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対面 記載の教室に行くこと

完全オンライン PandAにログインすること 朱書きは、実施方法が変更になりました。

ハイブリッド 担当教員からの指示を待つこと

それぞれの授業において，参加学生の数により２回目以降，完全オンライン（またはハイブリッド）から対面に変わる（またはその逆の）

可能性がありますので，現段階では，各シラバスにおいては，授業の実施方法（オンラインなど）については追記していません．何か，

不明の点があれば，教務掛まで問い合わせてください．

系・分野 曜時限 科目名 開講時実施方法 教室
視聴室として利用できる教室（各系で用
意している教室は含まない）

物理学・宇宙物理学 月1 物性物理学1a：磁性と超伝導概論ハイブリッド 理学部６号館 理６－２０２講義室

物理学・宇宙物理学 月1 物理実験学１ 対面 理学部６号館 理６－４０１講義室

化学 月1 生物化学IV  対面 理学部６号館 理６－２０１講義室

生物系 月1 動物系統分類学 対面 理学部６号館 理６－３０１講義室

数学 月2 幾何学特論II 対面 理学部２号館 理２－第２講義室

物理学・宇宙物理学 月2 銀河・星間物理学 完全オンライン 理学部６号館 理６－３０５講義室

物理学・宇宙物理学 月2 素粒子物理学１ 完全オンライン 理学部６号館 理６－３０３講義室

物理学・宇宙物理学 月2 固体物理学基礎１ 対面 理学部６号館 理６－４０１講義室

地球物理学・地質学鉱物学
月2 電離気体電磁力学 ハイブリッド 理学部６号館 理６－２０２講義室

地球物理学・地質学鉱物学
月2 古生物学II 対面 理学部６号館 理６－２０７講義室

地球物理学・地質学鉱物学
月2 海洋物理学II 対面 理学部６号館 理６－３０４講義室

地球物理学・地質学鉱物学
月2 地質科学内部プロセス論 対面 理学部６号館 理６-３０２講義室

化学 月2 生物化学II 完全オンライン 理学部６号館 理６－４０２講義室

生物系 月2 分子生物学Ｉ 対面 理学部６号館 理６－３０１講義室

生物系 月2 発生生物学Ｉ 対面 理学部２号館 理２－第１講義室

数学 月3 集合と位相 完全オンライン 理学部６号館 理６－４０１講義室

数学 月3 複素函数論 完全オンライン 理学部６号館 理６－３０１講義室

数学 月3 整数論 ハイブリッド 理学部６号館 理６－３０３講義室

物理学・宇宙物理学 月3 物性物理学2a：ソフトマター 対面 理学部６号館 理６－２０１講義室

地球物理学・地質学鉱物学
月3 地球物理学のためのデータ解析法完全オンライン 理学部６号館 理６－２０２講義室

生物系 月3 生体分子科学 完全オンライン 理学部２号館 理２－第１講義室

地球物理学・地質学鉱物学
月3・月4 古生物学実験 対面 理学部６号館５０３室

化学 月3〜月5 化学実験A  対面 理学部６号館 理６－４０２講義室他

数学 月4 集合と位相演習 完全オンライン 理学部６号館 理６－４０１講義室
理２－第１講義室、理２－第３講義室、理６−
３０２講義室、理６−３０３講義室、理６−３０４
講義室

