
2021年10月25日以降更新

（2021年11月24日現在）

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

ハイブリッド 担当教員からの指示を待つこと

現段階では，各シラバスにおいて授業の実施方法の変更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．

講義コー
ド

科目
番号

専攻等 曜時限 講義名 実施方法
（10/22-）

教室名（10/22-） 備考

2626000 2607 化学 月1 生物化学 I  ハイブリッド 理６－３０１講義室

2231000 2210 物理学 月1 解析力学２ 対面 理６－４０１講義室

4242000 4224 物理学 月2 物性物理学3b：半導体・光物性 対面 理６－２０１講義室

8401000 3411 地球物理学 月2 地球電磁気学 対面 理６－２０２講義室

3554000 3501 地質学鉱物学 月2 岩石学 対面 理６－３０３講義室

8292000 3216 物理学 月2 固体物理学基礎２ 対面 理６－３０１講義室

3149000 3149 数学 月2 非線型解析 ハイブリッド 理６－３０４講義室

2244000 2213 物理学 月2 量子力学A 対面 理６－４０１講義室

8602000 3602 化学 月2 生物化学III 完全オンライン 理６－４０２講義室

2703000 2703 生物系 月2 分子生物学II 対面 理２－第１講義室

2402000 2402 地球物理学 月3 計算地球物理学 対面 理６－３０１講義室

3147000 3147 数学 月3 函数解析学 対面 理６－４０１講義室

4101000 4123 数学 月3 代数学特論II ハイブリッド 理２－第１講義室

2102000 2102 数学 月3 代数学入門 完全オンライン 理６－２０１講義室

3551000 3531 地質学鉱物学 月3・月4 岩石学実験  対面 理６－５０３地鉱実習室 ※1（後期前半8週で開講）

3548000 3548 地質学鉱物学 月3・月4 地史学実験  対面 理６－５０３地鉱実習室 ※1（後期後半8週で開講）

8635000 3640 化学 月3・月4・月5 化学実験Ｂ ハイブリッド 理６－４０２講義室・５０７号室 ※2（同一科目）

4102000 4125 数学 月4 幾何学特論Ｉ 対面 理２－第１講義室

2403000 2403 地球物理学 月4 計算地球物理学演習 対面 理６－４０１講義室

2103000 2103 数学 月4 代数学入門演習 完全オンライン 理６－３０１講義室

3185000 3185 数学 月4・月5 解析学演義II(演習) 対面 理６－３０３・３０４講義室 演習・講読の別はKULASISお知らせを参照

3185000 3185 数学 月4・月5 解析学演義II(講読) 対面 理６－３０３・３０４講義室 演習・講読の別はKULASISお知らせを参照

1024000 1005 共通 月5 現代数学の基礎Ｂ  対面 理６－４０１講義室

8527000 4539 地質学鉱物学 月5 堆積学 対面 理６－５０３地鉱実習室

3623000 3610 化学 火1 化学統計力学 完全オンライン 理６－２０２講義室

2045000 2605 化学 火1 物理化学II 完全オンライン 理６－３０１講義室

3252000 3226 物理学 火1 電磁気学C  対面 理６－４０１講義室

3723000 3721 生物系 火1 環境生態学 完全オンライン 理２－第１講義室

3751000 3756 生物系 火2 生物間相互作用 対面 理６－２０１講義室

8244000 4216 物理学 火2 量子力学特論２ 対面 理６－２０２講義室

3522000 3518 地質学鉱物学 火2 宇宙地球化学 対面 理６－２０７講義室

4132000 4126 数学 火2 微分幾何学 完全オンライン 理６－３０２講義室

3410000 3410 地球物理学 火2 気象学Ｉ 対面 理６－３０３講義室

4312000 3308 宇宙物理学 火2 恒星物理学 ハイブリッド 理６－３０４講義室

