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開講学部等 授業科目名 単位 学期 曜日・時限

教養教育科目 （全学共通科目） 175
教養教育科目 青森の文化－青森の手工芸－ 2 前期 月1・2時限
教養教育科目 農学の世界－食と生活の酵素科学－ 2 前期 月1・2時限
教養教育科目 情報処理入門Ｂ-情報機器の操作③-【P特支・養護教諭養成課程】 2 前期 月1・2時限
教養教育科目 運動と健康Ａ－運動とリハビリテーションA－ 2 前期 月1・2時限
教養教育科目 運動と健康Ａ－運動とリハビリテーションC－ 2 前期 月1・2時限
教養教育科目 運動と健康Ａ－運動とリハビリテーションB子どもから老人まで－ 2 前期 月1・2時限
教養教育科目 運動と健康Ａ－リハビリテーションとメンタルヘルス－ 2 前期 月1・2時限
教養教育科目 基礎ゼミナール【S電子】 2 前期 月3・4時限
教養教育科目 農学の世界－微生物を活かしたものづくり－ 2 前期 月5・6時限
教養教育科目 基礎ゼミナール【P小学校】 2 前期 月9・10時限
教養教育科目 基礎ゼミナール【P特支】 2 前期 月9・10時限
教養教育科目 メンタルヘルス－心と体の健康を考える－ 2 前期 火1・2時限
教養教育科目 物理学の世界－物理学入門－ 2 前期 火5・6時限
教養教育科目 生活と健康－人間発達とリハビリテーション－ 2 前期 火5・6時限
教養教育科目 青森の経済・産業－企業と経営－ 2 前期 火7・8時限
教養教育科目 青森の歴史－写真で見る青森の近代－ 2 前期 火7・8時限
教養教育科目 青森の自然－青森の地震と火山－ 2 前期 火7・8時限
教養教育科目 生活と健康－ストレスと健康－ 2 前期 火7・8時限
教養教育科目 青森の自然－白神学Ⅰ－ 2 前期 火9・10時限
教養教育科目 環境と生活－環境と生活A①－ 2 前期 火9・10時限
教養教育科目 生活と健康－家庭看護－ 2 前期 水3・4時限
教養教育科目 情報と健康・医学－保健・医療とデータ解析－ 2 前期 木1・2時限
教養教育科目 環境と生活－人類とエネルギー－ 2 前期 木5・6時限
教養教育科目 情報処理入門Ｂ-情報機器の操作⑨-【M保放射線】 2 前期 木3・4時限
教養教育科目 環境と生活－地球温暖化と防災－ 2 前期 木5・6時限
教養教育科目 化学の世界－毒の話－ 2 前期 木5・6時限
教養教育科目 人を育む営み－子どもの健康－ 2 前期 木5・6時限
教養教育科目 人を育む営み－ドイツのESD実践－ 2 前期 木5・6時限
教養教育科目 生活と健康－食と栄養と薬の関係－ 2 前期 木5・6時限
教養教育科目 医学・医療の世界－人体のしくみと病気のなりたち－ 2 前期 木5・6時限
教養教育科目 情報処理入門Ｂ-情報機器の操作⑩-【M保検査】 2 前期 木7・8時限
教養教育科目 人を育む営み－教育学への誘い－ 2 前期 木7・8時限
教養教育科目 青森の文化－北日本学－ 2 前期 木9・10時限
教養教育科目 人を育む営み－教育の場における試行錯誤と幸福A－ 2 前期 木9・10時限
教養教育科目 医学・医療の世界－最新医学の現状A－ 2 前期 金5・6時限
教養教育科目 生活と健康－食と健康－ 2 前期 金7・8時限
教養教育科目 医学・医療の世界－身体をはかる－ 2 前期 金9・10時限
教養教育科目 青森の芸術－青森の色感嗜好－ 2 前期 水7・8時限
教養教育科目 青森の芸術－青森の芸術文化振興－ 2 前期 集中
教養教育科目 キャリア形成の発展－自分らしく働く しあわせに生きる－ 2 前期 火1・2時限
教養教育科目 キャリア形成の発展－女性×キャリア－ 2 前期 火5・6時限
教養教育科目 地域プロジェクト演習－弘前のアートワールド－ 2 前期 水7・8時限
教養教育科目 青森の多様性と活性化－人口減少社会の再デザイン：新幹線をキーワー 2 前期 木3・4時限
教養教育科目 グローバルヘルス－世界の健康問題－ 2 前期 木7・8時限
教養教育科目 日本－日本語教育を知る①－ 2 前期 水7・8時限
教養教育科目 青森エクスカーション－地域の情報の集め方・まとめ方・伝え方－ 2 前期 集中
教養教育科目 地域プロジェクト演習－弘前市の課題と発展を考える－ 2 前期 集中
教養教育科目 キャリアデザイン－知的財産教育－ 2 前期 集中
教養教育科目 キャリア形成の発展－社会と私②－【H社会】 2 前期 水5・6時限
教養教育科目 キャリア形成の発展－社会と私①－【A生物・分子・地域】 2 前期 木3・4時限
教養教育科目 青森の自然－食育概論②－ 2 後期 月3・4時限
教養教育科目 くらし・文化－世界を変えた作物－ 2 後期 月3・4時限
教養教育科目 環境と生活－日本の地震防災－ 2 後期 月3・4時限
教養教育科目 農学の世界－イネ（稲）を学ぶ－ 2 後期 月3・4時限
教養教育科目 物理学の世界－物理学の基礎－ 2 後期 月3・4時限
教養教育科目 化学の世界－カリカリベーコンはどうして美味しいにおいなの？ － 2 後期 月3・4時限
教養教育科目 人を育む営み－家族の機能と役割－ 2 後期 月3・4時限
教養教育科目 メンタルヘルス－メンタルヘルスⅠ－ 2 後期 月3・4時限
教養教育科目 医学・医療の世界－人体のしくみと健康－ 2 後期 月3・4時限
教養教育科目 国際地域－世界史概観－ 2 後期 月9・10時限
教養教育科目 キャリア形成の基礎【P】 2 後期 火7・8時限
教養教育科目 地球環境－21世紀の地球環境問題②－ 2 後期 火9・10時限
教養教育科目 地球環境－気候変動と現代社会①－ 2 後期 火9・10時限
教養教育科目 青森の文化－青森の手工芸実習－ 2 後期 水3・4時限
教養教育科目 グローバル社会・経済－地域から提案する国際ビジネス－ 2 後期 水7・8時限
