
学部／
院

時間割所属名称 時間割コード
開講区
分名

開講科目名称
授業形態
（オンライン／ハイ
ブリッド／対面）

学部 理学部数学科 0505001 A1A2 代数と幾何 オンライン

学部 理学部数学科 0505003 A1A2 集合と位相 オンライン

学部 理学部数学科 0505005 A1A2 複素解析学I オンライン

学部 理学部数学科 0505007 A1A2 代数と幾何演習 オンライン

学部 理学部数学科 0505008 A1A2 集合と位相演習 オンライン

学部 理学部数学科 0505009 A1A2 複素解析学I演習 オンライン

学部 理学部数学科 0505017 A1A2 数学特別講究 オンライン

学部 理学部数学科 0505035 A1A2 代数学II オンライン

学部 理学部数学科 0505036 A1A2 幾何学II オンライン

学部 理学部数学科 0505037 A1A2 解析学V オンライン

学部 理学部数学科 0505038 A1A2 解析学VI オンライン

学部 理学部数学科 0505039 A1A2 代数学III オンライン

学部 理学部数学科 0505040 A1A2 幾何学III オンライン

学部 理学部数学科 0505041 A1A2 現象数理I オンライン

学部 理学部数学科 0505045 A1A2 現象数理III オンライン

学部 理学部数学科 0505046 A1A2 確率統計学I オンライン

学部 理学部数学科 0505061 A1A2 数学輪講 オンライン

学部 理学部数学科 0505063 A1A2 計算数学II オンライン

学部 理学部数学科 0505067 A1A2 確率統計学XA オンライン

学部 理学部数学科 0505069 A1A2 数学史 オンライン

学部 理学部数学科 0505074 A1A2 代数学XD オンライン

学部 理学部数学科 0505075 A1A2 代数学XE オンライン

学部 理学部数学科 0505077 A1A2 代数学XG オンライン

学部 理学部数学科 0505082 A1A2 幾何学XD オンライン

　　理学部・理学系研究科
　　令和3（2021）年度Aセメスター（A1・A2ターム）開講科目の授業実施形態一覧

※学部→大学院の順で、学科・専攻ごとに掲載しています。
※現時点での情報であり、変更の可能性があります。最新情報はシラバスにてご確認ください。
※A セメスターの授業時間は、Sセメスター同様、以下の通りとなります。
　・1コマ９０分授業です。
　・ただし、演習・実習・実験をはじめ一部の科目については、円滑な授業実施のため、より弾力的に開
始・終了時間を
　　変更する場合がありますので、各科目の授業時間は、必ずシラバス等で確認してください。

1コマ９０分授業（原則）　　　　　　　　　　　105分授業の場合
1時限　08時30分　～　10時00分　　　　　1時限　08時30分　～　10時15分
2時限　10時25分　～　11時55分　　　　　2時限　10時25分　～　12時10分
3時限　13時15分　～　14時45分　　　　　3時限　13時00分　～　14時45分
4時限　15時10分　～　16時40分　　　　　4時限　14時55分　～　16時40分
5時限　17時05分　～　18時35分　　　　　5時限　16時50分　～　18時35分
6時限　19時00分　～　20時30分　　　　　6時限　18時45分　～　20時30分
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2021/09/10更新



