
月 火 水 木 金
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ

9:10 10:30 11:50 14:00 15:20 16:40 9:10 10:30 11:50 14:00 15:20 16:40 9:10 10:30 11:50 14:00 15:20 16:40 9:10 10:30 11:50 14:00 15:20 16:40 9:10 10:30 11:50 14:00 15:20 16:40

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

10:20 11:40 13:00 15:10 16:30 17:50 10:20 11:40 13:00 15:10 16:30 17:50 10:20 11:40 13:00 15:10 16:30 17:50 10:20 11:40 13:00 15:10 16:30 17:50 10:20 11:40 13:00 15:10 16:30 17:50

※ﾄﾞｲﾂ語 ※

英語Ⅰ 柳勝1003 情報科学Ⅰ ｽﾎﾟｰﾂⅠ 英語Ⅰ

生命科学 生命科学 ※ ※ □ A:リトル　2103A 三ツ橋 2204 ※ 有機化学Ⅰ 無機化学 生命科学 □ ※ (体育実技) 生命科学 □ 地　球 A:リトル　2103A 生物学 生命科学 □

1 物理学Ⅰ 数学Ⅰ ｾﾞﾐﾅｰﾙ ｾﾞﾐﾅｰﾙ 法　学 法　学 基礎英語 B:シュルツ　2103B ※ﾌﾗﾝｽ語 哲学 Ⅰ 概　論 基礎生物学 ｽﾎﾟｰﾂⅠ 森河・宮川毅 武井・中山 ｾﾞﾐﾅｰﾙ 基礎数学 環境論 B:加藤　2103B 　 ｾﾞﾐﾅｰﾙ 基礎物理学

予備 (日本国憲法) (日本国憲法) C:今井　2104 芳川 (体育実技)      西田 運動場/ C:西川　2104 　

組 高須 小島 各教員 D:萩原　2107 1208 伊藤 藤原祺 各教授 臼井 武井・中山 2104 　体育館 各教員 高橋勇 D:半田　2107 都筑 各教員

5/10 E:藤井　4302 ※中国語 運動場/ ※ E：野木　4302

2203 2203 6/14 F:甲斐　4303 頼 2203 2203 2203 2204 　体育館 情報科学Ⅰ ｽﾎﾟｰﾂⅠ 2203 F:西　4303 2203

1 1208 7/12 2203 (体育実技) 1208 1208

1209 ※ﾄﾞｲﾂ語 森河・宮川毅 武井・中山 1209 1209

2103A 西迫 西迫 甲斐基 柳勝 1003 英語Ⅰ 南 ・西田 運動場/ 2103A 安藤 英語Ⅰ 2103A 大澤

数学Ⅰ 物理学Ⅰ 2103B 三ツ橋 2204 G:リトル　2103A 生命科学概論 有機化学 無機化学 □ 2104 　体育館 2103B 生物学 地　球 G:リトル　2103A 2103B

2 4302 ※ﾌﾗﾝｽ語 H:シュルツ　2103B Ⅰ Ⅰ 基礎化学       ※ 4302 環境論 H:加藤　2103B 4302

4303 芳川 I:今井　2104 ｽﾎﾟｰﾂⅠ 情報科学Ⅰ 4303 2204 I:西川　2104 4303 4301

組 小島 高須 各ｾﾐﾅｰ室 1208 J:内藤　2107 各教授 伊藤 藤原祺 栂野 (体育実技) 各ｾﾐﾅｰ室 都筑 高橋勇 J:半田　2107 各ｾﾐﾅｰ室 

1201 1201 2203 ※中国語 K:藤井　4302 1201 武井・中山 森河・宮川毅 K：野木　4302

1003 1003  頼 L:甲斐　4303 2204 2204 2204 4301 運動場/ ・西田 2204 2204 L:西　4303

2203 　体育館 2104

○□地学実習 ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ  　　山岸4302

英語Ⅲ      ＊分化 英語Ⅲ   5/12（木）16：40～　　　（5、6月頃実習あり）   

生　物 統計学    ◎ A:リトル　2103A 微生物学Ⅱ 放射化学 遺　伝 ○ ○ ○ 応用数学 代　謝 分析化学   ＊分化 A:リトル　2103A 生理学 ◎

1 有機化学 英語(Ⅰ) B:西　2103B 生化学 教育原理 教　育 教　育 生化学 応用数学 B:野木　2103B 英　語（Ｉ） ○教育課程研究（不定期講義）　 木村　2104