教養教育科目 Writing（初級） 2 後期 木1・2時限
教養教育科目 地域学ゼミナール⑯【P・M医・M心理・S】 2 後期 木3・4時限
教養教育科目 芸術－木材・木炭入門－ 2 後期 木5・6時限
教養教育科目 化学の世界－生活の化学B－ 2 後期 木9・10時限
教養教育科目 人を育む営み－教育の場における試行錯誤と幸福B－ 2 後期 木9・10時限
教養教育科目 医学・医療の世界－人体のしくみＢ－ 2 後期 木9・10時限
教養教育科目 Writing（初級） 2 後期 金1・2時限
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教養教育科目 Writing（初級） 2 後期 金3・4時限
教養教育科目 医学・医療の世界－最新医学の現状Ｂ－ 2 後期 金7・8時限
教養教育科目 環境と生活－放射線リスクコミュニケーションの理解－ 2 後期 金9・10時限
教養教育科目 青森の経済・産業－地方創生入門①－ 2 後期 金5・6時限
教養教育科目 青森の文化－弘前藩の古武術－ 2 後期 木5・6時限
教養教育科目 日本－日本語教育を知る②－ 2 後期 水7・8時限
教養教育科目 世界の芸術・芸能－舞台芸術概論－ 2 後期 集中
教養教育科目 世界の芸術・芸能－コンテンポラリーアート－ 2 後期 集中
教養教育科目 思想－美学入門－ 2 後期 集中
教養教育科目 青森の経済・産業－地方創生入門②－ 2 後期 集中
教養教育科目 地域プロジェクト演習－食と地域づくり－ 2 後期 月3・4時限
教養教育科目 キャリア形成の発展－地方移住・定住論－ 1 後期 火9・10時限
教養教育科目 キャリア形成の発展－ダイバーシティとキャリア－ 2 後期 木3・4時限
教養教育科目 青森の多様性と活性化－介護文化と高齢化－ 2 後期 木9・10時限
教養教育科目 青森エクスカーション－北日本の民俗芸能・祭り－ 2 後期 木9・10時限
教養教育科目 キャリアデザイン－アート・インターンシップ－ 2 後期 集中
人文社会科学部 59
人文社会科学部 多言語コミュニケーションＡ(中国語) (20H) 2 前期 火3・4時限
人文社会科学部 企業戦略コース特設講義Ａ(1)「サービス企業論」 2 前期 火3・4時限
人文社会科学部 企業戦略コース特設講義Ａ(2)「観光と地域振興」 2 前期 火5・6時限
人文社会科学部 多言語コミュニケーションＢ(中国語) (20H) 2 前期 金3・4時限
人文社会科学部 事業計画演習I 2 前期 火9・10時限
人文社会科学部 プロジェクトマネジメント実習I 2 前期 月1-4時限
人文社会科学部 文化財科学実習I 2 前期 火7-10時限
人文社会科学部 保存科学実習I 2 前期 火7-10時限
人文社会科学部 ビジネス戦略実習I 2 前期 金7-10時限
人文社会科学部 【教職】特別活動及び総合的な学習の時間の指導法 2 前期 集中
人文社会科学部 企業戦略コース特設講義Ｃ(2)「観光基礎論」 2 前期 集中
人文社会科学部 【学芸員】博物館資料保存論 2 前期 集中
人文社会科学部 【教職】特別な教育的ニーズの理解とその支援 1 前期 集中
人文社会科学部 【教職】公民科教育法 2 前期 木9・10時限
人文社会科学部 ベンチャービジネス論 2 後期 月5・6時限
人文社会科学部 企業戦略コース特設講義Ｂ(3)「フードビジネス論」 2 後期 月7・8時限
人文社会科学部 自治体政策研究 2 後期 火3・4時限
人文社会科学部 簿記システムI 2 後期 火7・8時限
人文社会科学部 多言語コミュニケーションＣ（中国語） (20H) 2 後期 水3・4時限
人文社会科学部 文化財科学 2 後期 水3・4時限
人文社会科学部 経済法律・企業戦略コース特設講義Ｄ(1)「子どもと法律」経済法律コース 2 後期 金3・4時限
人文社会科学部 経済法律・企業戦略コース特設講義Ｄ(1)「子どもと法律」企業戦略コース 2 後期 金3・4時限
人文社会科学部 多言語コミュニケーションＤ（中国語） (20H) 2 後期 金3・4時限
人文社会科学部 プロジェクトマネジメント実習II 2 後期 月1-4時限
人文社会科学部 文化財科学実習II 2 後期 火7-10時限
人文社会科学部 保存科学実習II 2 後期 火7-10時限
人文社会科学部 ビジネス戦略実習II 2 後期 金7-10時限
人文社会科学部 多文化共生コース特設講義Ｄ(1)「地域と世界をつなぐIIＢ」 2 後期 集中
人文社会科学部 【教職】社会科授業構成論II 2 後期 火3・4時限
人文社会科学部 【教職】地理歴史科教育法 2 後期 木9・10時限
教育学部 274
教育学部 環境教育概論 2 前期 金1・2時限
教育学部 環境教育演習 1 前期 集中
教育学部 小学校音楽基礎 1 前期 火1・2時限
教育学部 小学校音楽基礎 1 前期 火5・6時限
教育学部 小学校音楽実技 1 前期 水5・6時限
教育学部 小学校図画工作演習 1 前期 水5・6時限
教育学部 小学校音楽基礎 1 前期 木1・2時限
教育学部 小学校音楽基礎 1 前期 木5・6時限
教育学部 小学校専門生活 1 前期 木7・8時限
教育学部 小学校理科基礎 1 前期 木9・10時限
教育学部 小学校理科・家庭科実験 1 前期 金3・4時限
教育学部 小学校音楽基礎 1 前期 木5・6時限
教育学部 栽培技術Ａ 3 前期 月3・4時限
教育学部 木材加工技術基礎 2 前期 月5・6時限
教育学部 被服学I 2 前期 月5・6時限
教育学部 肢体不自由者の心理・生理・病理 2 前期 月5・6時限
教育学部 木材加工実習I 1 前期 金5・6時限
教育学部 ソルフェージュIA 1 前期 火3・4時限
教育学部 学校保健（学校安全を含む） 2 前期 月3・4時限
教育学部 臨床発達心理学演習（前期） 1 前期 火5・6時限