学部 理学部数学科 0505084 A1A2 幾何学XF オンライン

学部 理学部数学科 0505086 A1A2 幾何学XH オンライン

学部 理学部数学科 0505089 A1A2 解析学XA オンライン

学部 理学部数学科 0505090 A1A2 解析学XB オンライン

学部 理学部数学科 0505092 A1A2 解析学XD オンライン

学部 理学部数学科 0505093 A1A2 解析学XE オンライン

学部 理学部数学科 0505097 A1A2 応用数学XA オンライン

学部 理学部数学科 0505101 A1A2 応用数学XE オンライン

学部 理学部数学科 0505102 A1A2 応用数学XF オンライン

学部 理学部数学科 0505104 A1A2 応用数学XH オンライン

学部 理学部数学科 0505107 A1A2 数学続論XC オンライン

学部 理学部数学科 0505111 A1A2 数学続論XG オンライン

学部 理学部数学科 0505112 A1A2 数学続論XH オンライン

学部 理学部数学科 0505113 A1A2 数理科学続論A オンライン

学部 理学部数学科 0505114 A1A2 数理科学続論B オンライン

学部 理学部数学科 0505115 A1A2 数理科学続論C オンライン

学部 理学部数学科 0505116 A1A2 数理科学続論D オンライン

学部 理学部数学科 0505117 A1A2 数理科学続論E オンライン

学部 理学部数学科 0505131 A1A2 代数学特別演習II オンライン

学部 理学部数学科 0505132 A1A2 幾何学特別演習II オンライン

学部 理学部数学科 0505142 A1A2 確率統計学XD オンライン

学部 理学部数学科 0505154 Ａ１ 代数学Ⅱa オンライン

学部 理学部数学科 0505155 Ａ２ 代数学Ⅱb オンライン

学部 理学部数学科 0505156 Ａ１ 幾何学Ⅱa オンライン

学部 理学部数学科 0505157 Ａ２ 幾何学Ⅱb オンライン

学部 理学部数学科 0505158 Ａ１ 解析学Va オンライン

学部 理学部数学科 0505159 Ａ２ 解析学Vb オンライン

学部 理学部数学科 0505160 Ａ１ 解析学Ⅵa オンライン

学部 理学部数学科 0505161 Ａ２ 解析学Ⅵb オンライン

学部 理学部数学科 0505170 Ａ１ 代数学特別演習Ⅱa オンライン

学部 理学部数学科 0505171 Ａ２ 代数学特別演習Ⅱb オンライン

学部 理学部数学科 0505172 Ａ１ 幾何学特別演習Ⅱa オンライン

学部 理学部数学科 0505173 Ａ２ 幾何学特別演習Ⅱb オンライン

学部 理学部数学科 0505178 A1A2 解析学特別演習Ⅱ オンライン

学部 理学部数学科 0505179 A1A2 解析学特別演習Ⅲ オンライン

学部 理学部数学科 0505180 Ａ１ 解析学特別演習Ⅱa オンライン

学部 理学部数学科 0505181 Ａ２ 解析学特別演習Ⅱb オンライン

学部 理学部数学科 0505182 Ａ１ 解析学特別演習Ⅲa オンライン

学部 理学部数学科 0505183 Ａ２ 解析学特別演習Ⅲb オンライン

学部 理学部数学科 0505192 A1A2 数理科学続論G オンライン

学部 理学部数学科 0505195 A1A2 数理科学続論J オンライン

学部 理学部情報科学科 0510001 A1A2 情報数学 オンライン

学部 理学部情報科学科 0510002 A1A2 形式言語理論 オンライン

学部 理学部情報科学科 0510003 A1A2 計算機システム オンライン



学部 理学部情報科学科 0510006 A1A2 ハードウェア構成法 オンライン

学部 理学部情報科学科 0510007 A1A2 アルゴリズムとデータ構造 オンライン

学部 理学部情報科学科 0510008 A1A2 情報科学基礎実験 オンライン

学部 理学部情報科学科 0510009 A1A2 統計と最適化 オンライン

学部 理学部情報科学科 0510018 A1A2 知能システム論 オンライン

学部 理学部情報科学科 0510020 A1A2 言語モデル論 オンライン

学部 理学部情報科学科 0510021 A1A2 計算量理論 オンライン

学部 理学部情報科学科 0510022 A1A2 連続系アルゴリズム オンライン

学部 理学部情報科学科 0510023 A1A2 情報科学演習II オンライン

学部 理学部情報科学科 0510026 A1A2 情報科学特別演習 ハイブリッド

学部 理学部情報科学科 0510027 A1A2 論文構成法 オンライン

学部 理学部情報科学科 0510033 A1A2 プロセッサ・コンパイラ実験
プロセッサ実験はハ
イブリッド、コンパイラ
実験はオンライン

学部 理学部情報科学科 0510058 A1A2 情報科学特論I オンライン

学部 理学部情報科学科 0510059 A1A2 情報科学特論II オンライン

学部 理学部情報科学科 0510063 A1A2 情報科学特別講義III オンライン

学部 理学部情報科学科 0510067 A1A2 情報社会及び情報倫理 オンライン

学部 理学部情報科学科 0510089 A1A2 応用統計学 オンライン

学部 理学部情報科学科 0510092 Ａ１ リアルタイムシステム オンライン

学部 理学部情報科学科 0510093 Ａ１ コンピュータネットワーク論 オンライン

学部 理学部情報科学科 0510094 Ａ２ 情報セキュリティ オンライン

学部 理学部情報科学科 0510097 Ａ１ ソフトウェア工学 オンライン

学部 理学部情報科学科 0510101 Ａ２ 情報科学特論Ⅶ オンライン

学部 理学部物理学科 0515003 A1A2 物理実験学 オンライン

学部 理学部物理学科 0515004 A1A2 物理学演習I オンライン

学部 理学部物理学科 0515007 Ａ１ 物理数学I オンライン

学部 理学部物理学科 0515008 A1A2 物理学演習II オンライン

学部 理学部物理学科 0515009 A1A2 電磁気学I オンライン

学部 理学部物理学科 0515015 A1A2 統計力学II オンライン

学部 理学部物理学科 0515018 A1A2 物理学ゼミナール 対面

学部 理学部物理学科 0515020 A1A2 物理学実験II 対面

学部 理学部物理学科 0515023 A1A2 特別実験II 対面

学部 理学部物理学科 0515024 A1A2 理論演習II 対面

学部 理学部物理学科 0515027 A1A2 量子力学III オンライン

学部 理学部物理学科 0515043 A1A2 現代実験物理学II オンライン

学部 理学部物理学科 0515045 A1A2 光学 オンライン

学部 理学部物理学科 0515046 A1A2 生物物理学 オンライン

学部 理学部物理学科 0515047 A1A2 電子回路論 オンライン

学部 理学部物理学科 0515053 A1A2 固体物理学I オンライン

学部 理学部物理学科 0515065 A1A2 物理数学III オンライン

学部 理学部物理学科 0515069 A1A2 電磁気学III オンライン

学部 理学部物理学科 0515071 A1A2 場の量子論II オンライン

学部 理学部物理学科 0515073 S2A1 物理学演習IV オンライン

学部 理学部物理学科 0515074 A1A2 物理学演習V オンライン



学部 理学部物理学科 0515076 Ａ２ 物理数学II オンライン

学部 理学部物理学科 0515078 A1A2 素粒子物理学 オンライン

学部 理学部物理学科 0515079 A1A2 原子核物理学 オンライン

学部 理学部物理学科 0515084 A1A2 固体物理学III オンライン

学部 理学部物理学科 0515085 Ａ１ 解析力学 オンライン

学部 理学部物理学科 0515086 Ａ２ 量子力学I オンライン

学部 理学部物理学科 0515088 A1A2 普遍性生物学 オンライン

学部 理学部物理学科 0515092 A1A2 計算機実験II オンライン

学部 理学部物理学科 0515093 A1A2 物理学のための科学英語基礎 オンライン

学部 理学部物理学科 0515094 A1A2 物理学のための科学英語特論 オンライン

学部 理学部物理学科 0515095 A1A2 非平衡科学 オンライン

学部 理学部物理学科 0515097 A1A2 現代物理と機械学習 オンライン

学部 理学部物理学科 0515801 集中 研究倫理 オンライン

学部 理学部天文学科 0520002 A1A2 天体物理学演習I オンライン

学部 理学部天文学科 0520003 A1A2 天文地学概論 オンライン

学部 理学部天文学科 0520028 集中 天文学課題研究I ハイブリッド

学部 理学部天文学科 0520029 集中 天文学課題研究II ハイブリッド

学部 理学部天文学科 0520033 A1A2 天体輻射論I オンライン

学部 理学部天文学科 0520036 A1A2 天体輻射論II オンライン

学部 理学部天文学科 0520038 A1A2 天文学ゼミナール オンライン

学部 理学部天文学科 0520040 通年 基礎天文学実験 ハイブリッド

学部 理学部天文学科 0520041 集中 基礎天文学観測 対面及びハイブリッド

学部 理学部天文学科 0520046 A1A2 太陽恒星物理学 オンライン

学部 理学部地球惑星物理学科 0526002 A1A2 地球惑星物理学基礎演習I ハイブリッド

学部 理学部地球惑星物理学科 0526003 A1A2 地球惑星物理学基礎演習II ハイブリッド

学部 理学部地球惑星物理学科 0526005 A1A2 地球惑星物理学概論 オンライン

学部 理学部地球惑星物理学科 0526023 A1A2 大気海洋系物理学 オンライン

学部 理学部地球惑星物理学科 0526038 A1A2 地球流体力学II オンライン

学部 理学部地球惑星物理学科 0526065 A1A2 大気海洋物質科学 オンライン

学部 理学部地球惑星物理学科 0526070 A1A2 宇宙空間物理学II オンライン

学部 理学部地球惑星物理学科 0526072 A1A2 地球力学 オンライン

学部 理学部地球惑星物理学科 0526074 通年 地球惑星物理学実験 ハイブリッド

学部 理学部地球惑星物理学科 0526075 通年 地球惑星化学実験 ハイブリッド

学部 理学部地球惑星物理学科 0526077 A1A2 地球惑星物理学特別研究 ハイブリッド

学部 理学部地球惑星物理学科 0526080 A1A2 地球電磁気学 オンライン

学部 理学部地球惑星物理学科 0526081 A1A2 弾性波動論 オンライン

学部 理学部地球惑星物理学科 0526082 A1A2 地球内部ダイナミクス オンライン

学部 理学部地球惑星物理学科 0526085 A1A2 地球物理データ解析 オンライン

学部 理学部地球惑星物理学科 0526090 通年 地球惑星物理学観測実習 ハイブリッド

学部 理学部地球惑星環境学科 0528001 A1A2 地球環境学 オンライン

学部 理学部地球惑星環境学科 0528002 A1A2 地球システム進化学 オンライン

学部 理学部地球惑星環境学科 0528003 A1A2 地球惑星物質科学 オンライン

学部 理学部地球惑星環境学科 0528005 A1A2 地球惑星環境学基礎演習I オンライン

学部 理学部地球惑星環境学科 0528006 A1A2 地域論 オンライン



学部 理学部地球惑星環境学科 0528031 A1A2 地球生命科学 オンライン

学部 理学部地球惑星環境学科 0528032 A1A2 地球物質循環学 オンライン

学部 理学部地球惑星環境学科 0528037 A1A2 地球惑星環境学特別研究 ハイブリッド

学部 理学部地球惑星環境学科 0528041 A1A2 地球惑星環境学実習 対面

学部 理学部地球惑星環境学科 0528042 A1A2 地球惑星環境学野外巡検II 開講しない

学部 理学部地球惑星環境学科 0528044 通年 地球惑星環境学野外巡検III 対面

学部 理学部地球惑星環境学科 0528045 A1A2 生物多様性科学および実習 ハイブリッド

学部 理学部地球惑星環境学科 0528047 A1A2 地球惑星物理化学演習 オンライン

学部 理学部地球惑星環境学科 0528050 A1A2 人間-環境システム学 オンライン

学部 理学部地球惑星環境学科 0528058 A1A2 構造地質学 オンライン

学部 理学部地球惑星環境学科 0528061 A1A2 結晶学実習 対面

学部 理学部地球惑星環境学科 0528068 A1A2 リモートセンシング・GISおよび実習 オンライン

学部 理学部地球惑星環境学科 0528069 A1A2 宇宙惑星物質進化学 オンライン

学部 理学部地球惑星環境学科 0528070 A1A2 資源地質学 オンライン