数学 月4・月5 解析学演義Ｉ 対面 理学部６号館 理６－３０１講義室・２０２講義室

地球物理学・地質学鉱物学
月5 理論テクトニクス 対面 理学部２号館 理２－第３講義室

共通・境界領域 月5 現代数学の基礎Ａ 完全オンライン 理学部６号館 理６－４０１講義室

物理学・宇宙物理学 火1 電磁気学B 完全オンライン 理学部６号館 理６－４０１講義室

物理学・宇宙物理学 火1 宇宙物理入門 対面 理学部６号館 理６－３０１講義室

化学 火1 化学数学 完全オンライン 理学部６号館 理６－２０１講義室

生物系 火1 バイオインフォマティクス  完全オンライン 理６－３０２講義室・理６－２０９情報演習室

数学 火2 位相幾何学 ハイブリッド 理学部６号館 理６－３０４講義室

物理学・宇宙物理学 火2 観測的宇宙論 対面 理学部６号館 理６－３０３講義室

物理学・宇宙物理学 火2 物理学情報処理論２ 完全オンライン 理学部６号館 理６－４０２講義室

物理学・宇宙物理学 火2 量子力学特論１ ハイブリッド 理学部６号館 理６－３０２講義室

地球物理学・地質学鉱物学
火2 地球流体力学 完全オンライン 理学部６号館 理６－２０７講義室

地球物理学・地質学鉱物学
火2 地震学 対面 理学部２号館 理２－第３講義室

地球物理学・地質学鉱物学
火２ 地球惑星史基礎論 完全オンライン 理学部６号館５０３室

化学 火2 物性化学Ｉ 対面 理学部６号館 理６－４０１講義室

生物系 火2 細胞生物学 ハイブリッド 理学部２号館 理２－第１講義室

生物系 火2 神経生物学 対面 理学部６号館 理６－２０１講義室

数学 火2・火3 代数学Ｉ ハイブリッド 理学部６号館 理６－３０１講義室

数学 火3 函数解析続論 完全オンライン 理学部６号館 理６－２０１講義室

物理学・宇宙物理学 火3 基礎宇宙物理学Ｉ ・ 輻射 完全オンライン 理学部６号館 理６－３０２講義室

地球物理学・地質学鉱物学
火3 グロ－バルテクトニクス 対面 理学部６号館 理６－４０１講義室

共通・境界領域 火3 データ同化 A 対面 理学部６号館 理６－３０３講義室

化学 火3〜火5 化学実験A  対面 理学部６号館 理６－４０２講義室他

物理学・宇宙物理学 火4 物理の英語 対面 理学部６号館 理６－４０１講義室

理２－第２講義室、理２－第３講義室、理６-２
０１講義室、理６-２０２講義室、理６−２０７講
義室、理６-３０１講義室、理６−３０２講義室、
理６-３０５講義室

数学 火4・火5 代数学演義Ｉ 完全オンライン 理学部６号館　３０３・３０４講義室

地球物理学・地質学鉱物学
火4・火5 地球テクトニクス実習II 対面 理学部６号館５０３室

地球物理学・地質学鉱物学 火5 変成岩岩石学 対面 理学部６号館 理６－３０５講義室
理２－第２講義室、理２－第３講義室、理６-２
０１講義室、理６-２０２講義室、理６−２０７講
義室、理６-３０１講義室、理６−４０１講義室

