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それぞれの授業において，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，
定期的に理学研究科ＨＰをご確認願います． 
何か不明の点があれば，理学部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 教室名 備考

8242000 3212 物理学 月1 物理実験学１ 対面 理６－４０１講義室
8739000 3701 生物系 月1 動物系統分類学 対面 理６－３０１講義室
4237000 4223 物理学 月1 物性物理学1a：磁性と超伝導概論 対面 理２－第１講義室
4614000 4613 化学 月1 生物化学IV  対面 理６－２０１講義室
2702000 2702 生物系 月2 分子生物学Ｉ 対面 理６－３０１講義室
8291000 3215 物理学 月2 固体物理学基礎１ 対面 理６－４０１講義室
3403000 3403 地球物理学 月2 電離気体電磁力学 対面 理６－２０２講義室 ハイブリッド→対面（5/16）
3547000 3547 地質学鉱物学 月2 地質科学内部プロセス基礎論  対面 理６－３０２講義室
8601000 3601 化学 月2 生物化学II 完全オンライン 理６－４０２講義室
3713000 3713 生物系 月2 発生生物学Ｉ 対面 理２－第１講義室
4103000 4127 数学 月2 幾何学特論II 完全オンライン 理２－第２講義室
8230000 4202 物理学 月2 素粒子物理学１ 対面 理６－３０３講義室 完全オンライン→対面（5/19）
4405000 4405 地球物理学 月2 海洋物理学II 対面 理６－３０４講義室
3510000 4510 地質学鉱物学 月2 古生物学II 対面 理６－２０７講義室

2150000 2100 数学 月3 集合と位相 ハイブリッド 理６－４０１講義室

・完全オンライン→ハイブリッ
ド（6/1）
・「集合と位相」および「集合と
位相演習」を両方履修登録し
ている学生は対面参加可能
（6/1）

2712000 2712 生物系 月3 生体分子科学 対面 理２－第１講義室
3122000 3148 数学 月3 複素函数論 対面 理６－３０１講義室 完全オンライン→対面（5/16）

3477000 3404 地球物理学 月3 地球物理学のためのデータ解析法 対面 理６－２０２講義室
5/30より完全オンライン→対
面へ移行（5/19）

4129000 4122 数学 月3 整数論 完全オンライン 理６－３０３講義室
4239000 4212 物理学 月3 物性物理学2a：ソフトマター ハイブリッド 理６－２０１講義室
3539000 4540 地質学鉱物学 月3・月4 古生物学実験 対面 理６－５０３地鉱実習室
2101000 2101 数学 月4 集合と位相演習 対面 理６－４０１講義室 完全オンライン→対面（5/16）

2404000 2404 地球物理学 月4 地球連続体力学 対面 理６－３０１講義室

・【注意】PandA仮登録者数が
対面実施可能な人数の場合
は初回から「対面」にします。
遅くとも２−３日前には授業実
施方法をPandAメールで連絡
するので、履修検討者はメー
ルに注意してください。
・ハイブリッド→対面（4/15）