教育学部 電気技術基礎 2 前期 月7・8時限
教育学部 木材加工技術Ａ 2 前期 水1・2時限
教育学部 電気技術Ａ 2 前期 水3・4時限
教育学部 保健指導論 2 前期 水3・4時限
教育学部 独奏I 1 前期 水5・6時限
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教育学部 保育学II 2 前期 木1・2時限
教育学部 デザインI（２年前） 1 前期 木3・4時限
教育学部 栽培実習I 1 前期 木5・6時限
教育学部 教育社会学特殊講義 2 前期 木5・6時限
教育学部 工芸史【学校教育】 2 前期 木9・10時限
教育学部 知的障害者の指導法 2 前期 金1・2時限
教育学部 養護学概論 2 前期 金3・4時限
教育学部 衛生学及び公衆衛生学I（予防医学を含む） 2 前期 金5・6時限
教育学部 衛生学・公衆衛生学 2 前期 金5・6時限
教育学部 精神衛生 2 前期 集中
教育学部 精神保健 2 前期 集中
教育学部 金属加工実習I 1 前期 金7・8時限
教育学部 被服学実験実習II／後半 1 前期 金7-10時限
教育学部 養護学演習II 2 前期 金7・8時限
教育学部 工芸基礎（２年前） 1 前期 金9・10時限
教育学部 機械実習I 1 前期 金9・10時限
教育学部 社会教育特殊講義 2 前期 金9・10時限
教育学部 ソルフェージュ IIA 1 前期 集中
教育学部 金属加工技術基礎 2 後期 火3・4時限
教育学部 機械技術基礎 2 前期 木3・4時限
教育学部 電気実習I 1 前期 集中
教育学部 社会科教育演習I（Ａ） 2 前期 集中
教育学部 独奏IIIＡ 2 前期 集中
教育学部 情報技術Ａ 2 前期 集中
教育学部 情報技術実習II 1 前期 集中
教育学部 独奏IIIＣ 2 前期 集中
教育学部 工業科教育法I 2 前期 金7・8時限
教育学部 インクルーシブ教育概論 2 前期 月9・10時限
教育学部 理科教材方法論II 2 前期 火3・4時限
教育学部 音楽科教育法Ⅲ 2 前期 火3・4時限
教育学部 技術科教育法III 2 前期 火1・2時限
教育学部 家庭科教育法III 2 前期 水5・6時限
教育学部 理科教育法I 2 前期 水3・4時限
教育学部 技術科教育法I 2 前期 水3・4時限
教育学部 家庭科教育法 2 前期 水3・4時限
教育学部 保健教育方法論 2 前期 水3・4時限
教育学部 保健科教育概論 2 前期 水5・6時限
教育学部 特別活動（初等） 2 前期 木3・4時限
教育学部 保健授業論 2 前期 木5・6時限
教育学部 公民科教育法 2 前期 木9・10時限
教育学部 道徳の歴史と方法（初等） 2 前期 金5・6時限
教育学部 教育方法論（初等） 2 前期 金7・8時限
教育学部 特別活動及び総合的な学習の時間の指導法 2 前期 集中
教育学部 カウンセリング基礎論（初等） 2 前期 集中
教育学部 道徳の歴史と方法（中等） 2 前期 水5・6時限
教育学部 教職実践演習（教諭） 2 前期 集中
教育学部 道徳の歴史と方法（初等）【副免】 2 前期 集中
教育学部 道徳の歴史と方法（中等）【副免】 2 前期 集中
教育学部 教育相談の理論と方法（中等） 2 前期 集中
教育学部 デザインⅡ（４年前） 2 前期 水9・10時限
教育学部 小学校家庭科実習 1 前期 水5・6時限
教育学部 健康教育概論 2 後期 水5・6時限
教育学部 小学校家庭科基礎 1 後期 月3・4時限
教育学部 小学校音楽講義 2 後期 金5・6時限
教育学部 工芸基礎（２年後） 1 後期 月3・4時限
教育学部 製図 2 後期 月5・6時限
教育学部 被服学実験実習I／前半 1 後期 月5-8時限
教育学部 肢体不自由者の指導法 2 後期 月7・8時限
教育学部 ソルフェージュIＢ 1 後期 月7・8時限
教育学部 栽培技術基礎 2 後期 月7・8時限
教育学部 養護学基礎実習／隔週 1 後期 月7-10時限
教育学部 社会教育演習 2 後期 月7・8時限
教育学部 電気技術Ｂ 2 後期 月7・8時限
教育学部 養護学実習／隔週 1 後期 月7-10時限
教育学部 デザインII（３年後） 2 後期 月9・10時限
教育学部 栽培技術Ｂ 2 後期 木5・6時限
教育学部 情報技術実習I 1 前期 集中
教育学部 学校安全特論 2 後期 火3・4時限
教育学部 合奏および和楽器 1 後期 火5・6時限
教育学部 情報技術基礎 2 後期 火5・6時限
教育学部 衛生学及び公衆衛生学II 2 後期 火5・6時限
教育学部 病弱者の指導法 2 後期 火5・6時限
教育学部 養護学演習I 2 後期 水1・2時限
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教育学部 指揮法 1 後期 水1・2時限
教育学部 木材加工技術Ｂ 2 後期 水1・2時限
教育学部 救急処置実習 2 後期 水1-4時限
教育学部 情報技術Ｂ 2 後期 水3・4時限
教育学部 臨床発達心理学演習（後期） 1 後期 水5・6時限
教育学部 栽培実習II 1 後期 木3・4時限
教育学部 被服学II 2 後期 木3・4時限
教育学部 知的障害者の心理 2 後期 木5・6時限
教育学部 教育社会学演習 2 前期 集中
教育学部 健康相談活動の理論と方法 2 後期 木5-8時限
教育学部 被服学III 2 後期 木7・8時限
教育学部 木材加工実習II 1 後期 金3・4時限
教育学部 社会科教育演習IV（Ａ） 2 後期 金5・6時限
教育学部 保育内容指導法III（環境・言葉） 2 後期 集中
教育学部 電気実習II 1 後期 集中
教育学部 視覚障害者教育総論 2 後期 集中
教育学部 独奏IIIＢ 2 後期 集中
教育学部 機械実習II 1 後期 集中