C:内藤　2104 課程研究 行政学 C:萩原　2104 　5/21(土）1～3時限目　5/28(土）4～6時限目

組 伊藤 東浦 D:藤井　4302 藤原祥 藤原祥 田中弘 　 安藤 多賀谷 藤原祺 　 D:藤井　4302 宮川 　6/4(土）2～3時限目　  6/11(土）5～6時限目

E:小林薫　2107 時下 井上弘 横堀 4/20 4/20 　 E:半田　2107 　7/2(土）1～2時限目

1202 1202 F:シュルツ　4303 1003 1202 1202 5/18 5/18 2107 1003 2203 F:西川　4303 4301

2 6/1 6/1 ○教育行政学（不定期講義）　木村 2104

小林薫 6/29 6/29 藤井 　6/4(土）4～6時限目   6/11(土）1～4時限目

英語Ⅲ 7/13 7/13 ＊分化 安藤 英語Ⅲ   7/2(土）3-4時限目　　7/9(土）4～6時限目

統計学 生　物 微生物学Ⅱ G:リトル　2103A 遺伝生化学 放射化学 代謝生化学 分析化学 応用数学 生理学 G:リトル　2103A

2 有機化学 H:西　2103B 木村 木村 木村 H:野木　2103B

2107 I:シュルツ　4303 藤原祥 I:西川　4303 1208 ○教育原理（不定期講義）　木村 2104

組 東浦 伊藤 藤原祥 J:内藤　2104 田中弘 井上弘 2104 2104 2104 多賀谷 藤原祺 安藤 2107 宮川 J:加藤　2104   6/4(土）1時限目　7/2(土）5～6時限目

時下 K:小林薫　2107 横堀 K：半田　2107

2204 2204 1003 L:藤井　4302 1003 1003 1003 2204 2107 4301 L:藤井　4302

□生命科学特別演習（時間外学習）

 ＊△     ◎   ※    ◎  ＊分 ＊分 ＊医　生命医科学特講　  4301

 発　生 神　経 代　謝 遺伝子 免疫学 英語（Ⅲ） 分子細胞 英語Ⅴ 英語（Ⅲ） 生　物 生　体     4/9(土）、4/16(土）、5/21(土）、6/4(土）

＊△ 生物学 生物学Ⅰ 医科学 ＊▲ 　○ ※ 工学Ⅰ ＊医 ○理科 生物学Ⅱ ＊分ゲ 物理学 制御学    　6/11(土）、6/25（土）、7/2（土）

解　剖 （１組） （１組） 食品科学 理科教育法 バイオ （１組） （１組） 小林薫 分子病理学 教育法Ⅱ （１組） 小林薫 医薬シーズ   　　　　　　　　　　　　　　　　　各2～3時限目

医科学 中村 森本 谷 概　論 Ⅲ 情報科学 山岸 田中正 谷 小林薫 利用学 山岸 井上雅

上村 1209 2103B ○理科教育法Ⅰ（不定期講義）浅野俊　4302

佐藤(礼) 　 　4/16（土）4～5時限目　4/30（土）2～3時限目

1201 1201 4301 1202 1202 1201 2103B 1201 4301 　

 ※ 4/13   ※ ○介護等体験事前指導　木村　4302

英語Ⅴ 4/27 英語Ⅴ 　  　4/23（土）2～4時限目

＊▲ 5/11  ○  ○ ＊▲ ＊ゲ ○介護等体験事前指導（実技）　中山

3 神  経 発　生 微生物 免疫学 遺伝子 内藤 5/25 教育心理学 分子細胞 甲斐 放射線生物影響論 環境ｹﾞﾉﾑ 　5/14（土）2～3時限目　5/21（土）4～5時限目

生物学Ⅰ 生物学 利用学 工学Ⅰ 6/8 生物学Ⅱ 　 生理学 　5/28（土）2～3時限目

渡部 （２組） （２組） 太田 浅野俊 高須 （２組） （２組） 3102 柳茂 6/22 （２組） 1209 井上英

井上英 小島 福田 7/6 ○教育心理学（不定期講義）浅野俊　4302

 ○ 　　　6/18(土）2～4時限目

＊▲ 理　科

環境ｹﾞﾉﾑ 教育法Ⅰ 　 ＊化　環境工学　細見  2204

森本 中村 太田 田中正 山岸 生態学 浅野俊 浅野俊 谷 都筑 高橋勇    　 8/31(水）～9/2(金)（３日間）　各1～5時間

上村 玉腰 高橋滋

1201 佐藤(礼) 4301 4302 4301 東浦 4301 浅野俊 1201 　　梅村 ＊分ｹﾞ　ﾊﾞｲｵﾐﾒﾃｨｸｽ  小泉　4301

   　 8/31(水）～9/2(金)（３日間）　各1～5時間

4301 4301 1003 4301 4301 1201 4302 4302 1201 4302 1202 1201 □ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ　未定（8月に実施）

