
 ２０２２年度農学部秋学期試験【期間中】時間割
１月２４日（火）

時限 時間
科目名

【2022年度以降入学者】
科目名

【2021年度以前入学者】
講義補足 担当者 実施教室 教室割 備考

物理学概論 物理学概論 小山　岳人 ０４１１番教室 全
水理学 水理学 小島　信彦 ０４１２番教室 全

害虫管理学 害虫管理学 糸山　享 ６－２０４教室 全
物理学（電磁気学・光学） 物理学（電磁気学・光学） 鈴木　博実 ０３０５番教室 全

環境分析化学 環境分析化学 安保　充 ０３０４番教室 全
経営学入門 経営学入門 竹本　田持 １２０番教室 全

環境行動経済学 環境行動経済学 岡　通太郎 ２－２００教室 全
実験動物学 実験動物学 多田昇弘 ６－２０６教室 全
構造力学 構造力学 佐藤　直人 ０４１１番教室 全
栄養科学 栄養科学 金子　賢太朗 １２０番教室 全
生体防御学 生体防御学 河野　菜摘子 ２－２００教室 全
統計学入門 統計学入門 藤栄　剛 １３８番教室 全
現代社会と食 現代社会と食 片野　洋平 ０４１２番教室 全

現代倫理学の諸問題 現代倫理学の諸問題 長田　蔵人 ２－２００教室 全
遺伝学 遺伝学 大鐘　潤 １２０番教室 全

糖鎖生物学 糖鎖生物学 賀来　華江 ２－３００教室 全
持続可能性の経済学 持続可能性の経済学 廣政　幸生 ６－２０６教室 全

１２０番教室 生命科学科、食料環境政策学科
１２１番教室 農学科

社会学入門 社会学入門 市田　知子 ２－３００教室 全
比較農業論 国際比較農政論 暁　剛 ０３０４番教室 全
化学概論 化学概論 農学科 高須賀　智子 ０３０３番教室 全
高分子化学 高分子化学 風間　伸吾 ０４１２番教室 全

青字の科目は通常授業と実施時間が異なります。 赤字の教室は通常授業と試験実施教室が異なります。

１月２５日（水）
時限 時間

科目名
【2022年度以降入学者】

科目名
【2021年度以前入学者】

講義補足 担当者 実施教室 教室割 備考

園芸学概論 園芸学概論 岩崎　直人 ０３０４番教室 全
有機化学 有機化学Ⅰ 荒谷　博 １３８番教室 全

環境微生物学 環境微生物学 中島　春紫 ２－２００教室 全
食品安全学 食品安全学 長田　恭一 ０４１２番教室 全

持続可能性の会計学 持続可能性の会計学 本所　靖博 ６－２０７教室 全
アジアの歴史 アジアの歴史 鳥居　高 ６－２０４教室 全
日本文学 日本文学 (2) 西連寺　成子 ６－２０６教室 全

動物生理・栄養学 動物生理学入門 渡辺　元 １２０番教室 全
環境気象学 環境気象学 矢崎　友嗣 ２－２００教室 全
食品生化学 食品生化学 竹中　麻子 １３８番教室 全
英語農学入門 英語農学入門 マクタガート，イアン ０４１２番教室 全

農業経営の発展と地域農業 農業経営の発展と地域農業 澤野　久美 ２－３００教室 全
科学の哲学 科学の哲学 長田　蔵人 １２０番教室 全

生物多様性進化学 新屋　良治 ２－２００教室 全
動物生理学Ⅱ 動物生理学Ⅱ 中村　孝博 ２－３００教室 全

4 15:00～16:00 途上国と一次産品論 途上国と一次産品論 大江　徹男 ０４１２番教室 全
青字の科目は通常授業と実施時間が異なります。 赤字の教室は通常授業と試験実施教室が異なります。

１月２６日（木）
時限 時間

科目名
【2022年度以降入学者】

科目名
【2021年度以前入学者】

講義補足 担当者 実施教室 教室割 備考

ことばと文化Ｂ ことばと文化Ｂ 下永　裕基 ０４１２番教室 全
資源植物学 資源植物学 元木　悟 １２０番教室 全

環境バイオテクノロジー 環境バイオテクノロジー 小山内　崇 ２－３００教室 全
生化学Ⅱ 生化学Ⅱ 農芸化学科 島田　友裕 １３８番教室 全

生体機能物質学 生体機能物質学 渡辺　寛人 ６－２０７教室 全
作物学概論 作物学概論 塩津　文隆 １２０番教室 全

生物有機化学(生命) 生物有機化学(生命) 生命科学科 渡辺　寛人 ２－２００教室 全
植物機能制御学 植物機能制御学 田中　博和 ０３０４番教室 全
植物分子生理学 植物分子生理学 川上　直人 ０４１２番教室 全

農業史 農業史 中村　塑 ６－２０４教室 全
植物保護学概論 植物保護学概論 糸山　享 ２－２００教室 全
微生物学Ⅱ(農化) 微生物学Ⅱ(農化) 農芸化学科 中島　春紫 １２０番教室 全

