
                      （後期開講科目）                                                                                                           【受講場所】全学教育機構（松本キャンパス）

登録コード 授業科目名 担当教員氏名 曜日・時限 講義室 単位数
受入可能

人数
大学院生

受入
備考

11103101 Low Energy Building（省エネルギー住宅） BRIERLEY MARK ALAN 木２ 共40 2 若干名

11105101 ライフサイクルアセスメント入門 中村　正行 金３ 共62 2 5

11106101 環境と生活とのかかわり 加藤　麻理子 木４ 共42 2 若干名

11118101 環境とエネルギー 松岡　浩仁 火２ 共42 2 若干名

11118102 環境とエネルギー 松岡　浩仁 火４ 共12 2 若干名

11119101 環境エネルギー政策論 茅野　恒秀 金２ 共53 2 若干名

11120103 環境保全論入門 浅野　郁 水２ 共43 2 若干名

11122101 環境とリスク 山中　仁木 水２ 共42 2 若干名

11203101 自然環境と文化 分藤　大翼 金３ 共12 2 若干名

11203102 自然環境と文化 分藤　大翼 木２ 共12 2 若干名

11203103 自然環境と文化 分藤　大翼 木５ 共12 2 若干名

11203104 自然環境と文化 分藤　大翼 木３ 共20 2 若干名

11503101 生物と環境 今津　道夫 火３ 共56 2 若干名

11602101 水の環境科学 寒川　典昭 水１ 共401 2 若干名

11703101 環境と緑の文化 大窪　久美子 金４ 共12 2 若干名

11705101 森林・環境共生学概論 武田　孝志 水４ 共20 2 若干名

12120101 モノの世界史 豊岡　康史 木１ 共13 2 若干名

12154101 日本文学概論 鈴木　球子 水１ 共12 2 若干名

12154102 日本文学概論 鈴木　球子 木１ 共12 2 若干名

12156101 時に挑む科学と文学 安達　弘通 水５ 共46 2 若干名

12204101 韓国の文化（若者の世界） 延　鎭淑 木２ 共43 2 若干名

12205101 韓国の文化（メディア） 延　鎭淑 火１ 共43 2 若干名

12209101 ドイツ語圏の文化Ⅱ 松岡　幸司 火２ 共55 2 若干名

12219101 フランス語圏の文化 鈴木　球子 水３ 共43 2 若干名

12301101 科学論 谷口　俊一郎 金４ 共56 2 若干名

13103101 スポーツ考現学 橋本　純一 水１ 共56 2 若干名

13103102 スポーツ考現学 橋本　純一 水２ 共56 2 若干名

13104101 スポーツ文化を考える 橋本　純一 火１ 共45 2 若干名

13128101 青年の海外ボランティア活動 大塚　勉 木２ 共46 2 若干名

13131101 手話コミュニケーションと社会 平澤　まさ美 金４ 共42 2 若干名

13136101 公法入門 赤川　理 木２ 共13 2 若干名
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13147101 戦後政策と公法 又坂　常人 金５ 共401 2 10

