
                      （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

11101103 環境社会学入門 金澤　謙太郎 金４ 共43 2 若干名

11102103 熱帯雨林と社会 金澤　謙太郎 金２ 共43 2 若干名

11102104 熱帯雨林と社会 金澤　謙太郎 金５ 共43 2 若干名

11103101 Low Energy Building（省エネルギー住宅） BRIERLEY MARK ALAN 火４ 共26 2 5

11118101 環境とエネルギー 松岡　浩仁 火２ 共53 2 若干名

11118102 環境とエネルギー 松岡　浩仁 火４  共13→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

11202101 環境文学のすすめ（環境文学Ⅱ）【SUNS】 松岡　幸司 金１ 共61 2 若干名

11203101 自然環境と文化 分藤　大翼 水５ 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13 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

11704101 農環境保全学 齋藤　勝晴 火４ 共62 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

12124101 方言からみた日本語 沖　裕子 火２ 共45 2 若干名

12148101 中世英語文献学入門 伊藤　盡 水２ 共313 2 5

12150101 言語哲学入門 篠原　成彦 水４ 共62 2 若干名

12151101 「優れた言語学習者」から考える日本語教育学 坂口　和寛 金１ 共401 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

12204101 韓国の文化（若者の世界） 延　鎭淑 水４ 共13 2 若干名

12205101 韓国の文化（メディア） 延　鎭淑 木２ 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

12217201 ドイツ語圏の文化Ⅳ
GOTO CORINNA

VERENA
水２ 共32 2 若干名

12219101 フランス語圏の文化 鈴木　球子 水３ 共12 2 若干名

12301101 科学論 谷口　俊一郎 金４ 共56 2 若干名

13102101 キャリアとしての公務員 荒井　英治郎 水４ 共12 2 若干名

13103102 スポーツ考現学 橋本　純一 水１ 共55 2 若干名
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13103103 スポーツ考現学 橋本　純一 水２ 共55 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

13108101 国際理解と多文化共生を考えるⅡ 佐藤　友則 月５ 共12 2 5

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

13142101 大学生が出会う経済・経営問題 金　早雪 木３ 共12 2 10

13147101 戦後政策と公法 又坂　常人 金５ 共401 2 若干名

13150101 世界で今何が起こっているのか？－Ⅱ 岩田　達明 水５ 共35 2 若干名

13160101 基本法学 成澤　孝人 月２ 共13 2 10

13163101 RESAS～教育を、社会を、地域研究を見据えたリーサス～ 藤﨑　聖也 木３ 共71 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24 2 若干名

13301101 新聞と私たちの社会【SUNS】（信濃毎日新聞社寄付講義） 分藤　大翼 金２ 共61 2 若干名

13302102 数を読む技術 鈴木　治郎 月２ 共37 2 若干名

14402101 基礎 分子遺伝学の世界 梶浦　善太 月３ 共42 2 若干名

14403101 バイオリソースと生命科学 梶浦　善太 月４ 共42 2 若干名

14404101 生態学入門 今津　道夫 水１ 共43 2 若干名

14601101 教養としての物質科学 安達　弘通 木３ 共51 2 若干名

14702101 ニューバイオテクノロジー入門 田渕　晃 火４ 共56 2 5

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37 2 若干名

14803101 検索の科学 鈴木　治郎 月３ 共43 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

21001167 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅠリスタート 有路　憲一 月５ 共23 1 若干名

21002101 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) GRAY DAVID JOHN 金３ 共35 1 若干名

21002102 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)
MEHMET SEAN COLLIN

→田口　茂樹
金３ 共40 1 3

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

21002106 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) 有路　憲一 月３ 共23 1 若干名

21002107 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) 清澤　美恵 月３ 共35 1 若干名

21002109 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 月３ 共36 1 若干名

21002110 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) 有路　憲一 水３ 共23 1 若干名
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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

21002112 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

→清澤　美恵
水３ 共40 1 5

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34 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) 兼元　美友 火１ 共36 1 若干名