物理学・宇宙物理学 水1 連続体力学 完全オンライン 理学部６号館 理６－３０１講義室

物理学・宇宙物理学 水1 解析力学１ 完全オンライン 理学部６号館 理６－４０１講義室

化学 水1 物理化学IV 対面 理学部６号館 理６－２０７講義室

化学 水1 分析化学Ｉ 完全オンライン 理学部６号館 理６－２０１講義室

生物系 水1 数理生物学 完全オンライン 理学部２号館 理２－第１講義室

生物系 水1 植物分子生物学 対面 理学部６号館 理６－２０２講義室

系・分野 曜時限 科目名 開講時実施方法 教室
視聴室として利用できる教室（各系で用
意している教室は含まない）

物理学・宇宙物理学 水2 物理数学特論２ 完全オンライン 理学部６号館 理６－４０２講義室

物理学・宇宙物理学 水2 統計力学B ハイブリッド 理学部６号館 理６－４０１講義室

地球物理学・地質学鉱物学
水2 観測地球物理学 ハイブリッド 理学部６号館 理６－２０２講義室

地球物理学・地質学鉱物学
水2 気象学II 対面 理学部６号館 理６－３０２講義室

地球物理学・地質学鉱物学
水2 地球惑星物質科学基礎論 対面 理学部６号館 理６－２０７講義室

生物系 水2 生体分子機能科学 対面 理学部２号館 理２－第１講義室

生物系 水2 生態学Ｉ 完全オンライン 理学部２号館 理２－第３講義室

数学 水2・水3 幾何学Ｉ 完全オンライン 理学部６号館 理６－３０１講義室

化学 水2・木1 有機化学II 完全オンライン 理学部６号館 理６－２０１講義室

理６−２０２講義室

理２－第２講義室、理２－第３講義室、理６-２
０２講義室、理６−２０７講義室、理６−３０４講
義室

理２－第２講義室、理２－第３講義室、理６-３
０２講義室、理６-３０３講義室、理６−３０５講
義室、理６−４０２講義室

理２－第２講義室、理６-３０３講義室

令和３年度前期　理学部学部科目に係る授業実施方法について

理２－第１講義室、理２－第２講義室、理２－
第３講義室、理６−２０７講義室、理６−３０２講
義室、理６−３０３講義室、理６−３０５講義室、
理６−４０２講義室

理６−２０１講義室

理６−３０４講義室、理６−３０５講義室

理２－第２講義室、理６−２０１講義室、理６−
３０２講義室、理６−３０３講義室、理６−３０４
講義室

理２－第１講義室、理２－第２講義室、理２－
第３講義室、理６-２０２講義室、理６−２０７講
義室、理６−３０４講義室、理６−４０２講義室



系・分野 曜時限 科目名 開講時実施方法 教室
視聴室として利用できる教室（各系で用
意している教室は含まない）

数学 水3 代数幾何学 完全オンライン 理学部６号館 理６－３０２講義室

物理学・宇宙物理学 水3 重力 対面 理学部６号館 理６－４０１講義室

地球物理学・地質学鉱物学
水3 地球テクトニクス II 対面 理学部６号館 理６－３０４講義室

化学 水3〜水5 化学実験A  対面 理学部６号館 理６－４０２講義室他

物理学・宇宙物理学

水4 物理のための数学１ 完全オンライン
理学部６号館 理６－４０１講義室

地球物理学・地質学鉱物学

水4 太陽地球系物理学 対面
理学部６号館 理６－３０３講義室

数学 水4・水5 幾何学演義Ｉ 完全オンライン 理学部６号館　３０２・３０４講義室

地球物理学・地質学鉱物学 水5 地質科学概論Ｉ 対面 理学部６号館 理６－４０１講義室

理２－第１講義室、理２-第２講義室、理２－
第３講義室、理６-２０１講義室、理６-２０２講
義室、理６−２０７講義室、理６−３０１講義室、
理６-３０３講義室、理６-３０５講義室