13150101 世界で今何が起こっているのか？－Ⅱ 岩田　達明 水５ 共401 2 若干名

13155101 法学概論Ⅱ 河崎　祐子 金２ 共43 2 若干名

13160101 基本法学 成澤　孝人 月４ 共13 2 10

13169101 南米地域社会論 後藤　健志 金４ 共62 2 若干名

13171101 イノベーション人材のための教養 小林　渓太 火４ 共53 2 若干名

13207101
この国はどんな国－グローバル社会を生

きるために－Ⅱ
岩田　達明 木３ 共36 2 若干名

13302102 数を読む技術 鈴木　治郎 月２ 共37 2 若干名

13304101 プログラミング入門 都築　幸宏 火４ 共65 2 若干名

14404101 生態学入門 今津　道夫 水１ 共43 2 若干名

14405101 生体のしくみ 植村　健 木２ 共65 2 若干名

14601101 教養としての物質科学 安達　弘通 木３ 共52 2 若干名

14704101 動物生命科学 平松　浩二 木３ 共13 2 若干名

14706201 食と微生物 細見　昭 水４ 共43 2 若干名

14801103 ネットワーク社会における情報科学 湯田　彰夫 月２ 共401 2 若干名

14801104 ネットワーク社会における情報科学 湯田　彰夫 水２ 共401 2 若干名

14803101 検索の科学 鈴木　治郎 月３ 共43 2 若干名

14813101 ベイズ統計学入門 岡村　和樹 火３ 共62 2 若干名

14813102 ベイズ統計学入門 岡村　和樹 水３ 共62 2 若干名

14903101 脳の不思議をもっと探る（認知神経科学入門） 有路　憲一 金４ 共32 2 若干名

21002103 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級) 蓬莱　朋子 金３ 共33 1 1-2

21002108 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級) 兼元　美友 月３ 共36 1 若干名

21002111 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級) 蓬莱　朋子 水３ 共36 1 1-2

21002113 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(初級) 北原　守 水３ 共35 1 若干名

21002114 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(上級)
SPRING MARK
CHRISTOPHER

火１ 共26 1 1

21002115 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級) BRIERLEY MARK ALAN 火１ 共40 1 若干名

21002118 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(初級) 兼元　美友 火１ 共36 1 若干名

21002130 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(上級) 北原　守 水４ 共35 1 若干名

21002137 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級) BRIERLEY MARK ALAN 木３ 共40 1 若干名

21002138 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)
SPRING MARK
CHRISTOPHER

木３ 共25 1 1

21002140 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(初級) 兼元　美友 木３ 共23 1 若干名
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21002141 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(初級) 北原　守 木３ 共34 1 若干名

21002153 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級)
SPRING MARK
CHRISTOPHER

木２ 共25 1 1

21002155 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(初級) 北原　守 木２ 共34 1 若干名

21002158 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(上級) BRIERLEY MARK ALAN 火２ 共40 1 若干名

21002159 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(中級) TAKAHASHI YUWEN 火２ 共33 1 若干名

21002164 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(初級) 北原　守 火２ 共25 1 若干名

21002166 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ(初級) 兼元　美友 火２ 共36 1 若干名

