
※オンライン授業を構内で受講する場合は、指定された講義室で受講すること。 ※実習は、原則、対面での実施となる（一部、ビデオ実習）となる。対面実習による登校日等の詳細は、別途「実習予定表」にて確認すること。
　 なお、上記講義室にて、対面授業等の実施により、利用できない時限もあるので注意すること（詳細は、別途案内にて確認すること）。

2020/9/9

月 火 水 木 金

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 集中講義

9：10 11:10 14:00 16:00 9：10 11:10 14:00 16:00 9：10 11:10 14:00 16:00 9：10 11:10 14:00 16:00 9：10 11:10 14:00 16:00 不定期講義

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

11：00 13:00 15:50 17:50 11：00 13:00 15:50 17:50 11：00 13:00 15:50 17:50 11：00 13:00 15:50 17:50 11：00 13:00 15:50 17:50 《詳細は別紙「土曜日・集中・不定期講義予定表」・掲示 参照》

分子生物学Ⅰ 総 専 ○ 【土曜日】

分 ○教育方法・技術論　森山　2203 90分×15回

    必専専 専 総 田中弘 　　　9/26（土）9:50～17:10 90分×4コマ

有機化学Ⅱ 法学 松下 　　　10/17（土）9:50～17:10 90分×4コマ

子 （日本国憲法） 橋本 星野 　　　11/14（土）9:50～17:10 90分×4コマ

A:ﾉｰｽ/今岡 熊澤 　　　12/19（土）9:50～15:30 90分×3コマ

B：ｼｭﾙﾂ/今岡 森河 渡邉 新崎 A:平田/西川

C:今岡/ﾉｰｽ 野口瑶 玉腰 B:加藤/西川

Ｄ:今岡/ｼｭﾙﾂ 糸賀 C:西川/平田 【その他】

応 小林豊 高須 齋藤 E:ｶﾙｰｷｽ/リトル D:西川/加藤  総 Ｅｎｇｌｉｓｈ　ａｎｄ　Life Ｓｃｉｅｎｃｅs　in the USA  星野

F:ﾍﾝﾀﾞｰｿﾝ/リトル E:山口/松田

G:ﾘﾄﾙ/ｶﾙｰｷｽ F:野木/松田

用 H:ﾘﾄﾙ/ﾍﾝﾀﾞｰｿﾝ G:松田/山口

H:松田/野木

専

分子生物学Ⅰ
医

      田中弘 星野 星野 【旧カリ→新カリ】

    松下 Ｉ:ｶﾙｰｷｽ/ﾘﾄﾙ I:平田 /西川 　生体物質学→生化学Ⅰ

科     橋本 Ｊ:ﾍﾝﾀﾞｰｿﾝ/ﾘﾄﾙ J:加藤 /西川 　遺伝生化学→分子生物学Ⅰ

K:ﾘﾄﾙ/ｶﾙｰｷｽ K:西川 /平田

L:ﾘﾄﾙ/ﾍﾝﾀﾞｰｿﾝ L:西川 /加藤

集中講義

不定期講義

《詳細は別紙「土曜日・集中・不定期講義予定表」・掲示 参照》

総 

◎ 総 総 ○総 ○総 9/18～

分   総 【集中】

専専指 専指専 必専指 専指専 ○ ○道徳教育指導論（不定期講義）　吉本

　　8/31、9/1、9/2、9/3 (90分) 　

子 　　 4ｺﾏ×3日、3ｺﾏ×1日（9：50-17：10、9:50-15:30）　

専必専

A:リトル 総

B:ノース ○□ ※対面授業   16:40～ スポーツII　2コマ(70分)補講 武井・中山

C:シュルツ 　1.  9/23 　2.  9/23 　10/17(土)　1・2限：B・D・F・H（1201）中山

応 Dヘンダーソン 　3.  9/30 　4.  9/30 　12/19(土)　1・2限：A・C・E・G（1201）武井

E:カルーキス 　5. 10/14  　6. 10/14 

F:内藤 　7. 10/21 　8. 10/21

用 G:今岡 　9. 10/28   10. 10/28

 11. 11/18  12. 11/18 【土曜日】

 12. 11/25  14. 11/25 ○□地学実習（不定期講義）　浅野俊　

総　 　9/26(土)　、10/10(土)

総

医

H:リトル 総 

I:ノース 【その他】

科 J:シュルツ □生命科学特別演習Ⅱ（時間外学習）

K:ヘンダーソン  総 Ｅｎｇｌｉｓｈ　ａｎｄ　Ｌｉｆｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅs　in the USA  星野