2238000 2215 物理学 火2 統計力学A 対面 理６－４０１講義室

3615000 3613 化学 火2 有機化学III 完全オンライン 理６－４０２講義室 ※3（同一科目）

8628000 2603 化学 火2 量子化学Ｉ 対面 理２－第１講義室

3758000 3709 生物系 火2 遺伝情報維持機構論 対面 理２－第２講義室

2713000 2713 生物系 火2 基礎発生再生生物学 完全オンライン 理２－第３講義室

3101000 3141 数学 火2・火3 代数学II ハイブリッド 理６－３０１講義室

4802000 4802 境界 火3 データ同化 B 対面 理６－３０４講義室

8216000 3222 物理学 火3 物理数学特論１ 対面 理６－４０１講義室

3553000 3541 地質学鉱物学 火3・火4 宇宙地球化学実習  対面 理６－５０３地鉱実習室 ※4（後期の前半8週で開講）

3549000 3549 地質学鉱物学 火3・火4 鉱物科学実験  対面 開講時期は追って連絡 ※4（後期の後半8週で開講）

2729000 2729 生物系 火3・火4 細胞と分子の基礎生物学実験  対面 404実習室 ※5（同一科目）

8635000 3640 化学 火3・火4・火5 化学実験Ｂ ハイブリッド 理６－４０２講義室・５０７号室 ※2（同一科目）

3250000 3250 物理学 火4 現代物理学 完全オンライン 理６－３０１講義室 17：10まで

3152000 3181 数学 火4・火5 代数学演義II(演習) 対面 理６－３０２・３０５講義室 演習・講読の別はKULASISお知らせを参照

3152000 3181 数学 火4・火5 代数学演義II(講読) 対面 理６－３０２・３０５講義室 演習・講読の別はKULASISお知らせを参照

3512000 3517 地質学鉱物学 火5 構造地質学 完全オンライン 理６－５０３地鉱実習室

2625000 2609 化学 水1 物理化学演習Ａ 完全オンライン 理６－３０１講義室

8289000 3207 物理学 水1 量子力学C 対面 理６－４０１講義室

3729000 3728 生物系 水1 ゲノム科学 完全オンライン 理２－第１講義室

8736000 2707 生物系 水2 構造生物学 対面 理６－２０１講義室

3255000 3224 物理学 水2 統計力学C 完全オンライン 理６－２０２講義室

4311000 3307 宇宙物理学 水2 太陽物理学 ハイブリッド 理６－２０７講義室

4104000 4104 数学 水2 解析学特論Ｉ 対面 理６－２０８情報演習室

3409000 3409 地球物理学 水2 海洋物理学Ｉ 対面 理６－３０２講義室

4240000 4227 物理学 水2 物性物理学2b：プラズマ・界面 対面 理６－３０３講義室

3519000 3512 地質学鉱物学 水2 地球テクトニクス I 完全オンライン 理６－３０４講義室

3310000 2301 宇宙物理学 水2 観測天文学 対面 理６－４０１講義室

3615000 3613 化学 水2 有機化学III 完全オンライン 理６－４０２講義室 ※3（同一科目）

4703000 3703 生物系 水2 動物行動学 対面 理２－第１講義室

3769000 3716 生物系 水2 植物分子生理学 対面 理２－第３講義室

3103000 3143 数学 水2・水3 幾何学II 対面 理６－３０１講義室

8246000 4209 物理学 水3 重力特論 完全オンライン 理６－２０１講義室

4100000 4121 数学 水3 代数学特論Ｉ 対面 理６－２０２講義室

2104000 2104 数学 水3 幾何学入門 対面 理６－４０１講義室

4136000 4134 数学 水3 年金制度設計論 ハイブリッド 理２－第１講義室

3552000 3542 地質学鉱物学 水3・水4 地層学実験  対面 開講時期は追って連絡 ※6（後期後半8週で開講）

3550000 3536 地質学鉱物学 水3・水4 地球テクトニクス実習 I  対面 理６－５０３地鉱実習室 ※6（後期前半8週で開講）