21004105 コミュニカティブ・イングリッシュⅡ（初級） BRIERLEY MARK ALAN 月３ 共24 1 若干名

21004106 コミュニカティブ・イングリッシュⅡ（上級）
GOTO CORINNA

VERENA
水３ 共24 1 若干名

21004109 コミュニカティブ・イングリッシュⅡ（上級）
SPRING MARK
CHRISTOPHER

月１ 共36 1 1

21004110 コミュニカティブ・イングリッシュⅡ（上級） BRIERLEY MARK ALAN 月１ 共40 1 若干名

21004112 コミュニカティブ・イングリッシュⅡ（上級）
SPRING MARK
CHRISTOPHER

金２ 共33 1 1

21004114 コミュニカティブ・イングリッシュⅡ（中級） MEHMET SEAN COLLIN 金２ 共36 1 3

21004118 コミュニカティブ・イングリッシュⅡ（中級） BRIERLEY MARK ALAN 月２ 共40 1 若干名

21004119 コミュニカティブ・イングリッシュⅡ（中級）
SPRING MARK
CHRISTOPHER

月２ 共36 1 1

21006108 リスニング＆リーディングⅡ(中級） 蓬莱　朋子 木１ 共36 1 1-2

21006112 リスニング＆リーディングⅡ(初級） 兼元　美友 木１ 共35 1 若干名

21006122 リスニング＆リーディングⅡ(中級） 兼元　美友 月１ 共33 1 若干名

21006127 リスニング＆リーディングⅡ(中級） 蓬莱　朋子 木４ 共36 1 1-2

22004102 中国語初級（文法）Ⅱ 百瀬　美津江 水１ 共313 1 若干名

22004103 中国語初級（文法）Ⅱ 百瀬　美津江 水３ 共313 1 若干名

23002103 ドイツ語初級（総合）Ⅱ 浜　泰子 火３ 共313 1 若干名

23004103 ドイツ語初級（文法）Ⅱ 浜　泰子 火１ 共313 1 若干名

23004104 ドイツ語初級（文法）Ⅱ 浜　泰子 火５ 共313 1 若干名

23006103 ドイツ語初級（読解･会話）Ⅱ
GOTO CORINNA

VERENA
水５ 共32 1 若干名

23006104 ドイツ語初級（読解･会話）Ⅱ
GOTO CORINNA

VERENA
木１ 共32 1 若干名

24002101 フランス語初級（総合）Ⅱ 鈴木　球子 月５ 共45 1 若干名

26002101 ハングル初級（総合）Ⅱ 延　鎭淑 月５ 共33 1 若干名

26004101 ハングル初級（文法）Ⅱ 延　鎭淑 月３ 共33 1 若干名

26006101 ハングル初級（読解･会話）Ⅱ 延　鎭淑 水１ 共45 1 若干名

51002102 微分積分学Ⅱ 一ノ瀨　弥 火３ 共53 2 1
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51002104 微分積分学Ⅱ 岡村　和樹 火２ 共52 2 若干名

51002105 微分積分学Ⅱ 高野　嘉寿彦 火１ 共42 2 若干名

51002106  微分積分学Ⅱ  飯田　洋市  火１  共53 2  若干名
都合により解放しま
せん

51002107 微分積分学Ⅱ 小原　まり子 火１ 共51 2 若干名

51002110  微分積分学Ⅱ  林本　厚志  木４  共52 2  若干名
都合により解放しま
せん

51002111 微分積分学Ⅱ 栗林　勝彦 火３ 共46 2 若干名

51002113 微分積分学Ⅱ 高野　嘉寿彦 木１ 共42 2 若干名

51002114 微分積分学Ⅱ 谷上　哲也 水２ 共20 2 1-3

51003105 線形代数学Ⅰ 岡村　和樹 水２ 共65 2 若干名

51003106 線形代数学Ⅰ 高野　嘉寿彦 木２ 共42 2 若干名

51003107 線形代数学Ⅰ 神谷　久夫 木２ 共53 2 若干名

51003108 線形代数学Ⅰ 阿部　誠 水３ 共42 2 若干名

51003109 線形代数学Ⅰ 阿部　誠 水４ 共42 2 若干名

51003110 線形代数学Ⅰ 二宮　晏 月３ 共56 2 若干名

51003112 線形代数学Ⅰ 神谷　久夫 水１ 共51 2 若干名

51004102 線形代数学Ⅱ 高野　嘉寿彦 木３ 共46 2 若干名

52001116 力学 三澤　透 木２ 共51 2 数名

52001117 力学 三澤　透 木３ 共51 2 数名

52001118 力学 安達　弘通 木５ 共52 2 若干名

52004101 電磁気学 安達　弘通 木２ 共52 2 若干名

52004102 電磁気学 三澤　透 金３ 共51 2 数名

53002101 一般化学Ⅱ 本吉谷　二郎 金３ 共53 2 若干名

53002103 一般化学Ⅱ 勝木　明夫 月１ 共312 2 若干名

53002104 一般化学Ⅱ 宇佐美　久尚 火３ 共61 2 若干名

54001104 生物学A 伊藤　靖夫 火１ 共28 2 若干名

54001105 生物学A 伊藤　靖夫 月５ 共28 2 若干名

54002103 生物学B 今津　道夫 火１ 共37 2 若干名

54002104 生物学B 今津　道夫 金４ 共37 2 若干名

54002105 生物学B 今津　道夫 金５ 共12 2 若干名

55002101 地学概論Ⅱ 齋藤　武士 火１ 共61 2 若干名
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L1120200 哲学・思想論概論Ⅱ 護山　真也 月４ 人4 2 若干名