生化学Ⅰ（生体成分・酵素） 生化学Ⅰ（生体成分・酵素） 佐藤　伴 １３８番教室 全
微生物工学 微生物工学 浜本　牧子 ０４１２番教室 全
植物生理学 植物生理生態学 近藤　悟 １２０番教室 全
協同組合論 協同組合論 ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ：大江・橋口 橋口　卓也 ０４１２番教室 全

赤字の教室は通常授業と試験実施教室が異なります。

3 13:30～14:30

4 15:00～16:00

3 13:30～14:30

1 9:30～10:30

2 11:00～12:00

5 16:30～17:30

1 9:30～10:30

2 11:00～12:00

4 15:00～16:00
健康科学 健康科学 (2) 多賀　恒雄

1 9:30～10:30

2 11:00～12:00

3 13:30～14:30



 ２０２２年度農学部秋学期試験【期間中】時間割
１月２７日（金）

時限 時間
科目名

【2022年度以降入学者】
科目名

【2021年度以前入学者】
講義補足 担当者 実施教室 教室割 備考

応用生物統計学 応用生物統計学 大森　宏 ０４１２番教室 全
土壌化学 土壌化学 加藤　雅彦 １２０番教室 全

植物環境制御学 植物環境制御学 中林　和重 ０３０４番教室 全
植物工学 植物工学 桑田　茂 ６－２０８教室 全

生産システム学概論 生産システム学概論 池田　敬 ０３０４番教室 全
基礎分子生物学 基礎分子生物学 農芸化学科 前田　理久 １２０番教室 全
微生物化学 微生物化学 村上　周一郎 １３４番教室 全
生体機構学Ⅱ 生体機構学Ⅱ 長竹　貴広 ２－２００教室 全

英語農学Ⅱ(生命) 英語農学Ⅱ(生命) 生命科学科 マクタガート，イアン ０３０７番教室 全
民法Ⅱ 民法Ⅱ 戸田　知行 ６－２０６教室 全

日本語表現Ｂ 日本語表現Ｂ (4) 川島　みどり ６－２０８教室 全
生物有機化学 有機化学Ⅱ 久城　哲夫 ０３０４番教室 全

環境問題と地域社会 環境問題と地域社会 市田　知子 ２－３００教室 全
森林・水産政策論 森林・水産政策論 橋口　卓也 ２－２００教室 全
日本語表現Ｂ 日本語表現Ｂ (5) 川島　みどり ６－２０８教室 全
植物成長制御学 植物成長制御学 元木　悟 ２－３００教室 全
環境応答生物学 環境応答生物学 吉本　光希 ２－２００教室 全

農業・資源問題の経済学 農業・資源問題の経済学 藤栄　剛 ０４１２番教室 全
食品ブランド化戦略論 食品ブランド化戦略論 大江　徹男 ６－２０６教室 全

5 16:30～17:30 日本語表現Ｂ 日本語表現Ｂ (6) 川島　みどり ６－２０８教室 全
赤字の教室は通常授業と試験実施教室が異なります。

１月３０日（月）
時限 時間

科目名
【2022年度以降入学者】

科目名
【2021年度以前入学者】

講義補足 担当者 実施教室 教室割 備考

ランドスケープ情報論 自然公園論 斎藤　馨 ０４１２番教室 全
有機分析化学 有機分析化学 瀬戸　義哉 ２－２００教室 全
生物物理学 生物物理学 鈴木　博実 ０３０３番教室 全
動物栄養学Ⅱ 動物栄養学Ⅱ 浅沼　成人 ２－３００教室 全
日本語表現Ｂ 日本語表現Ｂ (1) 西連寺　成子 ０４１２番教室 全
測量学Ⅱ 測量学Ⅱ 佐藤　直人 １２２番教室 全

園芸植物繁殖学 園芸植物繁殖学 岩崎　直人 ６－２０４教室 全
食品化学 食品化学 竹中　麻子 １３８番教室 全

ケミカルバイオロジー ケミカルバイオロジー 久城　哲夫 ２－２００教室 全
細胞生物学(生命) 細胞生物学(生命) 生命科学科 吉田　健一 １２０番教室 全
タンパク質科学Ⅱ タンパク質科学Ⅱ 紀藤　圭治 ０３０４番教室 全
日本語表現Ｂ 日本語表現Ｂ (2) 西連寺　成子 ０４１２番教室 全
工芸作物学 工芸作物学 大潟　直樹 ６－２０８教室 全

英語農学Ⅱ(農化) 英語農学Ⅱ(農化) 農芸化学科 マクタガート，イアン ６－２０４教室 全
動物再生システム学 動物再生システム学 乾　雅史 １２０番教室 全

4 15:00～16:00 日本語表現Ｂ 日本語表現Ｂ (3) 西連寺　成子 ０４１２番教室 全
食品冷凍冷蔵学 食品冷凍冷蔵学 萩原　知明 ２－３００教室 全
分子遺伝学 分子遺伝学 渡邊　雄一郎 ２－２００教室 全

青字の科目は通常授業と実施時間が異なります。 赤字の教室は通常授業と試験実施教室が異なります。

5 16:30～17:30

1 9:30～10:30

2 11:00～12:00

3 13:30～14:30

2 11:00～12:00

3 13:30～14:30

4 15:00～16:00

1 9:30～10:30


	1222_期間中試験 (学生公開用)