2729000 2729 生物系 水3・水4 細胞と分子の基礎生物学実験  対面 404実習室 ※5（同一科目）

令和３年度後期（10月22日～）　理学部学部科目に係る授業実施方法について



講義コー
ド

科目
番号

専攻等 曜時限 講義名 実施方法
（10/22-）

教室名（10/22-） 備考

8635000 3640 化学 水3・水4・水5 化学実験Ｂ ハイブリッド 理６－４０２講義室・５０７号室 ※2（同一科目）

8109000 3126 数学 水4 数値解析 対面 理６－３０１講義室

2105000 2105 数学 水4 幾何学入門演習  対面 理６－４０１講義室

3162000 3183 数学 水4・水5 幾何学演義II(演習) 対面 理６－３０４・３０５講義室 演習・講読の別はKULASISお知らせを参照

3162000 3183 数学 水4・水5 幾何学演義II(講読) 対面 理６－３０４・３０５講義室 演習・講読の別はKULASISお知らせを参照

8529000 2502 地質学鉱物学 水5 地質科学概論II 対面 理６－４０１講義室

3509000 3509 地質学鉱物学 木1 古生物学Ｉ 完全オンライン 理２－第１講義室

3627000 3636 化学 木1 無機・物性化学演習 対面 理６－３０１講義室

2217000 2214 物理学 木1 電磁気学A  対面 理６－４０１講義室

2109000 2108 数学 木2 非線型解析入門 完全オンライン 理６－２０１講義室

8229000 4201 物理学 木2 原子核物理学２ 対面 理６－３０３講義室

2044000 2604 化学 木2 無機化学Ｉ 対面 理６－４０１講義室

4137000 4112 数学 木2 数理科学特論  対面 理６－４０２講義室

4316000 3309 宇宙物理学 木2 惑星物理学 対面 理６－３０１講義室

2708000 2708 生物系 木2 無脊椎動物学 完全オンライン 理２－第１講義室

4706000 3707 生物系 木2 人類学第２部 対面 理６－２０２講義室

8731000 3757 生物系 木2 植物分子遺伝学II 対面 理２－第３講義室

3555000 3503 地質学鉱物学 木2 鉱物学  対面 理６－２０７講義室

3257000 3240 物理学 木3 量子力学演習２ 対面 理６－２０１・３０１講義室

4519000 2506 地質学鉱物学 木3 生物圏進化史 対面 理６－４０１講義室

8103000 4108 数学 木3 保険数学II 対面 理６－３０３講義室

2616002 2608 化学 木3・木4 入門化学実験  対面 理６－３０４講義室・理６－３６９室

2225000 2225 物理学 木4 物理数学演習  対面 理６－２０１・２０２・３０１講義室

3006000 3006 共通 木4 実践データ科学入門 完全オンライン 理６－２０９情報演習室

8120000 4132 数学 木4 保険数学演習II 対面 理６－３０２・３０３講義室

2107000 2107 数学 木4 解析学入門演習  対面 理６－４０１講義室

3523000 3417 地球物理学 木4 地球物性物理学 対面 理６－４０２講義室

4139000 4136 数学 木5 数学・数理科学の最前線II  完全オンライン 理６－３０１講義室

4605000 3609 化学 木5 物性化学II ハイブリッド 理６－４０１講義室

3005000 3001 共通 木5 理学と社会交流II 対面 理６－３０５講義室

4233000 4222 物理学 金1 統計力学特論 対面 理６－３０１講義室

3628000 3637 化学 金1 生物化学演習 対面 理２－第１講義室

2236000 2219 物理学 金1 物理学情報処理論１ ハイブリッド 理６－４０１講義室

2704000 2704 生物系 金2 分子遺伝学Ｉ 完全オンライン 理６－２０１講義室

8243000 3218 物理学 金2 物理実験学２ 完全オンライン 理６－２０２講義室