学部 理学部地球惑星環境学科 0528072 A1A2 固体地球惑星科学概論 オンライン

学部 理学部地球惑星環境学科 0528073 A1A2 層序地質学 オンライン

学部 理学部地球惑星環境学科 0528074 A1A2 自然地理学 オンライン

学部 理学部地球惑星環境学科 0528075 A1A2 宇宙地球化学 オンライン

学部 理学部地球惑星環境学科 0528076 A1A2 気候システム学 オンライン

学部 理学部地球惑星環境学科 0528079 A1A2 地球惑星環境学国際研修I ハイブリッド

学部 理学部地球惑星環境学科 0528080 通年 地球惑星環境学国際研修II ハイブリッド

学部 理学部地球惑星環境学科 0528081 通年 臨象理学実習 対面

学部 理学部地球惑星環境学科 0528082 A1A2 回折結晶学 オンライン

学部 理学部化学科 0530002 A1A2 化学熱力学I オンライン

学部 理学部化学科 0530003 A1A2 量子化学I オンライン

学部 理学部化学科 0530004 A1A2 無機化学I オンライン

学部 理学部化学科 0530005 A1A2 分析化学I（総論） オンライン

学部 理学部化学科 0530006 A1A2 有機化学I オンライン

学部 理学部化学科 0530011 通年 分析化学無機化学実験 対面

学部 理学部化学科 0530012 集中 有機化学実験 対面

学部 理学部化学科 0530013 通年 物理化学実験 対面

学部 理学部化学科 0530014 通年 化学特別実験 対面

学部 理学部化学科 0530039 A1A2 分析化学II（各論） 対面

学部 理学部化学科 0530043 A1A2 有機化学IV（合成） 対面

学部 理学部化学科 0530044 A1A2 天然物有機化学 対面

学部 理学部化学科 0530054 A1A2 化学反応学 対面

学部 理学部化学科 0530061 A1A2 地球化学 対面

学部 理学部化学科 0530062 A1A2 無機化学III（錯体化学） 対面

学部 理学部化学科 0530064 A1A2 物理化学特論I 対面

学部 理学部化学科 0530072 A1A2 量子化学Ⅲ 対面

学部 理学部化学科 0530075 A1A2 化学特別講義Ⅰ
未定
コロナの状況により不
開講の可能性有

学部 理学部化学科 0530076 A1A2 化学特別講義Ⅱ
未定
コロナの状況により不
開講の可能性有



学部 理学部化学科 0530077 集中 化学特別講義Ⅲ
未定
コロナの状況により不
開講の可能性有

学部 理学部化学科 0530084 A1A2 初級化学英語演習 オンライン

学部 理学部化学科 0530801 集中 研究倫理 オンライン

学部 理学部化学科 0530002-GSC A1A2 Chemical Thermodynamics I (GSC) オンライン

学部 理学部化学科 0530003-GSC A1A2 Quantum Chemistry I (GSC) オンライン

学部 理学部化学科 0530004-GSC A1A2 Inorganic Chemistry I (GSC) オンライン

学部 理学部化学科 0530005-GSC A1A2 Analytical Chemistry I (GSC) オンライン

学部 理学部化学科 0530006-GSC A1A2 Organic Chemistry I (GSC) オンライン

学部 理学部化学科 0530014-GSC1 A1A2 Laboratory Work in Chemistry I (GSC) オンライン

学部 理学部生物化学科 0535001 A1A2 生物化学概論I オンライン

学部 理学部生物化学科 0535002 A1A2 生物化学概論II オンライン

学部 理学部生物化学科 0535016 A1A2 生物化学演習II 対面

学部 理学部生物化学科 0535032 A1A2 生物物理化学II オンライン

学部 理学部生物化学科 0535036 A1A2 細胞生理化学 オンライン

学部 理学部生物化学科 0535039 A1A2 分子遺伝学 オンライン

学部 理学部生物化学科 0535042 A1A2 細胞情報学 オンライン

学部 理学部生物化学科 0535043 A1A2 分子生命科学I オンライン

学部 理学部生物化学科 0535044 A1A2 分子生命科学II オンライン

学部 理学部生物化学科 0535045 A1A2 分子生命科学III オンライン

学部 理学部生物化学科 0535047 A1A2 生物化学実験II 対面

学部 理学部生物化学科 0535049 A1A2 生物化学特別実験II 対面

学部 理学部生物化学科 0535801 集中 研究倫理 オンライン

学部 理学部生物学科 0540001 A1A2 細胞生理学 オンライン

学部 理学部生物学科 0540004 A1A2 遺伝学 オンライン

学部 理学部生物学科 0540005 A1A2 進化生物学 オンライン

学部 理学部生物学科 0540015 A1A2 動物系統分類学 オンライン

学部 理学部生物学科 0540016 A1A2 植物形態学 オンライン

学部 理学部生物学科 0540017 A1A2 生態学概論 オンライン

学部 理学部生物学科 0540018 A1A2 骨格人類学実習 対面

学部 理学部生物学科 0540020 集中 人体生化学 オンライン

学部 理学部生物学科 0540021 通年 人体解剖学（マクロ） オンライン

学部 理学部生物学科 0540022 通年 人類生物学実習 対面

学部 理学部生物学科 0540025 A1A2 生物科学特別実習III 対面

学部 理学部生物学科 0540027 A1A2 生物科学専門実習I 対面

学部 理学部生物学科 0540028 A1A2 生物科学専門実習II 対面

学部 理学部生物学科 0540029 A1A2 生物科学専門実習III 対面

学部 理学部生物学科 0540030 A1A2 生物科学専門実習IV 対面

学部 理学部生物学科 0540032 A1A2 科学英語演習 オンライン

学部 理学部生物学科 0540033 A1A2 動物学臨海実習 対面

学部 理学部生物学科 0540034 通年 植物科学臨海実習 対面

学部 理学部生物学科 0540035 集中 植物科学野外実習I 対面

学部 理学部生物学科 0540036 集中 植物科学野外実習II 対面

学部 理学部生物学科 0540037 集中 植物科学野外実習III 対面



学部 理学部生物学科 0540040 A1A2 動物生理学II オンライン

学部 理学部生物学科 0540042 A1A2 植物生理学II オンライン
試験は対面筆記

学部 理学部生物学科 0540044 A1A2 動物発生学II オンライン

学部 理学部生物学科 0540046 A1A2 植物発生学II

オンライン
他の授業の形態や学
生の意見分布を見な
がらハイブリッドとの2
択で柔軟に判断す
る。

学部 理学部生物学科 0540047 A1A2 植物系統分類学 オンライン

学部 理学部生物学科 0540049 通年 生物科学特別講義I オンライン

学部 理学部生物学科 0540055 Ａ２ 霊長類学 オンライン

学部 理学部生物学科 0540058 A1A2 生化学・分子生物学 オンライン

学部 理学部生物学科 0540061 A1A2 進化動物学 オンライン

学部 理学部生物学科 0540062 通年 人類機能形態学実習 対面

学部 理学部生物学科 0540064 A1A2 ゲノム動態学Ⅱ オンライン

学部 理学部生物学科 0540801 集中 研究倫理
オンライン
Sセメスター実施済
み

学部 理学部生物学科 0541041 A1A2 海洋生物学 オンライン

学部 理学部生物学科 0541046 A1A2 動物生理化学 オンライン

学部 理学部生物学科 0541049 A1A2 進化発生生物学 オンライン

学部 理学部生物学科 0541051 A1A2 生体調節機構学 オンライン

学部 理学部生物学科 0541054 通年 特別臨海実習 対面

学部 理学部生物学科 0542044 集中 生物科学特論I オンライン

学部 理学部生物学科 0542045 集中 生物科学特論II オンライン

学部 理学部生物学科 0542046 集中 生物科学特論III オンライン

学部 理学部生物学科 0542047 集中 生物科学特論IV オンライン

学部 理学部生物学科 0542057 A1A2 生物科学セミナーII オンライン

学部 理学部生物学科 0542075 A1A2 進化生態学 対面

学部 理学部生物学科 0543001 Ａ１ 人類生物学 オンライン

学部 理学部生物学科 0543013 集中 先史学実習 対面

学部 理学部生物学科 0543014 集中 人体生化学実習 対面

学部 理学部生物学科 0543015 通年 人体解剖学実習（神経） 対面

学部 理学部生物学科 0543018 A1A2 人類遺伝学実習 対面

学部 理学部生物学科 0543019 通年 人類学野外実習 対面

学部 理学部生物学科 0543051 集中 文化人類学 オンライン

学部 理学部生物学科 0543056 A1A2 人類学演習IV オンライン

学部 理学部生物学科 0543064 通年 人類学特別講義I オンライン

学部 理学部生物学科 0543068 通年 人体組織学実習 対面

学部 理学部生物情報科学科 0560501 A1A2 生物情報学基礎論I オンライン

学部 理学部生物情報科学科 0560502 A1A2 生物情報学基礎論II オンライン

学部 理学部生物情報科学科 0560525 A1A2 生物情報科学特別演習・実験II 対面

学部 理学部生物情報科学科 0560529 A1A2 情報基礎実験 オンライン

学部 理学部生物情報科学科 0560532 Ａ１ オーミクス論 オンライン

学部 理学部生物情報科学科 0560539 Ａ１ ゲノム配列解析論II オンライン



学部 理学部生物情報科学科 0560554 A1A2 生物情報科学演習II 対面

学部 理学部生物情報科学科 0560562 Ａ２ 生命情報表現論 オンライン

学部 理学部生物情報科学科 0560563 Ａ１ 生物データマイニング論 オンライン

学部 理学部生物情報科学科 0560565 A1A2 バイオメトリックス オンライン

学部 理学部生物情報科学科 0560571 Ａ１ 生物情報科学I オンライン

学部 理学部生物情報科学科 0560572 Ａ２ 生物情報科学II オンライン

学部 理学部生物情報科学科 0560573 Ａ２ 進化生態情報学 オンライン

学部 理学部生物情報科学科 0560575 集中 ドラッグデザイン特論 オンライン

学部 理学部生物情報科学科 0560801 集中 研究倫理 オンライン

学部 理学部 0505136 A1A2 解析学XC（本郷） 未定

学部 理学部 0590005 A1A2 情報科教育法II 未定

学部 理学部 0590021 A1A2 科学英語 未定

学部 理学部 0590101 A1A2 重力波物理学 オンライン

学部 理学部 0590105 A1A2 データマイニング概論 オンライン

学部 理学部 0590109 Ａ１ 実世界情報処理 未定

学部 理学部 0590110 通年 Pythonプログラミング作法 未定

学部 理学部 0590102-2 Ａ１ Pythonプログラミング入門 未定

学部 理学部 0590107-2 Ａ２ メディアプログラミング入門 未定

大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-0003 A1A2 流体物理学 オンライン

大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-0010 A1A2 素粒子物理学II オンライン

大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-0017 A1A2 粒子加速器 オンライン

大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-0019 A1A2 原子核物理学II オンライン

大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-0073 A1A2 非平衡科学 オンライン

大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-0079 A1A2 量子情報物理 オンライン

大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-0098 A1A2 物性物理学II オンライン

大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-0100 A1A2 プラズマ物理学特論Ⅱ オンライン

