
 

化学系 

科目コード 科目名 単位 開講 Q 担当教員 

CHM.A201 安全の化学 1－0－0 1Q ﾟ工藤, ※篠原(直), ※井口(泰) 

CHM.A211 化学数学第一 1－0－0 1Q  沖本 

CHM.A212 化学数学第二 1－0－0 2Q  沖本 

CHM.A221 コンピュータ実習 0－0－1 4Q ﾟ河内, ※薄倉(淳) 

CHM.A301 計算化学・情報演習１ 0－1－0 3Q ﾟ植草, 関根, ※上野(京) 

CHM.A302 計算化学・情報演習２ 0－1－0 4Q ﾟ大森, 安藤(吉), 佐瀬, 宮永, 髙橋 

CHM.B201 無機化学第一 2－0－0 2Q  前田 

CHM.B202 基礎分析化学 2－0－0 3Q ﾟ岡田, 河野(正) 

CHM.B203 無機化学演習第一 0－1－0 2Q 
ﾟ前田, 玉置, 関根, 原田, 大津,  

髙山 

CHM.B204 基礎分析化学演習 0－1－0 3Q ﾟ岡田, 河野(正), 原田, 石田, 大津 

CHM.B205 無機・分析化学基礎実験 0－0－2 2Q 

ﾟ前田, 岡田, 石谷, 川口,  

河野(正), 植草, 福原, 関根,  

大塚(拓), 原田, 石田, 玉置, 大津 

CHM.B301 無機化学第二 2－0－0 1Q  川口 

CHM.B303 無機化学演習第二 0－1－0 1Q ﾟ川口, 植草, 石田, 玉置, 関根 

CHM.B305 無機・分析化学総合実験 0－0－2 1Q 

ﾟ植草, 岡田, 石谷, 川口, 小松,  

河野(正), 前田, 福原, 関根,  

大塚(拓), 原田, 石田, 玉置, 大津,  

髙山 

CHM.B331 化学計測学 2－0－0 2Q ﾟ岡田, 福原 

CHM.B332 光化学 2－0－0 4Q ﾟ石谷, 前田 

CHM.B333 結晶化学 2－0－0 2Q  植草 

CHM.B334 地球化学 2－0－0 3Q ﾟ野上, 寺田(暁) 

CHM.B335 固体化学 2－0－0 2Q ﾟ小松, 八島 

CHM.C201 量子化学序論 2－0－0 1Q  大島(康) 

CHM.C202 化学統計熱力学 2－0－0 4Q ﾟ西野, 木口 

CHM.C203 量子化学序論演習 0－1－0 1Q ﾟ大島(康), 水瀬 

CHM.C204 化学統計熱力学演習 0－1－0 4Q ﾟ西野, 木口, 金子 

CHM.C205 物理化学基礎実験 0－0－2 4Q 

ﾟ河内, 腰原, 木口, 大島(康),  

北島, 沖本, 西野, 石川(忠), 穂坂,  

金子, 水瀬 

CHM.C301 反応物理化学序論 2－0－0 1Q ﾟ河内, 北島 

CHM.C303 反応物理化学序論演習 0－1－0 2Q ﾟ河内, 北島, 穂坂 

CHM.C305 物理化学総合実験 0－0－2 3Q 

ﾟ沖本, 河内, 腰原, 木口,  

大島(康), 北島, 西野, 石川(忠), 

穂坂, 金子, 水瀬 

CHM.C331 物性化学 2－0－0 2Q ﾟ木口, 西野 

CHM.C332 量子化学 2－0－0 3Q  大島(康) 

CHM.C333 分子構造学 2－0－0 2Q ﾟ腰原, 沖本 
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CHM.C334 反応物理化学 2－0－0 4Q ﾟ河内, 北島 

CHM.D201 有機化学第一 2－0－0 1Q  後藤(敬) 

CHM.D202 有機化学第二 2－0－0 3Q  江口 

CHM.D203 有機化学演習第一 0－1－0 1Q 

ﾟ江口, 鈴木(啓), 岩澤, 後藤(敬), 

大森 , 工藤, 鷹谷, 安藤(吉),  

佐瀬, 宮永, 髙橋 

CHM.D204 有機化学演習第二 0－1－0 3Q 

ﾟ江口, 鈴木(啓), 岩澤, 後藤(敬),  

大森 , 工藤, 鷹谷, 安藤(吉),  

佐瀬, 宮永, 髙橋 

CHM.D205 有機化学基礎実験 0－0－2 3Q 

ﾟ江口, 鈴木(啓), 岩澤, 後藤(敬),  

大森 , 工藤, 鷹谷, 安藤(吉),  

佐瀬, 宮永, 髙橋 

CHM.D301 有機化学第三 2－0－0 1Q ﾟ鈴木(啓), 大森 

CHM.D303 有機化学演習第三 0－1－0 4Q 

ﾟ江口, 鈴木(啓), 岩澤, 後藤(敬),  

大森 , 工藤, 鷹谷, 安藤(吉),  

佐瀬, 宮永, 髙橋 

CHM.D305 有機化学総合実験 0－0－2 4Q 

ﾟ江口, 鈴木(啓), 岩澤, 後藤(敬),  

大森 , 工藤, 鷹谷, 安藤(吉),  

佐瀬, 宮永, 髙橋 

CHM.D331 合成有機化学 2－0－0 4Q ﾟ大森, 鈴木(啓) 

CHM.D332 有機構造化学 2－0－0 3Q ﾟ工藤, 鷹谷, 豊田(真) 

CHM.D333 有機反応論 2－0－0 3Q  岩澤 

CHM.D334 天然物化学 2－0－0 2Q ﾟ江口, 工藤 

CHM.Z381 研究プロジェクト（化学系） 0－0－2 1Q, 4Q  各教員 

CHM.Z389 学士特定課題研究（化学系） 0－0－6 
1～ 2Q, 

3～4Q 
 各教員 

CHM.Z391 学士特定課題プロジェクト 1c（化学系） 0－0－1 3Q, 4Q  各教員（平成 30 年度休講） 

CHM.Z392 学士特定課題プロジェクト 2c（化学系） 0－0－2 3Q, 4Q  各教員（平成 30 年度休講） 

CHM.Z393 学士特定課題プロジェクト 3c（化学系） 0－0－3 3Q, 4Q  各教員（平成 30 年度休講） 

CHM.Z394 学士特定課題プロジェクト 4c（化学系） 0－0－4 3～4Q  各教員（平成 30 年度休講） 

CHM.Z395 学士特定課題プロジェクト 5c（化学系） 0－0－5 3～4Q  各教員（平成 30 年度休講） 

CHM.Z396 学士特定課題プロジェクト 6c（化学系） 0－0－6 3～4Q  各教員（平成 30 年度休講） 
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