物理学・宇宙物理学 木1 物性物理学3a：量子光学 完全オンライン 理学部６号館 理６－２０２講義室

地球物理学・地質学鉱物学
木1 太陽系と地球の化学  対面 理学部２号館 理２－第１講義室

化学 木1 物理化学 I（量子化学) 対面 理学部６号館 理６－４０１講義室

生物系 木1 植物生理学 完全オンライン 理学部６号館 理６－３０３講義室

生物系 木1 陸水生態学 完全オンライン 理学部２号館 理２－第３講義室

数学 木2 確率論 完全オンライン 理学部６号館 理６－３０２講義室

数学 木2 微分方程式論 完全オンライン 理学部３号館１１０室

物理学・宇宙物理学 木2 天文学概論 対面 理学部６号館 理６－４０１講義室

物理学・宇宙物理学 木2 原子核物理学１ 対面 理学部２号館 理２－第１講義室

地球物理学・地質学鉱物学
木2 鉱物学特論 対面 理学部６号館 理６－３０５講義室

地球物理学・地質学鉱物学
木2 地質科学表層プロセス論 対面 理学部６号館 理６－２０７講義室

化学 木2 有機化学ＩＡ 対面 理学部６号館 理６－３０１講義室

化学 木2 量子化学II 完全オンライン 理学部６号館 理６－２０１講義室

生物系 木2 発生生物学II 対面 理学部６号館 理６－３０３講義室

生物系 木2 人類学第１部 完全オンライン 理学部２号館 理２－第２講義室

生物系 木2 海洋生物学 完全オンライン 理学部６号館 理６－４０２講義室

数学
木3 保険数学Ｉ ハイブリッド 理学部６号館 理６－３０１講義室

物理学・宇宙物理学
木3 量子力学演習１  対面 理学部６号館 理６－４０１講義室

化学
木3 化学実験法II 完全オンライン 理学部６号館 理６－３０３講義室

化学 木3・木4 入門化学実験 対面 理学部６号館 理６－２０７講義室他

数学 木4 保険数学演習I ハイブリッド 理学部６号館３０２・３０３講義室

物理学・宇宙物理学 木4 電磁気学演習２  対面 理学部６号館 理６－４０１講義室

地球物理学・地質学鉱物学
木4 火山物理学 対面 理学部６号館 理６－３０１講義室

地球物理学・地質学鉱物学
木4・木5 鉱物学実習 対面 理学部６号館５０３室

数学 木5 数学・数理科学の最前線Ｉ  完全オンライン 理学部６号館 理６－２０２講義室

地球物理学・地質学鉱物学
木5 地球熱学 対面 理学部６号館 理６－３０２講義室

化学 木5 有機化学演習 対面 理学部６号館 理６－２０１講義室

共通・境界領域 木5 理学と社会交流Ｉ 対面 理学部６号館 理６－４０１講義室

物理学・宇宙物理学 金1 エレクトロニクス 対面 理学部６号館 理６－４０１講義室

化学 金1 有機化学IV 対面 理学部６号館 理６－４０２講義室

化学 金1 無機化学IIＡ 完全オンライン 理学部６号館 理６－２０２講義室

生物系 金1 分子情報学 ハイブリッド 理学部６号館 理６－３０２講義室

生物系 金1 植物系統分類学ＩＩ 対面 理学部６号館 理６－３０１講義室

物理学・宇宙物理学 金2 量子力学B 対面 理学部６号館 理６－４０１講義室

地球物理学・地質学鉱物学
金2 地球物理学概論Ｉ 完全オンライン 理学部２号館 理２－第１講義室

地球物理学・地質学鉱物学
金2 地質調査・分析法I 対面 理学部６号館５０３室

化学 金2 物理化学IIIＡ 完全オンライン 理学部６号館 理６－２０２講義室

生物系 金2 分子遺伝学II 完全オンライン 理学部６号館 理６－２０１講義室

生物系 金2 生態学II ハイブリッド 理学部２号館 理２－第３講義室

数学 金2・金3 解析学Ｉ ハイブリッド 理学部６号館 理６－３０１講義室

数学 金3 偏微分方程式 完全オンライン 理学部６号館 理６－３０３講義室

地球物理学・地質学鉱物学
金3 地球連続体力学 対面 理学部６号館 理６－４０１講義室

地球物理学・地質学鉱物学
金3 物理気候学 完全オンライン 理学部６号館 理６－２０１講義室

化学
金3 物理化学演習Ｂ