8231000 4203 物理学 金2 素粒子物理学２ 対面 理６－３０２講義室

8617000 3616 化学 金2 物理化学IIIＢ 完全オンライン 理６－３０３講義室

2601000 2601 化学 金2 有機化学ＩＢ 対面 理６－４０１講義室

4105000 4105 数学 金2 解析学特論II 完全オンライン 理６－４０２講義室

8412000 2409 地球物理学 金2 地球物理学概論II 対面 理２－第１講義室

3577000 3515 地質学鉱物学 金2 地質調査・分析法II 対面 理６－５０３地鉱実習室

3145000 3145 数学 金2・金3 解析学II 対面 理６－３０１講義室
10月22日はハイブリッド形式で実施
します。

3478000 3413 地球物理学 金3 固体地球物理学A 対面 理６－２０１講義室

8613000 3607 化学 金3 無機化学IIＢ ハイブリッド 理６－２０２講義室

2224000 2224 物理学 金3 電磁気学演習１ 対面 理６－３０２・３０３・４０１講義室
10月22日は完全オンラインで実施
します。

4238000 4219 物理学 金3 物性物理学1b：超流動・超伝導 対面 理６－４０２講義室

8730000 3755 生物系 金3 植物分子遺伝学Ｉ 対面 理２－第１講義室

2714000 2709 生物系 金4 植物系統分類学Ｉ 対面 理６－３０１講義室

8619000 3621 化学 金4 分析化学II 完全オンライン 理６－２０２講義室

3256000 3243 物理学 金4 統計力学演習２  対面 理６－２０１・３０３・４０２講義室

2411000 2411 地球物理学 金4 地球連続体力学からの展開 対面 理６－４０１講義室

3759000 3758 生物系 金4 分子生物物理学 対面 理２－第１講義室

3644000 3633 化学 金5 物理化学演習Ｃ 完全オンライン 理２－第１講義室



課題演習等
講義コード 科目番号 曜時限 専攻等 講義名 実施方法

（10/22-）
教室名 備考

2505000 2505 その他 地質学鉱物学 基礎地質科学実習 対面 理学部－掲示参照

4736000 2734 その他 生物系 臨海実習第３部 対面 掲示参照

8251000 3261 月3・月4・月5 物理学 物理科学課題演習Ａ１（後） 対面 理６－３０２講義室

8253000 3263 月3・月4・月5 物理学 物理科学課題演習Ａ２（後） 対面 理６－３０２講義室

8255000 3265 月3・月4・月5 物理学 物理科学課題演習Ａ３（後） 対面 理学部－掲示参照

8257000 3267 月3・月4・月5 物理学 物理科学課題演習Ａ４（後） 対面 化学研究所のイオン線形加速器棟 実験に入っていく後半では対面

8259000 3269 月3・月4・月5 物理学 物理科学課題演習Ａ５（後） 対面 理６－３０７物理学演習室

8261000 3271 月3・月4・月5 物理学 物理科学課題演習Ａ６（後）  対面 理６－３０６物理学演習室

8263000 3273 月3・月4・月5 物理学 物理科学課題演習Ａ７（後）  対面 理５－物理学教室

8265000 3275 月3・月4・月5 物理学 物理科学課題演習Ａ８（後） 対面 理５－物理学教室

8267000 3281 月3・月4・月5 物理学 物理科学課題演習Ｂ１（後） 対面 理６－３１１物理学演習室

8269000 3283 月3・月4・月5 物理学 物理科学課題演習Ｂ２（後）  対面 理学研究科５号館121室

8271000 3285 月3・月4・月5 物理学 物理科学課題演習Ｂ３（後） 対面 理５－物理学教室

8273000 3287 月3・月4・月5 物理学 物理科学課題演習Ｂ４（後）  対面 理６－３０８物理学演習室

8275000 3289 月3・月4・月5 物理学 物理科学課題演習Ｂ５（後）  対面 理６－３０９物理学演習室、総合研究12号館335室

8277000 3291 月3・月4・月5 物理学 物理科学課題演習Ｂ６（後）  対面 理６－３１０物理学演習室

