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理
工
学
部

曜日
月 火

時限
（時間） 科目 登録

コード
開
講
期

科目名 担当
教員名 教室 登録

コード
開
講
期

科目名 担当
教員名 教室

1
（9：15～ 10：45）

SCH62409 春 生物化学ⅢC 藤原 3-223
SCH44209 春 化学演習A（有機化学） 杉山 9-356
SCH444A9 春 卒業研究A（生物物理） 近藤 研究室
SCH483A9 春 卒業研究A（行動生理学） 千葉 研究室
SCH49839 春 卒業研究A（神経発生学） 林 9-458

2
（11：00～ 12：30）

SCH40239 春 卒業研究A（物理化学） 久世 10-324 SCH61609 春 有機工業化学ⅡB 増山 3-348
SCH40339 春 卒業研究A（有機化学） 臼杵 研究室 SCH46139 春 卒業研究A（工業物理化学）髙橋・田中（邦） 9-458
SCH454A9 春 卒業研究A（環境生物科学） 藤原 研究室
SCH47109 春 化学演習A（無機工業化学）板谷・内田 9-454
SCH49939 春 卒業研究A（環境生物学） 小林 研究室

3
（13：30～ 15：00）

SCH49709 春 化学演習A（生物化学） 神澤 9-458 SCH11209 春 基礎有機化学Ⅱ（官能基の有機化学） 杉山 紀 -B108
SCH61309 春 無機工業化学ⅠB 幸田 3-426 SCH20319 春 数学ⅢN 横山 3-421
SCH40309 春 化学演習A（有機化学） 臼杵 研究室 SCH20329 春 数学ⅢN 中島 3-348
SCH40409 春 化学演習A（環境分子生物学） 齋藤 9-354 SCH62609 春 工業物理化学ⅢC 田中 紀 -B101
SCH406A9 春 卒業研究A（遺伝学） 牧野 11-428 SCH49639 春 卒業研究A（理論分子設計） 南部 研究室
SCH45209 春 化学演習A（生物化学） 田宮 10-323

4
（15：15～ 16：45）

SCH61909 春 化学工学B 小林 11-505

5
（17：00～ 18：30）

SCH20219 春 化学英語ⅠN 橋本 8-309

6
（18：45～ 20：15）

SCH42239 春 卒業研究A（錯体化学） 長尾 9-458

【その他の科目】
登録コード 開講期 科目名 担当教員名 備考
SCH30409 春 化学実験ⅣＮ 髙橋　和夫 春学期集中

※　卒業研究B、化学演習Bを履修する場合は、学科長に相談すること。
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＜ 2010 年度　通年・春学期　理工学部化学科　時間表＞

水 木 金

登録
コード

開
講
期

科目名 担当
教員名 教室 登録

コード
開
講
期

科目名 担当
教員名 教室 登録

コード
開
講
期

科目名 担当
教員名 教室

SCH60609 春 有機化学ⅡA 臼杵 3-426 SCH62709 春 無機工業化学ⅢC 内田 8-308 SCH60109 春 物理化学ⅠA 久世 9-357
SCH43209 春 化学演習A（分析化学） 早下・遠藤・橋本 3-537 SCH40439 春 卒業研究A（環境分子生物学） 齋藤 9-354 SCH43239 春 卒業研究A（分析化学） 早下・遠藤・橋本 3-535
SCH442A9 春 化学演習A（生物物理） 近藤 研究室 SCH41209 春 化学演習A（無機化学） 大井・木川田 9-454
SCH471A9 春 化学演習A（発生生物学） 安増 研究室 SCH42209 春 化学演習A（錯体化学） 長尾 9-458
SCH60709 春 生物化学ⅠA 神澤 3-536 SCH45239 春 卒業研究A（生物化学） 田宮 9-356

SCH46109 春 化学演習A（工業物理化学）髙橋・田中（邦） 9-456
SCH49109 春 化学演習A（高分子化学）陸川・竹岡・藤田 9-357
SCH49739 春 卒業研究A（生物化学） 神澤 9-352
SCH473A9 春 卒業研究A（発生生物学） 安増 研究室