（4/23より）
ハイブリッド 理学部６号館 理６－３０２講義室

化学 金3 無機化学III 完全オンライン 理学部６号館 理６－２０２講義室

生物系 金3 免疫生物学 完全オンライン 理学部２号館 理２－第１講義室

数学 金4 計算機科学 完全オンライン 理学部６号館 理６－３０１講義室

物理学・宇宙物理学 金4 物理のための数学２ 完全オンライン 理学部６号館２０１講義室

物理学・宇宙物理学 金4 統計力学演習１ 対面 理学部６号館 理６－４０１講義室

地球物理学・地質学鉱物学
金4 弾性体力学 完全オンライン 理学部６号館 理６－３０３講義室

地球物理学・地質学鉱物学
金4 測地学 対面 理学部６号館 理６－２０７講義室

化学 金4 計算機化学演習 完全オンライン 理学部６号館 理６－２０９情報演習室

生物系 金4 細胞内情報発信学 対面 理学部２号館 理２－第１講義室

生物系 金4 保全生物学 完全オンライン 理学部２号館 理２－第２講義室

化学 金5 化学実験法Ｉ 対面 理学部６号館 理６－４０１講義室

理２-第１講義室、理２-第２講義室、理６-２０
１講義室、理６−２０２講義室、理６-３０１講義
室、理６-３０２講義室、理６-３０３講義室、理
６-４０２講義室

理２-第１講義室、理２-第２講義室、理６-２０
１講義室、理６-２０２講義室、理６−３０２講義
室、理６−３０４講義室、理６-３０５講義室、理
６-４０２講義室

理２-第１講義室、理２-第２講義室、理６-２０
１講義室、理６-２０２講義室、理６−３０４講義
室、理６-３０５講義室

理２－第１講義室、理２－第３講義室、理６-２
０１講義室、理６-２０２講義室、理６−２０７講
義室、理６−３０３講義室

理２－第１講義室、理２－第３講義室、理６-２
０１講義室、理６-２０２講義室、理６−２０７講
義室、理６−３０１講義室、理６-３０５講義室

理２-第２講義室、理６-２０７講義室、理６-３０
１講義室、理６−３０２講義室、理６−３０４講義
室、理６-３０５講義室、理６-４０２講義室

理２－第３講義室、理６-２０２講義室

理２-第１講義室、理２-第２講義室、理６-３０
１講義室、理６-４０２講義室

理２-第２講義室、理２-第３講義室、理６-２０
１講義室、理６-２０７講義室、理６−３０３講義
室、理６-３０４講義室、理６-３０５講義室

理６-３０２講義室、理６-３０３講義室、理６-３
０４講義室、理６-３０５講義室、理６−４０２講
義室

理２-第２講義室、理２-第３講義室、理６-２０
７講義室、理６−４０２講義室

理６-２０２講義室、理６−４０２講義室



課題演習等
教室 曜時限 科目名 開講時実施方法 備考欄

物理学教室 月3,4,5 課題演習A1：素粒子の基本相互作用
　　－量子電磁力学－ 対面

物理学教室 月3,4,5 課題演習A2：素粒子物理学－粒子と反粒子－ 対面

物理学教室 月3,4,5 課題演習A3：原子核と電磁場の相互作用−電磁場でみる原子核の構造− 対面

物理学教室 月3,4,5 課題演習A4-1:粒子の加速 ハイブリッド

物理学教室 月3,4,5 課題演習A5:自然における対称性 ハイブリッド

物理学教室 月3,4,5 課題演習A6:自然界の4つの力 対面

物理学教室 月3,4,5 課題演習A7:宇宙X線放射過程 対面

物理学教室 月3,4,5 課題演習A8:宇宙ガンマ線放射 対面

物理学教室 月3,4,5 課題演習B1:相転移 対面

物理学教室 月3,4,5 課題演習B2:物質の光応答 対面

物理学教室 月3,4,5 課題演習B3:固体電子の量子現象 対面

物理学教室 月3,4,5 課題演習B4:高温超伝導 対面

物理学教室 月3,4,5 課題演習B5:プラズマ 後期のみ開講

物理学教室 月3,4,5 課題演習B6:量子エレクトロニクス 対面

物理学教室 月3,4,5 課題演習B7:低温物性・超流動 ハイブリッド

物理学教室 月3,4,5 課題演習B8:アクティブマター 対面