8279000 3293 月3・月4・月5 物理学 物理科学課題演習Ｂ７（後）  対面 理６－３０８物理学演習室

8283000 3297 月3・月4・月5 物理学 物理科学課題演習Ｂ９（後）  対面 理5-258号室とオンライン

8285000 3361 月3・月4・月5 宇宙物理学 物理科学課題演習Ｃ２ 対面 理学部４号館５１６室

8286000 3362 月3・月4・月5 宇宙物理学 物理科学課題演習Ｃ３ 対面 理学部４号館４１６室

8287000 3363 月3・月4・月5 宇宙物理学 物理科学課題演習Ｃ４ 対面 理学部４号館３２８室・附属天文台

3474000 3475 水3・水4 地球物理学 地球惑星科学課題演習　ＤＣ 対面 理１－地球物理学教室

3475000 3476 火3・火4 地球物理学 地球惑星科学課題演習　ＤＤ 対面 理１－地球物理学教室

3579000 3535 その他 地質学鉱物学 地質科学野外巡検ＩB 対面 理学部－掲示参照

4534000 3543 その他 地質学鉱物学 地質科学野外巡検II 対面 理学部－掲示参照

3581000 3562 金3・金4 地質学鉱物学 地球惑星科学課題演習Ｅ２ 対面 理６－５０３地鉱実習室 夏季集中含む

4730001 3760 月2 生物系 生物学セミナ－Ａ　（１） 対面 ２号館1階107号室

4730002 3760 月2 生物系 生物学セミナ－Ａ　（２） 完全オンライン 理学部－掲示参照

4730003 3760 月2 生物系 生物学セミナ－Ａ　（３） 対面 ２号館３階３０８号室

4730004 3760 月2 生物系 生物学セミナ－Ａ　（４） 対面 ２号館４階４０９号室

4730005 3760 月2 生物系 生物学セミナ－Ａ　（５） 対面 ６号館３０５講義室

4730006 3760 月2 生物系 生物学セミナ－Ａ　（６） 対面 ２号館４階４１０号室

4730007 3760 月2 生物系 生物学セミナ－Ａ　（７） 対面 ２号館３階３１５号室

4730008 3760 月2 生物系 生物学セミナ－Ａ　（８） 対面 ２号館４階４１８号室

4730009 3760 月2 生物系 生物学セミナ－Ａ　（９） 完全オンライン 理学部－掲示参照

4730010 3760 月2 生物系 生物学セミナ－Ａ　（１０） 対面 １号館１階１０１号室

4730011 3760 月2 生物系 生物学セミナ－Ａ　（１１） 対面 １号館２階２１４号室

4732001 3761 金2 生物系 生物学セミナ－Ｂ　（１） 対面 １号館１階１０４号室

4732002 3761 金2 生物系 生物学セミナ－Ｂ　（２） 対面 ２号館２階２１８号室

4732003 3761 金2 生物系 生物学セミナ－Ｂ　（３） 対面 2号館１階１１３号室

4732004 3761 金2 生物系 生物学セミナ－Ｂ　（４） 対面 ２号館４階４０９号室

4732005 3761 金2 生物系 生物学セミナ－Ｂ　（５） 対面 医学・生命科学総合研究棟（医学部Ｇ棟）  ２階セミナー室　Ｃ/Ｄ

4732006 3761 金2 生物系 生物学セミナ－Ｂ　（６） 対面 ２号館3階308号室

4732007 3761 金2 生物系 生物学セミナ－Ｂ　（７） 対面 1号館１階101号室

4732008 3761 金2 生物系 生物学セミナ－Ｂ　（８） 対面 ２号館3階315号室

4732009 3761 金2 生物系 生物学セミナ－Ｂ　（９） 不開講

4732010 3761 金2 生物系 生物学セミナ－Ｂ　（１０） 完全オンライン 理学部－掲示参照

4732011 3761 金2 生物系 生物学セミナ－Ｂ　（１１） 対面 医学・生命科学総合研究棟（医学部Ｇ棟）２階セミナー室Ｂ

4732012 3761 金2 生物系 生物学セミナ－Ｂ　（１２） 対面 １号館１階106号室

4732013 3761 金2 生物系 生物学セミナ－Ｂ　（１３） 対面 2号館第3講義室

3763005 3763 その他 生物系 生物学実習Ｂ　（５） 対面 理学部－掲示参照 12/6～翌1月

3765001 3765 その他 生物系 生物学実習Ｄ　（１） 対面 理学部－掲示参照

