
   2021年度前期（１Q）理学部時間割表

時限 学年 科目番号 科目名 教員 講義室 科目番号 科目名 教員 講義室 科目番号 科目名 教員 講義室 科目番号 科目名 教員 講義室 科目番号 科目名 教員 講義室

13202 物理学Ⅰ 鍛冶澤 13401 生物学Ⅰ 高田，畑

13411 基礎生物英語 畑 13511 地質学概論 堀 13311 無機化学Ⅰ 高橋

A3511 岩石学概論 齊藤 A3211 力学Ⅱ 長尾

A3311 機器分析Ⅰ 座古

13003 宇宙科学セミナーⅡ 松岡 13521 地球内部構造論 西原，河野，境 13520 情報地球科学 亀山 13219 相対性理論 中村 A3221 熱統計力学Ⅲ 渕崎

13004 地球科学セミナーⅡ 亀山 A3421 動物生理学 村上 13421 分子遺伝学 佐久間 A3421 動物生理学 村上

13005 環境科学セミナーⅡ 岩田，国末，森本，郭 13522 古生物学 岡本 13121 数学・数理情報セミナーA 尾國，山﨑

4

A3301 化学Ⅰ 山本 A3102 数学の基礎 山内

A3104 数理情報の基礎 松浦

13313 物理化学Ⅱ 内藤 13118 確率統計学Ⅰ 石川，大塚 13418 植物形態学 佐藤康

13513 固体地球物理学概論 亀山 13312 量子化学Ⅰ 佐藤久 A3111 代数学Ⅰ 山﨑，加藤

A3111 代数学Ⅰ 山﨑，加藤 13413 発生学 高田 A3212 電磁気学Ⅱ 宮田

A3211 力学Ⅱ 長尾 A3212 電磁気学Ⅱ 宮田 A3312 分析化学Ⅱ 島﨑

A3511 岩石学概論 齊藤

13221 物性物理学 小西 13423 環境毒性学 岩田 13324 分子分光学 小原 A3122 確率統計学Ⅱ 松浦 A3121 位相数学Ⅰ シャクマトフ

13322 有機化学Ⅳ 谷 A3121 位相数学Ⅰ シャクマトフ 13425 海洋生物学 北村 A3321 機器分析Ⅳ 佐藤文，垣内，森 A3221 熱統計力学Ⅲ 渕崎

A3122 確率統計学Ⅱ 松浦 13524 情報地球科学演習 亀山，出倉 A3322 分析化学Ⅳ 島﨑

A3521 地質図学演習 岡本

A3131 位相数学続論 山内 13228 量子力学Ⅲ 中村

A3131 位相数学続論 山内

13501 地学Ⅰ 鍔本，加 A3101 数学の基礎 山内 13201 物理学Ⅰ 長尾

A3103 数理情報の基礎 松浦

13118 確率統計学Ⅰ 石川，大塚 13414 生態学 井上幹 13119 解析学Ⅰ 藤田，加藤 13314 有機化学Ⅱ 奥島 13119 解析学Ⅰ 藤田，加藤

A3111 代数学Ⅰ 山﨑，加藤 13607 理科教育法１ 隅田学，向平和 13412 細胞学 金田 A3213 基礎物理学実験 近藤久，鍛冶澤，小西

A3330 化学実験Ⅰ 小原，高橋，佐藤文，
髙瀬，森，垣内，島﨑，倉本 13514 海洋学概論 加，吉江 A3330 化学実験Ⅰ 小原，高橋，佐藤文，

髙瀬，森，垣内，島﨑，倉本

A3111 代数学Ⅰ 山﨑，加藤 A3418 基礎生物学実験 井上雅，中島，佐久間，
高田，佐藤康，金田，仲山

A3518 基礎地学実験 楠橋，齊藤，大内

13526 地質野外研究
鍔本，楠橋，齋藤，
堀，岡本，白勢，某 13526 地質野外研究

鍔本，楠橋，齋藤，
堀，岡本，白勢，某 13321 生物化学Ⅱ 杉浦 13526 地質野外研究

鍔本，楠橋，齋藤，
堀，岡本，白勢，某 13424 行動生態学 畑

13527 沿岸海洋学研究 郭，森本，加，吉江 13527 沿岸海洋学研究 郭，森本，加，吉江 13523 海洋物理学Ⅱ 郭 13527 沿岸海洋学研究 郭，森本，加，吉江 A3120 代数学Ⅲ 平野