大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-0113 A1A2 場の量子論特論 オンライン

大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-0114 A1A2 普遍性生物学 オンライン

大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-0115 A1A2 重力波物理学 オンライン

大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-0116 A1A2 計算科学における情報圧縮 オンライン

大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-0118 A1A2 物理学のための科学英語特論 オンライン

大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-0119 A1A2 場の量子論 オンライン

大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-0120 A1A2 高エネルギー原子核物理学 オンライン

大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-0121 A1A2 データマイニング概論 オンライン

大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-0124 A1A2 現代物理と機械学習 オンライン

大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-1080 A1A2 物理学特別講義B　Ⅲ オンライン

大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-1204 A1A2 物理学特別講義B　Ⅸ オンライン

大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-1603 A1A2 最先端光科学講義Ⅲ オンライン

大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-1607 Ａ１ 最先端光科学講義XVI オンライン

大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-2001 通年 物理学特別演習I 対面またはオンライン

大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-2001A A1A2 物理学特別演習Ⅰ 対面またはオンライン

大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-2003 通年 物理学特別演習II 対面またはオンライン

大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-2003A A1A2 物理学特別演習Ⅱ 対面またはオンライン

大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-2004 通年 物理学特別演習III 対面またはオンライン



大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-2004A A1A2 物理学特別演習Ⅲ 対面またはオンライン

大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-2005 通年 物理学特別演習IV 対面またはオンライン

大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-2005A A1A2 物理学特別演習Ⅳ 対面またはオンライン

大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-2006 通年 物理学特別演習V 対面またはオンライン

大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-2006A A1A2 物理学特別演習Ⅴ 対面またはオンライン

大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-3001 通年 物理学特別実験I 対面またはオンライン

大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-3001A A1A2 物理学特別実験Ⅰ 対面またはオンライン

大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-3002 通年 物理学特別実験II 対面またはオンライン

大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-3002A A1A2 物理学特別実験Ⅱ 対面またはオンライン

大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-3003 通年 物理学特別実験III 対面またはオンライン

大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-3003A A1A2 物理学特別実験Ⅲ 対面またはオンライン

大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-3004 通年 物理学特別実験IV 対面またはオンライン

大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-3004A A1A2 物理学特別実験Ⅳ 対面またはオンライン

大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-3005 通年 物理学特別実験V 対面またはオンライン

大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-3005A A1A2 物理学特別実験Ⅴ 対面またはオンライン

大学院 理学系研究科天文学専攻 35604-0002 A1A2 位置天文学特論II オンライン

大学院 理学系研究科天文学専攻 35604-0014 A1A2 光赤外線天文学特論IV オンライン

大学院 理学系研究科天文学専攻 35604-0028 A1A2 電波天文学特論III オンライン

大学院 理学系研究科天文学専攻 35604-0032 A1A2 銀河天文学特論II オンライン

大学院 理学系研究科天文学専攻 35604-0039 A1A2 恒星物理学特論IV オンライン

大学院 理学系研究科天文学専攻 35604-0057 A1A2 系外惑星特論Ⅱ オンライン

大学院 理学系研究科天文学専攻 35604-1002 A1A2 観測天文学特別講義Ⅱ ハイブリッド

大学院 理学系研究科天文学専攻 35604-1011 A1A2 理論天文学特別講義I オンライン

大学院 理学系研究科天文学専攻 35604-1019 A1A2 理論天文学特別講義IX 中止

大学院 理学系研究科天文学専攻 35604-2003 通年 天文学特別実習I ハイブリッド

大学院 理学系研究科天文学専攻 35604-2004 通年 天文学特別実習II ハイブリッド

大学院 理学系研究科天文学専攻 35604-2005 通年 天文学特別実習III ハイブリッド

大学院 理学系研究科天文学専攻 35604-2006 通年 天文学特別問題考究I ハイブリッド

大学院 理学系研究科天文学専攻 35604-2007 通年 天文学特別問題考究II ハイブリッド

大学院 理学系研究科天文学専攻 35604-2008 通年 天文学特別問題考究III ハイブリッド

大学院 理学系研究科天文学専攻 35604-2009 通年 天文学特別研究 ハイブリッド

大学院 理学系研究科天文学専攻 35604-3001 通年 論文輪講Ⅰ ハイブリッド

大学院 理学系研究科天文学専攻 35604-3002 通年 論文輪講II ハイブリッド

大学院 理学系研究科天文学専攻 35604-3003 通年 天文学考究I ハイブリッド

大学院 理学系研究科天文学専攻 35604-3004 通年 天文学考究II ハイブリッド

大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-0001 A1A2 時系列データ解析 オンライン

大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-0002 A1A2 地球物理データ解析 オンライン

大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-0006 A1A2 地球力学 オンライン

大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-0008 A1A2 地球流体力学II オンライン

大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-0024 A1A2 宇宙地球化学 オンライン

大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-1002 A1A2 大気物理学Ⅱ オンライン

大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-1006 A1A2 気候力学Ⅱ オンライン

大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-1023 A1A2 地球内部構造論 オンライン

大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-1025 A1A2 地球電磁気学 オンライン



大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-1026 A1A2 マグマ学 オンライン

大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-1030 A1A2 海洋底ダイナミクス オンライン

大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-1031 A1A2 地形形成進化学 オンライン

大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-1034 A1A2 地震発生物理学 オンライン

大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-1035 A1A2 地圏環境進化学 オンライン

大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-1037 A1A2 回折結晶学 オンライン

大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-1042 A1A2 生体鉱物学 オンライン

大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-1051 A1A2 宇宙プラズマ物理学Ⅱ オンライン

大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-1058 A1A2 古環境学 オンライン

大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-1062 A1A2 地震波動論II オンライン

大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-1065 A1A2 地球生命科学 オンライン

大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-1071 A1A2 地球内部ダイナミクス オンライン

大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-1073 A1A2 地球微生物学 オンライン

大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-1074 A1A2 気候システム学 オンライン

大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-1075 A1A2 資源地質学 オンライン

大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-2003 A1A2 海洋物理学Ⅲ オンライン

大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-2013 A1A2 惑星探査学Ⅰ オンライン

大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-2018 通年 宇宙惑星物質科学Ⅱ オンライン

大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-2025 A1A2 地理情報学 オンライン

大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-2043 A1A2 宇宙惑星科学特論Ⅴ オンライン

大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-2065 A1A2 地球惑星環境学国際研修Ⅰ ハイブリッド

大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-2066 通年 地球惑星環境学国際研修Ⅱ ハイブリッド

大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-3007 A1A2 宇宙惑星科学特論III ハイブリッド

大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-3008 通年 宇宙惑星科学特論IV ハイブリッド

大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-3009 A1A2 地球惑星システム科学特論Ⅰ ハイブリッド

大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-3016 通年 固体地球科学特論IV ハイブリッド

大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-3017 通年 地球生命圏科学特論Ⅰ ハイブリッド

大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-4002 通年 地球観測実習 対面

大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-4014 通年 科学英語演習（地球惑星科学） オンライン

大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-4017 A1A2 宇宙地球フロンティア特別演習Ⅲ 対面

大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-5001 通年 地球惑星科学論文講読I ハイブリッド

大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-5003 通年 地球惑星科学コロキュウムI ハイブリッド

大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-5005 通年 地球惑星科学特別研究I ハイブリッド

大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-5006 通年 地球惑星科学特別研究II ハイブリッド

大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-5007 通年 地球惑星科学論文講読II ハイブリッド

大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-5008 通年 地球惑星科学コロキュウムII ハイブリッド