物理学教室 月3,4,5 課題演習B9:ソフトマター 対面

物理学教室 月,金3,4,5 課題研究P1:自然における相互作用Ⅰ 対面

物理学教室 月,金3,4,5 課題研究P2:自然における相互作用Ⅱ 対面

物理学教室 火､金3,4,5 課題研究P3:素粒子と原子核 ハイブリッド

物理学教室 月,火3,4,5 課題研究P4:原子核とハドロンの物理 ハイブリッド

物理学教室 月4,5 課題研究P5:天体核現象 対面

物理学教室 木3,4,5 (暫定) 課題研究P6:高エネルギー天体物理 対面

物理学教室 火3,4 課題研究Q2:光物性 対面

物理学教室 課題研究Q3:量子擬縮物性 対面

物理学教室 火3,4 課題研究Q4:超伝導と磁性 対面

物理学教室 月3,4,5 課題研究Q5:プラズマ 対面

物理学教室 火３，４ 課題研究Q6:レーザー分光 対面

物理学教室 火3,4 課題研究Q7:低温物理 対面

物理学教室 火3,4 課題研究Q8:時空間秩序・生命現象の物理 対面

物理学教室 水3，4 課題研究Q9:非線形・非平衡現象の理論 対面

物理学教室 火3,4 課題研究Q10:ソフトマターの階層構造と揺らぎ 対面

物理学教室 火3,4 金4,5 課題研究Q11:凝縮系の理論 対面

宇宙物理学教室 月3,4,5 課題演習C1：数値計算・シミュレーハイブリッド

宇宙物理学教室 未定 物理科学課題研究S1：機器開発 対面

宇宙物理学教室 未定 物理科学課題研究S2：太陽 対面

宇宙物理学教室 未定 物理科学課題研究S3：恒星とブラッ対面

宇宙物理学教室 未定 物理科学課題研究S4：銀河 対面

宇宙物理学教室 火4,5 物理科学課題研究S5：理論宇宙物対面

地球物理学教室 火3・4 課題演習DB：流体地球系 対面

地球物理学教室 水3・4 課題演習DA：固体地球系 対面

地球物理学教室 課題研究T1：電磁気圏 対面

地球物理学教室 課題研究T2：大気圏・水圏 対面

地球物理学教室 課題研究T3：固体圏 対面

地球物理学教室 集中 地球惑星科学特別講義1 対面

地球物理学教室 集中 地球惑星科学特別講義2 対面

地球物理学教室 集中 地球惑星科学特別講義3 対面

地球物理学教室 集中 地球惑星科学特別講義4 対面

地球物理学教室 集中 地球惑星科学特別講義5 対面

地質学鉱物学教室 金3・4 課題演習E1：地質科学研究法1 対面

生物系 水3・4 個体の基礎生物学実験 対面 6号館生物系学生実習室（4階404・403号室）

生物系 月火水木3・4・5 生物学実習A(1) 対面 2号館第2学生実習室(3階314号室)

生物系 月火水木3・4・5 生物学実習A(2) 対面 6号館生物系学生実習室（4階404・403号室）

生物系 月火水木3・4・5 生物学実習A(3) 対面 嵐山いわたやまモンキーパーク等、教室未定

生物系 月火水木3・4・5 生物学実習A(4) 対面 2号館
第1学生実習室
(2階216,217号室)



生物系 月火水木3・4・5 生物学実習B(1) 対面 2号館第2セミナー室（2階218号室）　

生物系 月火水木3・4・5 生物学実習B(2) 対面 2号館第3学生実習室（4階417号室）

生物系 月火水木3・4・5 生物学実習B(3) 対面 2号館第2学生実習室（3階314号室）

生物系 月火水木3・4・5 生物学実習B(4) 対面 2号館
第1学生実習室
(2F216,217号室)

生物系 月火水木3・4・5 生物学実習B(5) 対面 未定

生物系 月火水木3・4・5 生物学実習C(1) 対面 2号館第2セミナー室（2階218号室）　　　

生物系 月火水木3・4・5 生物学実習C(2) 対面 2号館第2学生実習室（3階314号室）

生物系 月火水木3・4・5 生物学実習C(3) 対面 2号館第3学生実習室（4階417号室）

生物系 月火水木3・4・5 生物学実習C(4) 対面 6号館生物系学生実習室（4階404・403号室）


	学部・共通講義室 (公開用)