L1130600 哲学・思想論特論Ⅵ 三谷　尚澄 金４ 人2 2 若干名

L1140600 哲学・思想論発展演習Ⅵ 三谷　尚澄 金２ 人501 2 若干名

L1140900 哲学・思想論発展演習Ⅸ 早坂　俊廣 木２ 人501 2 若干名

L1220200 芸術コミュニケーション概論Ⅱ 金井　直 火２ 人2 2 若干名

L1230200 芸術コミュニケーション特論Ⅱ 金井　直 金２ 人311 2 若干名

L1320200 文化情報論概論Ⅱ 菊池　聡 木３ 人4 2 若干名

L1330400 文化情報論特論Ⅱ（心理学統計法） 菊池　聡 火１ 人212 2 若干名

L1420200 社会学概論Ⅱ 茅野　恒秀 木２ 人4 2 若干名

L1720200 日本史概論Ⅱ 大串　潤児 金２ 人4 2 若干名

L1820200 東洋史概論Ⅱ 豊岡　康史 水５ 人4 2 若干名

L1920200 西洋史概論Ⅱ 成川　岳大 月５ 人4 2 若干名

L1930300
L1930200

 西洋史特論Ⅲ → 西洋史特論Ⅱ 成川　岳大 月４ 人5 2 若干名

L2020200 比較文学概論Ⅱ 澁谷　豊 月５ 経第1 2 若干名

L2120400 中国文学概論Ⅱ 氏岡　真士 木３ 人3 2 若干名

L2220200 ドイツ言語文化概論Ⅱ 葛西　敬之 月５ 人1 2 若干名

L2230400 ドイツ言語文化特論Ⅳ GOTO CORINNA VERENA 火４ 人204 2 若干名

L2231200 ドイツ言語文化基幹演習Ⅵ 葛西　敬之 水３ 人204 2 若干名

L2240300 ドイツ言語文化発展演習Ⅲ GOTO CORINNA VERENA 木２ 人204 2 若干名

L2320200 フランス言語文化概論Ⅱ 鎌田　隆行 木４ 人4 2 若干名

L2330300 フランス言語文化特論Ⅲ 吉田　正明 金３ 人401 2 若干名

L2330700 フランス言語文化基幹演習Ⅰ 吉田　正明 金２ 人401 2 若干名

L2330900 フランス言語文化基幹演習Ⅲ 鎌田　隆行 水３ 人401 2 若干名

L2340400 フランス言語文化発展演習Ⅳ 鎌田　隆行 木３ 人204 2 若干名

L2420200 英語学概論Ⅱ 八木橋　宏勇 集不定 2 若干名
詳細は人文学部
へお尋ねください

L2720200 日本語学概論Ⅱ 田島　優 金４ 人1 2 若干名

L2720400 日本語史Ⅱ 山田　健三 木２ 人212 2 若干名

L2730200 日本語学特論Ⅱ 山田　健三 木４ 人1 2 若干名

L2830200 日本語教育学特論Ⅱ 沖　裕子 月２ 人5 2 若干名



                      （後期開講科目）                                                                                                           【受講場所】人文学部（松本キャンパス）

登録コード 授業科目名 担当教員氏名 曜日・時限 講義室 単位数
受入可能

人数
大学院生

受入
備考

L2962500 ドイツ語コミュニケーション中級Ⅱ GOTO CORINNA VERENA 月４  人204 → 共312 1 若干名

L2962700 ドイツ語コミュニケーション上級Ⅱ GOTO CORINNA VERENA 火３ 人204 1 若干名

L2963300 中国語コミュニケーション中級Ⅱ LI DANDAN 水２ 人214 1 若干名

L2963500 中国語コミュニケーション上級Ⅱ 閻　小妹 木４  人201 → 人204 1 若干名

L2964000 東洋文化事情Ⅰ 延　鎭淑 火３ 人4 2 若干名

L2964300 朝鮮言語文化特論Ⅱ 延　鎭淑 火４ 人202 2 若干名

＜人文科学研究科開講＞

LL500102 西欧文学研究Ⅱ 葛西　敬之 水５ 2 若干名

LR400102 地域社会学研究Ⅱ 茅野　恒秀 火２ 2 若干名



                      （後期開講科目）                                                                                                           【受講場所】理学部（松本キャンパス）

