
対⾯授業⼀覧（農学部） 令和３年９⽉３０⽇

※講義室については、担当教員もしくは修学支援システム等からお知らせしますので注意してご確認ください。

科目番号 科目名 開講曜日時限 授業担当者 開講場所※ 備考

26801
確率統計学の基礎
（補習教科科目）

金曜日1限 　平出まさ子

26803
　Power Up English Ⅱ　　（補習教
育科目）

毎週金曜日2限 　　河野 極

26e05 食料生産経営調査セミナーⅢ 月曜日　４限 板橋、山本、間々田

26e06 地域政策論 月曜日　２限 山本和博

16e08 専攻セミナーⅢ 火曜日　３限 各教員

26e08 アグリビジネス論 月曜日　3時 天野　通子

26e10 農業市場論 木曜日　2限 板橋　衛

26e12 食料生産経営立案セミナー 水曜日　４限 板橋、山本、間々田

16a07 キャリアデザイン

2021年10月1日（金）
2021年11月19日（金）
（その他の日程は遠隔の
予定）

胡　柏
松岡　淳

26h01 植物生理学 火曜２限 秋田　充・米山　香織 9/22修正
16b03 専攻セミナーⅠ 火曜日　４限 各教員

16b08 植物形態学 木、２限 大橋広明

26ｇ08 コンピュータ演習 金曜日3時間目
菅原卓也、西甲介、
丸山広達、石田萌子

9/22修正
16b20 専攻セミナーⅠ 教育分野ごとに異なる 各教員

16c01 外書講読・セミナー 教育分野ごとに異なる 各教員

16c02 植物生理学実験 火、3－4限 山田　寿ほか

16c03 植物形態・生態学実験 火、3－4限 荒木　卓哉ほか

16c04 作物保護学実験 水、3-4限 小西　和彦ほか

16c05 動物生産学実験 水、3-4限 橘　哲也ほか

26c01 農場実習Ⅱ 月、1-4限 上野　秀人ほか 9/22修正
16c07  動物栄養生理学  金、4限  橘・牧野 9/22削除
16c08  作物学各論  火、2限  荒木卓哉 9/22削除
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16c10  畜産学Ⅱ  金、1限  橘 9/22削除
16c11  花卉学  金、２限  大橋広明 9/22削除
16c14  分子生物資源学Ⅱ  木・1  小林括平 9/22削除
16c15 農場実習Ⅲ 集中 上野秀人

16c28 生物英語Ⅰ 火・１ 小林括平

16d11 植物工場実験・実習 木曜３，４限 有馬ほか各教員

16f02 知能的食料生産学実験・実習 随時 羽藤堅治 研究室

16k15 森林資源学スタディツアー 集中 伊藤和貴

16m02 環境保全学実験Ⅱ 未定 竹内・石橋・日鷹 野外、および、環境保全学実験室

26a01 統計学入門 火・５ 泉智揮

26a02 統計学入門 火曜4限 佐藤嘉展

26a05
農学実習ⅠF
（環境保全学コース）

9月24日
（予備日9月30日）

日鷹 愛大ミュージアム

26a07 キャリア形成セミナ－ 木曜日5限
教務委員長（責任教員）
外部講師

26b03 食料生産経営学概論 水曜日　３限 各教員（代表：板橋）

26b04
生物統計学
(農業生産学コース）

金曜日1限目 橘　哲也

26b05
生物統計学
（植物工場、特別コース）

金曜3限 上加裕子

26b07 化学 金曜３限 西脇　寿

26b08 生物学 （農業生産学コース） 金曜4限 小林括平 9/21修正

26b11 農業経営学 月曜日　２限 胡　柏

26b14 農業簿記 月曜日　１限 松岡

26c07 植物病理学各論 火２ 八丈野　孝

16d12 植物工場システム学実験・実習 月曜３，４限 有馬ほか各教員 9/22修正
26d03 農業機械制御工学 火曜４限 有馬誠一

26d06 農産物プロセシング工学 水曜3限 高橋憲子・森松和也
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26d07 熱力学 金曜2限 高橋憲子

