
２０１９年度 先端生命医科学センター(セミナールーム・ホワイエ）時間割

9:00 10:30 10:40 12:10 13:00 14:30 14:45 16:15 16:30 18:00 18:15 19:45 19:55 21:25

曜日

筒井 筒井 加藤 加藤

筒井 筒井 加藤 加藤

柴田 柴田 大山

柴田 朝日 木賀 大山

岩崎(秀) 岩崎(秀)

岩崎(秀) 岩崎(秀) 高西 高西

木 仙波 仙波 梅津 梅津

[秋]細胞情報学演習B,D 仙波 [秋]細胞情報学演習B,D 仙波 竹山 竹山 竹山 梅津 梅津

柴田 柴田

武岡 武岡 柴田 柴田

岡野 岡野 柴田 柴田 柴田

岡野 岡野

曜日

佐藤 佐藤 園池 木賀 木賀

柴田 柴田 岡野 岡野 岡野 岡野

武田

佐藤 佐藤 [春]神経生理学演習A,C 井上(貴) [春]神経生理学演習A,C 井上(貴) [春]神経生理学演習A,C 井上(貴)

佐藤 佐藤 服部 服部 服部

武田 武田 武田 吉竹 吉竹

武田 武田 武田 吉竹 吉竹

武岡 武岡 大山 岩﨑(清) 岩﨑(清)

武岡 武岡 大山 岩﨑(清) 岩﨑(清)

胡桃坂 胡桃坂 常田 常田 常田

胡桃坂 胡桃坂 常田 常田 常田

曜日

井上・大島 朝日

常田 竹山 竹山 木賀 木賀

岡野 岡野 高西 朝日

梅津

梅津 梅津

未定

[春]病態医化学特論 合田 [春]病態医化学特論 合田 [春]病態医化学特論 合田 [春]細胞情報学特論A 仙波 [春]細胞情報学特論A 仙波

竹山

佐藤 [秋]合成生物学演習D 木賀 [秋]生命分子工学演習B,D 竹山 岩崎(秀)

[春]神経生理学演習A,C 井上(貴)・大島合同 [春]神経生理学演習A,C 井上(貴)・大島合同 [春]分子病態医化学演習A,C 合田 [春]分子病態医化学演習A,C 合田 [春]分子病態医化学演習A,C 合田 [春]分子病態医化学演習A,C 合田 [春]分子病態医化学演習A,C 合田

[春]分子脳神経科学演習A,C 井上(貴)・大島合同 [春]分子脳神経科学演習A,C 井上(貴)・大島合同

[秋]神経生理学演習B,D 井上(貴)・大島合同 [秋]神経生理学演習B,D 井上(貴)・大島合同

[秋]分子脳神経科学演習B,D 井上(貴)・大島合同 [秋]分子脳神経科学演習B,D 井上(貴)・大島合同 [秋]分子病態医化学演習B,D 合田 [秋]分子病態医化学演習B,D 合田 [秋]分子病態医化学演習B,D 合田 [秋]分子病態医化学演習B,D 合田 [秋]分子病態医化学演習B,D 合田

曜日

武田 富永 富永

岡野 岡野 梅津 富永 富永

[春]生物物性科学演習A, C 朝日 [春]生物物性科学演習A, C 朝日 [春]総合生命理工学特論Ａ 梅津

[秋]生物物性科学演習B, D 朝日 [秋]生物物性科学演習B, D 朝日

木賀

柴田 柴田

[春]先端生命科学特論 原口、金,田原、西田

花嶋 吉竹 大島

高西 高西 高西 高西

高西 高西 高西 高西

[春]環境生命科学演習A, C 常田 [春]環境生命科学演習A, C 常田 [春]時間生物学[集中] 岩崎（秀） [春]時間生物学[集中] 岩崎（秀） 岩崎（秀）

[秋]環境生命科学演習B, D 常田 [秋]環境生命科学演習B, D 常田 [秋]システム生物学[集中] 岩崎（秀） [秋]システム生物学[集中] 岩崎（秀） [秋]システム生物学[集中] 岩崎（秀）

曜日

園池 園池

佐藤 佐藤 [秋]植物生理生化学演習B,D 園池 [秋]植物生理生化学演習B,D 園池

花嶋 花嶋 朝日 梅津・クイン 梅津・クイン

花嶋 花嶋 梅津・クイン 梅津・クイン

[春・隔年・2019年度開講]物理生物学特論 伊藤

井上(貴) 井上(貴)

岩崎(秀) 岩崎(秀) 朝日

岩崎(秀) 岩崎(秀)

合田 合田

合田 合田

曜日

木 [秋]生体分子集合科学特論 武岡

曜日

岩﨑(清) 岩﨑(清) 岩﨑(清) 岩﨑(清)

武岡 武岡 有賀 有賀

武岡 武岡 有賀 有賀

岩﨑(清) 岩﨑(清) 岩崎(清) 岩崎(清)