21002123 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) 清澤　美恵 水２ 共34 1 若干名

21002127 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

月１ 共36 1 1

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)
CARRUTH FREDERICK

JAY
月１ 共34 1 2

21002131 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) GRAY DAVID JOHN 水１ 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34 1 5

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33 1 1

21002139 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) 黒澤　優子 木３ 共35 1 1

21002142 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) 布施　伸之 木３ 共36 1 若干名

21002147 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) 黒澤　優子 金４ 共35 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) 布施　伸之 木２ 共36 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26 1 5

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)
SPRING MARK
CHRISTOPHER

火２ 共34 1 1

21002162 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) 布施　伸之 火２ 共35 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

21004102 コミュニカティブ・イングリッシュⅡ（中級） GRAY DAVID JOHN 水２ 共35 1 若干名

21004103 コミュニカティブ・イングリッシュⅡ（上級）
JOHNSON MICHAEL

SCOTT
月３ 共25 1 若干名

21004104 コミュニカティブ・イングリッシュⅡ（中級） BRIERLEY MARK ALAN 月３ 共34 1 5

21004112 コミュニカティブ・イングリッシュⅡ（上級） GRAY DAVID JOHN 金２ 共35 1 若干名

21004113 コミュニカティブ・イングリッシュⅡ（中級）
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40 1 3

21004116 コミュニカティブ・イングリッシュⅡ（上級）
JOHNSON MICHAEL

SCOTT
月２ 共25 1 若干名

21004117 コミュニカティブ・イングリッシュⅡ（上級）
CARRUTH FREDERICK

JAY
月２ 共34 1 2

21004118 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

21004119 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 5

21006101 リスニング＆リーディングⅡ(上級） BRIERLEY MARK ALAN 水２ 共40 1 5

21006103 リスニング＆リーディングⅡ(中級）
 清澤　美恵→BRIERLEY

MARK ALAN
水４ 共34 1 若干名

21006104 リスニング＆リーディングⅡ(中級） 蓬莱　朋子 水４ 共36 1 1-2
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21006108 リスニング＆リーディングⅡ(中級） 蓬莱　朋子 木１ 共33 1 1-2

21006110 リスニング＆リーディングⅡ(中級） 清澤　美恵 木１ 共35 1 若干名

21006113 リスニング＆リーディングⅡ(上級）
CARRUTH FREDERICK

JAY
月４ 共34 1 2

21006114 リスニング＆リーディングⅡ(上級）
JOHNSON MICHAEL

SCOTT
月４ 共25 1 若干名

21006115 リスニング＆リーディングⅡ(中級） 清澤　美恵 月４ 共35 1 若干名

21006116 リスニング＆リーディングⅡ(中級） 兼元　美友 月４ 共36 1 若干名

21006120 リスニング＆リーディングⅡ(上級） BRIERLEY MARK ALAN 月１ 共40 1 5

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33 1 1

21006130 リスニング＆リーディングⅡ(初級） 黒澤　優子 木４ 共35 1 1

22002101 中国語初級（総合）Ⅱ 陳　喜 月５ 共26 1 若干名

22004101 中国語初級（文法）Ⅱ 百瀬　美津江 月３ 共54 1 若干名

22004102 中国語初級（文法）Ⅱ 陳　喜 月３ 共55 1 若干名

22004103 中国語初級（文法）Ⅱ 百瀬　美津江 水３ 共35 1 若干名

22006102 中国語初級（読解・会話）Ⅱ LI DANDAN 水１ 共313 1 若干名

22006104 中国語初級（読解・会話）Ⅱ 陳　喜 月２ 共26 1 若干名

23002101 ドイツ語初級（総合）Ⅱ【SUNS】 松岡　幸司 月５ 共211 1 若干名

23002103 ドイツ語初級（総合）Ⅱ 岩本　綾 火３ 共26 1 若干名

23004103 ドイツ語初級（文法）Ⅱ 岩本　綾 火１ 共35 1 若干名

23004104 ドイツ語初級（文法）Ⅱ 岩本　綾 火５ 共35 1 若干名

23006103 ドイツ語初級（読解･会話）Ⅱ
GOTO CORINNA

VERENA
水５ 共34 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

24006101 フランス語初級（読解・会話）Ⅱ MABESOONE LAURENT 月３ 共53 1 若干名

24006102 フランス語初級（読解・会話）Ⅱ 鈴木　球子 月３ 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312 1 若干名