3184000 3184 数学 月4・月5 解析学演義Ｉ 対面 理６－３０２・３０３講義室
1023000 1004 共通 月5 現代数学の基礎Ａ 対面 理６－４０１講義室 完全オンライン→対面（5/16）
4538000 4538 地質学鉱物学 月5 理論テクトニクス 対面 理２－第３講義室
3251000 3225 物理学 火1 電磁気学B 対面 理６－４０１講義室 完全オンライン→対面（5/19）
3617000 3614 化学 火1 化学数学 完全オンライン 理６－２０１講義室
3768000 3711 生物系 火1 バイオインフォマティクス  ハイブリッド 理６－３０１講義室・２０９情報演習室
2706000 2706 生物系 火2 細胞生物学 対面 理２－第１講義室 ハイブリッド→対面（5/16）
8220000 3227 物理学 火2 物理学情報処理論２ 完全オンライン 理６－４０２講義室
3413000 3402 地球物理学 火2 地球流体力学 対面 理６－２０７講義室 ハイブリッド→対面（5/16）
3544000 3544 地質学鉱物学 火2 地球惑星史基礎論  完全オンライン 理６－５０３地鉱実習室
3608000 3608 化学 火2 物性化学Ｉ 対面 理６－４０１講義室
8728000 3723 生物系 火2 神経生物学 対面 理６－３０１講義室
4131000 4124 数学 火2 位相幾何学 完全オンライン 理６－３０４講義室
8241000 4215 物理学 火2 量子力学特論１ ハイブリッド 理６－３０２講義室
4315000 4306 宇宙物理学 火2 観測的宇宙論 対面 理６－３０３講義室
4430000 4403 地球物理学 火2 地震学 対面 理６－２０２講義室
3100000 3140 数学 火2・火3 代数学Ｉ 完全オンライン 理６－２０１講義室
3516000 2503 地質学鉱物学 火3 グローバルテクトニクス 対面 理６－４０１講義室
3313000 3303 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６－３０２講義室
4133000 4130 数学 火3 函数解析続論 対面 理６－３０１講義室
4801000 4801 境界 火3 データ同化 A 対面 理６－３０３講義室
8202000 3235 物理学 火4 物理の英語 対面 理６－４０１講義室
4317000 4304 宇宙物理学 火4 銀河・星間物理学 対面 理６－３０３講義室
3180000 3180 数学 火4・火5 代数学演義Ｉ 対面 理６－２０１・３０１講義室
4533000 4537 地質学鉱物学 火4・火5 地球テクトニクス実習 II ハイブリッド 理６－５０３地鉱実習室
8520000 4514 地質学鉱物学 火5 変成岩岩石学 対面 理６－３０５講義室
2230000 2209 物理学 水1 解析力学１ 対面 理６－４０１講義室
8618000 2610 化学 水1 分析化学Ｉ 対面 理６－２０１講義室 完全オンライン→対面（5/30）
2214000 3223 物理学 水1 連続体力学 完全オンライン 理６－３０１講義室
8734000 3717 生物系 水1 植物分子生物学 対面 理６－２０２講義室
3716000 3747 生物系 水1 数理生物学 対面 理２－第１講義室 完全オンライン→対面（5/16）
3607000 4608 化学 水1 物理化学IV 対面 理６－３０２講義室 教室207→302（4/20）
2405000 2405 地球物理学 水2 観測地球物理学 対面 理６－２０２講義室 ハイブリッド→対面（5/16）
8290000 3211 物理学 水2 統計力学B 対面 理６－４０１講義室
3545000 3545 地質学鉱物学 水2 地球惑星物質科学基礎論  対面 理６－２０７講義室
3614000 3612 化学 水2 有機化学II ハイブリッド 理６－２０１講義室 水2・木1
8702000 3704 生物系 水2 生態学Ｉ 完全オンライン 理２－第３講義室
3767000 3727 生物系 水2 生体分子機能科学 対面 理２－第１講義室
4106000 4106 数学 水2 解析学特論III 対面 理６－３０３講義室
8237000 4221 物理学 水2 物理数学特論２ 対面 理６－４０２講義室 完全オンライン→対面（5/19）
4407000 4407 地球物理学 水2 気象学II 対面 理６－３０２講義室
3102000 3142 数学 水2・水3 幾何学Ｉ 完全オンライン 理６－３０１講義室
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3314000 3305 宇宙物理学 水3 基礎宇宙物理学II．流体および電磁流体力学 対面 理６－３０３講義室
4128000 4120 数学 水3 代数幾何学 完全オンライン 理６－３０２講義室
8232000 4208 物理学 水3 重力 対面 理６－４０１講義室
3520000 4541 地質学鉱物学 水3 地球テクトニクス II 対面 理６－３０５講義室
2733000 2730 生物系 水3・水4 個体の基礎生物学実験 対面 PandAカレンダー参照
2234000 2217 物理学 水4 物理のための数学１ ハイブリッド 理６－４０１講義室 完全オンライン→ハイブリッド（6/3）

8402000 4409 地球物理学 水4 太陽地球系物理学 対面 理６－３０３講義室
3182000 3182 数学 水4・水5 幾何学演義Ｉ 対面 理６－３０１・３０２講義室