登録コード 授業科目名 担当教員氏名 曜日・時限 講義室 単位数
受入可能

人数
大学院生

受入
備考

SA406100 微分積分学詳論Ⅱ XIE BIN 火３ 理１ 2 若干名 ○

SA407100 集合論 玉木　大 水１ 理１ 2 若干名 ○

SA412200 位相空間論 栗林　勝彦 金３ 理１ 2 若干名 ○

SA414200 関数論Ⅱ 谷内　靖 水３,水４ 理１,理１ 4 若干名 ○

SA603200 微分方程式と力学 中山　一昭 金１ 理3 2 若干名 ○

SA604200 微分方程式と力学演習 中山　一昭 金２ 理3 2 若干名 ○

SA610300 実解析学Ⅱ 筒井　容平 木１ 理3 2 若干名 ○

SA612200 数理統計学 乙部　厳己 木２  理7 → 理8 2 若干名 ○

SA628300 解析学特別講義 筒井　容平 木２ 理3 2 若干名 ○

SA631300 変分法・解析力学 佐々木　格 水１ 理12 2 若干名 ○

SB406100 力学Ⅱ 加藤　千尋 金４ 理8 2 若干名 ○

SB408200 熱力学 志水　久 月２ 理8 2 若干名 ○

SB410300 統計力学Ⅱ 樋口　雅彦 金１ 理8 2 若干名 ○

SB412200 電磁気学Ⅱ 天児　寧 金２ 理１ 2 若干名 ○

SB415200 量子力学Ⅱ 奥山　和美 木１ 理8 2 若干名 〇

SB417100 物理数学Ⅰ 小竹　悟 金１ 理１ 2 若干名 ○

SB504200 計算物理学 竹下　徹 火１ 理PC 2 若干名 ○

SB507200 応用電磁気学Ⅰ 竹下　徹 月４ 理5 2 若干名 ○

SB509300 物性序論Ⅰ 中島　美帆 火２ 理物理実1 2 若干名 ○

SB516300 素粒子物理学 川村　嘉春 木３ 理3 2 若干名 ○

SB517400 核物理学 矢部　正之 月４ 理10 2 若干名 ○

SC402100 基礎無機化学 石川　厚 金２ 理8 2 若干名 ○

SC404100 基礎物理化学 飯山　拓 水１ 理2 2 2 ○

SC407200 分析化学Ⅱ 金　継業 金１ 理12 2 若干名 ○

SC410200 無機化学Ⅱ 大木　寛 水２ 理2 2 2 ○

SC413200 有機化学Ⅱ 太田　哲 水３ 理5 2 2 ○

SC417200 物理化学Ⅱ 飯山　拓 月２ 理3 2 若干名 ○

SC505300 分析化学特論Ⅰ 金　継業 水１ 理3 2 2 ○

SC506300 分析化学特論Ⅱ 髙橋　史樹 火１ 理7 2 若干名 ○



                      （後期開講科目）                                                                                                           【受講場所】理学部（松本キャンパス）

登録コード 授業科目名 担当教員氏名 曜日・時限 講義室 単位数
受入可能

人数
大学院生

受入
備考

SC510300 無機化学特論Ⅲ 大木　寛 月２ 理6 2 若干名 ○

SC511200 有機化学特論Ⅰ 太田　哲 火１ 理5 2 2 ○

SC514300 有機化学特論Ⅳ 関口　龍太 水２ 理7 2 若干名 ○

SC518300 生物化学 巽　広輔 火２ 理10 2 若干名 ○

SD410200 第四紀学 山田　桂 火２ 理12 2 若干名 ○

SD501200 日本地質 大塚　勉 水１ 理6 2 若干名 ○

SD504300 火山学 齋藤　武士 木２  理8 → 理7 2 若干名 ○

SE404200 進化多様性生物学 市野　隆雄 木２ 理10 2 若干名 ○

SE516200 機能形態学 柴田　直樹 木１ 理10 2 若干名 ○

SE517200 代謝生化学 久保　浩義 金１ 理10 2 若干名 ○

SE518200 分子生物学 髙梨　功次郎 火２ 理11 2 若干名 ○

SE522200 生態遺伝学 浅見　崇比呂 水２ 理10 2 若干名 ○

SF502200 陸水学 朴　虎東 水２ 理13 2 若干名 ○

SF503200 雪氷学 鈴木　啓助 月１ 理13 2 若干名 ○

SF505200 地球環境論 宮原　裕一 月２ 理13 2 若干名 ○

SF513300 生物地球化学Ⅱ 國頭　恭 火１ 理12 2 若干名 ○

SG322102 化学概論Ⅱ 太田　哲 金２ 理12 2 若干名 ○

SGH01900 博物館概論 大塚　勉 木５ 人4 2 若干名 ○



                      （後期開講科目）                                                                                                           【受講場所】医学部（松本キャンパス）