SCH60409 春 無機化学ⅡA 橋本 3-421 SCH49609 春 化学演習A（理論分子設計・物理化学）南部・久世 9-456 SCH20109 春 基礎生物化学 神澤 3-348
SCH463A9 春 卒業研究A（神経薬理学） 笹川 研究室 SCH60509 春 有機化学ⅠA 梶谷 1-306 SCH452A9 春 化学演習A（環境生物科学） 藤原 研究室
SCH48139 春 卒業研究A（有機合成化学）増山・鈴木 研究室 SCH62209 春 無機化学ⅢC 木川田 9-249 SCH49909 春 化学演習A（環境生物学） 小林 研究室

SCH49139 春 卒業研究A（高分子化学）陸川・竹岡・藤田 3-371 SCH62909 春 高分子化学ⅢC 陸川 3-426

SCH61109 春 工業物理化学ⅠB 髙橋 3-533

SCH404A9 春 化学演習A（遺伝学） 牧野 研究室 SCH48109 春 化学演習A（有機合成化学）増山・鈴木 9-349
SCH461A9 春 化学演習A（神経薬理学） 笹川 研究室
SCH481A9 春 化学演習A（行動生理学） 千葉 研究室
SCH49809 春 化学演習A（神経発生学） 林 11-321
SCH41239 春 卒業研究A（無機化学） 大井・木川田 9-454

SCH47139 春 卒業研究A（無機工業化学）板谷・内田 研究室 SCH44239 春 卒業研究A（有機化学） 杉山 研究室
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理
工
学
部

曜日
月 火

時限
（時間） 科目 登録

コード
開
講
期

科目名 担当
教員名 教室 登録

コード
開
講
期

科目名 担当
教員名 教室

1
（9：15～ 10：45）

SCH30309 秋 化学特論Ⅰ 遠藤・他 3-421 SCH62109 秋 物理化学ⅢC 南部 3-448
SCH61209 秋 工業物理化学ⅡB 小駒 1-204 SCH44269 秋 化学演習B（有機化学） 杉山 9-356

SCH489A9 秋 卒業研究B（行動生理学） 千葉 研究室
SCH49899 秋 卒業研究B（神経発生学） 林 9-458
SCH450A9 秋 卒業研究B（生物物理） 近藤 研究室

2
（11：00～ 12：30）

SCH20609 秋 基礎有機化学Ⅲ（反応有機化学） 陸川 3-426 SCH62509 秋 分析化学ⅢC 遠藤 3-221
SCH49769 秋 化学演習B（生物化学） 神澤 9-548 SCH46199 秋 卒業研究B（工業物理化学）髙橋・田中（邦） 9-458
SCH62809 秋 有機工業化学ⅢC 鈴木 11-311
SCH40299 秋 卒業研究B（物理化学） 久世 10-324
SCH40469 秋 化学演習B（環境分子生物学） 齋藤 9-354
SCH43269 秋 化学演習B（分析化学） 早下・遠藤・橋本 3-531
SCH45269 秋 化学演習B（生物化学） 田宮 10-323
SCH459A9 秋 卒業研究B（環境生物科学） 藤原 研究室
SCH47169 秋 化学演習B（無機工業化学）板谷・内田 9-454
SCH49999 秋 卒業研究B（環境生物学） 小林 研究室

3
（13：30～ 15：00）

SCH20409 秋 基礎物理化学Ⅲ（量子化学） 星野 3-325 SCH62309 秋 有機化学ⅢC 杉山 10-B115
SCH411A9 秋 卒業研究B（遺伝学） 牧野 9-352 SCH49679 秋 卒業研究B（理論分子設計） 南部 研究室