1800000 1800 境界 水5 学術連携共同：数理科学の研究フロンティア 対面 理６－２０２講義室
新規開講／17：05～18：35／
初回は4月6日

8528000 2501 地質学鉱物学 水5 地質科学概論Ｉ 対面 理６－４０１講義室
2508000 2507 地質学鉱物学 木1 太陽系と地球の化学  対面 理２－第１講義室
2622000 2602 化学 木1 物理化学 I（量子化学) 対面 理６－４０１講義室
3614000 3612 化学 木1 有機化学II ハイブリッド 理６－２０１講義室 水2・木1
3750000 3708 生物系 木1 陸水生態学 完全オンライン 理２－第３講義室
4241000 4220 物理学 木1 物性物理学3a：量子光学 対面 理６－３０１講義室
2303000 2300 宇宙物理学 木2 天文学概論 対面 理６－４０１講義室
2600000 2600 化学 木2 有機化学ＩＡ 対面 理６－３０１講義室
8732000 2705 生物系 木2 海洋生物学 完全オンライン 理６－４０２講義室
3146000 3146 数学 木2 微分方程式論 完全オンライン 理３－１１０室
3546000 3546 地質学鉱物学 木2 地質科学表層プロセス基礎論  対面 理６－２０２講義室
8629000 3618 化学 木2 量子化学II 完全オンライン 理６－２０１講義室
4705000 3706 生物系 木2 人類学第１部 対面 理２－第３講義室
3714000 3714 生物系 木2 発生生物学II 対面 理６－３０３講義室
4107000 4129 数学 木2 確率論 完全オンライン 理６－３０２講義室
8228000 4200 物理学 木2 原子核物理学１ 対面 理２－第１講義室
4512000 4512 地質学鉱物学 木2 鉱物学特論 対面 理６－３０５講義室

3249000 3239 物理学 木3 量子力学演習１  対面 理６－４０１講義室
4月5日（火）までに時間割へ
入力してください。（KULASIS
「お知らせ」参照）

8102000 4107 数学 木3 保険数学Ｉ 対面 理６－３０１講義室

2616001 2608 化学 木3・木4 入門化学実験 対面 理６－２０７講義室・理６－３６９室
前期後期同一科目／4月14日
13:15～zoom説明会
（KULASIS「お知らせ」参照）

3258000 3241 物理学 木4 電磁気学演習２  対面 理６－４０１講義室
4月5日（火）までに時間割へ
入力してください。（KULASIS
「お知らせ」参照）

8119000 4131 数学 木4 保険数学演習I 対面 理６－３０２・３０３講義室
4431000 4415 地球物理学 木4 火山物理学 対面 理６－３０１講義室
8508000 4531 地質学鉱物学 木4・木5 鉱物学実習 対面 理６－５０３地鉱実習室
4138000 4135 数学 木5 数学・数理科学の最前線Ｉ  対面 理６－３０１講義室
3430000 4416 地球物理学 木5 地球熱学 対面 理６－３０２講義室 一部完全オンラインで実施
4611000 4610 化学 木5 有機化学演習 対面 理６－２０１講義室
8212000 3214 物理学 金1 エレクトロニクス 対面 理６－４０１講義室
8612000 3606 化学 金1 無機化学IIＡ ハイブリッド 理６－２０２講義室
3749000 3710 生物系 金1 分子情報学 対面 理６－３０２講義室
3761000 3720 生物系 金1 植物系統分類学ＩＩ 対面 理６－３０１講義室
4609000 4609 化学 金1 有機化学IV 対面 理６－４０２講義室
8411000 2408 地球物理学 金2 地球物理学概論Ｉ 対面 理２－第１講義室 完全オンライン→対面（4/5）
8288000 3206 物理学 金2 量子力学B 対面 理６－４０１講義室
3576000 3505 地質学鉱物学 金2 地質調査・分析法Ｉ 対面 理６－５０３地鉱実習室
8616000 3615 化学 金2 物理化学IIIＡ 完全オンライン 理６－２０２講義室
8703000 3705 生物系 金2 生態学II 完全オンライン 理２－第３講義室
3726000 3726 生物系 金2 分子遺伝学II 対面 理６－２０１講義室 完全オンライン→対面（5/16）
8222000 4226 物理学 金2 宇宙物理入門 対面 理６－４０２講義室 完全オンライン→対面（5/16）
3144000 3144 数学 金2・金3 解析学Ｉ 完全オンライン 理６－３０１講義室