卒業論文指導 卒業論文指導 卒業論文指導 卒業論文指導 卒業論文指導 卒業論文指導 卒業論文指導 卒業論文指導 卒業論文指導 卒業論文指導 卒業論文指導 ○教育実習Ⅰ     木村･浅野　4301

「基礎生命

｢免疫制御学｣ 「環境応答 「脳神経 「生態学」 「生命物理 「環境ｽﾄﾚｽ 科学」 「言語科学」 「心血管医   「細胞 「生物情報

生物学」 機能学」 科学」 生理学」 卒業論文指導 科学」 機能学」 科学」 ○教育実習Ⅱ　  　木村･浅野　4301

　　　卒業論文指導 田中正 高橋勇 井上英、尹 　(3～4週間・他、集中講義)

浅野謙 高橋滋 「環境分子生物学」 　　　7/30（土）2～5時限目

西躰 都筑 宮川博 東浦 高須 梅村、中野 セミナー室G 甲斐基 太田、時下、志賀 山岸 小島

4 藤原祥 森本 森河 セミナー室G 萩原 セミナー室G 渡部 玉腰

新棟セミナー室 佐藤典 井上雅 宮川毅 伊東 横堀

岡田克 上川内 卒業論文指導 卒業論文指導 佐藤健 赤沼

｢腫瘍医科学｣ 「分子生化学」 卒業論文指導

濱田 「卒業論文指導」

内田宏 柳茂、松下 卒業論文指導 　　　生命科学特講・ゼミナール・卒業論文研究を

福原 福田、與那城 「生物有機化学」 　　　通年で行う。

セミナー室A セミナー室A セミナー室B セミナー室F 4303 セミナー室B 伊藤、阿部、小林豊 新棟セミナー室 セミナー室G セミナー室B

新棟セミナー室 4303

＜凡例＞   授業科目名についているマークの説明
無印=必修科目　※=選択総合科目　＊=選択専門科目　△=選択専門科目(分子生命科学科指定科目)　▲=選択専門科目(環境生命科学科及び環境ｹﾞﾉﾑ学科指定科目)　分＝専門選択科目（分子生命科学科・分子生物学ｺｰｽ）　医＝専門選択科目（分子生命科学科・生命医科学ｺｰｽ）

ｹﾞ=専門選択科目（環境ｹﾞﾉﾑ学科・生態ｹﾞﾉﾑ学ｺｰｽ）　化=専門選択科目（環境ｹﾞﾉﾑ学科・環境ﾌﾛﾝﾃｨｱ化学ｺｰｽ）　○=教職科目  ◎=英語特別クラス　□=自由科目　　　　　　　　　　　必修、選択の別は課程表で確認すること。

情報科学Ⅰ（不定期講義）

　（ガイダンス班別）　2107

 　　 ①班：4/22(金)　1時限目9：10～10：20

7/13

6/29

  　　②班：4/22(金)　5時限目15：20～16：30

　 5/21 (土）1～3時限目　2104

  　　③班：4/25(月)　1時限目9：10～10：20

  　　④班：4/25(月)  5時限目15：20～16：30

　（通常クラス別）

基礎生命科学実習Ⅱ

＜1202＞ ＜1202＞

基礎生命科学実習Ⅱ

＜1003又は1202＞＜1003又は1202＞

環境ｹﾞﾉﾑ学実習

＜1003又は1202＞

理科教育法Ⅱ

環境ゲノム学実習

分子生命科学実習 分子生命科学実習

4/20

5/18

6/1

＜1003又は1202＞

平成23（2011）年度　生命科学部時間割表＜　前期　＞

ｸ
ﾗ
ｽ
・
学
科

学
年

集中講義

不定期講義

　 5/28 (土）1～3時限目　2104

□生命科学特別演習（時間外学習）

　7/9(土）1～3時限目 

セミナー室A

深見、中村、佐藤礼、河内

卒業論文指導

「ゲノム情報学」

　　　4/16（土）2～5時限目

熊田、青木

4302

浅野俊

卒業論文指導

新棟セミナー室4

新崎、古野

卒業論文指導

「分子細胞生物学」

多賀谷、井上弘

セミナー室G

田中弘

新棟セミナー室4

セミナー室A

谷、馬場

「環境衛生化学」

卒業論文指導

「細胞制御医科学」

「細胞情報医科学」

藤原祺、内田
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