　L:萩原

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 集中講義

9：10 11:10 14:00 16:00 9：10 11:10 14:00 16:00 9：10 11:10 14:00 16:00 9：10 11:10 14:00 16:00 9：10 11:10 14:00 16:00 不定期講義

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

11：00 13:00 15:50 17:50 11：00 13:00 15:50 17:50 11：00 13:00 15:50 17:50 11：00 13:00 15:50 17:50 11：00 13:00 15:50 17:50 《詳細は別紙「土曜日・集中・不定期講義予定表」・掲示 参照》

※応用クラス

　　　専専専 　　専専指 　　　◎ 　　専指専 English ○　

分 ケミカル 神経生物学Ⅱ Academic 進化系統学 for 生徒・進路
　　　専専必 バイオロジー 　　専指指 　　専指専 　　　総 English (Ⅳ)    専専指 　　専指専 　　専専必 総 ○　 ScienceⅡ 　　専専指 指導論

感染医科学 遺伝子工学Ⅱ・ 環境毒性学 外国文学 代謝医科学 多様性生物学 腫瘍医科学 言語とコミュニ 理科教育法Ⅲ 11:10～12：20 発生再生医学 ○教育相談(不定期講義）　90分　　武蔵

子 遺伝子治療学 ケーション論Ⅱ （110分×13回） 星野・森本 （110分×13回） 　　8/27(1-4限,4ｺﾏ)2203. 8/28(1-4限,4コマ) 

井上英 山内 内藤 　 横堀 　　8/31(1-4限,4ｺﾏ)2203. 9/1(1-3限,3コマ) 

※所属クラス・ 工藤

深見 担当教員は別途

応 田中正 原田 高橋勇 内藤 平位 渡邉・野口航 原田 平田 内田隆 要掲示確認 原田

野口航 玉腰・新崎 林 林

浅野謙 佐藤典・横堀 ※分子・医科クラス

用 伊東 高妻・岡田 English 総

　　　専指専 　専指専 　　専指専 for 　　専専指 生命科学
産業衛生 応用 資源生物学 ScienceⅡ 炎症医科学 知財論
管理学 分析化学Ⅱ 9:50～11：00

星野・森本

医 【その他】

関健 内田達 渡邉 松下 高橋勇　間山 学科別実習(準備) 12/10 4限 実習室

※所属クラス・ □生命科学特別演習Ⅲ（時間外学習）

科 担当教員は別途 □ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ　未定（随時）

要掲示確認  総 Ｅｎｇｌｉｓｈ　ａｎｄ　Ｌｉｆｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅs　in the USA  星野

生命科学特講（9/14～2/28） 生命科学特講（9/14～2/28） 生命科学特講（9/14～2/28） 生命科学特講（9/14～2/28） 生命科学特講（9/14～2/28） 生命科学特講（9/14～2/28） 生命科学特講（9/14～2/28）
10：30～ 11：50～ 14：00～15：50 ゼミナール（9/14-2/28） ゼミナール（9/14-2/28） ゼミナール（9/14-2/28） 14：00～15：10、15：20～16：30 ゼミナール（9/14-2/28） ゼミナール（9/14-2/28） ゼミナール（9/14-2/28） ゼミナール（9/14-2/28）

   ○　 　生物有機化学 　環境応用動物学 　　生命と倫理
   教職実践演習（中・高） 　　伊藤久、小林豊、川本 　　特　14:00～15:10　（セミナーF） 　　高橋勇、高橋滋、梅村真、中野 　　　石崎・林真 　幹細胞制御学 　生命エネルギー工学 　細胞制御医科学　田中弘、橋本 　環境応用植物学

田子・内田隆 2104 　　特　9:10～10:20（セミナーE） 　　ゼ　15:20～16:30　（セミナーF） 　　特　9:10～11:00（セミナーA）  10/14 　石崎 　　平位、伊東 　　渡邉、高妻 　　特　9:30～11:00　（セミナー４） 　　藤原、佐藤典、岡田

伊藤久・渡邉・田中弘 　　ゼ　10:30～11:40（セミナーE） 　食品科学　熊澤、時下、志賀 　　ゼ　11:10～13:00（セミナーA）  10/28, 11/18, 11/25 　4・5限　林真 　　特　9:10～11:00（セミナー４） 　　特　15:20～16:30（セミナーA） 　　ゼ　11:10～12:30　（セミナー４） 　　特　14:00～15:10（セミナーA）