教育学部 独奏IIIＤ 2 後期 集中
教育学部 保健教材論 2 後期 月3・4時限
教育学部 工業科教育法II 2 後期 月5・6時限
教育学部 小学校理科教育法 2 後期 月7・8時限
教育学部 生涯学習論 2 後期 火1・2時限
教育学部 社会科授業構成論II 2 後期 火3・4時限
教育学部 理科教育法II 2 後期 火3・4時限
教育学部 技術科教育法IV 2 後期 火3・4時限
教育学部 家庭科教育法Ⅳ 2 後期 火3・4時限
教育学部 小学校家庭科教育法 2 後期 水1・2時限
教育学部 技術科教育法II 2 後期 水3・4時限
教育学部 家庭科教育法II 2 後期 水3・4時限
教育学部 小学校生活科教育法 2 後期 木9・10時限
教育学部 地理歴史科教育法 2 後期 木9・10時限
教育学部 社会教育計画論 2 後期 水3・4時限
教育学部 特別活動（中等） 2 後期 金7・8時限
教育学部 小学校英語科教育法【19P以降】 2 後期 金9・10時限
教育学部 子どもとカリキュラム（中等） 2 後期 集中
教育学部 音楽科教育法II 2 後期 集中
教育学部 子どもとカリキュラム（中等） 2 後期 集中
教育学部 教職実践演習（養護教諭） 2 後期 集中
教育学部 教職実践演習（発展演習・教諭） 2 後期 集中
教育学部 学校教育支援実習（養護教諭） 2 後期 集中
教育学部 総合的な学習の時間の指導法| 2 後期 木1・2時限
教育学部 教育相談の理論と方法（中等）|【養教】 2 前期 集中
教育学部 特別支援教育相談支援 2 通年 木9・10時限
教育学部 教育科学演習 2 集中 火9・10時限
教育学部 Ｔｕｅｓｄａｙ実習（小学校） 2 通年 火5-10時限
教育学部 Ｔｕｅｓｄａｙ実習（中学校） 2 通年 火5-10時限
教育学部 教職入門 2 前期 集中
教育学部 学校生活体験実習I（小学校） 1 前期 集中
教育学部 学校生活体験実習I（中学校） 1 前期 集中
教育学部 学校生活体験実習II 1 前期 集中
教育学部 教育実習（集中実習・中学校） 2 前期 集中
教育学部 養護実習 4 前期 集中
教育学部 事前事後指導（養護実習） 1 前期 集中
教育学部 教育実習（卒業要件外中学校） 2 前期 集中
教育学部 特別活動及び総合的な学習の時間の指導法 2 前・後 集中
教育学部 理科教育法I 2 前期 水3・4時限
教育学部 理科教材方法論Ⅱ 2 前期 火3・4時限
教育学部 農業科教育法I 2 後期 金3・4時限
医学部医学科 178
医学部医学科 医の原則 1 前期 月7・8時限
医学部医学科 基礎人体科学演習 2 前期 月1-4時限
医学部医学科 地域医療入門 1 前期 水3・4時限

医学部医学科 解剖学 4 前期
月木金1-10時限,火3-10時
限,水5-10時限

医学部医学科 生理学 2 前期 月木金1-4時限,火3・4時限
医学部医学科 解剖学実習 3 後期 火金5-10時限,水3.4時限
医学部医学科 生理学実習 2 前期 月火水5-10時限
医学部医学科 社会医学 2 前期 金1-10時限
医学部医学科 外科学概論 1 前期 木9・10時限
医学部医学科 消化器内科学・外科学Ⅰ（1） 2 前期 月5・6時限
医学部医学科 消化器内科学・外科学Ⅰ（2） 2 前期 木5・6時限
医学部医学科 循環器内科学・外科学Ⅰ（1） 2 前期 火1・2時限
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医学部医学科 循環器内科学・外科学Ⅰ（2） 2 前期 水1・2時限
医学部医学科 内分泌・代謝学Ⅰ（内分泌） 1 前期 月9・10時限
医学部医学科 呼吸器内科学・外科学Ⅰ 1 前期 月7・8時限
医学部医学科 感染症学 1 前期 月3・4時限
医学部医学科 神経精神医学Ⅰ 1 前期 水3・4時限
医学部医学科 小児科学Ⅰ 1 前期 木3・4時限
医学部医学科 病理学実習 2 前期 火水5-10時限
医学部医学科 社会医学実習 2 前期 金1-10時限
医学部医学科 血液内科学Ⅰ 1 前期 水9・10時限
医学部医学科 血液内科学Ⅱ 1 前期 金9・10時限
医学部医学科 周産期医学 1 前期 火1・2時限
医学部医学科 麻酔科学・緩和医療学Ⅱ 1 前期 月3・4時限
医学部医学科 放射線腫瘍学 1 前期 火9・10時限
医学部医学科 皮膚科学 1 前期 木5・6時限
医学部医学科 泌尿器科学 1 前期 火7・8時限
医学部医学科 眼科学 1 前期 月5・6時限
医学部医学科 脳神経外科学 1 前期 火3・4時限
医学部医学科 歯科口腔外科学 1 前期 木7・8時限
医学部医学科 形成外科学 1 前期 木3・4時限
医学部医学科 救急・災害医学 1 前期 水5・6時限
医学部医学科 臨床検査医学 1 前期 月1・2時限
医学部医学科 小児外科学 1 前期 木9・10時限
医学部医学科 法医学 1 前期 水1・2時限
医学部医学科 医療安全学 1 前期 金5・6時限
医学部医学科 臨床実習Ⅱ 17 前期 月火水木金1-10時限
医学部医学科 医学英語Ⅰ（クラスＡ） 1 後期 月7・8時限
医学部医学科 医学英語Ⅰ（クラスＢ） 1 後期 月7・8時限
医学部医学科 生化学（講義2） 2 後期 月3・4時限
医学部医学科 組織学 1 後期 水5・6時限
医学部医学科 組織学実習 1 後期 水5・6時限
医学部医学科 医学英語Ⅱ 1 後期 火5・6時限
医学部医学科 免疫学 1 後期 水1・2時限
医学部医学科 神経科学 1 後期 月5-8時限
医学部医学科 病理学 3 後期 水木3・4時限
医学部医学科 神経科学実習 1 後期 月7-10時限
医学部医学科 医学英語Ⅲ 1 後期 水3・4時限
医学部医学科 消化器内科学・外科学Ⅱ 1 後期 月3・4時限
医学部医学科 循環器内科学・外科学Ⅱ 1 後期 月5・6時限