3765002 3765 その他 生物系 生物学実習Ｄ　（２） 対面 理学部－掲示参照

3765003 3765 その他 生物系 生物学実習Ｄ　（３） 対面 理学部－掲示参照

3765004 3765 その他 生物系 生物学実習Ｄ　（４） 対面 理学部－掲示参照

3765005 3765 その他 生物系 生物学実習Ｄ　（５） 対面 理学部－掲示参照

3766001 3766 その他 生物系 生物学実習Ｅ　（１） 対面 理学部－掲示参照

3766002 3766 その他 生物系 生物学実習Ｅ　（２） 対面 理学部－掲示参照

3766003 3766 その他 生物系 生物学実習Ｅ　（３） 対面 理学部－掲示参照

3766004 3766 その他 生物系 生物学実習Ｅ　（４） 対面 理学部－掲示参照

3766005 3766 その他 生物系 生物学実習Ｅ　（５） 対面 理学部－掲示参照

5140000 5120 その他 数学 数理科学課題研究 理３－数学教室

5200000 5200 その他 物理学 物理科学課題研究Ｐ１ 対面 理論ゼミ408号室(月曜午後)、北棟第二講義室A（金曜午後）

5201000 5201 その他 物理学 物理科学課題研究Ｐ２ 対面 理論ゼミはオンライン、実験の打ち合わせは北棟第二講義室B (金曜午後)

5202000 5202 その他 物理学 物理科学課題研究Ｐ３ 対面 433号室(木曜午後),261号室(金曜午後)

5203000 5203 その他 物理学 物理科学課題研究Ｐ４ 対面 理論ゼミ511号室（火曜午後）

5204000 5204 その他 物理学 物理科学課題研究Ｐ５ 対面 5人以下の3班に分割、北棟264＋空いている他の教室（時限は今後調整）

5205000 5205 その他 物理学 物理科学課題研究Ｐ６ 対面 理５－物理学教室

5211000 5211 その他 物理学 物理科学課題研究Ｑ２ 対面 ゼミはオンライン、実験は２人以下の単位で別々に実施

5212000 5212 その他 物理学 物理科学課題研究Ｑ３ 対面 理５－物理学教室

5213000 5213 その他 物理学 物理科学課題研究Ｑ４ 対面 理５－物理学教室

5214000 5214 その他 物理学 物理科学課題研究Ｑ５ 対面 総合研究12号館335号室および総合研究12号館124号室

5215000 5215 その他 物理学 物理科学課題研究Ｑ６ 対面 理５－物理学教室

5216000 5216 その他 物理学 物理科学課題研究Ｑ７ 対面 理５－物理学教室

5217000 5217 その他 物理学 物理科学課題研究Ｑ８ 対面 理５－物理学教室

5218000 5218 その他 物理学 物理科学課題研究Ｑ９ 対面 対面の場合は、教員室で個別に行う。

5219000 5219 その他 物理学 物理科学課題研究Ｑ１０ 対面 理5 214-223で実験

5220000 5220 その他 物理学 物理科学課題研究Ｑ１１ 431号室（金曜午後）現地参加の教員数を制限

5250000 5300 その他 宇宙物理学 物理科学課題研究Ｓ１ 対面 理４－宇宙物理学教室

5251000 5301 その他 宇宙物理学 物理科学課題研究Ｓ２ 対面 理４－宇宙物理学教室

5252000 5302 その他 宇宙物理学 物理科学課題研究Ｓ３ 対面 理４－宇宙物理学教室

5253000 5303 その他 宇宙物理学 物理科学課題研究Ｓ４ 対面 理４－宇宙物理学教室

5254000 5304 その他 宇宙物理学 物理科学課題研究Ｓ５ 対面 理学部４号館５０４

8403000 5400 その他 地球物理学 地球惑星科学課題研究Ｔ１ 対面 理１－地球物理学教室

8404000 5401 その他 地球物理学 地球惑星科学課題研究Ｔ２ 対面 理１－地球物理学教室

8405000 5402 その他 地球物理学 地球惑星科学課題研究Ｔ３ 対面 理１－地球物理学教室
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8512000 5500 その他 地質学鉱物学 地球惑星科学課題研究Ｔ１１ 対面 理１－地質鉱物学教室