登録コード 授業科目名 担当教員氏名 曜日・時限 講義室 単位数
受入可能

人数
大学院生

受入
備考

MP001  健康科学概論  山崎　浩司  月２  保多目的講 2  若干名  ○
都合により解放
しません

MP012 病理病態学Ⅰ 太田　浩良 月１ 保多目的講 2 若干名 ○

MP013 微生物と感染 長野　則之 火２ 保多目的講 2 若干名 ○

MP014 遺伝と病気 市川　元基 火１ 保多目的講 2 若干名 ○

MP206 検査情報の処理と管理 日髙　宏哉 木２ 保222 1 若干名 ○

MP207 医療システムとマネージメント 日髙　宏哉 金３ 保221 1 若干名 ○

MP227 遺伝子検査学 松田　和之 月２ 保222 1 若干名 ○

MP249 薬理・栄養検査学 日髙　宏哉 木３,木４ 保221,保221 1 若干名 ○ 後期(前半)

MP307 内科学 伊澤　淳 火４,火５ 保121,保121 2 若干名 ○

MP310 小児科学 市川　元基 月２ 保111 1 若干名 ○

MP311 臨床神経学 矢﨑　正英 月３,月４ 保311,保311 2 若干名 ○

MP319 運動学習理論 木村　貞治 火３ 保131 1 若干名 ○

MP345 運動学 百瀬　公人 火４,火５ 保111,保111 2 若干名 ○

MP416 精神障害作業治療学Ⅰ 小林　正義 火３ 保121 1 若干名 ○

MP418 精神障害作業治療学特論 小林　正義 火２ 保121 1 若干名 ○

MP424 老年期作業療法学Ⅰ 務臺　均 月１ 保121 1 若干名 ○

MP434 地域作業療法学 上村　智子 金１ 保作業 1 若干名 ○

MPP112 看護教育学 松永　保子 月４ 保241 1 若干名 ○ 後期(前半)

MPP117 成人看護健康論Ⅱ 池上　俊彦 水１,水２ 保211,保211 2 若干名 ○

MPP127 小児発達看護学概論 平林　優子 火３ 保211 1 若干名 ○
第12回，第13回，第
14回は演習のため
受講不可

MPP130  小児の発達障害と看護  市川　元基  木５  保241 1  若干名  ○
都合により解放
しません

MPP133 母性看護健康論 金井　誠 火１ 保211 1 若干名 ○

MPP135 ヒューマンセクシュアリティ 金井　誠 木５ 共43 1 若干名 ○

MPP150 国際看護論 奥野　ひろみ 火３ 保241 1 若干名 ○

MPP163 在宅看護学概論 高橋　宏子 木２ 保211 2 若干名 ○

MPP168 実践保健統計 五十嵐　久人 火４ 保211 1 若干名 ○ 後期(前半)



                      （後期開講科目）                                                                                                           【受講場所】教育学部（長野 教育キャンパス）

登録コード 授業科目名 担当教員氏名 曜日・時限 講義室 単位数
受入可能

人数
大学院生

受入
備考

E4120901 発達・教育心理学概論 島田　英昭 木３ 教図2階 2 若干名

E2720900 機械基礎 川久保　英樹 火４ 教W505 2 若干名

E2160900 法律学基礎 関　良徳 火３ 教M301 2 若干名

E5010900 多文化教育方法論 徳井　厚子 月４ 教N202 2 2



                      （後期開講科目）                                                                                                           【受講場所】農学部（伊那キャンパス）