大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-6001 通年 海洋問題演習Ⅰ オンライン

大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-6002 A1A2 海洋基礎科学 オンライン

大学院 理学系研究科化学専攻 35606-0007 A1A2 物性化学特論II オンライン

大学院 理学系研究科化学専攻 35606-0016 A1A2 物理化学特論Ⅲ 対面およびオンライン

大学院 理学系研究科化学専攻 35606-0019 Ａ１ 無機化学特論Ⅰ オンライン

大学院 理学系研究科化学専攻 35606-0027 Ａ１ 分析化学特論Ⅰ オンライン

大学院 理学系研究科化学専攻 35606-0028 Ａ１ 分析化学特論Ⅱ オンライン

大学院 理学系研究科化学専攻 35606-0031 A1A2 分析化学特論Ⅴ オンライン



大学院 理学系研究科化学専攻 35606-0036 A1A2 有機化学特論Ⅰ オンライン

大学院 理学系研究科化学専攻 35606-0039 A1A2 有機化学特論Ⅳ 対面

大学院 理学系研究科化学専攻 35606-0041 A1A2 有機化学特論Ⅵ 対面

大学院 理学系研究科化学専攻 35606-0080 A1A2 先端光科学講義II 対面およびオンライン

大学院 理学系研究科化学専攻 35606-0082 A1A2 先端光科学実験実習II 対面およびオンライン

大学院 理学系研究科化学専攻 35606-0096 A1A2 知財戦略 オンライン

大学院 理学系研究科化学専攻 35606-0098 A1A2 企業価値と知的財産 オンライン

大学院 理学系研究科化学専攻 35606-0100 A1A2 科学英語演習II（化学） 対面

大学院 理学系研究科化学専攻 35606-1001 通年 化学特別実験第１ 対面

大学院 理学系研究科化学専攻 35606-1002 通年 化学特別実験第２ 対面

大学院 理学系研究科化学専攻 35606-1003 通年 演習第１ 対面

大学院 理学系研究科化学専攻 35606-1004 通年 演習第２ 対面

大学院 理学系研究科化学専攻 35606-1104 その他 化学特別講義Ⅳ
未定
コロナの状況により不
開講の可能性有

大学院 理学系研究科化学専攻 35606-1105 その他 化学特別講義Ⅴ
未定
コロナの状況により不
開講の可能性有

大学院 理学系研究科化学専攻 35606-1113 その他 化学特別講義Ⅵ
未定
コロナの状況により不
開講の可能性有

大学院 理学系研究科生物科学専攻 35617-0002 A1A2 生物情報・分子遺伝学特論 オンライン

大学院 理学系研究科生物科学専攻 35617-0005 A1A2 分子病態学特論 オンライン

大学院 理学系研究科生物科学専攻 35617-0007 A1A2 細胞生物学特論 オンライン

大学院 理学系研究科生物科学専攻 35617-0008 A1A2 自然誌生物学特論 オンライン

大学院 理学系研究科生物科学専攻 35617-0010 A1A2 生物科学セミナー B オンライン

大学院 理学系研究科生物科学専攻 35617-0018 A1A2 人類学セミナー４ オンライン

大学院 理学系研究科生物科学専攻 35617-0022 A1A2 人類科学演習２ オンライン

大学院 理学系研究科生物科学専攻 35617-6001 A1A2 海洋生物学 オンライン

大学院 理学系研究科生物科学専攻 35617-6107 通年 生命科学技術国際卓越講義 オンライン

大学院 理学系研究科生物科学専攻 35617-6109 A1A2 生命科学技術社会実装論 オンライン

大学院 理学系研究科生物科学専攻 35617-6110 通年 生命科学技術実験実習 オンライン

大学院 理学系研究科生物科学専攻 35617-6111 通年 生命科学技術実践演習 オンライン

大学院 理学系研究科生物科学専攻 35617-6112 通年 生命科学技術セミナー オンライン

大学院 理学系研究科生物科学専攻 35617-6113 通年 生命科学技術特別演習 オンライン

大学院 理学系研究科生物科学専攻 35617-7001 A1A2 新基盤生命学Ⅰ オンライン

大学院 理学系研究科生物科学専攻 35617-7005 A1A2 新基盤生命学特別演習１ 対面

大学院 理学系研究科生物科学専攻 35617-7012 A1A2 新国際基盤生命学特論４ オンライン

大学院 理学系研究科生物科学専攻 35617-8002 A1A2 科学英語演習II（生物科学） オンライン

大学院 理学系研究科生物科学専攻 35617-9001 通年 生物科学演習Ⅰ オンライン

大学院 理学系研究科生物科学専攻 35617-9002 通年 生物科学演習Ⅱ オンライン

大学院 理学系研究科生物科学専攻 35617-9003 通年 生物科学特別実験Ⅰ オンライン

大学院 理学系研究科生物科学専攻 35617-9004 通年 生物科学特別実験Ⅱ オンライン

大学院 理学系研究科 35620-5006 A1A2 Science Writing オンライン





学部／
院

時間割所属名称 時間割コード
開講区
分名

開講科目名称
授業形態
（オンライン／ハイ
ブリッド／対面）

学部 理学部数学科 0505001 A1A2 代数と幾何
学部 理学部数学科 0505003 A1A2 集合と位相
学部 理学部数学科 0505005 A1A2 複素解析学I
学部 理学部数学科 0505007 A1A2 代数と幾何演習
学部 理学部数学科 0505008 A1A2 集合と位相演習
学部 理学部数学科 0505009 A1A2 複素解析学I演習
学部 理学部数学科 0505017 A1A2 数学特別講究
学部 理学部数学科 0505035 A1A2 代数学II
学部 理学部数学科 0505036 A1A2 幾何学II
学部 理学部数学科 0505037 A1A2 解析学V
学部 理学部数学科 0505038 A1A2 解析学VI
学部 理学部数学科 0505039 A1A2 代数学III
学部 理学部数学科 0505040 A1A2 幾何学III
学部 理学部数学科 0505041 A1A2 現象数理I
学部 理学部数学科 0505045 A1A2 現象数理III
学部 理学部数学科 0505046 A1A2 確率統計学I
学部 理学部数学科 0505061 A1A2 数学輪講
学部 理学部数学科 0505063 A1A2 計算数学II
学部 理学部数学科 0505067 A1A2 確率統計学XA
学部 理学部数学科 0505069 A1A2 数学史
学部 理学部数学科 0505074 A1A2 代数学XD
学部 理学部数学科 0505075 A1A2 代数学XE
学部 理学部数学科 0505077 A1A2 代数学XG
学部 理学部数学科 0505082 A1A2 幾何学XD
学部 理学部数学科 0505084 A1A2 幾何学XF
学部 理学部数学科 0505086 A1A2 幾何学XH
学部 理学部数学科 0505089 A1A2 解析学XA
学部 理学部数学科 0505090 A1A2 解析学XB
学部 理学部数学科 0505092 A1A2 解析学XD
学部 理学部数学科 0505093 A1A2 解析学XE
学部 理学部数学科 0505097 A1A2 応用数学XA
学部 理学部数学科 0505101 A1A2 応用数学XE
学部 理学部数学科 0505102 A1A2 応用数学XF
学部 理学部数学科 0505104 A1A2 応用数学XH
学部 理学部数学科 0505107 A1A2 数学続論XC
学部 理学部数学科 0505111 A1A2 数学続論XG
学部 理学部数学科 0505112 A1A2 数学続論XH
学部 理学部数学科 0505113 A1A2 数理科学続論A
学部 理学部数学科 0505114 A1A2 数理科学続論B
学部 理学部数学科 0505115 A1A2 数理科学続論C
学部 理学部数学科 0505116 A1A2 数理科学続論D
学部 理学部数学科 0505117 A1A2 数理科学続論E
学部 理学部数学科 0505131 A1A2 代数学特別演習II
学部 理学部数学科 0505132 A1A2 幾何学特別演習II
学部 理学部数学科 0505142 A1A2 確率統計学XD
学部 理学部数学科 0505154 Ａ１ 代数学Ⅱa
学部 理学部数学科 0505155 Ａ２ 代数学Ⅱb
学部 理学部数学科 0505156 Ａ１ 幾何学Ⅱa
学部 理学部数学科 0505157 Ａ２ 幾何学Ⅱb
学部 理学部数学科 0505158 Ａ１ 解析学Va



学部 理学部数学科 0505159 Ａ２ 解析学Vb
学部 理学部数学科 0505160 Ａ１ 解析学Ⅵa
学部 理学部数学科 0505161 Ａ２ 解析学Ⅵb
学部 理学部数学科 0505170 Ａ１ 代数学特別演習Ⅱa
学部 理学部数学科 0505171 Ａ２ 代数学特別演習Ⅱb
学部 理学部数学科 0505172 Ａ１ 幾何学特別演習Ⅱa
学部 理学部数学科 0505173 Ａ２ 幾何学特別演習Ⅱb
学部 理学部数学科 0505178 A1A2 解析学特別演習Ⅱ
学部 理学部数学科 0505179 A1A2 解析学特別演習Ⅲ
学部 理学部数学科 0505180 Ａ１ 解析学特別演習Ⅱa
学部 理学部数学科 0505181 Ａ２ 解析学特別演習Ⅱb
学部 理学部数学科 0505182 Ａ１ 解析学特別演習Ⅲa
学部 理学部数学科 0505183 Ａ２ 解析学特別演習Ⅲb
学部 理学部数学科 0505192 A1A2 数理科学続論G
学部 理学部数学科 0505195 A1A2 数理科学続論J

学部 理学部情報科学科 0510001 A1A2 情報数学
学部 理学部情報科学科 0510002 A1A2 形式言語理論
学部 理学部情報科学科 0510003 A1A2 計算機システム
学部 理学部情報科学科 0510006 A1A2 ハードウェア構成法
学部 理学部情報科学科 0510007 A1A2 アルゴリズムとデータ構造
学部 理学部情報科学科 0510008 A1A2 情報科学基礎実験
学部 理学部情報科学科 0510009 A1A2 統計と最適化
学部 理学部情報科学科 0510018 A1A2 知能システム論
学部 理学部情報科学科 0510020 A1A2 言語モデル論
学部 理学部情報科学科 0510021 A1A2 計算量理論
学部 理学部情報科学科 0510022 A1A2 連続系アルゴリズム
学部 理学部情報科学科 0510023 A1A2 情報科学演習II
学部 理学部情報科学科 0510026 A1A2 情報科学特別演習
学部 理学部情報科学科 0510027 A1A2 論文構成法
学部 理学部情報科学科 0510033 A1A2 プロセッサ・コンパイラ実験
学部 理学部情報科学科 0510058 A1A2 情報科学特論I
学部 理学部情報科学科 0510059 A1A2 情報科学特論II
学部 理学部情報科学科 0510063 A1A2 情報科学特別講義III
学部 理学部情報科学科 0510067 A1A2 情報社会及び情報倫理
学部 理学部情報科学科 0510089 A1A2 応用統計学
学部 理学部情報科学科 0510092 Ａ１ リアルタイムシステム
学部 理学部情報科学科 0510093 Ａ１ コンピュータネットワーク論
学部 理学部情報科学科 0510094 Ａ２ 情報セキュリティ
学部 理学部情報科学科 0510097 Ａ１ ソフトウェア工学
学部 理学部情報科学科 0510101 Ａ２ 情報科学特論Ⅶ