51002101 微分積分学Ⅱ 佐々木　格 火３ 共53 2 5

51002105 微分積分学Ⅱ 高野　嘉寿彦 火１ 共42 2 若干名

51002107 微分積分学Ⅱ 飯田　洋市 火１ 共53 2 若干名
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51002109 微分積分学Ⅱ 阿部　孝順 木４ 共51 2 3

51002110 微分積分学Ⅱ 林本　厚志 木４ 共52 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１ 共62 2 3

51002115 微分積分学Ⅱ 谷上　哲也 水２ 共62 2 3

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52 2 若干名

51003108 線形代数学Ⅰ 阿部　誠 水３ 共43 2 若干名

51003109 線形代数学Ⅰ 阿部　誠 水４ 共42 2 若干名

51003112 線形代数学Ⅰ 神谷　久夫 水１ 共52 2 若干名

51004102 線形代数学Ⅱ 高野　嘉寿彦 木３ 共56 2 若干名

52001117 力学 三澤　透 木３ 共52 2 若干名

52001118 力学 安達　弘通 木５ 共51 2 若干名

52004101 電磁気学 安達　弘通 木２ 共51 2 若干名

52004102 電磁気学 三澤　透 金３ 共52 2 若干名

53002102 一般化学Ⅱ 菅　博幸 水３ 共71 2 若干名

53002103 一般化学Ⅱ 勝木　明夫 月１ 共28 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46 2 若干名

54002105 生物学B 今津　道夫 金５ 共46 2 若干名

55002101 地学概論Ⅱ 齋藤　武士 火１ 共61 2 若干名

81250 電磁気学 三澤　透 金２ 共46 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

L1130800 哲学・思想論特論Ⅷ 三谷　尚澄 金４ 人2 2 若干名

L1131200 哲学・思想論特論ⅩⅡ 早坂　俊廣 水２ 人2 2 若干名

L1140800 哲学・思想論発展演習Ⅷ 早坂　俊廣 木２ 人501 2 若干名

L1420200 社会学概論Ⅱ 茅野　恒秀 木２ 人4 2 若干名

L1730700 日本史特論Ⅶ 大串　潤児 金３ 人1 2 若干名

L1820200 東洋史概論Ⅱ 豊岡　康史 水３ 人4 2 若干名

L1830200 東洋史特論Ⅱ 豊岡　康史 木２ 人2 2 若干名

L1920200 西洋史概論Ⅱ 月５ 人4 2 若干名

L1930100 西洋史特論Ⅰ 月４ 人5 2 若干名

L2230200 ドイツ言語文化特論Ⅱ GOTO CORINNA VERENA 木２ 人204 2 若干名

L2240200 ドイツ言語文化発展演習Ⅱ GOTO CORINNA VERENA 火４ 人204 2 若干名

L2420200 英語学概論Ⅱ 集不定 2 若干名
 2月18日～2月20日
詳細は人文学部へ
お尋ねください

L2720200 日本語学概論Ⅱ 白井　純 木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

L2820200 日本語教育学概論Ⅱ 坂口　和寛 月１ 人5 2 若干名

L2830100 日本語教育学特論Ⅰ 沖　裕子 月２ 人5 2 2

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215 1 若干名

＜人文科学研究科開講＞

LL200204 日本語学研究Ⅳ 白井　純 水２ 2 若干名

LL200401 日本語教育学研究Ⅰ 坂口　和寛 木１ 2 若干名

LL700104 芸術研究Ⅳ 金井　直 火１ 2 若干名



                      （後期開講科目）                                                                                                           【受講場所】経法学部（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