登録コード 授業科目名 担当教員氏名 曜日・時限 講義室 単位数
受入可能

人数
大学院生

受入
備考

A3104200 生物物理化学 中村　浩蔵 金１  農15 → 農24 2 若干名 ○

A3105200 有機分析化学 中村　浩蔵 金２ 農24 2 若干名 ○

A3109300 食品衛生学 筒井　歩 水１ 農25 2 若干名 ○

A3110200 酵素化学 伊原　正喜 水２ 農23 2 若干名 ○

A3111200 代謝生化学 池田　正人 水１ 農24 2 若干名 ○

A3116200 きのこ科学 福田　正樹 月１ 農24 2 若干名 ○

A3201200  動物遺伝育種学  鏡味　裕  月２  農23 2  若干名  ○
教員の都合によ
り削除

A3202200 動物生殖学 髙木　優二 水１ 農23 2 若干名 ○

A3203300 家畜品種論 小野　珠乙 火３ 農23 2 若干名 ○

A3206300 免疫科学 田中　沙智 金２  農24 → 農25 2 若干名 ○

A3209200 飼料学 神　勝紀 木１ 農23 2 若干名 ○

A3210200 動物管理学 竹田　謙一 火１ 農24 2 若干名 ○

A3212300 アニマルウェルフェア科学 竹田　謙一 火４ 農23 2 若干名 ○

A3213300 野生動物学 泉山　茂之 月１ 農23 2 若干名 ○

A3214200 酪農微生物学 河原　岳志 火２ 農15 2 若干名 ○

A3215200 畜産物利用学 下里　剛士 水２ 農24 2 若干名 ○

A3216300 食品製造学 河原　岳志 金１  農26 → 農23 2 若干名 ○

A3302200 植物遺伝資源学 根本　和洋 木２ 農23 2 若干名 ○

A3303300 作物バイオテクノロジー概論 伴野　潔 水１ 農13 2 若干名 ○

A3305200 栽培学 春日　重光 水１ 農16 2 若干名 ○

A3306200 作物学 萩原　素之 火１ 農23 2 若干名 ○

A3312200 植物栄養学 齋藤　勝晴 金２ 農15 2 若干名 ○

A3313200 土壌学 齋藤　勝晴 金１  農24 → 農15 2 若干名 ○

A3316200 雑草学 渡邉　修 火２ 農23 2 若干名 ○

A3404200 森林立地学 小林　元 火１ 農15 2 若干名 ○

A3405300 造林学 岡野　哲郎 木１ 農14 2 若干名 ○

A3407200 森林利用学 植木　達人 月２ 農24 2 若干名 ○

A3410200 木材理学 細尾　佳宏 木２ 農16 2 若干名 ○

A3413200 治山・砂防工学 平松　晋也 火２ 農25 2 若干名 ○



                      （後期開講科目）                                                                                                           【受講場所】農学部（伊那キャンパス）

登録コード 授業科目名 担当教員氏名 曜日・時限 講義室 単位数
受入可能

人数
大学院生

受入
備考

A3416200 生産環境学 鈴木　純 木１ 農24 2 若干名 ○

A3417300 農村整備学 内川　義行 月２ 農21 2 若干名 ○



                      （後期開講科目）                                                                                                           【受講場所】繊維学部（上田キャンパス）

登録コード 授業科目名 担当教員氏名 曜日・時限 講義室 単位数
受入可能

人数
大学院生

受入
備考

F3A63320 品質管理工学 森川　英明 火２ 繊28 → 繊11 2 若干名

F3A71630 感覚生理学Ⅱ 上條　正義 水２ 繊11 2 若干名

F3A72440 形の科学 髙寺　政行 月１ 繊27 2 若干名

F3A72620 感性材料力学 髙寺　政行 月２ 繊21 2 若干名

F3A72720 感性材料サイエンス 髙橋　正人 木２ 繊29 2 若干名

F3A73530 コンピュータアート 乾　滋 月２ 繊28 2 若干名

F3C50920 無機化学Ⅱ 木村　睦 水２ 繊28 2 若干名

F3C72030 ファイバー機能工学(高分子) 小山　俊樹 月２ 繊11 2 若干名

F3C80220 工業化学 服部　義之 月２ 繊10 2 若干名

F3D51020 生化学Ⅱ（応生） 新井　亮一 木２ 繊11 2 若干名
「生化学Ⅰ」を履
修していること

F3D52730 ゲノム生物学 松村　英生 水３ 繊11 2 3


