
08X2003
〔16-126・127〕

〔16-126・127〕 08X2004 〔5-525〕 08X2002 〔16-109〕

08E1404 〔3-113〕 08E1254   〔16-126・127〕   
器官生物学 〔2A/3A/4A〕★

                                      松田　 良一
  08E1255   〔16-126・127〕   

発生・再生生物学 〔2A/3A/4A〕☆

　　　　　　　　　　    　    　　　　道上 達男
  08E1319 〔3-113〕   

    

08E1402 〔3-113〕 08E1318 〔3-116〕

08X2001 〔16-109〕 08E1021,08E111
5

〔16-109〕 08E1332 〔3-113〕

08E1151,08E121
4

  〔3-116〕   08X2005 〔16-126・127〕

08E1208   〔16-126・127〕 08E1131 〔16-109〕 08E1011 　〔16-109〕 08E1012 　〔16-109〕

08E1245  〔3-113〕

08E1246  〔3-113〕

08E1168 〔16-109〕 08E1009 　〔16-109〕 08E1010 　〔16-109〕
複素解析学演習

石村　直之
08E1324 〔1108〕 08E1311 〔1312〕 08E1301 　〔724〕 08X2006 〔W-K112〕

集
中
等

08E1411         〔9号館セミナー室〕

08E1410　　 〔9号館セミナー室〕

08E1415　       　 〔9号館セミナー室〕

今井　一博

工藤　和俊

08E1417      〔9号館セミナー室〕

細胞生物学I 〔2A/3A/4A〕★

物理化学

大久保 街亜

柳原　大 本吉　勇

認知心理学

小野瀬　佳文 長谷川 宗良

健康スポーツ医学

健康心理学演習

丹野　義彦

道上達男・矢島潤一郎 他 各教員

適応生命科学

石井　直方

今水　寛

スポーツ生化学

八田　秀雄

Advanced ALESS I
[文・教育学部]心理統計学I [総合文化]行動適応論II

國場　敦夫

心理統計学

石村　直之

行動適応論　[学部横断]

中村　周

細胞生物学II 〔2A/3A/4A〕☆

各教員

テラシマ，アレクサンドラ

認知行動科学研究法
[文学部]心理学研究法

複素解析学

金

岡田　謙介

有機化学 I 物理数学Ⅰ [数・物]

健康福祉論
中澤　公孝・福井　尚志・今井　一
博・寺田　新

豊田 太郎
08E1414　　 〔9号館セミナー室〕

各教員

中村　周

深代千之

常微分方程式論 常微分方程式論演習

スポーツ科学概論

丹野　義彦

村田 昌之・佐藤 守俊 深代　千之 他

心理物理学　[学部横断]

生命科学研究法

　[学融合]進化認知脳科学特論III　     

木

スポーツバイオメカニクス

火
発育心理学

　[総合文化]認知機構論I

運動神経生理学

〔2A/3A/4A〕

08E1024,08E1118,08E1231

バイオイメージング 〔物、生〕

数理科学概論 統計力学Ⅰ  [数・物・生]

国場 敦夫 他 池田　昌司

電磁気学 [数・物・生]     〔16-109〕

大杉 美穂

水

08E1302
認知行動科学方法論

深津　晋 四本　裕子 他 染田　清彦 他

坪井 貴司

　〔3-116〕

統合自然科学セミナー〔別途指示〕 量子力学I  [数・物・生]     〔16-109〕 認知脳科学概論　[学部横断] 物質科学概論
[文学部]心理学特殊講義][学融合]