3248000 3238 物理学 金3 統計力学演習１ 対面 理６－４０１講義室
4月5日（火）までに時間割へ
入力してください。（KULASIS
「お知らせ」参照）

3412000 3412 地球物理学 金3 物理気候学 対面 理６－２０１講義室 ハイブリッド→対面（5/16）
3643000 3632 化学 金3 物理化学演習Ｂ 完全オンライン 理６－３０２講義室
3722000 3722 生物系 金3 免疫生物学 対面 理２－第１講義室 完全オンライン→対面（5/16）
8118000 4118 数学 金3 偏微分方程式 ハイブリッド 理６－３０３講義室
4603000 4603 化学 金3 無機化学III 対面 理６－２０２講義室 完全オンライン→対面（5/16）

2801000 2801 境界 金3・金4・金5 博物館実習（自然史） 対面 理学部－掲示参照
新規開講／4月8日13:45に2-
3へ集合（KULASIS「お知ら
せ」参照）

2235000 2218 物理学 金4 物理のための数学２ 対面 理６－４０１講義室
3110000 3110 数学 金4 計算機科学 対面 理６－３０１講義室 完全オンライン→対面（5/16）
3476000 3401 地球物理学 金4 弾性体力学 対面 理６－３０３講義室 ハイブリッド→対面（4/5）
3626000 3634 化学 金4 計算機化学演習 完全オンライン 理６－２０９情報演習室
3757000 3731 生物系 金4 細胞内情報発信学 対面 理２－第１講義室
3774000 3774 生物系 金4 保全生物学 対面 理２－第２講義室
4429000 4401 地球物理学 金4 測地学 対面 理６－２０７講義室
3004000 1003 共通 金5 理学と社会交流Ｉ 対面 理６－３０４講義室
8610000 3604 化学 金5 化学実験法Ｉ 対面 理６－４０１講義室



課題演習等
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8250000 3260 月3.月4.月5 物理学 物理科学課題演習Ａ１（前）  対面 理６－２０７講義室、理６－６０３物理演習室