4
（15：15～ 16：45）

5
（17：00～ 18：30）

SCH63009 秋 化学英語ⅡC HOWELL 8-307

6
（18：45～ 20：15）

SCH42299 秋 卒業研究B（錯体化学） 長尾 9-458

※　卒業研究A、化学演習Bを履修する場合は、学科長に相談すること。
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＜ 2010 年度　通年・秋学期　理工学部化学科　時間表＞

水 木 金

登録
コード

開
講
期

科目名 担当
教員名 教室 登録

コード
開
講
期

科目名 担当
教員名 教室 登録

コード
開
講
期

科目名 担当
教員名 教室

SCH61809 秋 高分子化学ⅡB 藤田 3-325 SCH61009 秋 分析化学ⅡA 遠藤 3-227
SCH43299 秋 卒業研究B（分析化学） 早下・遠藤・橋本 4-183 SCH40499 秋 卒業研究B（環境分子生物学） 齋藤 9-354
SCH469A9 秋 卒業研究B（神経薬理学） 笹川 研究室 SCH41269 秋 化学演習B（無機化学） 大井・木川田 9-454
SCH448A9 秋 化学演習B（生物物理） 近藤 研究室 SCH42269 秋 化学演習B（錯体化学） 長尾 9-458
SCH476A9 秋 化学演習B（発生生物学） 安増 研究室 SCH45299 秋 卒業研究B（生物化学） 田宮 9-356

SCH46169 秋 化学演習B（工業物理化学）髙橋・田中（邦） 9-456
SCH479A9 秋 卒業研究B（発生生物学） 安増 研究室
SCH49169 秋 化学演習B（高分子化学）陸川・竹岡・藤田 9-357
SCH49799 秋 卒業研究B（生物化学） 神澤 9-352

SCH61709 秋 高分子化学ⅠB 竹岡 3-426 SCH10219 秋 数学ⅡN 佐藤 3-227 SCH11109 秋 基礎無機化学Ⅱ（溶液内の化学平衡） 早下 3-448
SCH48199 秋 卒業研究B（有機合成化学）増山・鈴木 研究室 SCH10229 秋 数学ⅡN 加藤 3-348 SCH457A9 秋 化学演習B（環境生物科学） 藤原 研究室

SCH49669 秋 化学演習B（理論分子設計・物理化学）南部・久世 9-456 SCH49969 秋 化学演習B（環境生物学） 小林 研究室
SCH60909 秋 分析化学ⅠA 早下 9-353 SCH60209 秋 物理化学ⅡA 坂間 4-195
SCH61509 秋 有機工業化学ⅠB 増山・梶谷 3-371 SCH60309 秋 無機化学ⅠA 大井 11-505
SCH49199 秋 卒業研究B（高分子化学）陸川・竹岡・藤田 9-359 SCH40399 秋 卒業研究B（有機化学） 臼杵 研究室

SCH10909 秋 基礎有機化学Ⅰ（有機化学の基礎） 増山 3-448 SCH61509 秋 有機工業化学ⅠB 増山 3-371 SCH40369 秋 化学演習B（有機化学） 臼杵 研究室
SCH61409 秋 無機工業化学ⅡB 板谷 3-426

SCH60809 秋 生物化学ⅡA 田宮 3-534

SCH41299 秋 卒業研究B（無機化学） 大井・木川田 9-454 SCH10409 秋 物理学Ⅱ 田中・伊藤（直） 12-102
SCH49199 秋 卒業研究B（高分子化学）陸川・竹岡・藤田 9-456 SCH409A9 秋 化学演習B（遺伝学） 牧野 研究室

SCH466A9 秋 化学演習B（神経薬理学） 笹川 研究室
SCH48169 秋 化学演習B（有機合成化学）増山・鈴木 9-349
SCH486A9 秋 化学演習B（行動生理学） 千葉 研究室
SCH49869 秋 化学演習B（神経発生学） 林 10-B105A

SCH47199 秋 卒業研究B（無機工業化学）板谷・内田 研究室 SCH44299 秋 卒業研究B（有機化学） 杉山 研究室
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