13528 地球科学実験
西原，土屋卓久，境
土屋旬，大内，グレオ 13528 地球科学実験

西原，土屋卓久，境
土屋旬，大内，グレオ 13528 地球科学実験

西原，土屋卓久，境
土屋旬，大内，グレオ

A3120 代数学Ⅲ 平野 13220 天文学 寺島 13120 現象の数理 柳

A3331 化学実験Ⅱ
小原，内藤，山本，
高橋，佐藤文，
野見山，垣内，佐藤久

A3433 生物学実験Ⅲ 佐藤康，金田 A3331 化学実験Ⅱ
小原，内藤，山本，
高橋，佐藤文，
野見山，垣内，佐藤久

A3433 生物学実験Ⅲ 佐藤康，金田 A3222 量子力学Ⅰ 中村

13227 物理学実験Ⅱ 前原，志達，粟木，近藤久，
近藤光，清水，寺島，小西

1

13602 教育制度論 山田誠 13211 物理数学Ⅰ 宗 A3411 生物化学基礎Ⅰ 岩田 13605 数学科教育法１ 吉村直道，原本博史，
觀音幸雄，安部利之，河村泰之

A3330 化学実験Ⅰ 小原，高橋，佐藤文，髙瀬，
森，垣内，島﨑，倉本 A3213 基礎物理学実験 近藤久，鍛冶澤，小西

A3330 化学実験Ⅰ 小原，高橋，佐藤文，髙瀬，
森，垣内，島﨑，倉本

A3418 基礎生物学実験 井上雅，中島，佐久間，
高田，佐藤康，金田，仲山

A3518 基礎地学実験 楠橋，齊藤，大内

13227 物理学実験Ⅱ 前原，志達，粟木，近藤久，
近藤光，清水，寺島，小西 13606 数学科教育法３ 吉村直道，原本博史，

觀音幸雄，安部利之，河村泰之 A3222 量子力学Ⅰ 中村 A3120 代数学Ⅲ 平野

13526 地質野外研究
鍔本，楠橋，齋藤，
堀，岡本，白勢，某

13526 地質野外研究
鍔本，楠橋，齋藤，
堀，岡本，白勢，某

13526 地質野外研究
鍔本，楠橋，齋藤，
堀，岡本，白勢，某

13527 沿岸海洋学研究 郭，森本，加，吉江 13527 沿岸海洋学研究 郭，森本，加，吉江 13527 沿岸海洋学研究 郭，森本，加，吉江

13528 地球科学実験
西原，土屋卓久，境
土屋旬，大内，グレオ 13528 地球科学実験

西原，土屋卓久，境
土屋旬，大内，グレオ 13528 地球科学実験

西原，土屋卓久，境
土屋旬，大内，グレオ

A3331 化学実験Ⅱ
小原，内藤，山本，
高橋，佐藤文，
野見山，垣内，佐藤久

A3433 生物学実験Ⅲ 佐藤康，金田 A3331 化学実験Ⅱ
小原，内藤，山本，
高橋，佐藤文，
野見山，垣内，佐藤久

A3433 生物学実験Ⅲ 佐藤康，金田

A3120 代数学Ⅲ 平野

13131 確率統計続論 石川

13621 博物館実習Ⅰ 堀

13622 博物館実習Ⅰ 堀

1 13616 博物館概論 幸泉満夫 10081 新入生セミナーA 前原，鍔本，高田

13415 基礎生物学演習 福井，金田，仲山 13618 博物館経営論 森正経 13512 鉱物学概論 白勢

13227 物理学実験Ⅱ
前原，志達，粟木，
近藤久，近藤光，
清水，寺島，小西

13610 教育相談論 山内孔，信原孝司 13422 生物学ゼミナールⅠ
村上，井上雅，中島，井上幹，
佐藤康，佐久間，高田，畑，
金田，福井，今田，
岩田，北村，仲山

