学Ⅱ 10C2007 奥村　剛 後期 木 3/4限 理学部1号館207室 1年-1年 12月16日
電磁気学Ⅱ 10C2005 出口　哲生 後期 火 5/6限 理学部1号館207室 1年-1年
解析力学 10C2002 菅本　晶夫 後期 金 5/6限 理学部1号館207室 1年-1年
物理学実験 10C2020 浜谷　望・今井　正幸・外舘　良衛・梅原　利宏 通年 月 5/8限 共通講義棟3号館507室 3-3年
化学科

科目名 授業コード 教員名 学期 曜日 時限 教室 学年 参観不可日 備考
有機化学Ⅳ 10C3121 山田　眞二 後期 金 3/4限 理学部1号館414室 3年-3年 11月12日 休講
専門化学実験Ⅱ 10C3120 山田　眞二・矢島　知子・益田　祐一 後期 月・火 5/9限 理学部1号館321室 3年-3年
生物化学Ⅲ 10C3113 小川　温子 後期 月 3/4限 理学部1号館207室 3年-3年
生物化学Ⅱ 10C3112 相川　京子 後期 月 3/4限 理学部1号館415室 2年-2年
無機化学Ⅲ 10C3107 益田　祐一 後期 水 3/4限 理学部1号館415室 3年-3年
無機化学Ⅰ 10C3105 益田　祐一 後期 金 5/6限 理学部1号館415室 1年-1年
物理化学Ⅳ 10C3104 今野　美智子 後期 火 3/4限 理学部1号館415室 3年-3年
化学特別ゼミⅡ 10C3082 化学全教員 後期 金 7/8限 理学部1号館414室 1年-1年
実験値解析法 10C3043 森　義仁 後期 水 1/2限 理学部3号館601室 3年-3年
基礎化学Ａ 10C3028 永野　肇 後期 木 3/4限 理学部3号館701室 1年-1年
基礎化学Ａ 10N2008 永野　肇 後期 木 3/4限 理学部3号館701室 1年-4年
化学演習Ⅱ 10C3025 化学全教員 後期 木 7/8限 理学部1号館415室 4年-4年
生物学科

科目名 授業コード 教員名 学期 曜日 時限 教室 学年 参観不可日 備考
生物学外書講読 10C4064 嶌田　智・作田　正明 後期 水 3/4限 理学部1号館521室 3年-3年
バイオ政治学Ⅰ 10C4062 林　正男 後期 月 1/2限 理学部2号館405室 2年-3年
バイオ研究者論 10C4061 林　正男 後期 月 1/2限 理学部2号館405室 2年-3年
内分泌学 10C4058 千葉　和義・服田　昌之 後期 火 1/2限 理学部1号館401室 3年-3年
進化遺伝学 10C4038 近藤　るみ 後期 木 3/4限 理学部2号館405室 3年-3年
細胞生化学 10C4037 小林　哲幸 後期 月 5/6限 理学部2号館405室 2年-3年
生物学実習Ⅰ 10C4020 生物全教員 後期 月 5/8限 理学部1号館521室 1年-1年
進化生物学 10C4019 服田　昌之 後期 木 7/8限 理学部2号館405室 1年-1年
発生生物学 10C4018 千葉　和義 後期 木 1/2限 理学部1号館401室 2年-2年
代謝生物学Ⅱ 10C4015 加藤　美砂子 後期 火 3/4限 理学部1号館401室 2年-2年
分子遺伝学 10C4013 松浦　悦子・小倉　淳 後期 木 3/4限 理学部1号館401室 2年-2年
分子細胞情報学 10C4012 宮本　泰則 後期 水 1/2限 理学部2号館405室 2年-2年 11月17日 休講
細胞生物学 10C4009 室伏　きみ子 後期 火 1/2限 理学部2号館405室 2年-2年
植物形態学 10C4006 嶌田　智 後期 月 5/6限 理学部1号館401室 2年-2年
植物生理学Ⅱ 10C4005 作田　正明 後期 月 7/8限 理学部2号館405室 2年-2年
植物生理学Ⅰ 10C4004 山本　直樹 後期 火 3/4限 理学部2号館405室 1年-1年



動物系統学 10C4003 清本　正人 後期 水 3/4限 理学部1号館401室 1年-1年
生物物理学 10C4002 最上　善広 後期 火 5/6限 理学部2号館405室 1年-1年
情報科学科

科目名 授業コード 教員名 学期 曜日 時限 教室 学年 参観不可日 備考
コンピュータシステム序論 10C1105 伊藤　貴之 後期 火 7/8限 理学部3号館701室 1年-1年
大気・海洋科学概論 10C2070 金子　晃 後期 金 7/8限 共通講義棟3号館409室 1年-4年
コンピュータネットワークⅡ 10C5074 小口　正人 後期 月 3/4限 共通講義棟3号館409室 3年-4年
コンピュータグラフィックス 10C5070 伊藤　貴之 後期 月 5/6限 共通講義棟3号館409室 3年-4年
バイオインフォマティクス 10C5067 瀬々　潤 後期 木 7/8限 理学部2号館507室 3年-4年
人工知能論 10C5065 小林　一郎 後期 火 5/6限 共通講義棟3号館408室 3年-4年
計算モデル論 10C5061 淺井　健一 後期 火 7/8限 共通講義棟3号館408室 3年-4年
情報代数学 10C5045 萩田　真理子 後期 金 5/6限 理学部2号館507室 3年-4年
位相空間論 10C5030 戸次　大介 後期 月 5/6限 理学部2号館507室 2年-2年
計算機代数演習 10C5029 淺本　紀子 後期 月 7/8限 理学部3号館504室 2年-2年
マルチメディアプログラミング実習 10C5018 椎尾　一郎 後期 木 5/8限 理学部3号館504室 2年-2年
マルチメディアⅠ 10C5017 伊藤　貴之 後期 木 3/4限 共通講義棟3号館409室 2年-2年
コンピュータネットワークⅠ 10C5016 小口　正人 後期 火 5/6限 共通講義棟3号館409室 2年-2年
コンピュータアーキテクチャⅡ 10C5015 粕川　正充 後期 金 5/6限 共通講義棟3号館409室 2年-2年
プログラミング実習 10C5009 小林　一郎 後期 金 5/8限 理学部3号館504室 1年-1年
データ構造とアルゴリズム 10C5007 淺井　健一 後期 木 3/4限 理学部2号館507室 1年-1年
コンピュータシステム序論 10C5006 伊藤　貴之 後期 火 7/8限 理学部3号館701室 1年-1年
コンピュータシステム序論 10N2022 伊藤　貴之 後期 火 7/8限 理学部3号館701室 1年-2年
微分積分学Ⅱ 10C5004 萩田　真理子 後期 木 5/6限 共通講義棟3号館409室 1年-1年

参観不可日：無し
そもそも授業参観の対象か
ら外してほしい授業：無し
メール等事前に連絡してほ
しいなどの希望：無し

ただし、休講や教室変更等
が心配な方は、事前に担当
教員にご確認ください