学部 理学部物理学科 0515003 A1A2 物理実験学
学部 理学部物理学科 0515004 A1A2 物理学演習I
学部 理学部物理学科 0515007 Ａ１ 物理数学I
学部 理学部物理学科 0515008 A1A2 物理学演習II
学部 理学部物理学科 0515009 A1A2 電磁気学I
学部 理学部物理学科 0515015 A1A2 統計力学II
学部 理学部物理学科 0515018 A1A2 物理学ゼミナール
学部 理学部物理学科 0515020 A1A2 物理学実験II
学部 理学部物理学科 0515023 A1A2 特別実験II
学部 理学部物理学科 0515024 A1A2 理論演習II
学部 理学部物理学科 0515027 A1A2 量子力学III
学部 理学部物理学科 0515043 A1A2 現代実験物理学II
学部 理学部物理学科 0515045 A1A2 光学
学部 理学部物理学科 0515046 A1A2 生物物理学



学部 理学部物理学科 0515047 A1A2 電子回路論
学部 理学部物理学科 0515053 A1A2 固体物理学I
学部 理学部物理学科 0515065 A1A2 物理数学III
学部 理学部物理学科 0515069 A1A2 電磁気学III
学部 理学部物理学科 0515071 A1A2 場の量子論II
学部 理学部物理学科 0515073 S2A1 物理学演習IV
学部 理学部物理学科 0515074 A1A2 物理学演習V
学部 理学部物理学科 0515076 Ａ２ 物理数学II
学部 理学部物理学科 0515078 A1A2 素粒子物理学
学部 理学部物理学科 0515079 A1A2 原子核物理学
学部 理学部物理学科 0515084 A1A2 固体物理学III
学部 理学部物理学科 0515085 Ａ１ 解析力学
学部 理学部物理学科 0515086 Ａ２ 量子力学I
学部 理学部物理学科 0515088 A1A2 普遍性生物学
学部 理学部物理学科 0515092 A1A2 計算機実験II
学部 理学部物理学科 0515093 A1A2 物理学のための科学英語基礎
学部 理学部物理学科 0515094 A1A2 物理学のための科学英語特論
学部 理学部物理学科 0515095 A1A2 非平衡科学
学部 理学部物理学科 0515097 A1A2 現代物理と機械学習
学部 理学部物理学科 0515801 集中 研究倫理

学部 理学部天文学科 0520002 A1A2 天体物理学演習I
学部 理学部天文学科 0520003 A1A2 天文地学概論
学部 理学部天文学科 0520028 集中 天文学課題研究I
学部 理学部天文学科 0520029 集中 天文学課題研究II
学部 理学部天文学科 0520033 A1A2 天体輻射論I
学部 理学部天文学科 0520036 A1A2 天体輻射論II
学部 理学部天文学科 0520038 A1A2 天文学ゼミナール
学部 理学部天文学科 0520040 通年 基礎天文学実験
学部 理学部天文学科 0520041 集中 基礎天文学観測
学部 理学部天文学科 0520046 A1A2 太陽恒星物理学

学部 理学部地球惑星物理学科 0526002 A1A2 地球惑星物理学基礎演習I
学部 理学部地球惑星物理学科 0526003 A1A2 地球惑星物理学基礎演習II
学部 理学部地球惑星物理学科 0526005 A1A2 地球惑星物理学概論
学部 理学部地球惑星物理学科 0526023 A1A2 大気海洋系物理学
学部 理学部地球惑星物理学科 0526038 A1A2 地球流体力学II
学部 理学部地球惑星物理学科 0526065 A1A2 大気海洋物質科学
学部 理学部地球惑星物理学科 0526070 A1A2 宇宙空間物理学II
学部 理学部地球惑星物理学科 0526072 A1A2 地球力学
学部 理学部地球惑星物理学科 0526074 通年 地球惑星物理学実験
学部 理学部地球惑星物理学科 0526075 通年 地球惑星化学実験
学部 理学部地球惑星物理学科 0526077 A1A2 地球惑星物理学特別研究
学部 理学部地球惑星物理学科 0526080 A1A2 地球電磁気学
学部 理学部地球惑星物理学科 0526081 A1A2 弾性波動論
学部 理学部地球惑星物理学科 0526082 A1A2 地球内部ダイナミクス
学部 理学部地球惑星物理学科 0526085 A1A2 地球物理データ解析
学部 理学部地球惑星物理学科 0526090 通年 地球惑星物理学観測実習

学部 理学部地球惑星環境学科 0528001 A1A2 地球環境学
学部 理学部地球惑星環境学科 0528002 A1A2 地球システム進化学
学部 理学部地球惑星環境学科 0528003 A1A2 地球惑星物質科学
学部 理学部地球惑星環境学科 0528005 A1A2 地球惑星環境学基礎演習I
学部 理学部地球惑星環境学科 0528006 A1A2 地域論
学部 理学部地球惑星環境学科 0528031 A1A2 地球生命科学
学部 理学部地球惑星環境学科 0528032 A1A2 地球物質循環学
学部 理学部地球惑星環境学科 0528037 A1A2 地球惑星環境学特別研究



学部 理学部地球惑星環境学科 0528041 A1A2 地球惑星環境学実習
学部 理学部地球惑星環境学科 0528042 A1A2 地球惑星環境学野外巡検II
学部 理学部地球惑星環境学科 0528044 通年 地球惑星環境学野外巡検III
学部 理学部地球惑星環境学科 0528045 A1A2 生物多様性科学および実習
学部 理学部地球惑星環境学科 0528047 A1A2 地球惑星物理化学演習
学部 理学部地球惑星環境学科 0528050 A1A2 人間-環境システム学
学部 理学部地球惑星環境学科 0528058 A1A2 構造地質学
学部 理学部地球惑星環境学科 0528061 A1A2 結晶学実習
学部 理学部地球惑星環境学科 0528068 A1A2 リモートセンシング・GISおよび実習
学部 理学部地球惑星環境学科 0528069 A1A2 宇宙惑星物質進化学
学部 理学部地球惑星環境学科 0528070 A1A2 資源地質学
学部 理学部地球惑星環境学科 0528072 A1A2 固体地球惑星科学概論
学部 理学部地球惑星環境学科 0528073 A1A2 層序地質学
学部 理学部地球惑星環境学科 0528074 A1A2 自然地理学
学部 理学部地球惑星環境学科 0528075 A1A2 宇宙地球化学
学部 理学部地球惑星環境学科 0528076 A1A2 気候システム学
学部 理学部地球惑星環境学科 0528079 A1A2 地球惑星環境学国際研修I
学部 理学部地球惑星環境学科 0528080 通年 地球惑星環境学国際研修II
学部 理学部地球惑星環境学科 0528081 通年 臨象理学実習
学部 理学部地球惑星環境学科 0528082 A1A2 回折結晶学

学部 理学部化学科 0530002 A1A2 化学熱力学I
学部 理学部化学科 0530003 A1A2 量子化学I
学部 理学部化学科 0530004 A1A2 無機化学I
学部 理学部化学科 0530005 A1A2 分析化学I（総論）
学部 理学部化学科 0530006 A1A2 有機化学I
学部 理学部化学科 0530011 通年 分析化学無機化学実験
学部 理学部化学科 0530012 集中 有機化学実験
学部 理学部化学科 0530013 通年 物理化学実験
学部 理学部化学科 0530014 通年 化学特別実験
学部 理学部化学科 0530039 A1A2 分析化学II（各論）
学部 理学部化学科 0530043 A1A2 有機化学IV（合成）
学部 理学部化学科 0530044 A1A2 天然物有機化学
学部 理学部化学科 0530054 A1A2 化学反応学
学部 理学部化学科 0530061 A1A2 地球化学
学部 理学部化学科 0530062 A1A2 無機化学III（錯体化学）
学部 理学部化学科 0530064 A1A2 物理化学特論I
学部 理学部化学科 0530072 A1A2 量子化学Ⅲ
学部 理学部化学科 0530075 A1A2 化学特別講義Ⅰ
学部 理学部化学科 0530076 A1A2 化学特別講義Ⅱ
学部 理学部化学科 0530077 集中 化学特別講義Ⅲ
学部 理学部化学科 0530084 A1A2 初級化学英語演習
学部 理学部化学科 0530801 集中 研究倫理
学部 理学部化学科 0530002-GSC A1A2 Chemical Thermodynamics I (GSC)
学部 理学部化学科 0530003-GSC A1A2 Quantum Chemistry I (GSC)
学部 理学部化学科 0530004-GSC A1A2 Inorganic Chemistry I (GSC)
学部 理学部化学科 0530005-GSC A1A2 Analytical Chemistry I (GSC)
学部 理学部化学科 0530006-GSC A1A2 Organic Chemistry I (GSC)
学部 理学部化学科 0530014-GSC1 A1A2 Laboratory Work in Chemistry I (GSC)