16：50〜18：35
1 2 3 4

月

〔数、物、生、認〕
生命科学概論

08E1059,08E1164,08E1244,08E133

08E1013,08E1107      〔16-109〕

08E1015, 08E1109, 08E1234

5

2016年度 4学期 統合自然科学科2A時間割

8：30〜10：15 10：25〜12：10 13：00〜14：45 14：55〜16：40



08E1034,  〔16-119〕 08E1122  〔16-119〕 08E1042,  〔16-119〕 08E1037  〔16-119〕

08E1404 〔3-113〕 08E1411 〔9号館セミナー室〕 08E1254   〔16-126・127〕 08E1170  〔16-109〕

                                 松田  良一
08E1255   〔16-126・127〕 08E12511,08E13371   〔16-126・127〕

　　　　　　　　　　　　　　　 道上  達男
08E1319 〔3-113〕

08E1415 〔9号館セミナー室〕

08E0010 〔5-516〕 08E1017, 08E1111  〔16-827〕

08E1417 〔9号館セミナー室〕 08E1039、  〔16-129〕

08E1402 〔3-113〕

08E1318 〔3-116〕

08E1002 〔別途指示〕 08E1121  〔16-119〕

08E1102 〔別途指示〕 08E1151, 08E1214 　〔3-116〕

08E1207 〔3-113〕

08E1332 〔3-113〕

08E1152  〔16-119〕 08E1028 　〔16-119〕 08E1030 　〔16-119〕

08E1208  〔16-126・127〕 08E1135, 08E1238  〔16-119〕

08E1418 〔別途指示〕 08E1245 〔3-113〕

工藤　和俊
08E1246 〔3-113〕

08E1321 〔16-126・127〕

08E1167 　〔16-119〕 08E1044 　〔16-119〕 08E1045 　〔16-119〕

08E1414 〔9号館セミナー室〕 08E1017, 08E1111 　〔16-827〕 08E1125 　〔16-129〕 08E1134 　〔16-119〕 08E1020, 08E1114 　〔16-119〕

08E1039、08E1220 　〔16-129〕 08E1311 　〔1312〕

08E1324 　〔1108〕

集

中

等

スポーツバイオメカニクス

細胞生物学II 〔2A/3A/4A〕☆

構成・システム生物学 〔数、生〕
 〔進化〕生命化学論〔3A/4A〕☆

異常心理学

長谷川  宗良

中澤　公孝・福井　尚志・今井　一博・
寺田　新

 〔総合文化〕量子力学ＧⅡ
加藤　雄介

08E1410　　        　　〔9号館セミナー室〕
大杉 美穂

坪井 貴司

石垣　琢麿・林　明明

脳神経科学(1) 〔生、認〕〔3A/4A〕★

酒井  邦嘉

酒井  邦嘉

今井　一博

今水　寛

08E12512,08E13372　 〔16-126・127〕

健康スポーツ医学

認知心理学 脳神経科学(2) 〔生、認〕〔3A/4A〕☆

スポーツ科学演習

物質基礎科学特論I

各教員

実解析学II

深代　千之

各教員

08E1304 〔別途指示〕
澤井 哲・豊田 太郎・若本 祐一

【08E1156】物質基礎科学特殊講義Ⅰ〔3A/4A〕（常次　宏一）[総合文化]相関基礎科学特殊講義Ⅷ， 【08E1158】 物質基礎科学特殊講義III〔3A/4A〕（谷本 浩志）[総合文化]相関基礎科学特殊講義Ⅹ，
【08E1159】物質基礎科学特殊講義Ⅳ〔3A/4A〕（沖野 友哉）[総合文化]相関基礎科学特殊講義ＸＩ,    【08E1217】生命の多様性〔2A/3A/4A〕（道上　達男・矢島　潤一郎）,    統合生命科学特論Ⅵ（難波　啓一）
[総合文化]生命環境科学特別講義XⅤ,   【08E1262】高次生命機能特論Ⅶ（中林　一彦）[総合文化]生命環境科学特別講義XⅧ,   【08E142005】 （木曜3限・本郷キャンパス）スポーツトレーニング実習（５）（工
藤　和俊）、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【08E142006】（木曜4限・本郷キャンパス）スポーツトレーニング実習（６）（工藤　和俊）

心理統計学 認知行動科学実験Ⅱ
[文・教育学部]心理統計学I

岡田　謙介

丹野　義彦

量子力学演習Ⅱ 〔数、物〕

長谷川  宗良

行動適応論　[学部横断]
[総合文化]行動適応論II

水野　英如

角野 浩史 加藤　晃史 加藤　晃史

金

無機化学 II 数理代数学 数理代数学演習

量子力学III 〔数、物〕 〔総合文化〕★ 量子計測学 量子化学演習

前田　京剛

健康福祉論

各教員木

08E1248 〔別途指示〕
統合生命科学実験Ⅱ

生命科学研究法 分子分光学 [物・生]〔3A/4A〕

細胞生物学I 〔2A/3A/4A〕★

逆井　卓也 逆井　卓也 酒井　邦喜 下村　明洋 下村　明洋
〔総合文化〕応用計測学Ⅱ

実解析学演習II

丹野　義彦

構造幾何学 構造幾何学演習
08E1035　 〔駒場国際教育研究棟108〕 08E1036 　 〔 駒場国際教育研究棟108〕

水

08E1006

統合生命科学セミナーⅡ 統合生命科学実験Ⅱ

        
健康心理学演習

各教員 各教員

内田、深津、上野、酒井 村田  昌之・佐藤  守俊 各教員
08E1248 〔別途指示〕

物質科学セミナーⅡ バイオイメージング 〔物、生〕 物質科学実験Ⅱ〔数、物〕

金子、木田、今井 小野瀬　佳文 畠山　哲央
08E1005, 08E1105 〔別途指示〕

数理科学セミナーⅡ 物性物理学II 数理科学演習Ⅰ
 〔総合文化〕凝縮系の物性Ⅰ

本吉　勇

〔別途指示〕

心理物理学　[学部横断]