8252000 3262 月3.月4.月5 物理学 物理科学課題演習Ａ２（前）  対面 理６－２０７講義室、理６－６０５物理演習室

8254000 3264 月3.月4.月5 物理学 物理科学課題演習Ａ３（前） 対面 理６－３０６物理学演習室

8256000 3266 月3.月4.月5 物理学 物理科学課題演習Ａ４（前）  対面 理６－６０７物理演習室

8258000 3268 月3.月4.月5 物理学 物理科学課題演習Ａ５（前）  対面 理６－３０７物理学演習室

8260000 3270 月3.月4.月5 物理学 物理科学課題演習Ａ６（前）  対面 理６－３０６物理学演習室

8262000 3272 月3.月4.月5 物理学 物理科学課題演習Ａ７（前） 対面 理５－物理学教室

8264000 3274 月3.月4.月5 物理学 物理科学課題演習Ａ８（前）  対面 理５－物理学教室

8266000 3280 月3.月4.月5 物理学 物理科学課題演習Ｂ１（前）  対面 理６－３１１物理学演習室

8268000 3282 月3.月4.月5 物理学 物理科学課題演習Ｂ２（前）  対面 理学部５号館１２１室

8270000 3284 月3.月4.月5 物理学 物理科学課題演習Ｂ３（前）  対面 理５－物理学教室

8272000 3286 月3.月4.月5 物理学 物理科学課題演習Ｂ４（前） 対面 理６－３０８物理学演習室

8276000 3290 月3.月4.月5 物理学 物理科学課題演習Ｂ６（前）  対面 理６－３１０物理学演習室

8278000 3292 月3.月4.月5 物理学 物理科学課題演習Ｂ７（前）  対面 理６－３０８物理学演習室

8280000 3294 月3.月4.月5 物理学 物理科学課題演習Ｂ８（前）  対面 理６－３０９物理学演習室

8282000 3296 月3.月4.月5 物理学 物理科学課題演習Ｂ９（前）  対面 理５－物理学教室

8284000 3360 月3.月4.月5 宇宙物理学 物理科学課題演習Ｃ１ 対面 理学部４号館５１０室

3450000 3465 水3.水4 地球物理学 地球惑星科学課題演習ＤＡ 対面 理１－地球物理学教室

3451000 3466 火3.火4 地球物理学 地球惑星科学課題演習ＤＢ 対面 理１－地球物理学教室

3578000 3534 その他 地質学鉱物学 地質科学野外巡検ＩA 対面 理学部－掲示参照

3574000 3561 金3.金4 地質学鉱物学 地球惑星科学課題演習Ｅ１ 対面 理６－５０３地鉱実習室

8634000 3639 月火水13:15-17:45 化学 化学実験Ａ  対面 理６－４０２講義室・５０７号室

3762001 3762 月火水木3.4.5 生物系 生物学実習Ａ　（１） 対面 理学部－掲示参照

3762002 3762 月火水木3.4.5 生物系 生物学実習Ａ　（２） 対面 理学部－掲示参照

3762003 3762 月火水木3.4.5 生物系 生物学実習Ａ　（３） 対面 理学部－掲示参照

3762004 3762 月火水木3.4.5 生物系 生物学実習Ａ　（４） 対面 理学部－掲示参照

3763001 3763 月火水木3.4.5 生物系 生物学実習Ｂ　（１） 対面 理学部－掲示参照

3763002 3763 月火水木3.4.5 生物系 生物学実習Ｂ　（２） 対面 理学部－掲示参照

3763003 3763 月火水木3.4.5 生物系 生物学実習Ｂ　（３） 対面 理学部－掲示参照

3763004 3763 月火水木3.4.5 生物系 生物学実習Ｂ　（４） 対面 理学部－掲示参照

3763005 3763 月火水木3.4.5 生物系 生物学実習Ｂ　（５） 対面 理学部－掲示参照

3764001 3764 月火水木3.4.5 生物系 生物学実習Ｃ　（１） 対面 理学部－掲示参照

3764002 3764 月火水木3.4.5 生物系 生物学実習Ｃ　（２） 対面 理学部－掲示参照

3764003 3764 月火水木3.4.5 生物系 生物学実習Ｃ　（３） 対面 理学部－掲示参照

3764004 3764 月火水木3.4.5 生物系 生物学実習Ｃ　（４） 対面 理学部－掲示参照

3753000 3772 その他 生物系 陸水生態学実習II 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５－物理学教室

5201000 5201 その他 物理学 物理科学課題研究Ｐ２ 対面 理５－物理学教室

5202000 5202 その他 物理学 物理科学課題研究Ｐ３ 対面 理５－物理学教室

5203000 5203 その他 物理学 物理科学課題研究Ｐ４ 対面 理５－物理学教室

5204000 5204 その他 物理学 物理科学課題研究Ｐ５ 対面 理５－物理学教室

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 理５－物理学教室

5212000 5212 その他 物理学 物理科学課題研究Ｑ３ 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 プラズマ実験棟

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 総合研究５号館３０２

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 理５－物理学教室

5219000 5219 その他 物理学 物理科学課題研究Ｑ１０ 対面 理５－物理学教室

5220000 5220 その他 物理学 物理科学課題研究Ｑ１１ 対面 理５－物理学教室

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４－宇宙物理学教室

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 理１－地球物理学教室

8512000 5500 その他 地質学鉱物学 地球惑星科学課題研究Ｔ１１ ハイブリッド 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 ハイブリッド 理学部－掲示参照

5631000 5603 その他 化学 化学課題研究４ ハイブリッド 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 対面 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

5640000 5612 その他 化学 化学課題研究１３ 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
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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 対面 理学部－掲示参照

5644000 5616 その他 化学 化学課題研究１７ 対面 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 対面 理２－生物学教室

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 対面 理２－生物学教室

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 対面 理２－生物学教室

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 対面 理２－生物学教室

8721000 5717 その他 生物系 生物科学課題研究１８ 対面 理２－生物学教室

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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