8513000 5501 その他 地質学鉱物学 地球惑星科学課題研究Ｔ１２ 対面 理１－地質鉱物学教室

8514000 5502 その他 地質学鉱物学 地球惑星科学課題研究Ｔ１３ 対面 理１－地質鉱物学教室

8515000 5503 その他 地質学鉱物学 地球惑星科学課題研究Ｔ１４ 対面 理１－地質鉱物学教室

8516000 5504 その他 地質学鉱物学 地球惑星科学課題研究Ｔ１５ 対面 理１－地質鉱物学教室

8526000 5505 その他 地質学鉱物学 地球惑星科学課題研究Ｔ１６ 対面 理１－地質鉱物学教室

5628000 5600 その他 化学 化学課題研究１ ハイブリッド 理学部－掲示参照

5629000 5601 その他 化学 化学課題研究２ 対面 理学部－掲示参照

5631000 5603 その他 化学 化学課題研究４ 完全オンライン 理学部－掲示参照

5632000 5604 その他 化学 化学課題研究５ 対面 理学部－掲示参照

5633000 5605 その他 化学 化学課題研究６ 対面 理学部－掲示参照

5634000 5606 その他 化学 化学課題研究７ 対面 理学部－掲示参照

5635000 5607 その他 化学 化学課題研究８ 対面 理学部－掲示参照

5637000 5609 その他 化学 化学課題研究１０ ハイブリッド 理学部－掲示参照

5638000 5610 その他 化学 化学課題研究１１ 対面 理学部－掲示参照

5641000 5613 その他 化学 化学課題研究１４ 対面 理学部－掲示参照

5642000 5614 その他 化学 化学課題研究１５ ハイブリッド 理学部－掲示参照

5643000 5615 その他 化学 化学課題研究１６ 完全オンライン 理学部－掲示参照

5644000 5616 その他 化学 化学課題研究１７ 完全オンライン 理学部－掲示参照

8704000 5700 その他 生物系 生物科学課題研究１ 対面 理２－生物学教室

8705000 5701 その他 生物系 生物科学課題研究２ 対面 理２－生物学教室

8706000 5702 その他 生物系 生物科学課題研究３ 対面 理２－生物学教室

8707000 5703 その他 生物系 生物科学課題研究４ 対面 理２－生物学教室

8708000 5704 その他 生物系 生物科学課題研究５ 対面 理２－生物学教室

8709000 5705 その他 生物系 生物科学課題研究６ 対面 理２－生物学教室

8710000 5706 その他 生物系 生物科学課題研究７ 対面 生命科学研究科内

8711000 5707 その他 生物系 生物科学課題研究８

8712000 5708 その他 生物系 生物科学課題研究９ 対面 理２－生物学教室

8713000 5709 その他 生物系 生物科学課題研究１０

8714000 5710 その他 生物系 生物科学課題研究１１ 対面 理２－生物学教室

8715000 5711 その他 生物系 生物科学課題研究１２ 対面 理２－生物学教室

8716000 5712 その他 生物系 生物科学課題研究１３

8717000 5713 その他 生物系 生物科学課題研究１４ 対面 理２－生物学教室

8718000 5714 その他 生物系 生物科学課題研究１５ 対面 理１－生物学教室

8719000 5715 その他 生物系 生物科学課題研究１６ 対面 理１－生物学教室

8720000 5716 その他 生物系 生物科学課題研究１７

8721000 5717 その他 生物系 生物科学課題研究１８

8722000 5718 その他 生物系 生物科学課題研究１９ 対面 理１－生物学教室

8723000 5719 その他 生物系 生物科学課題研究２０ 対面 生命科学研究科内

8724000 5720 その他 生物系 生物科学課題研究２１ 対面 生命科学研究科内

8725000 5721 その他 生物系 生物科学課題研究２２ 対面 理１－生物学教室

8726000 5722 その他 生物系 生物科学課題研究２３ 対面 理１－生物学教室
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