医学部医学科 内分泌・代謝学Ⅰ（内分泌） 1 後期 月9・10時限
医学部医学科 内分泌・代謝学Ⅱ 1 後期 火7・8時限
医学部医学科 呼吸器内科学・外科学Ⅱ 1 後期 月1・2時限
医学部医学科 臨床免疫学 1 後期 木1・2時限
医学部医学科 神経精神医学Ⅱ 1 後期 木3・4時限
医学部医学科 小児科学Ⅱ 1 後期 金1・2時限
医学部医学科 婦人科学 1 後期 火1・2時限
医学部医学科 神経内科学 1 後期 金3・4時限
医学部医学科 腎臓内科学 1 後期 火3・4時限
医学部医学科 整形外科学Ⅰ 1 後期 火5・6時限
医学部医学科 麻酔科学・緩和医療学Ⅰ 1 後期 月7・8時限
医学部医学科 放射線診断学 1 後期 火9・10時限
医学部医学科 特別教育科目（研究室研修） 3 後期 水木金5-10時限
医学部医学科 臨床薬理・和漢薬学 1 後期 金9・10時限

医学部医学科 ＰＢＬ 6 後期
月火1・2時限，水木3・4時
限，金1-4時限

医学部医学科 臨床実習入門（演習科目） 10 後期 月火水木金5-8時限
医学部医学科 臨床実習入門（演習科目）（PreCC/OSCE） 10 後期 集中
医学部医学科 総合教育演習Ⅱ 8 後期 不定期
医学部医学科 臨床実習Ⅰ 44 通年 月火水木金1-10時限
医学部保健学科 274
医学部保健学科 保健学概論 1 前期 月1・2時限
医学部保健学科 コミュニケーション論 1 前期 月1・2時限
医学部保健学科 コミュニケーション論 1 前期 月1・2時限
医学部保健学科 看護対象論 1 前期 水5・6時限
医学部保健学科 精神医学演習 1 前期 月1・2時限
医学部保健学科 精神障害作業療法治療学Ⅱ 2 前期 月1・2時限
医学部保健学科 小児看護学概論 1 前期 月3・4時限
医学部保健学科 作業療法評価学概論 1 前期 月3・4時限
医学部保健学科 精神障害作業療法評価学 1 前期 月3・4時限
医学部保健学科 看護教育学演習 1 前期 月3・4時限
医学部保健学科 精神障害作業療法疾患学演習 1 前期 月3・4時限
医学部保健学科 理学療法学総論 1 前期 月5・6時限
医学部保健学科 作業療法概論 2 前期 月5・6時限
医学部保健学科 疾病論Ⅰ 1 前期 月5・6時限
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医学部保健学科 疾病論Ⅲ 1 前期 月5・6時限
医学部保健学科 小児科学 1 前期 月5・6時限
医学部保健学科 助産診断・技術学Ⅰ 1 前期 月7・8時限
医学部保健学科 公衆衛生看護方法論Ⅲ 1 前期 月7・8時限
医学部保健学科 小児理学療法学演習 1 前期 月7・8時限
医学部保健学科 身体障害作業療法治療学実習Ⅰ 1 前期 月7-10時限
医学部保健学科 看護学概論 2 前期 月9・10時限
医学部保健学科 成人看護方法論Ⅴ 1 前期 月9・10時限
医学部保健学科 看護科教育法Ⅰ 2 前期 火3-10時限
医学部保健学科 内部障害系理学療法学実習 1 前期 火1-4時限
医学部保健学科 発達障害作業療法治療学演習 1 前期 火1・2時限
医学部保健学科 身体障害作業療法治療学Ⅳ 2 前期 火3・4時限
医学部保健学科 看護技術学 1 前期 火5-8時限
医学部保健学科 老年看護学概論 1 前期 火5・6時限
医学部保健学科 臨床血液学 2 前期 火5・6時限
医学部保健学科 運動療法学 2 前期 火5・6時限
医学部保健学科 脳障害理学療法学演習 1 前期 火5・6時限
医学部保健学科 地域作業療法学演習 1 前期 火5・6時限
医学部保健学科 成人看護方法論Ⅱ 2 前期 火7・8時限
医学部保健学科 精神看護学演習 1 前期 火7-10時限,金1・2時限
医学部保健学科 医学英語演習 1 前期 火7・8時限
医学部保健学科 臨床血液検査学実習 1 前期 火7-10時限
医学部保健学科 放射線関係法規 2 前期 火9・10時限
医学部保健学科 神経筋障害理学療法学演習 1 前期 火9・10時限
医学部保健学科 理学療法学英語 1 前期 水1・2時限
医学部保健学科 神経系障害学Ⅰ 1 前期 水1・2時限
医学部保健学科 神経系障害学Ⅰ 1 前期 水1・2時限
医学部保健学科 母性看護学演習 1 前期 水1・2時限
医学部保健学科 内部障害系理学療法学演習 1 前期 水1・2時限
医学部保健学科 リハビリテーション医学 1 前期 水3・4時限
医学部保健学科 リハビリテーション医学 1 前期 水3・4時限
医学部保健学科 老年期障害学 1 前期 水3・4時限
医学部保健学科 放射線生物学 2 前期 水5・6時限
医学部保健学科 筋骨格系障害学 2 前期 水5・6時限
医学部保健学科 スポーツ障害理学療法学演習 1 前期 水5-10時限
医学部保健学科 助産学概論 1 前期 水7・8時限
医学部保健学科 公衆衛生看護方法論Ⅳ 1 前期 水7-10時限
医学部保健学科 精神看護学概論 1 前期 水9・10時限
医学部保健学科 疾病論Ⅱ 1 前期 水9・10時限
医学部保健学科 地域リハビリテーション概論 1 前期 水9・10時限
医学部保健学科 地域リハビリテーション概論 1 前期 水9・10時限
医学部保健学科 神経系障害装具学演習 1 前期 木1-4時限
医学部保健学科 身体障害作業療法治療学Ⅲ 2 前期 木3・4時限
医学部保健学科 看護教育学概論 1 前期 木5・6時限
医学部保健学科 運動学実習 1 前期 木5-8時限
医学部保健学科 神経系障害理学療法学実習 1 前期 木5-8時限
医学部保健学科 基礎作業療法学演習 1 前期 木5・6時限
医学部保健学科 公衆衛生看護学概論Ⅱ 1 前期 木7・8時限
医学部保健学科 母性看護学概論 1 前期 木7・8時限
医学部保健学科 身体障害作業療法治療学演習 1 前期 木7・8時限