110分×13回 　腫瘍医科学 　　特　14:00～15:10（セミナーG） 　分子神経科学　 　　ゼ　11:10～13:00（セミナー４） 　　ゼ　16:40～17:50（セミナーA） 　細胞情報科学　伊藤昭、前本 　　ゼ　15:20～16:30（セミナーA）

※詳細は別途確認のこと 　　原田、林、小林大 　　ゼ　15:20～16:30（セミナーG） 　　山内、森本、井上雅、関 　　特　9:30～11:00　（セミナーG）

　　特　10:00～11:30　（セミナー4） 　分子生物化学　井上英、尹、藤川 　　特　10:00～11:10（セミナーG） 16：00～17：50 　言語科学 　RI共同実験室 　　ゼ　11:10～12:30　（セミナーG）

　　ゼ　11:40～13:00　（セミナー4） 　 特 16:40～17:50（セミナー４） 　　ゼ　11:20～12:30（セミナーG）    ○　 　　星野、萩原 　　玉腰   ゲノム病態医科学

生命科学特講（9/14～2/28） 　分子細胞生物学 　 ゼ 18:00～19:10（セミナー４） 　分子生化学    教職実践演習（中・高） 2104 　　特　10:30～11:40（セミナー２） 　　特　14:00～15:10　（セミナー3） 　　深見、佐藤礼、米田、北又 【その他】

ゼミナール（9/14-2/28） 　　多賀谷、新崎、井上弘、若菜 　生物情報科学　小島 　　松下、福田、長島 田子・内田隆 　　ゼ　11:50～13:00（セミナー２） 　　ゼ　15:20～16:30　（セミナー3） 　　特　9:10～11:00（セミナーA） 卒業論文指導の「卒業論文研究」は研究室ごとに通年で行う。

　　特　9:10～10:20　（セミナーG） 　　特　14:00～15:10　（セミナーB） 　　特　10:00～11:30（4302） 伊藤久・渡邉・田中弘 　　ゼ　11:10～13:00（セミナーA）

　　ゼ　10:30～11:40　（セミナーG） 　　ゼ　15:20～16:30　（セミナーB） 　　ゼ　11:40～13:00（4302） 110分×13回 　応用生態学　  野口航、溝上

　生物工学 　生命分析化学 　免疫制御学 ※詳細は別途確認のこと 　　特　10:30～11:40（セミナーE）

　　冨塚、横堀、宇野 　  梅村知、内田達、熊田、青木 　　田中正、浅野謙、四元 　　ゼ　11:50～13:00（セミナーE）

　　特　9:10～11:00　（セミナーA） 　　特　14:00～15:30　（セミナーA） 　　特　9:10～10:20（セミナー４）  総 Ｅｎｇｌｉｓｈ　ａｎｄ　Ｌｉｆｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅs　in the USA  星野