黒色 生命医科学専攻 緑色 電気・情報生命専攻 青色 生命理工学専攻 赤色 学生実験説明、試問用 桃色 その他 金色 共同生命医科学専攻 紫色 共同先進健康科学専攻

[春]食・栄養学 [春]食・栄養学

4限

[春]環境生命科学演習A,C

[秋]電気・情報生命工学実験C

[春]分子細胞生物学演習A

[秋]生物機能工学特論

[春]電気・情報生命工学実験B

[春]環境生命科学演習A,C[春]構造生物学演習C

[春]生体分子集合科学演習A, C

[春]分子細胞生物学演習C

[春]環境生態学演習A,Ｃ

[秋]分子細胞生物学演習D

5限

3限

[秋] ゲノム情報科学[集中]

[秋]生命化学実験[秋]生命化学実験

[秋]フォトバイオロジー（同特論）

[秋]生物学実験Ⅰ～Ⅶ

2限

[春]生命医科学実験Ⅰ

[秋]環境生命科学演習B,D

[秋ｸｫｰﾀｰ]Chemistry and Bioscience Laboratory

[春]バイオ・ロボティクス特論

[秋]構造生物学演習D

水

[秋ｸｫｰﾀｰ]Advanced Molecular Biology and Bioscience

[春]細胞骨格ロジスティクス演習A

[春]細胞情報学演習A,C

日

[春ｸｫｰﾀｰ]医療ﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ特論

金

木

水

土

[春]構造生物学演習C

[秋]細胞骨格制御学特論

金

月

[春]分子細胞生物学演習A
火

月

[秋]生命医科学実験Ⅲ

[秋ｸｫｰﾀｰ]生命分子工学特論

セ
ミ
ナ
ー

ル
ー

ム
１

4
0
名

セ
ミ
ナ
ー

ル
ー

ム
２

5
0
名

月

火

[春]細胞分子ネットワーク演習C

[秋]細胞分子ネットワーク演習D

1限

[春]統合脳科学演習A, C

[秋]統合脳科学演習B, D

[秋]細胞骨格ロジスティクス演習B

[春]生命機能材料科学演習A,C

[春]生体分子集合科学演習A, C

[秋]生命機能材料科学演習B,D

金

土
[春]分子細胞生物学演習C

水

木

土

[秋]分子細胞生物学演習D

火

日

[春]薬理学演習A

[秋]細胞分子ネットワーク演習D

[秋ｸｫｰﾀｰ]Advanced Molecular Biology and Bioscience

[秋]細胞骨格ロジスティクス演習B

[秋]生命化学実験

[秋]分子細胞生物学演習D

[秋]構造生物学演習D

[秋]生命機能材料科学演習B,D

[春]細胞骨格ロジスティクス演習A

[秋]薬理学演習D

[春]細胞骨格ロジスティクス演習A

2限

[秋]生体分子集合科学演習B, D

[春]細胞骨格ロジスティクス演習A

1限

[秋]薬理学演習D

[秋]生体分子集合科学演習B, D

1限

[冬ｸｫｰﾀｰ]臨床研究演習

[秋]発生生物学演習B,D

2019年2月14日

1限 2限 3限 4限 5限 6限 7限

【春】植物生理生化学特論

3限 4限 5限

3限 4限

[春]生命医科学実験Ⅱ

火

[秋]電気・情報生命工学実験Ａ

1限

[春ｸｫｰﾀｰ]臨床研究特論

[春]生命機能材料科学特論

[秋ｸｫｰﾀｰ]生物統計学演習

2限

土

[春]生命医科学実験Ⅱ

[秋]生物学実験Ⅰ～Ⅶ

[春]生命医科学実験Ⅰ

[秋]生命化学実験

3限

1限

[秋]分子細胞生物学演習B

水
[秋]生命化学実験

[春]生命医科学実験Ⅱ

[春]生物物性科学特論

5限

[春]脳神経科学特論

共
用
会
議
室
A
B

[秋]電気・情報生命工学実験C

ホ
ワ
イ
エ

7
2
名
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日

日

[冬ｸｫｰﾀｰ]臨床研究演習

[春]生物学実験Ⅰ～Ⅶ

[春]生命医科学実験Ⅱ

[夏ｸｫｰﾀｰ]生物統計学特論

[秋]分子細胞生物学演習B

金

[春]生命分子工学演習A,C

6限

[秋]環境生命科学演習B,D

[春]生命医科学実験Ⅰ

[秋ｸｫｰﾀｰ]生命分子工学特論

[春]生命医科学実験Ⅱ

[秋] 環境生態学演習B,D

7限

[春]生命機能材料科学演習A,C

[秋]生命機能材料科学演習B,D

[秋]統合細胞生物学演習B,D

7限

6限

[春]循環器医工学

[秋]循環器医工学

[秋]医工学特論（初回のみ使用）

[春]統合細胞生物学演習A,C

[秋]生命医科学実験Ⅲ

[春]バイオロボティクス演習AC