26d08 農業データサイエンス応用 火曜2限 羽藤堅治・高橋憲子

26e02 国際農業論 火曜日　３限 栗田英幸

26e03 食品マーケティング論 水曜日　3限 竹ノ内徳人

26g01 応用生命化学概論 水曜日4時間目 生命機能学科各教員

26g02 食品健康科学概論 火曜日3時間目
菅原卓也、岸田太郎、
西　甲介、丸山広達、
藤谷美菜、村田　希

26g03 分子生物学 水曜３限
秋田　充・秋山　浩一・河田
美幸（責任教員：秋田　充）

26g04 有機化学Ⅱ 木曜、１限目 山内

26g05 生物化学II 水曜日1 渡辺誠也

26g06 生命機能学基礎実験
月・火・水・木
３・４・５限目

阿野嘉孝，安部真人，河田
美幸，西甲介，藤谷美菜，
米山香織，石田萌子，村田
希

26g07 生命機能学実験Ⅰ（微生物学実験）
11/4,8,9,10,11,16の
3,4,5時限

丸山雅史

26g07 生命機能学実験Ⅰ　（発酵化学実験） 月-木曜3-5限 阿野嘉孝

26g09 化学 金曜、３限目 山内　聡

26g11 酵素化学 金曜日1 渡辺誠也

26g12 遺伝子制御学 月曜日　２時間目 河田美幸

26g13 生物制御化学 木曜１限 西脇　寿

26g14 食品製造学 水曜１限 阿野嘉孝

26i01 基礎栄養科学 木曜日2時限 藤谷　美菜

26i02 食品分析学 水曜２限 岸田　太郎

26i03 食品機能学 火曜日1時間目 菅原卓也

26i04 臨床栄養学 火曜日1限 丸山広達



対⾯授業⼀覧（農学部） 令和３年９⽉３０⽇

科目番号 科目名 開講曜日時限 授業担当者 開講場所※ 備考

26j01 森林資源学概論 火曜3限
各教員
（森林資源学コース全教
員）

26j02 地域環境工学概論 水曜日３限
大上博基
他10人

26j03 環境保全学概論 水4限
環境保全学コース
各教員

26ｊ04 化学 金曜日３限 松枝、光延、水川

26k02
森林科学Ⅰ（木を見て森を見る・森を測
る）

火曜1〜5限、水曜1〜5
限、木曜1〜2限、金曜1限、
3〜4限

嶋村鉄也・上谷浩一・鍋嶋
絵里・戎 信宏・都築勇人・
木村 誇

26k03 森林科学Ⅱ（森を使う・森で稼ぐ） 12月3日3〜4限 枝重有祐・伊藤和貴

26k09 森林資源計画学 金曜2限 都築勇人

26k10 木材工学 金曜3ｰ4限 杉森正敏・杉元宏行

26k12 森林労働科学 火曜2限 山田容三

26k13 木材化学 水曜2限 伊藤和貴

26l02 構造力学Ⅱ 金曜日：２時限 小林範之

26l03 水理学Ⅱ 火・２ 泉智揮

26l04 測量学 月曜日２限 玉井修二

26l05 測量学実習 月曜日３・４限 玉井修二

26l06 農村計画学Ⅰ 水曜・1限目 武山絵美

26l07 土質力学 火曜日：3時限 小林範之

26l08 水文学 水曜2限 佐藤嘉展

26l11 地域設計・計画演習 水曜・3限目 武山絵美

26l14 水利施設工学 火曜日：2時限 小林範之

26l15 環境水資源工学 火曜・４限目 山下尚之

26l16 土木事業における関連法令 水曜日2限 治多伸介

26m01 環境保全学実験Ⅰ
後期、月・火・水の
３、４時限

川嶋・石坂・松枝・光延・鑪
迫・高橋(真)・水川

環境保全学学生実験室
（554、556号室）



対⾯授業⼀覧（農学部） 令和３年９⽉３０⽇

科目番号 科目名 開講曜日時限 授業担当者 開講場所※ 備考

26m02～26m09
26m27，
26m30，
16758

環境保全セミナー 集中
環境保全学コース
各教員

26m19 水産生物学 金曜日１時限、２時限 高木基裕

26m22 環境化学 水曜２限 高橋

26m25 生態系保全学 木2限 竹内・石橋

26n03 環境分子生物学実習 水曜・3～5限目 山下尚之

26p09 農業科教育法 2 木曜日・４時限目 奥野勝也

26p10 職業指導 木曜日2限 　菊池敏和

26ｎ01 資源再生利用科学 月曜日1限 治多伸介 9/21追加

26ｎ02 水環境分析実習 集中・随時開講 治多伸介 9/21追加

26ｍ20 環境生化学 ⽊曜⽇1〜2 鑪迫典久 9/21追加

26b01 農業生産学概論 火、1限 上野秀人ほか 9/22追加

26c06 植物病理学概論 月、３限 八丈野　孝 9/22追加

26h02 卒業論文
平日1-5限・フィールド
ワークは土日祝日も実施
するときがある

丸山広達 9/22追加

26g10 生物学 金曜4限 羽藤堅治ほか 9/30追加