医学部保健学科 看護技術学演習Ⅰ 2 前期 金1-4時限
医学部保健学科 理学療法評価学実習 1 前期 金1-4時限
医学部保健学科 身体障害作業療法評価学 1 前期 金1・2時限
医学部保健学科 微生物学総論 2 前期 金3・4時限
医学部保健学科 小児看護学演習 1 前期 金3・4時限
医学部保健学科 発達障害作業療法治療学 2 前期 金3・4時限
医学部保健学科 在宅看護学演習 1 前期 金5-時限
医学部保健学科 老年看護学演習 1 前期 金5-時限
医学部保健学科 臨床微生物検査学実習 1 前期 金5-時限
医学部保健学科 発達障害作業療法治療学実習 1 前期 金5-時限
医学部保健学科 セルフケア論 1 前期 金7・8時限
医学部保健学科 在宅看護学概論 1 前期 金9・10時限
医学部保健学科 助産診断・技術学Ⅱ 1 前期 金9・10時限
医学部保健学科 人間発達論 1 前期 集中
医学部保健学科 リハビリテーション教育学Ⅰ 2 前期 集中
医学部保健学科 社会福祉学 1 前期 集中
医学部保健学科 基礎看護学実習Ⅰ 1 前期 集中
医学部保健学科 老年看護学実習Ⅰ 1 前期 集中
医学部保健学科 特別活動及び総合的な学習の時間の指導法 2 前期 集中
医学部保健学科 特別な教育的ニーズの理解とその支援 1 前期 集中
医学部保健学科 基礎看護学実習Ⅱ 2 前期 集中
医学部保健学科 看護管理学 1 前期 集中
医学部保健学科 精神看護学実習 2 前期 集中
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医学部保健学科 老年看護学実習Ⅱ 3 前期 集中
医学部保健学科 公衆衛生看護学実習Ⅰ 3 前期 集中
医学部保健学科 在宅看護学実習 2 前期 集中
医学部保健学科 教育実習 2 前期 集中
医学部保健学科 事前・事後指導 1 前期 集中
医学部保健学科 臨床実習Ⅳ（４年１３単位） 13 前期 集中
医学部保健学科 臨床実習Ⅱ 8 前期 集中
医学部保健学科 老年看護方法論 1 後期 月1・2時限
医学部保健学科 内科学II 2 後期 月1・2時限
医学部保健学科 作業療法英語 1 後期 月1-4時限
医学部保健学科 助産管理論 2 後期 月1-4時限
医学部保健学科 微生物学 2 後期 月3・4時限
医学部保健学科 精神医学 2 後期 月3・4時限
医学部保健学科 精神医学 2 後期 月3・4時限
医学部保健学科 人体形態・機能学演習 1 後期 月5・6時限
医学部保健学科 理学療法学総論演習 1 後期 月5・6時限
医学部保健学科 看護過程論演習 1 後期 月5・6時限
医学部保健学科 理学療法管理学 2 後期 月5・6時限
医学部保健学科 看護倫理学 1 後期 月7・8時限
医学部保健学科 成人看護学概論 1 後期 月9・10時限
医学部保健学科 成人看護方法論Ⅰ 1 後期 月9・10時限
医学部保健学科 カウンセリング論 1 後期 月9・10時限
医学部保健学科 神経系障害学演習 1 後期 月9・10時限
医学部保健学科 神経系障害学演習 1 後期 月9・10時限
医学部保健学科 日常生活活動分析学 1 後期 火1・2時限
医学部保健学科 理学療法評価学演習 1 後期 火1-4時限
医学部保健学科 医用画像情報学実験 1 後期 火1-4時限
医学部保健学科 看護技術学演習Ⅱ 3 後期 火3-8時限
医学部保健学科 義肢装具学 1 後期 火3・4時限
医学部保健学科 臨床血液検査学演習 1 後期 火3・4時限
医学部保健学科 身体障害作業療法治療学実習Ⅱ 1 後期 火5-10時限
医学部保健学科 臨床血液学形態学実習 1 後期 火5-8時限
医学部保健学科 放射線安全管理学 2 後期 火7・8時限
医学部保健学科 親役割援助論 1 後期 火7・8時限
医学部保健学科 救急・蘇生医学 1 後期 火9・10時限
医学部保健学科 救急・蘇生医学 1 後期 火9・10時限
医学部保健学科 筋骨格系障害理学療法学実習 1 後期 水1-4時限
医学部保健学科 医療安全管理学 1 後期 水3・4時限
医学部保健学科 言語療法学概論 1 後期 水3・4時限
医学部保健学科 公衆衛生看護方法論Ⅰ 1 後期 水5・6時限
医学部保健学科 公衆衛生看護方法論Ⅱ 1 後期 水5・6時限
医学部保健学科 がんリハビリテーション科学 1 後期 水5・6時限
医学部保健学科 臨床判断分析セミナー 1 後期 水5・6時限
医学部保健学科 公衆衛生看護学概論Ⅰ 1 後期 水7・8時限
医学部保健学科 在宅看護方法論 1 後期 月1・2時限
医学部保健学科 保健医療福祉行政論 1 後期 水9・10時限
医学部保健学科 精神障害作業療法治療学Ⅰ 2 後期 木1・2時限
医学部保健学科 理学療法研究演習 1 後期 木1-4時限
医学部保健学科 運動療法学実習 1 後期 木1-4時限
医学部保健学科 精神看護方法論 1 後期 木3・4時限
医学部保健学科 疫学 1 後期 木3・4時限
医学部保健学科 臨床微生物検査学 2 後期 木3・4時限
医学部保健学科 身体障害作業療法治療学Ⅰ 2 後期 木3・4時限
医学部保健学科 総合演習Ⅳ 1 後期 木3・4時限
医学部保健学科 量子撮影技術学（後期） 2 後期 木5・6時限
医学部保健学科 微生物学実習 1 後期 木5-8時限
医学部保健学科 地域リハビリテーション論 1 後期 木5・6時限
医学部保健学科 精神障害作業療法治療学実習 1 後期 木5-10時限
医学部保健学科 総合演習Ｖ 1 後期 木5・6時限
医学部保健学科 薬理学 2 後期 木7・8時限
医学部保健学科 看護教育方法論 2 後期 木7・8時限
医学部保健学科 福祉住環境学 1 後期 木7・8時限
医学部保健学科 セクシュアリティ論 1 後期 木7・8時限
医学部保健学科 地域保健学 2 後期 木9・10時限
医学部保健学科 母性看護方法論 2 後期 木9・10時限