[春]統合細胞生物学演習A,C

[春]生命医科学実験Ⅱ

[春]医用機械工学演習A,Ｃ

[秋]分子機能生理学演習B,D

6限

[春]分子機能生理学演習A,C[春]生命医科学実験Ⅱ

[春]医用機械工学演習A,Ｃ

[春]分子機能生理学演習A,C

[春]遺伝情報学演習A,Ｃ

[秋]設計生物学

7限

[秋]分子機能生理学演習B,D

[秋]バイオ・ロボティクス演習Ｄ [秋]バイオ・ロボティクス演習Ｄ

[秋]生物物性科学演習B, D [秋]遺伝情報学演習Ｂ,D

2限

[春]細胞情報学演習A,C

[春]統合脳科学演習A, C

[春]生命機能材料科学演習A,C

[秋]統合脳科学演習B, D

[春]薬理学演習A

[秋]薬理学・毒物学(同特論)

[春]細胞分子ネットワーク演習C

[秋・隔年・2019年度開講]食・生活環境総合理学[集中]

[春]生命医科学実験Ⅱ

[秋] 環境生態学演習B,D

[春]生命医科学実験Ⅱ

[秋] ゲノム情報科学[集中] [秋] ゲノム情報科学[集中]

[春]食・栄養学

共
用
会
議
室
A

2
7
名

2
8
名

会
議
Ｂ

月

[春]細胞分子ネットワーク演習A [春]細胞分子ネットワーク演習A

2限

[春ｸｫｰﾀｰ]生物物性科学の最前線

[秋]分子病態医化学演習B,D

[春]植物生理生化学演習A,C

5限 6限

[春]植物生理生化学演習A,C

3限

[秋]分子病態医化学演習B,D

[秋]神経生理学演習B,D[秋]神経生理学演習B,D

木

7限

[秋]バイオロボティクス演習B

[夏ｸｫｰﾀｰ]生物統計学特論

[春]生物学実験Ⅰ～Ⅶ [春]生物学実験Ⅰ～Ⅶ

[冬ｸｫｰﾀｰ]医療ﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ演習

2限 3限 5限

[春]時間生物学[集中]

4限

[冬ｸｫｰﾀｰ]医療ﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ演習

[秋]細胞骨格ロジスティクス演習B

[秋]バイオロボティクス演習B [秋]バイオロボティクス演習B

[秋]医用機械工学演習B,Ｄ

[秋]フォトバイオロジー（同特論）

[秋]薬理学演習B

[春]合成生物学演習Ｃ [春]合成生物学演習Ｃ

[春]環境生態学演習A,Ｃ

6限

[秋]薬理学演習B

[秋]環境生命科学演習B,D

[秋]細胞分子生物学

[春]生命理工学外国語講義Ⅲ

[秋]生物学実験Ⅰ～Ⅶ

[秋]細胞骨格ロジスティクス演習B

[春]バイオロボティクス演習AC

[春]発生生物学演習A,C [春]発生生物学演習A,C [春]生命理工学外国語講義Ⅰ

[秋]医用機械工学演習B,D

[春]薬理学演習C

[春]遺伝情報学演習Ａ,C

7限

[秋]遺伝情報学演習B,Ｄ

[秋]分子細胞生物学演習D

[春]薬理学演習C

[秋]薬理学演習B

[秋・隔年・2019年度開講]食・生活環境総合理学[集中] [秋・隔年・2019年度開講]食・生活環境総合理学[集中]

6限

[秋・隔年・2019年度開講]環境生態学特論

水

1限

土
[秋ｸｫｰﾀｰ]生物統計学演習

[春ｸｫｰﾀｰ]臨床研究特論 [春ｸｫｰﾀｰ]医療ﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ特論

[夏ｸｫｰﾀｰ]生命・医療倫理特論(女子医) [夏ｸｫｰﾀｰ]生命・医療倫理特論(女子医)

[秋ｸｫｰﾀｰ]先端医療演習(女子医) [秋ｸｫｰﾀｰ]先端医療演習(女子医)

4限

【秋】発生生物学特論

[春]バイオロボティクス演習AC

[秋]バイオロボティクス演習B

[秋]発生生物学B,D

[秋]細胞分子ネットワーク演習B [秋]細胞分子ネットワーク演習B

[秋]生命理工学外国語講義Ⅱ

[春]循環器医工学

[秋]循環器医工学

[春]合成生物学演習A

[春]環境生命科学演習A,C

[秋]総合生命理工学特論Ｂ

5限

[秋]合成生物学演習Ｂ

[春]先端生命医科学特論

[春]生命医科学実験Ⅰ

[秋]合成生物学演習Ｂ

[秋]臓器工学特論

[春]臨床医工学概論

4限

7限

[春]臨床医工学概論

[秋]薬理学演習B

火
[春]生物物性科学演習A, C
[秋]生命理工学外国語講義Ⅳ

木

[春]分子病態医化学演習A,C [春]分子病態医化学演習A,C
金

[秋]統合細胞生物学演習B,D

[秋]神経・遺伝学特論

月

[春]バイオロボティクス演習AC