K1035 世界金融システム 吉村　信之  火３→火4 経第4 2 若干名

K2137 現代法律学特講＊（金融法） 長瀬　一治 木１ 経第4 2 若干名

J1101100 統計学Ⅰ 椎名　洋 金２ 経第2 2 若干名

J1103100 経済数学B 田中　康平 火４ 経第2 2 若干名

J1104100 マクロ経済学Ⅰ 青木　周平 木２,水１ 経第2,経第2 4 若干名

J1201100 刑法Ⅰ 濱田　新 木３,木４ 経第1,経第1 4 3

J1203100 物権法 宗村　和広 金３ 経第3 2 若干名

J2103200 ミクロ経済学Ⅱ 廣瀬　純夫 木１ 経第2 2 若干名

J2105200 ゲーム理論入門 坂東　桂介 火４ 経第3 2 若干名

J2115200 財政学 山沖　義和 火１,火２ 経第2,経第2 4 若干名

J2118200 金融論B 青木　周平 木４ 経第3 2 若干名

J2204200 契約法Ⅱ 山代　忠邦 火２ 経第1 2 若干名

J2205200 不法行為法 池田　秀敏 火１ 経第1 2 若干名

J2209200 民事執行・保全法 河崎　祐子 木３ 経第4 2 若干名

J2210200 行政法 大江　裕幸 月１,月２ 経第2,経第2 4 若干名

J2215200 環境法Ⅱ 小林　寛 水２ 経第1 2 若干名

J2217200 行政学概論 沼尾　史久 金２ 経第1 2 若干名

J3102300 ファイナンス応用 都築　幸宏 水１ 経第3 2 若干名

J3105300 計量経済学 矢部　竜太 月３ 経第3 2 若干名

J3113300 医療経済学 増原　宏明 火１,木３ 経第3,経第3 4 若干名

J3115300 社会政策論 井上　信宏 木１ 経第3 2 若干名

J3118300 都市政策論 武者　忠彦 木２ 経第4 2 若干名

J3119300 地方財政 大野　太郎 水２ 経第3 2 若干名

J3123300 管理会計 関　利恵子 火２ 経第3 2 若干名

J3125300 比較社会保障論 金　早雪 金４ 経第3 2 若干名

J3143300 環境政策論 遠藤　幹夫 火３ 経第3 2 若干名

J3211300 環境と憲法訴訟 成澤　孝人 月３ 経第4 2 若干名

J3212300 自然環境フィールドワークの理論と実践 古屋　顯一 火２ 経401 2 若干名

J3213300 国際政治 美甘　信吾 月２,水２ 経第3,経401 4 若干名



                      （後期開講科目）                                                                                                           【受講場所】経法学部（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

J3215300 企業取引法 寺前　慎太郎 金５ 経第2 2 若干名

J3216300 会社法Ⅱ 寺前　慎太郎 金４ 経第4 2 若干名

J3217300 担保法 栗田　晶 水１ 経第4 2 若干名

J3220300 法人税法 橋本　彩 火３ 経第1 2 若干名

J3229300  社会保障法  島村　暁代  木２→木１  経第1 2  若干名



                      （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

E2160900 法律学基礎 関　良徳 火３ 教M301 2 若干名

E2365900 地史学 竹下　欣宏 火３ W503 2 若干名

E2720900 機械基礎 川久保　英樹 火４ 教W505 2 若干名

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

E5001900 コミュニケーション論 小池　浩子 水１ 教N301 2 若干名

E5003900 異文化間コミュニケーション教育 小池　浩子 金４ 教N204 2 若干名

E5010900 多文化教育方法論 德井　厚子 月４ 教N202 2 若干名

E9120200 神経・生理心理学 高橋　知音 金２ 教N303 2 若干名



                      （後期開講科目）                                                                                                           【受講場所】工学部（長野 工学キャンパス）