医学部保健学科 放射線治療機器工学 2 後期 木9・10時限
医学部保健学科 福祉機器適合論 1 後期 木9・10時限
医学部保健学科 発達障害作業療法治療学 2 後期 金1・2時限
医学部保健学科 助産診断・技術学Ⅲ 2 後期 金1-4時限
医学部保健学科 助産診断・技術学演習 2 後期 金1-10時限
医学部保健学科 公衆衛生看護学演習Ⅰ 1 後期 金1-6時限
医学部保健学科 公衆衛生看護学演習Ⅱ 1 後期 金1-6時限
医学部保健学科 身体障害作業療法治療学Ⅴ 1 後期 金1-4時限
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医学部保健学科 保健学概論演習 1 後期 金1-4時限
医学部保健学科 身体障害作業療法治療学Ⅲ 2 後期 金3・4時限
医学部保健学科 看護科教育法Ⅱ 2 後期 金3・4時限
医学部保健学科 筋骨格系障害義肢装具学演習 1 後期 金5-8時限
医学部保健学科 作業療法評価学実習 1 後期 金5-8時限
医学部保健学科 理学療法特殊講義 1 後期 金5・6時限
医学部保健学科 教職実践演習 2 後期 金5-8時限
医学部保健学科 リハビリテーション教育学Ⅱ 2 後期 集中
医学部保健学科 成人看護学実習 6 後期 集中
医学部保健学科 小児看護学実習 2 後期 集中
医学部保健学科 統合実習Ⅰ 1 後期 集中
医学部保健学科 母性看護学実習 2 後期 集中
医学部保健学科 助産診断・技術学Ⅳ 2 後期 集中
医学部保健学科 徒手療法セミナー 1 後期 集中
医学部保健学科 臨床実習Ⅰ 4 後期 集中
医学部保健学科 地域作業療法学実習 1 後期 集中
医学部保健学科 統合実習Ⅱ 1 後期 集中
医学部保健学科 公衆衛生看護学実習Ⅱ 1 後期 集中
医学部保健学科 公衆衛生看護管理論 1 後期 集中
医学部保健学科 卒業研究（理学） 5 前・後 集中
医学部保健学科 リハビリテーション医学演習 1 後期 月7・8時限
医学部保健学科 リハビリテーション医学演習 1 後期 月7・8時限
医学部保健学科 小児看護方法論 1 後期 金9・10時限
医学部保健学科 動作解析学 1 後期 金9・10時限
医学部保健学科 臨床実習Ⅲ（３年後６単位） 6 後期 集中
医学部心理支援科学科 49
医学部心理支援科精神疾患とその治療（保健学概論） 1 前期 月1・2時限
医学部心理支援科コミュニケーション論 1 前期 月1・2時限
医学部心理支援科発達心理学Ⅰ 2 前期 月3・4時限
医学部心理支援科精神疾患とその治療（医学概論） 2 前期 月9・10時限
医学部心理支援科老年看護学概論 1 前期 火5・6時限
医学部心理支援科臨床栄養学 2 前期 木9・10時限
医学部心理支援科感情・人格心理学 2 前期 金3・4時限
医学部心理支援科精神疾患とその治療（精神医学） 2 前期 金5・6時限
医学部心理支援科セルフケア論 1 前期 金7・8時限
医学部心理支援科特別な教育的ニーズの理解とその支援 1 前期 集中
医学部心理支援科作業療法概論 2 前期 月5・6時限
医学部心理支援科社会福祉学 1 前期 集中
医学部心理支援科養護学概論 2 前期 金3・4時限
医学部心理支援科精神疾患とその治療（心身医学） 2 後期 月1・2時限
医学部心理支援科早期体験実習（多職種連携） 1 後期 月5・6時限
医学部心理支援科臨床心理学概論 2 後期 月9・10時限
医学部心理支援科健康・医療心理学 2 後期 月9・10時限
医学部心理支援科発達心理学Ⅱ 2 後期 火5・6時限
医学部心理支援科神経・生理心理学 2 後期 水1・2時限
医学部心理支援科心理学概論 2 後期 水5・6時限
医学部心理支援科保健医療福祉行政論 1 後期 水9・10時限
医学部心理支援科運動学 2 後期 水9・10時限
医学部心理支援科疫学 1 後期 木3・4時限
医学部心理支援科人体の構造と機能及び疾病（人体病理学） 2 後期 木5・6時限
医学部心理支援科薬理学 2 後期 木7・8時限
医学部心理支援科心理学研究法 2 後期 木7・8時限
医学部心理支援科公認心理師の職責 2 後期 木9・10時限
医学部心理支援科刑事司法論 2 後期 木5・6時限
医学部心理支援科老年看護方法論 1 後期 月1・2時限
医学部心理支援科臨床心理学演習Ⅰ 1 後期 月7・8時限
理工学部 163
理工学部 卒業研究（数物科学科） 6 前期 不定期
理工学部 高分子合成化学 2 前期 火3・4時限
理工学部 有機反応化学 2 前期 水1・2時限
理工学部 基礎化学実験 2 前期 木5-10時限
理工学部 気象学II 2 前期 月7・8時限
理工学部 土質力学 2 前期 木7・8時限
理工学部 資源地質学 2 前期 木3・4時限
理工学部 卒業研究（地球環境防災学科） 6 前期 不定期
理工学部 力学I 2 前期 木3・4時限
理工学部 電気回路 2 前期 月5・6時限
理工学部 電気・電子計測 2 前期 火7・8時限
理工学部 通信工学 2 前期 月5・6時限
理工学部 電気回路応用 2 前期 火3・4時限
理工学部 卒業研究（電子情報工学科） 6 前期 不定期
理工学部 医用科学設計（前期） 2 前期 木5-8時限
理工学部 卒業研究（機械科学科） 6 前期 不定期



実務経験のある教員等による授業科目一覧 9/10

開講学部等 授業科目名 単位 学期 曜日・時限

理工学部 エネルギー物理化学 2 前期 月3・4時限
理工学部 自然エネルギー演習I 2 前期 木5・6時限
理工学部 自然エネルギー研修I 2 前期 火9・10時限
理工学部 エネルギー貯蔵・輸送論 2 前期 水5・6時限
理工学部 省エネルギー技術概論 2 前期 火3・4時限
理工学部 技術者倫理 2 前期 集中
理工学部 卒業研究（自然エネルギー学科） 6 前期 不定期
理工学部 理科教育法I 2 前期 水3・4時限