学部 理学部生物化学科 0535001 A1A2 生物化学概論I
学部 理学部生物化学科 0535002 A1A2 生物化学概論II
学部 理学部生物化学科 0535016 A1A2 生物化学演習II
学部 理学部生物化学科 0535032 A1A2 生物物理化学II
学部 理学部生物化学科 0535036 A1A2 細胞生理化学
学部 理学部生物化学科 0535039 A1A2 分子遺伝学



学部 理学部生物化学科 0535042 A1A2 細胞情報学
学部 理学部生物化学科 0535043 A1A2 分子生命科学I
学部 理学部生物化学科 0535044 A1A2 分子生命科学II
学部 理学部生物化学科 0535045 A1A2 分子生命科学III
学部 理学部生物化学科 0535047 A1A2 生物化学実験II
学部 理学部生物化学科 0535049 A1A2 生物化学特別実験II
学部 理学部生物化学科 0535801 集中 研究倫理

学部 理学部生物学科 0540001 A1A2 細胞生理学
学部 理学部生物学科 0540004 A1A2 遺伝学
学部 理学部生物学科 0540005 A1A2 進化生物学
学部 理学部生物学科 0540015 A1A2 動物系統分類学
学部 理学部生物学科 0540016 A1A2 植物形態学
学部 理学部生物学科 0540017 A1A2 生態学概論
学部 理学部生物学科 0540018 A1A2 骨格人類学実習
学部 理学部生物学科 0540020 集中 人体生化学
学部 理学部生物学科 0540021 通年 人体解剖学（マクロ）
学部 理学部生物学科 0540022 通年 人類生物学実習
学部 理学部生物学科 0540025 A1A2 生物科学特別実習III
学部 理学部生物学科 0540027 A1A2 生物科学専門実習I
学部 理学部生物学科 0540028 A1A2 生物科学専門実習II
学部 理学部生物学科 0540029 A1A2 生物科学専門実習III
学部 理学部生物学科 0540030 A1A2 生物科学専門実習IV
学部 理学部生物学科 0540032 A1A2 科学英語演習
学部 理学部生物学科 0540033 A1A2 動物学臨海実習
学部 理学部生物学科 0540034 通年 植物科学臨海実習
学部 理学部生物学科 0540035 集中 植物科学野外実習I
学部 理学部生物学科 0540036 集中 植物科学野外実習II
学部 理学部生物学科 0540037 集中 植物科学野外実習III
学部 理学部生物学科 0540040 A1A2 動物生理学II
学部 理学部生物学科 0540042 A1A2 植物生理学II
学部 理学部生物学科 0540044 A1A2 動物発生学II
学部 理学部生物学科 0540046 A1A2 植物発生学II
学部 理学部生物学科 0540047 A1A2 植物系統分類学
学部 理学部生物学科 0540049 通年 生物科学特別講義I
学部 理学部生物学科 0540055 Ａ２ 霊長類学
学部 理学部生物学科 0540058 A1A2 生化学・分子生物学
学部 理学部生物学科 0540061 A1A2 進化動物学
学部 理学部生物学科 0540062 通年 人類機能形態学実習
学部 理学部生物学科 0540064 A1A2 ゲノム動態学Ⅱ
学部 理学部生物学科 0540801 集中 研究倫理
学部 理学部生物学科 0541041 A1A2 海洋生物学
学部 理学部生物学科 0541046 A1A2 動物生理化学
学部 理学部生物学科 0541049 A1A2 進化発生生物学
学部 理学部生物学科 0541051 A1A2 生体調節機構学
学部 理学部生物学科 0541054 通年 特別臨海実習
学部 理学部生物学科 0542044 集中 生物科学特論I
学部 理学部生物学科 0542045 集中 生物科学特論II
学部 理学部生物学科 0542046 集中 生物科学特論III
学部 理学部生物学科 0542047 集中 生物科学特論IV
学部 理学部生物学科 0542057 A1A2 生物科学セミナーII
学部 理学部生物学科 0542075 A1A2 進化生態学
学部 理学部生物学科 0543001 Ａ１ 人類生物学
学部 理学部生物学科 0543013 集中 先史学実習
学部 理学部生物学科 0543014 集中 人体生化学実習



学部 理学部生物学科 0543015 通年 人体解剖学実習（神経）
学部 理学部生物学科 0543018 A1A2 人類遺伝学実習
学部 理学部生物学科 0543019 通年 人類学野外実習
学部 理学部生物学科 0543051 集中 文化人類学
学部 理学部生物学科 0543056 A1A2 人類学演習IV
学部 理学部生物学科 0543064 通年 人類学特別講義I
学部 理学部生物学科 0543068 通年 人体組織学実習

学部 理学部生物情報科学科 0560501 A1A2 生物情報学基礎論I
学部 理学部生物情報科学科 0560502 A1A2 生物情報学基礎論II
学部 理学部生物情報科学科 0560525 A1A2 生物情報科学特別演習・実験II
学部 理学部生物情報科学科 0560529 A1A2 情報基礎実験
学部 理学部生物情報科学科 0560532 Ａ１ オーミクス論
学部 理学部生物情報科学科 0560539 Ａ１ ゲノム配列解析論II
学部 理学部生物情報科学科 0560554 A1A2 生物情報科学演習II
学部 理学部生物情報科学科 0560562 Ａ２ 生命情報表現論
学部 理学部生物情報科学科 0560563 Ａ１ 生物データマイニング論
学部 理学部生物情報科学科 0560565 A1A2 バイオメトリックス
学部 理学部生物情報科学科 0560571 Ａ１ 生物情報科学I
学部 理学部生物情報科学科 0560572 Ａ２ 生物情報科学II
学部 理学部生物情報科学科 0560573 Ａ２ 進化生態情報学
学部 理学部生物情報科学科 0560575 集中 ドラッグデザイン特論
学部 理学部生物情報科学科 0560801 集中 研究倫理

学部 理学部 0505136 A1A2 解析学XC（本郷）
学部 理学部 0590005 A1A2 情報科教育法II
学部 理学部 0590021 A1A2 科学英語
学部 理学部 0590101 A1A2 重力波物理学
学部 理学部 0590105 A1A2 データマイニング概論
学部 理学部 0590109 Ａ１ 実世界情報処理
学部 理学部 0590110 通年 Pythonプログラミング作法
学部 理学部 0590102-2 Ａ１ Pythonプログラミング入門
学部 理学部 0590107-2 Ａ２ メディアプログラミング入門

大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-0003 A1A2 流体物理学
大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-0010 A1A2 素粒子物理学II
大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-0017 A1A2 粒子加速器
大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-0019 A1A2 原子核物理学II
大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-0073 A1A2 非平衡科学
大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-0079 A1A2 量子情報物理
大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-0098 A1A2 物性物理学II
大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-0100 A1A2 プラズマ物理学特論Ⅱ
大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-0113 A1A2 場の量子論特論
大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-0114 A1A2 普遍性生物学
大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-0115 A1A2 重力波物理学
大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-0116 A1A2 計算科学における情報圧縮
大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-0118 A1A2 物理学のための科学英語特論
大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-0119 A1A2 場の量子論
大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-0120 A1A2 高エネルギー原子核物理学
大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-0121 A1A2 データマイニング概論
大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-0124 A1A2 現代物理と機械学習
大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-1080 A1A2 物理学特別講義B　Ⅲ
大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-1204 A1A2 物理学特別講義B　Ⅸ
大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-1603 A1A2 最先端光科学講義Ⅲ
大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-1607 Ａ１ 最先端光科学講義XVI
大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-2001 通年 物理学特別演習I
大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-2001A A1A2 物理学特別演習Ⅰ



大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-2003 通年 物理学特別演習II
大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-2003A A1A2 物理学特別演習Ⅱ
大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-2004 通年 物理学特別演習III
大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-2004A A1A2 物理学特別演習Ⅲ
大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-2005 通年 物理学特別演習IV
大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-2005A A1A2 物理学特別演習Ⅳ
大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-2006 通年 物理学特別演習V
大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-2006A A1A2 物理学特別演習Ⅴ
大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-3001 通年 物理学特別実験I
大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-3001A A1A2 物理学特別実験Ⅰ
大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-3002 通年 物理学特別実験II
大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-3002A A1A2 物理学特別実験Ⅱ
大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-3003 通年 物理学特別実験III
大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-3003A A1A2 物理学特別実験Ⅲ
大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-3004 通年 物理学特別実験IV
大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-3004A A1A2 物理学特別実験Ⅳ
大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-3005 通年 物理学特別実験V
大学院 理学系研究科物理学専攻 35603-3005A A1A2 物理学特別実験Ⅴ

