
平成３０年度　市民開放授業科目一覧

前　期 【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
授業

曜日・時限
講義室

受入可
能人数

難易度 備　考

SA402100 微分積分学演習Ⅰ 筒井　容平 木４ 理１ 若干名 A

SA408200 代数入門 花木　章秀 月１ 理１ 若干名 B

SA410200 幾何入門 境　圭一
金３
金４

理１
理１

若干名 B 13,400円

SA411200 関数論Ⅰ 谷内　靖
水３
水４

理１
理１

若干名 B 13,400円

SA608300 トポロジー 五味　清紀 水１ 理3 若干名 C

SA611200 微分積分学詳論Ⅲ XIE BIN 火３ 理8 若干名 B

SA613200 情報処理Ⅰ 佐々木　格 木２ 理PC 若干名 B

SA616300 線形代数学続論 花木　章秀 木３ 理8 若干名 C

SA624300 幾何学特別講義Ⅳ 栗林　勝彦 集不定 若干名 C
詳細は理学部へ
お尋ねください

SA627300 微分方程式論 筒井　容平 木２ 理3 若干名 B

SB405100 力学Ⅰ 竹下　徹 木４ 理8 若干名 B

SB407200 力学Ⅲ 小竹　悟 木１ 理１ 若干名 B

SB409300 統計力学Ⅰ 志水　久 金１ 理3 若干名 C

SB411200 電磁気学Ⅰ 天児　寧 金２ 理１ 若干名 B

SB413300 電磁気学Ⅲ 武田　三男 火４ 理8 若干名 C

SB414200 量子力学Ⅰ 川村　嘉春 月４ 理3 若干名 B

SB416300 量子力学Ⅲ 川村　嘉春 月３ 理2 若干名 C

SB418200 物理数学Ⅱ 小竹　悟 水１ 理１ 若干名 B

SB501100 物理実験学 長谷川　庸司 金２ 理12 若干名 B

SB502100 相対性理論Ⅰ 奥山　和美 金４ 理8 若干名 A

SB508200 応用電磁気学Ⅱ 長谷川　庸司 木４ 理6 若干名 B

SB510300 物性序論Ⅱ 樋口　雅彦 火２
理物理

実1
若干名 B

SB515300 宇宙物理学 竹下　徹 月４ 理9 若干名 B

SB518300 量子力学特論 川村　嘉春 木１ 理2 若干名 C

SC403100 基礎有機化学 太田　哲 月３ 理10 2 A

SC406200 分析化学Ⅰ 巽　広輔 月１ 理3 若干名 B

SC409200 無機化学Ⅰ 竹内　あかり 水１ 理8 若干名 C

SC412200 有機化学Ⅰ 庄子　卓 火３ 理7 2 B
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SC414300 有機化学Ⅲ 太田　哲 水２ 理2 2 B

SC416200 物理化学Ⅰ 濵﨑　亜富 火２ 理7 2 C

SC418300 物理化学Ⅲ 飯山　拓 火１ 理5 2 C

SC508300 無機化学特論Ⅰ 石川　厚 水１ 理5 若干名 A

SC509300 無機化学特論Ⅱ 大木　寛 木２ 理6 2 C

SC512300 有機化学特論Ⅱ 太田　哲 火２ 理2 2 C

SC516300 物理化学特論Ⅰ 尾関　寿美男 月２ 理6 2 C

SD406200 地球史学 吉田　孝紀 水１ 理11 2 A

SD409200 地層学 保柳　康一 火２ 理10 2 B

SD505300 構造地質学 常盤　哲也 金１ 理6 若干名 B

SD506300 堆積学 保柳　康一 木２ 理5 2 C

SE403100 系統分類学 東城　幸治 月４ 理13 若干名 A

SE406200 生体生化学 久保　浩義 火２ 理8 若干名 B

SE407200 遺伝学 髙田　啓介 金２ 理10 若干名 B

SE408200 発生生物学 柴田　直樹 木１ 理12 若干名 B

SE515300 細胞生理学 伊藤　靖夫 木２ 理11 若干名 B

SE520300 発生遺伝学 柴田　直樹 火１ 理10 若干名 C

SE527200 生物学特論Ⅲ 今津　道夫 水２ 理10 若干名 B

SF408200 大気環境学 鈴木　啓助 火２ 理１ 若干名 B

SF409200 環境基礎理論 島野　光司 木２ 理10 若干名 B

SF410200 環境計測学入門 宮原　裕一 月２ 理2 若干名 B

SF411200 微生物代謝論 國頭　恭 水２ 理13 若干名 C

SF506200 堆積環境学 村越　直美 水１ 理12 若干名 C

SF511300 生態遷移論 島野　光司 金２ 理2 若干名 C

SG303101 微分積分学Ⅰ 筒井　容平 木３ 理１ 若干名 A

SG321101 化学概論Ⅰ 樋上　照男 火２ 共53 若干名 A