　　[総合文化]認知機構論I

柳原　大 各教員

各教員
08E1248 〔別途指示〕

運動神経生理学 統合生命科学実験Ⅱ

工藤　和俊

〔別途指示〕
発育心理学 物質科学実験Ⅱ〔数、物〕構成・システム生物学 〔数、生〕

 〔進化〕生命化学論〔3A/4A〕☆

隅蔵　康一 加藤　雄介 畠山　哲央

〔別途指示〕
知財・技術経営論

　[学融合]進化認知脳科学特論III

量子力学III 〔数、物〕★ 数理科学演習Ⅰ
 〔総合文化〕量子力学ＧⅡ

スポーツトレーニング実習（４）

火

08E1006

08E1005, 08E1105

澤井 哲・豊田 太郎・若本 祐一

数理生物学 [数・物・生]〔3A/4A〕

石井　直方 八田　秀雄

金子　邦彦・澤井  哲

尾中  篤

適応生命科学

池田　昌司 深津　晋 染田  清彦

16：50〜18：35

有機化学 III

08E1041, 08E1147, 08E1240          〔16-119〕

スポーツ生化学

連続体力学 [数・物] 物性物理学演習 数理情報学

発生・再生生物学 〔2A/3A/4A〕☆

山本　昌宏

2016年度6学期　統合自然科学科3A時間割
1 2 3 4 5

8：30〜10：15

月

08E142004　　 〔駒場・北側テニスコート〕

10：25〜12：10

反応動力学 [数・物]

柳原　大

13：00〜14：45 14：55〜16：40

器官生物学 〔2A/3A/4A〕★



08E1050,
08E1129

〔16-109〕 08E1254   〔16-126・127〕 08E12511,08E13371   〔16-126・127〕

器官生物学 〔2A/3A/4A〕★

                            　　　     松田  良一

08E1255   〔16-126・127〕 08E12512,08E13372   〔16-126・127〕

発生・再生生物学 〔2A/3A/4A〕☆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　道上  達男
08E1039、
08E1220

 〔16-129〕 08E1154 〔16-827〕

08E1151,
08E1214

〔3-116〕

08E1135,

08E1238

 
〔16-129〕

08E1245 〔3-113〕

08E1246 〔3-113〕

08E1039、
08E1220

 〔16-129〕

集

中

等

08E1041, 08E1147, 08E1240

脳神経科学(2) 〔生、認〕〔3A/4A〕☆

坪井  貴司

8：30〜10：15

大杉 美穂

13：00〜14：45

木
細胞生物学I 〔2A/3A/4A〕★

10：25〜12：10

2016年度 8学期　統合自然科学科4A時間割

1 2 3 4 5

酒井  邦嘉

16：50〜18：35

数理生物学 [数・物・生]〔3A/4A〕

素粒子物理学〔数、物〕

加藤　光裕

14：55〜16：40

澤井  哲・豊田  太郎・若本  祐一 増田　茂，角野　浩史

火
構成・システム生物学 〔数、生〕

〔3A/4A〕☆
物質基礎科学特論 III

水
バイオイメージング 〔物、生〕
〔2A/3A/4A〕

一般相対論 〔数、物〕

村田  昌之・佐藤  守俊

  08E1049, 08E1130       〔16-129〕

【08E0011】卒業研究（各教員）,    【08E1156】物質基礎科学特殊講義Ⅰ〔3A/4A〕（常次　宏一）[総合文化]相関基礎科学特殊講義Ⅷ，
【08E1158】物質基礎科学特殊講義III〔3A/4A〕（谷本 浩志）[総合文化]相関基礎科学特殊講義Ⅹ
【08E1159】物質基礎科学特殊講義Ⅳ〔3A/4A〕（沖野 友哉）[総合文化]相関基礎科学特殊講義ＸＩ
【08E1217】生命の多様性〔2A/3A/4A〕（道上達男・矢島潤一郎）, 　　統合生命科学特論Ⅵ（難波啓一）   [総合文化]生命環境科学特別講義XⅤ
【08E1262】高次生命機能特論Ⅶ（中林一彦）[総合文化]生命環境科学特別講義XⅧ

長谷川 宗良 吉田　慎一郎

金
構成・システム生物学 〔数、生〕
〔3A/4A〕☆

澤井  哲・豊田  太郎・若本  祐一

分子分光学 [物・生]〔3A/4A〕

                              〔16-119〕

細胞生物学II 〔2A/3A/4A〕☆

 〔総合文化〕物質機能解析学Ⅰ

月
酒井  邦嘉 金子　邦彦・澤井 哲

脳神経科学(1) 〔生、認〕〔3A/4A〕★