13426 進化生物学 中島

4

=セメスター科目 ※上記表にない，集中講義等は掲示，シラバス等を参照すること。
※数学・数理情報セミナーAについては，4月2日(金)の新3回生ガイダンスで説明する。
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   2021年度前期（２Q）理学部時間割表

時限 学年 科目番号 科目名 教員 講義室 科目番号 科目名 教員 講義室 科目番号 科目名 教員 講義室 科目番号 科目名 教員 講義室 科目番号 科目名 教員 講義室

13202 物理学Ⅰ 鍛冶澤 13401 生物学Ⅰ 高田，畑

13411 基礎生物英語 畑 13511 地質学概論 堀 13311 無機化学Ⅰ 高橋

B3211 力学Ⅲ 松岡

B3310 生物化学基礎Ⅱ 小川

13003 宇宙科学セミナーⅡ 松岡 13521 地球内部構造論 西原，河野，境 13520 情報地球科学 亀山 13219 相対性理論 中村 B3221 熱統計力学Ⅳ 渕崎

13004 地球科学セミナーⅡ 亀山 13421 分子遺伝学 佐久間 13121 数学・数理情報セミナーA 尾國，山﨑

13005 環境科学セミナーⅡ 岩田，国末，森本，郭 13522 古生物学 岡本

4

B3302 化学Ⅱ 髙瀬

13313 物理化学Ⅱ 内藤 13118 確率統計学Ⅰ 石川，大塚 13418 植物形態学 佐藤康

13513 固体地球物理学概論 亀山 13312 量子化学Ⅰ 佐藤久 B3111 集合と位相Ⅱ シャクマトフ，山内

B3111 集合と位相Ⅱ シャクマトフ，山内 13413 発生学 高田 B3212 電磁気学Ⅲ 飯塚

B3211 力学Ⅲ 松岡 B3212 電磁気学Ⅲ 飯塚 B3312 分析化学Ⅲ 座古

13221 物性物理学 小西 13423 環境毒性学 岩田 13324 分子分光学 小原 B3122 解析学Ⅲ 土屋卓也 B3121 幾何学Ⅱ 尾國

13322 有機化学Ⅳ 谷 B3121 幾何学Ⅱ 尾國 13425 海洋生物学 北村 B3323 機器分析Ⅴ 倉本 B3221 熱統計力学Ⅳ 渕崎

B3122 解析学Ⅲ 土屋卓也 13524 情報地球科学演習 亀山，出倉 B3326 無機化学Ⅲ 佐藤文

B3123 数理情報処理Ⅱ 中川，大塚

13228 量子力学Ⅲ 中村

13501 地学Ⅰ 鍔本，加 13201 物理学Ⅰ 長尾

13118 確率統計学Ⅰ 石川，大塚 13414 生態学 井上幹 13119 解析学Ⅰ 藤田，加藤 13314 有機化学Ⅱ 奥島 13119 解析学Ⅰ 藤田，加藤

B3111 集合と位相Ⅱ シャクマトフ，山内 13607 理科教育法１ 隅田学，向平和 13412 細胞学 金田 B3219 基礎物理学実験 近藤久，鍛冶澤，小西

13514 海洋学概論 加，吉江 B3319 基礎化学実験
山本，森，佐藤文，谷，
小原，小川，野見山

B3111 集合と位相Ⅱ シャクマトフ，山内 B3418 基礎生物学実験 井上雅，中島，佐久間，
高田，佐藤康，金田，仲山

B3518 基礎地学実験 楠橋，齊藤，鍔本，大内

13526 地質野外研究
鍔本，楠橋，齋藤，
堀，岡本，白勢，某 13526 地質野外研究

鍔本，楠橋，齋藤，
堀，岡本，白勢，某 13321 生物化学Ⅱ 杉浦 13526 地質野外研究

鍔本，楠橋，齋藤，
堀，岡本，白勢，某 13424 行動生態学 畑

13527 沿岸海洋学研究 郭，森本，加，吉江 13527 沿岸海洋学研究 郭，森本，加，吉江 13523 海洋物理学Ⅱ 郭 13527 沿岸海洋学研究 郭，森本，加，吉江