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

T0052200 応用数学Ⅱ(物化) 岡本　葵 火１ 工C3-102 2 10 ○

T0052203 応用数学Ⅱ(水土) 岡本　葵 火２ 工C3-100 2 10 ○

T0052205 応用数学Ⅱ(建築) 大野　博道 火１ 工C3-101 2 10 ○

T0056200 解析力学(電情) 榮岩　哲二 水３ 工C3-103 2 10 ○

T1005200 物理化学Ⅱ 酒井　俊郎 金１ 工C3-101 2 5 ○

T1007200 有機化学Ⅱ 菅　博幸 木１ 工C3-300 2 5 ○

T1011200 生物化学 天野　良彦 月２ 工C3-300 2 5 ○
※T1025200 生物化
学演習とあわせて受
講が必要

T1025200 生物化学演習 天野　良彦 木２ 工C3-300 1 5 ○
※T1011200 生物化
学とあわせて受講が
必要

T1034200 統計熱力学 澤田　圭司 金２ 工C3-301 2 10 ○

T3004200 応用水理学 豊田　政史 金１ 工C3-300 2 10 ○

T3012200 空間情報学 豊田　政史 水３ 工C3-300 2 10 ○

T3020200 地下水工学 中屋　眞司 木２ 工E9-21 2 10 ○

T3046200 都市･地域計画 藤居　良夫 金４ 工E9-21 2 10 ○

T3B01200 地盤の力学 河村　隆  水１→火１ 工C3-300 2 10 ○

T3B02200 構造力学Ⅱ 大上　俊之 金２ 工C3-200 2 10 ○

T3B03200 土木計画学 髙瀨　達夫 水４ 工C3-301 2 10 ○

T4024200 機械力学Ⅰ 辺見　信彦 火2・木2 工C3-102 2 5 ○ 後期前半

T4025200 熱力学Ⅰ 杉岡　秀行 他 月2・木2 工C3-103 2 5 ○ 後期前半

T4032200 計測工学 髙山　潤也 木１ 工C3-102 2 5 ○

T4035200 機械力学Ⅱ 亀山　正樹 火2・木2 工C3-102 2 5 ○ 後期後半

T4036200 熱力学Ⅱ 吉田　尚史 月2・木2 工C3-103 2 5 ○ 後期後半

T4041200 工業材料学Ⅱ 牛　立斌 水１ 工C3-102 2 5 ○

T5007200 建築環境工学Ⅱ 岩井　一博 火２ 工W5-21 2 5 ○

T5010200 建築エネルギーマネジメント 高村　秀紀 金１ 工C3-203 2 5 ○

T5016200 建築構造力学Ⅱ 田守　伸一郎 水１ 工C3-200 2 5 ○

T5018200 建築材料 松田　昌洋 木２  工C3-200→工C3-203 2 5 ○

T5A09200 西洋建築史 土本　俊和 金２ 工C3-203 2 5 ○



                      （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

A3104200 生物物理化学 中村　浩蔵 金１ 農15 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 田中　沙智 水１ 農26 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 ○

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26 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26 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 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 井上　直人 金２ 農15 2 若干名 ○

A3313200 土壌学 齋藤　勝晴 金１ 農24 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 齋藤　仁志 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

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25→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 2 若干名

F3A71220 感性生理学Ⅰ 上條　正義 月１ 繊21 2 若干名

F3A71630 感覚生理学Ⅱ 上條　正義 水２ 繊11 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

F3C51020 量子力学 森　正悟 金２ 繊34 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  本吉谷　二郎→服部　義之 月２ 繊10 2 若干名

F3C80630 有機化学Ⅳ 西井　良典 火１ 繊24 2 若干名

F3D51020 生化学Ⅱ（応生） 新井　亮一 木２ 繊34 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33→繊11 2 3


