
２０１９年９月２６日（木）～１０月２日（水）

授業科目名 担当教員 講義室
市民開放
授業科目

量子力学Ⅱ 奥山　和美 第8講義室 〇

実解析学Ⅱ 筒井　容平 第3講義室 〇

機能形態学 柴田 直樹　他 第10講義室 〇

環境保全論 牧田　直樹 第13講義室

固体物性Ⅰ 天児　寧 第２講義室

解析学特別講義 筒井　容平 第3講義室 〇

岩石学 森　宏　他 第5講義室

数理統計学 乙部　厳己 第8講義室 〇

進化多様性生物学 市野　隆雄 第10講義室 〇

化学生態学序論 朴　虎東 第11講義室

微分積分学Ⅱ 和田　堅太郎 第13講義室

線形代数学Ⅱ 玉木　大 第1講義室

素粒子物理学 川村　嘉春 第3講義室 〇

地球システム学Ⅱ 村越  直美 第12講義室

体論 花木　章秀 第3講義室

物理学最前線 物理学コース教員 第8講義室

生物学概論Ⅱ 市野　隆雄 第13講義室

5 16：20～17：50 代数学特別講義Ⅲ 花木　章秀 第3講義室

物理数学Ⅰ 小竹　悟 第1講義室 〇

微分方程式と力学 中山　一昭 第3講義室 〇

物質循環学序説Ⅱ 岩田　拓記　他 第5講義室

統計力学Ⅱ 樋口　雅彦 第8講義室 〇

代謝生化学 久保　浩義 第10講義室 〇

分析化学Ⅱ 金　継業 第12講義室 〇

物理学概論Ⅱ 天児　寧 第13講義室

電磁気学Ⅱ 天児　寧 第１講義室 〇

相対性理論Ⅱ 奥山　和美 第5講義室

基礎無機化学 石川　厚 第8講義室 〇

化学概論Ⅱ 太田　哲 第12講義室 〇

位相空間論 栗林　勝彦 第１講義室 〇

関数解析学 トルシン　イゴール 第8講義室

4 14：40～16：10 力学Ⅱ 加藤　千尋 第8講義室 〇

9月27日 (金)

1 9：00～10：30

2 10：40～12：10

3 13：00～14：30

２０１９年度　理学部　授業公開科目一覧

期日 時限・時間

9月26日 (木)

1 9：00～10：30

2 10：40～12：10

3 13：00～14：30

4 14：40～16：10
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　 学部　授業公開科目一覧

授業科目名 担当教員 講義室
市民開放
授業科目

情報科学概論 乙部　厳己 第2講義室

物理化学Ⅱ 飯山　拓 第3講義室 〇

無機化学特論Ⅲ 大木　寛 第6講義室 〇

熱力学 志水　久 第8講義室 〇

地球環境論 宮原　裕一 第13講義室 〇

微分積分学Ⅱ 佐々木　格 第1講義室

有機化学特論Ⅲ 庄子　卓 第5講義室

代数学特別講義Ⅱ 和田　堅太郎 第8講義室

光学Ⅱ 宮丸　文章 物理実験室1

核物理学 矢部　正之 第10講義室 〇

物理学概論Ⅱ 天児　寧 第13講義室

情報地質学 齋藤　武士他 PC実習室

群論 沼田　泰英 第1講義室

有機化学特論Ⅰ 太田　哲 第5講義室 〇

分析化学特論Ⅱ 髙橋　史樹 第7講義室 〇

生物地球化学 II 國頭　恭 第12講義室 〇

地学概論Ⅱ 齋藤　武士　他 共通教育61番講義室

線形代数学Ⅱ トルシン　イゴール 第3講義室

地球化学 森　宏　他 第6講義室

物質循環学コロキウムⅡ 國頭　恭 第7講義室

線形代数学Ⅱ 境　圭一 第8講義室

生物化学 巽　広輔 第10講義室 〇

分子生物学 髙梨　功次郎 第11講義室 〇

第四紀学 山田　桂　他 第12講義室 〇

微分積分学詳論Ⅱ 謝　賓 第1講義室 〇

多様体論 境　圭一 第8講義室
13：00～14：30

10月1日 （火）

1 9：00～10：30

2 10：40～12：10

3

期日 時限・時間

9月30日（月）

2 10：40～12：10

3 13：00～14：30

4 14:40～16:10
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　 学部　授業公開科目一覧

授業科目名 担当教員 講義室
市民開放
授業科目

集合論 玉木　大 第１講義室 〇

基礎物理化学 飯山　拓 第２講義室 〇

分析化学特論Ⅰ 金　継業 第3講義室 〇

日本地質 大塚　勉 第6講義室 〇

物理数学Ⅲ 志水　久 第8講義室

細胞生物学 小笠原　慎治 第11講義室

変分法・解析力学 佐々木　格 第12講義室 〇

微分方程式論 トルシン　イゴール 第1講義室

無機化学Ⅱ 大木　寛 第2講義室 〇

有機化学特論Ⅳ 関口　龍太 第7講義室 〇

確率論基礎 謝　賓 第8講義室

生態遺伝学 浅見　崇比呂 第10講義室 〇

資源地質学Ⅱ 保柳　康一 第11講義室

陸水学 朴　虎東 第13講義室 〇

有機化学Ⅱ 太田　哲 第5講義室 〇

地質学序説 保柳 康一　他 第7講義室

化学数学 石川　厚　他 第8講義室

3・4 13：00～16：10 関数論Ⅱ 谷内　靖 第１講義室 〇

13：00～14：30

期日 時限・時間

10月2日 (水)

1 9：00～10：30

2 10：40～12：10

3
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