理工学部 情報科教育法I 2 前期 他
理工学部 工業科教育法I 2 前期 月5・6時限
理工学部 特別活動及び総合的な学習の時間の指導法 2 前期 集中
理工学部 特別な教育的ニーズの理解とその支援 1 前期 集中
理工学部 理科教材方法論Ⅱ 2 前期 火3・4時限
理工学部 数学科授業論（3年生対象） 2 前期 集中
理工学部 卒業研究（数物科学科） 6 後期 不定期
理工学部 有機化学IV 2 後期 月7・8時限
理工学部 環境地球化学I 2 後期 月3・4時限
理工学部 環境地球化学II 2 後期 水3・4時限
理工学部 環境地球化学実験 2 後期 月5-8時限
理工学部 地震防災学 2 後期 水1・2時限
理工学部 卒業研究（地球環境防災学科） 6 後期 不定期
理工学部 電磁気学I 2 後期 水5・6時限
理工学部 応用数学I 2 後期 木7・8時限
理工学部 電磁気学III 2 後期 水3・4時限
理工学部 電子情報工学実験II 2 後期 金5-8時限
理工学部 電子回路 2 後期 月3・4時限
理工学部 電子回路演習 2 後期 月5・6時限
理工学部 量子・デバイス工学基礎 2 後期 月7・8時限
理工学部 組込みシステム実践演習 2 後期 水5・6時限
理工学部 グリーン材料・デバイス工学 2 後期 木3・4時限
理工学部 卒業研究（電子情報工学科） 6 後期 不定期
理工学部 医用科学設計（後期） 2 後期 木5-8時限
理工学部 卒業研究（機械科学科） 6 後期 不定期
理工学部 自然エネルギー学概論II 2 後期 月7・8時限
理工学部 計算機プログラミング 2 後期 金5・6時限
理工学部 自然エネルギー実験II 2 後期 火5-8時限
理工学部 自然エネルギー演習II 2 後期 木5・6時限
理工学部 自然エネルギー研修II 2 後期 火9・10時限
理工学部 エネルギーマネジメント論 2 後期 水5・6時限
理工学部 エネルギー環境経済学 2 後期 水3・4時限
理工学部 卒業研究（自然エネルギー学科） 6 後期 不定期
理工学部 理科教材方法論I 2 後期 木9・10時限
理工学部 理科教育法II 2 後期 火3・4時限
理工学部 情報科教育法II 2 後期 他
理工学部 工業科教育法II 2 後期 月5・6時限
理工学部 数学科教育方法論 2 後期 金5・6時限
農学生命科学部 109
農学生命科学部 分子生物学I 2 前期 月7・8時限
農学生命科学部 動物分類学 2 前期 金7・8時限
農学生命科学部 生化学II 2 前期 金5・6時限
農学生命科学部 協同組合論 2 前期 金3・4時限
農学生命科学部 特別活動及び総合的な学習の時間の指導法 2 前期 集中
農学生命科学部 特別活動論 2 前期 集中
農学生命科学部 理科教育法I 2 前期 水3・4時限
農学生命科学部 国際食料流通論 2 後期 木3・4時限
農学生命科学部 作物栽培管理学 2 後期 火5・6時限
農学生命科学部 理科教材方法論Ⅱ 2 前期 火3・4時限
農学生命科学部 農業科教育法Ⅰ 2 後期 金3・4時限
農学生命科学部 数学の基礎A 2 前期 木9・10時限
農学生命科学部 地域環境工学概論 2 前期 月3・4時限
農学生命科学部 生物有機化学I 2 前期 月1・2時限
農学生命科学部 食品分析学 2 前期 金7・8時限
農学生命科学部 測量学 2 前期 水5・6時限
農学生命科学部 測量学実習 2 前期 水7-10時限
農学生命科学部 技術者倫理学 2 前期 集中
農学生命科学部 作物生態学 2 前期 木1・2時限
農学生命科学部 食品加工学実習 2 前期 木5-10時限
農学生命科学部 分子生命科学実験II 2 前期 火・水・木5-8時限
農学生命科学部 文献講読I 2 前期 木1・2時限
農学生命科学部 微生物機能利用学 2 前期 金1・2時限
農学生命科学部 作物生理学 2 前期 火9・10時限
農学生命科学部 基礎統計学 2 前期 月7・8時限
農学生命科学部 地域環境工学実習 2 前期 集中
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農学生命科学部 インターンシップ（地域環境工学科） 1 前期 集中
農学生命科学部 山間地環境計画学実習 1 前期 集中
農学生命科学部 教育相談の理論と方法 2 前期 集中
農学生命科学部 農業科教育法Ⅰ 2 前期 金3・4時限
農学生命科学部 生化学Ⅱ 2 後期 月7・8時限
農学生命科学部 化学の基礎B 2 後期 月9・10時限
農学生命科学部 専門英語（分子生命科学科） 2 後期 木1・2時限
農学生命科学部 分子生命科学実験I 2 後期 火・水・木5-8時限
農学生命科学部 分子機能化学 2 後期 水3・4時限
農学生命科学部 微生物化学 2 後期 金1・2時限
農学生命科学部 構造力学II 2 後期 木7・8時限
農学生命科学部 食品保蔵学 2 後期 月5・6時限
農学生命科学部 コンピュータ分子設計学 2 後期 金5・6時限
農学生命科学部 食品機能性成分分析学 2 後期 水3・4時限
農学生命科学部 作物栄養学 2 後期 木5・6時限
農学生命科学部 作物病害管理学 2 後期 集中
農学生命科学部 食品冷凍冷蔵殺菌学 2 後期 金1・2時限
農学生命科学部 地域ブランド農産物論 2 後期 火1・2時限
農学生命科学部 水利造構学 2 後期 水5・6時限
農学生命科学部 海外研修入門（分子生命科学科） 1 通年 集中
農学生命科学部 卒業研究（分子生命科学科） 6 通年 所属研究室ごとに実施
農学生命科学部 食料資源学演習Ⅰ（食料バイオテクノロジー） 2 通年 所属研究室ごとに実施
農学生命科学部 卒業研究（地域） 6 通年 所属研究室ごとに実施
農学生命科学部 地域環境工学実験 4 通年 金5-8時限
農学生命科学部 分子生命科学演習 2 通年 所属研究室ごとに実施