13528 地球科学実験
西原，土屋卓久，境
土屋旬，大内，グレオ 13528 地球科学実験

西原，土屋卓久，境
土屋旬，大内，グレオ B3123 数理情報処理Ⅱ 中川，大塚 13528 地球科学実験

西原，土屋卓久，境
土屋旬，大内，グレオ

B3123 数理情報処理Ⅱ 中川，大塚 13220 天文学 寺島 13120 現象の数理 柳

B3332 化学実験Ⅲ 島﨑，座古，杉浦，小川，
奥島，髙瀬，谷，倉本，森 B3434 生物学実験Ⅳ 井上雅，佐久間 B3332 化学実験Ⅲ 島﨑，座古，杉浦，小川，

奥島，髙瀬，谷，倉本，森

B3434 生物学実験Ⅳ 井上雅，佐久間 B3222 量子力学Ⅱ 中村

13227 物理学実験Ⅱ 前原，志達，粟木，近藤久，
近藤光，清水，寺島，小西

1

13602 教育制度論 山田誠 13211 物理数学Ⅰ 宗 13605 数学科教育法１ 吉村直道，原本博史，
觀音幸雄，安部利之，河村泰之

B3219 基礎物理学実験 近藤久，鍛冶澤，小西

B3319 基礎化学実験
山本，森，佐藤文，谷，
小原，小川，野見山

B3418 基礎生物学実験 井上雅，中島，佐久間，
高田，佐藤康，金田，仲山

B3518 基礎地学実験 楠橋，齊藤，鍔本，大内

13227 物理学実験Ⅱ 前原，志達，粟木，近藤久，
近藤光，清水，寺島，小西 13606 数学科教育法３ 吉村直道，原本博史，

觀音幸雄，安部利之，河村泰之 B3222 量子力学Ⅱ 中村

13526 地質野外研究
鍔本，楠橋，齋藤，
堀，岡本，白勢，某 13526 地質野外研究

鍔本，楠橋，齋藤，
堀，岡本，白勢，某 13526 地質野外研究

鍔本，楠橋，齋藤，
堀，岡本，白勢，某

13527 沿岸海洋学研究 郭，森本，加，吉江 13527 沿岸海洋学研究 郭，森本，加，吉江 13527 沿岸海洋学研究 郭，森本，加，吉江

13528 地球科学実験
西原，土屋卓久，境
土屋旬，大内，グレオ 13528 地球科学実験

西原，土屋卓久，境
土屋旬，大内，グレオ 13528 地球科学実験

西原，土屋卓久，境
土屋旬，大内，グレオ

B3332 化学実験Ⅲ 島﨑，座古，杉浦，小川，
奥島，髙瀬，谷，倉本，森 B3434 生物学実験Ⅳ 井上雅，佐久間 B3332 化学実験Ⅲ 島﨑，座古，杉浦，小川，

奥島，髙瀬，谷，倉本，森

B3434 生物学実験Ⅳ 井上雅，佐久間

B3123 数理情報処理Ⅱ 中川，大塚

13131 確率統計続論 石川

13621 博物館実習Ⅰ 堀

13622 博物館実習Ⅰ 堀

1 13616 博物館概論 幸泉満夫 10081 新入生セミナーA 前原，鍔本，高田

13415 基礎生物学演習 福井，金田，仲山 13618 博物館経営論 森正経 13512 鉱物学概論 白勢

13227 物理学実験Ⅱ
前原，志達，粟木，
近藤久，近藤光，
清水，寺島，小西

13610 教育相談論 山内孔，信原孝司 B3601 総合的な学習の時間の指導法 兵藤清一 13422 生物学ゼミナールⅠ
村上，井上雅，中島，井上幹，
佐藤康，佐久間，高田，畑，
金田，福井，今田，
岩田，北村，仲山

13426 進化生物学 中島

4

=セメスター科目 ※上記表にない，集中講義等は掲示，シラバス等を参照すること。
※数学・数理情報セミナーAについては，4月2日(金)の新3回生ガイダンスで説明する。
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