　　ゼ　11:10～13:00　（セミナーA） 　　ゼ　15:40～17:00　（セミナーA） 　　ゼ　10:30～11:40（セミナー４）

12/21 12/21

10/19 10/19

12/7 12/7

12/14 12/14

高橋勇 高橋勇

9/28 9/28

10/5 10/5

4

11:40 13:00  生命物理科学　高須、森河、野口瑶

生命と 生命と
倫理 倫理

深見 深見

※詳細は実習予定表を参照

※集合場所は要掲示確認

3

分子生命科学実習

応用生命科学実習

生命医科学実習

K:野木

武井・中山 ※詳細は掲示要確認 L:平田

11/5、11/12

AB 10/22、10/29 J:佐藤

H:松田

田中正 福田 井上弘 スポーツⅡ 佐藤典 武井・中山 10/1、10/8、10/15 玉腰 I:山口

井上英・藤原・森本・藤川

EF
田中弘 松下 多賀谷 浅野謙

（卒業生に学ぶ未来） 反応論 （R)生物学Ⅱ 工学Ⅰ 生化学Ⅱ ｽﾎﾟｰﾂⅡ
医科 生命科学と社会　 エネルギー EnglishⅣ

制御学 （L) 生化学Ⅰ ※詳細は実習予定表を参照
※集合場所は要掲示確認

1201

Academic 9/18～11/13

指　創薬概論
　井上英、深見

　　11/20～1/15

　　生命科学演習Ⅱ
　
　玉腰、田中弘、田中正、
　多賀谷、浅野謙、佐藤典、

　松下、福田

Academic
遺伝子 EnglishⅣ 医科 分子細胞 遺伝子

1202 内田隆

伊東 ※詳細は実習予定表を参照
※集合場所は要掲示確認

体育館 13. 12/10 7. 11/26、　8.12/3

林嘉

野口航 運動場 12. 12/3 5. 11/12、　6.11/19浅野謙 高妻

11. 11/26 3. 10/8、　4.10/15 G:萩原 1201井上英 太田

原田 10. 11/19 1. 9/24、　2.10/1 予備 F:松田

平位 渡邉 ＜実習室/1201＞

18:30

田中正 星野 9. 11/12 浅野俊 E:野木 （7回）

6. 10/15
9/18～11/13

専　創薬概論
　井上英、深見

　　]11/20-1/15

　　生命科学演習Ⅱ
　
　　　　　玉腰、藤原、伊藤昭

　　　　　冨塚、佐藤典

C:山口 玉腰

7. 11/5 地学実習（90分） D:佐藤

B:西川

藤原 基礎生命科学実習Ⅱ 佐藤典 基礎生命科学実習Ⅱ 冨塚 伊藤昭 概論
生態学 武井・中山 伊藤昭 5. 10/8

4. 10/1 A:加藤 の指導法化学 科学 野口瑶 野口瑶

森河 3. 9/24 8. 11/5 学習の時間計測学 生物工学 （L) 医薬品 環境の 森河

武井・中山 CD 1. 9/17 2. 9/17 （R) 総合的な
EnglishⅣ 反応論

医療 応用 (Ⅱ) （L) 天然 生活と
ミング基礎 ｽﾎﾟｰﾂⅡ 生化学Ⅰ 浅野俊 浅野俊

Academic エネルギー 11/13

制御学 English 生化学Ⅱ EnglishⅣ 工学Ⅰ 生物学Ⅱ ミング基礎
プログラ プログラ AB 代謝 地学 地学

2

9/18～11/13

必　創薬概論
　井上英、深見

　　11/20～1/15

　　生命科学演習Ⅱ
　
　　　　　玉腰、藤原、伊藤昭

　　　　　冨塚、佐藤典

スポーツⅡ
遺伝子 Academic 代謝 Academic 遺伝子 分子細胞

10：20 11:40 13:00 15:10 16:30 17:5010：20 11:40 13:00 15:10 16:30 17:5010：20 11:40 13:00 15:10 16:30 17:5010：20 11:40 13:00 15:10 16:30 17:5010：20 11:40 13:00 15:10 16:30 17:50

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

9：10 10:30 11:50 14:00 15:20 16:409：10 10:30 11:50 14:00 15:20 16:409：10 10:30 11:50 14:00 15:20 16:409：10 10:30 11:50 14:00 15:20 16:409：10 10:30 11:50 14:00 15:20 16:40

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ ⅥⅠ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ ⅥⅠ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ ⅥⅠ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ ⅥⅠ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ

※初回授業日

9/24

玉腰

熊澤・新崎 小島

※集合場所は要掲示確認 Academic 数学Ⅱ
EnglishⅢ EnglishⅣ

Basic ※詳細は実習予定表を参照 ※詳細は実習予定表を参照 Basic
Academic ※集合場所は要掲示確認 生化学Ⅰ

9/23 9/23 9/24

※初回授業日 ※初回授業日 ※初回授業日

基礎生命科学実習Ⅰ 基礎生命科学実習Ⅰ
小島

梅村知

生命物理学 星野 田子

EnglishⅢ EnglishⅣ
生化学Ⅰ 数学Ⅱ Academic 教職概論

2020（令和2）年度　生命科学部時間割表＜　後期・オンライン授業　＞

学
年

ｸ

ﾗ

ｽ

・

学

科

1

Basic Basic
Academic 情報科学Ⅱ 生物無機化学専指専

応用
生命科学Ⅰ

（多様性
生物学）

渡邉

微生物学

時下

微生物学
時下

専

放射化学

藤原、井上弘

専専指

生命医科学Ⅱ
（解剖生理学）

林

9/14～11/9
（7回）

11/16
～12/24

（7回）

9/15～11/10
（7回）

11/17
～1/12

（7回）

11/5
～12/17

（7回）

11/5
～12/17
（7回）

9/14～11/9
（7回）

総

人間科学Ⅰ
（教育学）

田子

専

生命科学Ⅰ
（地球環境論）

髙橋勇

※2020/4/1版より変更箇所については朱書きで示す。