大学院 理学系研究科天文学専攻 35604-0002 A1A2 位置天文学特論II
大学院 理学系研究科天文学専攻 35604-0014 A1A2 光赤外線天文学特論IV
大学院 理学系研究科天文学専攻 35604-0028 A1A2 電波天文学特論III
大学院 理学系研究科天文学専攻 35604-0032 A1A2 銀河天文学特論II
大学院 理学系研究科天文学専攻 35604-0039 A1A2 恒星物理学特論IV
大学院 理学系研究科天文学専攻 35604-0057 A1A2 系外惑星特論Ⅱ
大学院 理学系研究科天文学専攻 35604-1002 A1A2 観測天文学特別講義Ⅱ
大学院 理学系研究科天文学専攻 35604-1011 A1A2 理論天文学特別講義I
大学院 理学系研究科天文学専攻 35604-1019 A1A2 理論天文学特別講義IX
大学院 理学系研究科天文学専攻 35604-2003 通年 天文学特別実習I
大学院 理学系研究科天文学専攻 35604-2004 通年 天文学特別実習II
大学院 理学系研究科天文学専攻 35604-2005 通年 天文学特別実習III
大学院 理学系研究科天文学専攻 35604-2006 通年 天文学特別問題考究I
大学院 理学系研究科天文学専攻 35604-2007 通年 天文学特別問題考究II
大学院 理学系研究科天文学専攻 35604-2008 通年 天文学特別問題考究III
大学院 理学系研究科天文学専攻 35604-2009 通年 天文学特別研究
大学院 理学系研究科天文学専攻 35604-3001 通年 論文輪講Ⅰ
大学院 理学系研究科天文学専攻 35604-3002 通年 論文輪講II
大学院 理学系研究科天文学専攻 35604-3003 通年 天文学考究I
大学院 理学系研究科天文学専攻 35604-3004 通年 天文学考究II

大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-0001 A1A2 時系列データ解析
大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-0002 A1A2 地球物理データ解析
大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-0006 A1A2 地球力学
大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-0008 A1A2 地球流体力学II
大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-0024 A1A2 宇宙地球化学
大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-1002 A1A2 大気物理学Ⅱ
大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-1006 A1A2 気候力学Ⅱ
大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-1023 A1A2 地球内部構造論
大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-1025 A1A2 地球電磁気学
大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-1026 A1A2 マグマ学
大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-1030 A1A2 海洋底ダイナミクス
大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-1031 A1A2 地形形成進化学
大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-1034 A1A2 地震発生物理学
大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-1035 A1A2 地圏環境進化学
大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-1037 A1A2 回折結晶学
大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-1042 A1A2 生体鉱物学



大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-1051 A1A2 宇宙プラズマ物理学Ⅱ
大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-1058 A1A2 古環境学
大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-1062 A1A2 地震波動論II
大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-1065 A1A2 地球生命科学
大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-1071 A1A2 地球内部ダイナミクス
大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-1073 A1A2 地球微生物学
大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-1074 A1A2 気候システム学
大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-1075 A1A2 資源地質学
大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-2003 A1A2 海洋物理学Ⅲ
大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-2013 A1A2 惑星探査学Ⅰ
大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-2018 通年 宇宙惑星物質科学Ⅱ
大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-2025 A1A2 地理情報学
大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-2043 A1A2 宇宙惑星科学特論Ⅴ
大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-2065 A1A2 地球惑星環境学国際研修Ⅰ
大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-2066 通年 地球惑星環境学国際研修Ⅱ
大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-3007 A1A2 宇宙惑星科学特論III
大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-3008 通年 宇宙惑星科学特論IV
大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-3009 A1A2 地球惑星システム科学特論Ⅰ
大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-3016 通年 固体地球科学特論IV
大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-3017 通年 地球生命圏科学特論Ⅰ
大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-4002 通年 地球観測実習
大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-4014 通年 科学英語演習（地球惑星科学）
大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-4017 A1A2 宇宙地球フロンティア特別演習Ⅲ
大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-5001 通年 地球惑星科学論文講読I
大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-5003 通年 地球惑星科学コロキュウムI
大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-5005 通年 地球惑星科学特別研究I
大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-5006 通年 地球惑星科学特別研究II
大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-5007 通年 地球惑星科学論文講読II
大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-5008 通年 地球惑星科学コロキュウムII
大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-6001 通年 海洋問題演習Ⅰ
大学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 35616-6002 A1A2 海洋基礎科学

大学院 理学系研究科化学専攻 35606-0007 A1A2 物性化学特論II
大学院 理学系研究科化学専攻 35606-0016 A1A2 物理化学特論Ⅲ
大学院 理学系研究科化学専攻 35606-0019 Ａ１ 無機化学特論Ⅰ
大学院 理学系研究科化学専攻 35606-0027 Ａ１ 分析化学特論Ⅰ
大学院 理学系研究科化学専攻 35606-0028 Ａ１ 分析化学特論Ⅱ
大学院 理学系研究科化学専攻 35606-0031 A1A2 分析化学特論Ⅴ
大学院 理学系研究科化学専攻 35606-0036 A1A2 有機化学特論Ⅰ
大学院 理学系研究科化学専攻 35606-0039 A1A2 有機化学特論Ⅳ
大学院 理学系研究科化学専攻 35606-0041 A1A2 有機化学特論Ⅵ
大学院 理学系研究科化学専攻 35606-0080 A1A2 先端光科学講義II
大学院 理学系研究科化学専攻 35606-0082 A1A2 先端光科学実験実習II
大学院 理学系研究科化学専攻 35606-0096 A1A2 知財戦略
大学院 理学系研究科化学専攻 35606-0098 A1A2 企業価値と知的財産
大学院 理学系研究科化学専攻 35606-0100 A1A2 科学英語演習II（化学）
大学院 理学系研究科化学専攻 35606-1001 通年 化学特別実験第１
大学院 理学系研究科化学専攻 35606-1002 通年 化学特別実験第２
大学院 理学系研究科化学専攻 35606-1003 通年 演習第１
大学院 理学系研究科化学専攻 35606-1004 通年 演習第２
大学院 理学系研究科化学専攻 35606-1104 その他 化学特別講義Ⅳ
大学院 理学系研究科化学専攻 35606-1105 その他 化学特別講義Ⅴ
大学院 理学系研究科化学専攻 35606-1113 その他 化学特別講義Ⅵ

大学院 理学系研究科生物科学専攻 35617-0002 A1A2 生物情報・分子遺伝学特論
大学院 理学系研究科生物科学専攻 35617-0005 A1A2 分子病態学特論



大学院 理学系研究科生物科学専攻 35617-0007 A1A2 細胞生物学特論
大学院 理学系研究科生物科学専攻 35617-0008 A1A2 自然誌生物学特論
大学院 理学系研究科生物科学専攻 35617-0010 A1A2 生物科学セミナー B
大学院 理学系研究科生物科学専攻 35617-0018 A1A2 人類学セミナー４
大学院 理学系研究科生物科学専攻 35617-0022 A1A2 人類科学演習２
大学院 理学系研究科生物科学専攻 35617-6001 A1A2 海洋生物学
大学院 理学系研究科生物科学専攻 35617-6107 通年 生命科学技術国際卓越講義
大学院 理学系研究科生物科学専攻 35617-6109 A1A2 生命科学技術社会実装論
大学院 理学系研究科生物科学専攻 35617-6110 通年 生命科学技術実験実習
大学院 理学系研究科生物科学専攻 35617-6111 通年 生命科学技術実践演習
大学院 理学系研究科生物科学専攻 35617-6112 通年 生命科学技術セミナー
大学院 理学系研究科生物科学専攻 35617-6113 通年 生命科学技術特別演習
大学院 理学系研究科生物科学専攻 35617-7001 A1A2 新基盤生命学Ⅰ
大学院 理学系研究科生物科学専攻 35617-7005 A1A2 新基盤生命学特別演習１
大学院 理学系研究科生物科学専攻 35617-7012 A1A2 新国際基盤生命学特論４
大学院 理学系研究科生物科学専攻 35617-8002 A1A2 科学英語演習II（生物科学）
大学院 理学系研究科生物科学専攻 35617-9001 通年 生物科学演習Ⅰ
大学院 理学系研究科生物科学専攻 35617-9002 通年 生物科学演習Ⅱ
大学院 理学系研究科生物科学専攻 35617-9003 通年 生物科学特別実験Ⅰ
大学院 理学系研究科生物科学専攻 35617-9004 通年 生物科学特別実験Ⅱ

大学院 理学系研究科 3501111 通年 論文成績（修士課程修了者用）

大学院 理学系研究科 35620-5006 A1A2 Science Writing


