
授業題目コード 授業題目名 教員氏名 対面授業 Zoom等 授業録画等 備考

A2505203 生物分析化学 濵渦　康範 △ △

※ 本講義は，「植物資源科学実験 Ⅰ」とセットで実施するものであ
り，実験実習内容に関連した内容を座学で学ぶこととしています。本
来であれば3コマ目に授業，4コマと5コマで実験実習という形のはず
でしたが，実験実習がグループ分けをして分散するために，講義時
間をしっかりとることが困難です。このため，半分をPDF資料の
eALPS掲示とし，半分を実験実習の中での対面講義とする形にしま
す。対面で解説授業を行うため，eALPSに掲示する資料は必ずしも
動画とは考えていません。

A2506200 野生資源植物学 荒瀬　輝夫 〇

A2507200 国際農学概論 安江　恒 〇

A2543200 植物生産一貫実習Ⅱ 春日　重光 〇

A2546200 動物生産システム実習Ⅱ 今井　裕理子 〇

A3104200 生物物理化学 中村　浩蔵 〇

A3105200 有機分析化学 中村　浩蔵 〇

A3107200 食品化学 片山　茂 〇
受講制限をする可能性があります
（必修コース、副専攻、学年等は加味します）

A3109300 食品衛生学 筒井　歩 〇

A3110200 酵素化学 伊原　正喜 〇

A3111200 代謝生化学 池田　正人 〇

A3112200 分子細胞生物学 小西　博昭 〇

A3116200 きのこ科学 福田　正樹 〇

A3143200 生化学・分子生物学系実験 鈴木　俊介 〇

A3144200 有機・分析化学系実験 伊原　正喜 〇

A3201200 動物遺伝育種学 下里　剛士 〇

A3202200 動物生殖学 髙木　優二 〇

A3203300 家畜品種論 小野　珠乙 〇

A3206300 免疫科学 田中　沙智 〇

A3208200 家畜衛生学 平松　浩二 〇 ※オンラインから対面授業へ変更（9/17更新）

A3209200 飼料学 神　勝紀 〇

A3210200 動物管理学 竹田　謙一 〇

A3212300 アニマルウェルフェア科学 竹田　謙一 〇

A3213300 野生動物学 泉山　茂之 〇

A3214200 酪農微生物学 河原　岳志 〇 受講制限を設けます

A3216300 食品製造学 河原　岳志 〇
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A3217400 Animal Science 下里　剛士 〇 〇

A3240300 統計演習 富岡　郁夫 〇

A3242200 動物生命機能学実験 米倉　真一 〇

A3245200 国内牧場実践実習 竹田　謙一 〇

A3302200 植物遺伝資源学 根本　和洋 〇

A3305200 栽培学 春日　重光 〇

A3306200 作物学 萩原　素之 〇

A3307200 高冷地生物生産管理学 鈴木　香奈子 〇

A3310300 花卉園芸学 萩原　素之 講義の実施方式は未定

A3312200 植物栄養学 齋藤　勝晴 〇

A3313200 土壌学 齋藤　勝晴 〇

A3315200 応用昆虫学 未　定 集中開講へ変更

A3316200 雑草学 渡邉　修 〇

A3318200 農業会計学 小林　みずき 〇

A3320300 農業経済学 小林　みずき 〇

A3341200 植物資源科学実験Ⅰ 濵渦　康範 〇

A3342200 植物資源科学実験Ⅱ 加藤　新平 〇

A3345300 キャリア農学演習 渡邉　修 〇

A3404200 森林立地学 小林　元 〇

A3405300 造林学 岡野　哲郎 〇

A3407200 森林利用学 植木　達人 〇

【授業日程】
第1回　12月21日
第2回　1月7日
第3回　1月18日
第4回　1月25日
第5回　2月1日
第6回～9回　2月3日
第10回～13回　2月4日
第14回～15回　2月5日

A3410200 木材理学 細尾　佳宏 〇

A3413200 治山・砂防工学 平松　晋也 〇

A3416200 生産環境学 鈴木　純 〇 受講制限をする可能性があります

A3417300 農村整備学 内川　義行 〇

A3418200 緑地計画学 大窪　久美子 〇
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A3421300 Forest Science 植木　達人 〇

A3442300 環境統計学演習 荒瀬　輝夫 〇

A3444300 土木材料学演習 鈴木　純 〇

A3447300 森林利用デザイン演習 植木　達人 〇

A3450200 木材科学演習 安江　恒 〇

A3451200 木材工学演習 細尾　佳宏 〇

A3452200 生産環境計測演習 鈴木　純 〇

A3453300 農村整備演習 内川　義行 〇

A3455300 緑地設計製図 上原　三知 〇

A8952100 農林フィールド基礎実習 荒瀬　輝夫 〇

A9501900 職業指導 小山　茂喜 〇

A9503900 理科指導法Ⅱ 下澤　秀夫 〇

A9505900 理科指導法Ⅳ 湯澤　正農夫 〇

A9506900 農業科指導法Ⅰ 飯沼  尚隆 〇

A9507900 農業科指導法Ⅱ 飯沼  尚隆 〇

A9545900 教職実践演習(中・高) 小山　茂喜 〇

Q4200900 道徳教育の理論と実践【第4欄】 河野　桃子 〇 一部 基本的に対面、それが難しい回についてはZoomによる同期型

Q4500900 生徒指導の理論と実践【第4欄】 田村　徳至 〇 一部

諸般の事情で対面での授業ができない場合（日）は、可能な限

りzoomを活用した同期型授業を行う。
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A1503100 有機化学Ⅰ 大神田　淳子 Zoom
Zoomによるライブ授業を実施する
最終筆記試験を実施予定

A1505100 生物学Ａ 伊藤　靖夫 その他（備考参照） e-ALPSのチャットで進行し，グループワークおよび課題提出を行う

A1505101 生物学Ａ 伊藤　靖夫 その他（備考参照） e-ALPSのチャットで進行し，グループワークおよび課題提出を行う

A1505103 生物学Ａ 伊藤　靖夫 その他（備考参照） e-ALPSのチャットで進行し，グループワークおよび課題提出を行う

A1506102 生物学Ｂ 今津　道夫 その他（備考参照） 授業動画ファイルの掲載、課題提出

A1507100 物理学概論 安達　弘通 その他（備考参照） PDFによる資料掲載、課題提出

A1509100 地学概論Ⅱ 齋藤　武士 その他（備考参照） 〇 対面授業はせず、オンライン授業を実施します。（9/8更新）

A1511100 生命機能科学概論 千　菊夫 〇 その他（備考参照）

必修科目指定されている生命コースの学生は５０名弱．さらに他コースの
学生も含めて，例年，合計約70〜80名が受講する．大教室での対面授業
を実施予定．授業担当者4名のうち，3名は対面授業，残りの1名はパワー
ポイント動画をeALPSにアップする形式で，オンライン授業配信．受講生
全員を一教室に収容できない場合は，ZoomやGoogleMeet等を用いたオ
ンライン授業に切り替えて対応する可能性あり．

A1512100 動物資源生命科学概論 平松　浩二 その他（備考参照） e-Learningで実施（授業動画の配信）、各回課題提出有

A1513100 植物資源科学概論 萩原　素之 〇

A1514100 森林・環境共生学概論 岡野　哲郎 〇

受講生が講義室の収容人数に収まらない場合、本科目が必修の森林・
環境共生学コースの学生は対面、その他の学生はオンライン授業（授業
録画）とする可能性あり。


