
自然システム学類

学類名 時間割番号 科目名 時間割番号 科目名

フロ 20211.401 国際研修Ａ（フロンティア工学類） ← 10014.605 国際研修Ａ（物循）

フロ 20211.402 国際研修Ａ（フロンティア工学類） ← 10014.606 国際研修Ａ（物循）

フロ 20211.403 国際研修Ａ（フロンティア工学類） ← 10014.607 国際研修Ａ（物循）

フロ 20211.404 国際研修Ａ（フロンティア工学類） ← 10014.608 国際研修Ａ（物循）

フロ 20212.401 国際研修Ｂ（フロンティア工学類） ← 10015.605 国際研修Ｂ（物循）

フロ 20212.402 国際研修Ｂ（フロンティア工学類） ← 10015.606 国際研修Ｂ（物循）

フロ 20212.403 国際研修Ｂ（フロンティア工学類） ← 10015.607 国際研修Ｂ（物循）

フロ 20212.404 国際研修Ｂ（フロンティア工学類） ← 10015.608 国際研修Ｂ（物循）

生命 25010 保全生物学Ａ

生命 25036 保全生物学Ｂ

生命 25005 遺伝子と情報Ａ

生命 25030 遺伝子と情報Ｂ

生命 25001 生物多様性と進化Ａ

生命 25026 生物多様性と進化Ｂ

生命 25002 生化学Ａ

生命 25027 生化学Ｂ

生命 25006 遺伝学Ａ

生命 25032 細胞学

生命 25034 システム生物学

生命 25006 遺伝学Ａ

生命 25031 遺伝学Ｂ

生命 25011 発生生物学Ａ

生命 25037 発生生物学Ｂ

生命 25003 生理学１Ａ ← 16119 生理学１A

生命 25028 生理学１B ← 16120 生理学1B

生命 25004 生理学２Ａ

生命 25029 生理学２Ｂ

生命 25007 基礎生態学A

生命 25035 基礎生態学Ｂ

← 16109 生理学２

← 16111 生態学１

← 16106 遺伝学

← 16107 発生学

← 16104 生化学１

← 16105
細胞学
（左の三科目から二科目を選
択）

← 16102 遺伝子と情報

← 16103 生物多様性と進化

読 替 表 （令和４年度用）

※「読替科目なし」の科目は履修登録できません。

読替科目（受講する科目）
2016年度～2017年度入学者

履修登録する科目

← 16101 個体・集団・生態系
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学類名 時間割番号 科目名 時間割番号 科目名

読替科目（受講する科目）
2016年度～2017年度入学者

履修登録する科目

生命 25012 生物学基礎実習１

生命 25013 生物学基礎実習２

生命 25014 生物学実習１ ← 16114 生物学実習１

生命 25015 生物学実習２ ← 16115 生物学実習２

生命 25040 生態学実験 ← 36121 生態学実験

生命 25039 生化学実験 ← 36124 生化学実験

生命 25038 組織形態学実験 ← 36127 組織形態学実験

理工３ 20301.001 微分方程式及び演習 ← 16201.001 微分方程式及び演習

理工３ 20301.002 微分方程式及び演習 ← 16201.002 微分方程式及び演習

理工３ 20301.003 微分方程式及び演習 ← 16201.003 微分方程式及び演習

理工３ 20301.004 微分方程式及び演習 ← 16201.004 微分方程式及び演習

Ｑ1～Ｑ2集中講義として開講 ← 16202 化学工学情報処理演習

フロ 22003.1 複素解析及び演習 ← 16203.1 複素解析及び演習

フロ 22003.2 複素解析及び演習 ← 16203.2 複素解析及び演習

フロ 22003.3 複素解析及び演習 ← 16203.3 複素解析及び演習

フロ 22003.4 複素解析及び演習 ← 16203.4 複素解析及び演習

フロ 22002 ベクトル解析及び演習 ← 16204 ベクトル解析及び演習

機械 21002 フーリエ解析及び演習 ← 16205.1 フーリエ解析及び演習

フロ 22001 フーリエ解析及び演習 ← 16205.2 フーリエ解析及び演習

フロ 42175 電気化学 ← 16208 物理化学基礎

フロ 42176 無機材料 ← 16216 無機化学

フロ 42044 プロセス工学実験 ← 16220 バイオ・物質循環工学基礎実験

フロ 42045 プロセス工学演習 ← 16221 バイオ・物質循環工学演習A

フロ 42073 プロセス工学量論A ← 16230 化学工学量論１

フロ 42074 プロセス工学量論B ← 16231 化学工学量論２

フロ 42067 熱力学A ← 16232 熱力学基礎１

フロ 42068 熱力学B ← 16233 熱力学基礎２

16234 移動現象論基礎１

16235 移動現象論基礎２

フロ 42071 化学反応速度論A ← 16236 化学反応速度論１

フロ 42072 化学反応速度論B ← 16237 化学反応速度論２

フロ 42059 統計解析A ← 16244 統計解析１

フロ 42060 統計解析B ← 16245 統計解析２

フロ 42221 スペクトロスコピーA ← 16246 機器分析化学１

← 16117 基礎生物学実験

物化 12509 移動現象論基礎 ←
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学類名 時間割番号 科目名 時間割番号 科目名

読替科目（受講する科目）
2016年度～2017年度入学者

履修登録する科目

フロ 42222 スペクトロスコピーB ← 16247 機器分析化学２

フロ 42026 人体科学A ← 16248 人体科学A

フロ 42027 人体科学B ← 16249 人体科学B

フロ 42045 プロセス工学演習 ← 16303 物質循環工学演習A

フロ 22008 プロセス工学A ← 16304 物質循環工学概論１

フロ 22009 プロセス工学B ← 16305 物質循環工学概論２

生命 20039 バイオデータベース演習A

生命 20040 バイオデータベース演習B

生命 25047 バイオプログラミングA

生命 25048 バイオプログラミングB

地社 24001 基礎地質学A

地社 24002 基礎地質学B

地社 24008 基礎地球惑星物理学A

地社 24009 基礎地球惑星物理学B

地社 24010 基礎地球惑星物質学A

地社 24011 基礎地球惑星物質学B

地社 24012 基礎岩石学A

地社 24013 基礎岩石学B

地社 24014 基礎環境変動学A

地社 24015 基礎環境変動学B

地社 24004 微分方程式及び演習 ← 16406 数理地球学１

地社 24005 ベクトル解析及び演習

地社 24006 フーリエ解析及び演習

地社 24016 鉱物・結晶学演習A

地社 24017 鉱物・結晶学演習B

地社 24018 岩石学実験A

地社 24019 岩石学実験B

地社 24020 古生物学実験A

地社 24021 古生物学実験B

地社 20035 地球惑星データ解析Ａ

地社 20036 地球惑星データ解析Ｂ

生命 45001 生化学C

生命 45002 生化学D

生命 45004 分子生物学B ← 36152 分子生物学Ａ

← 36103 生化学２

← 16410 古生物学実験

← 16411 地球データ解析実験

← 16408 鉱物・結晶学実験

← 16409 岩石学実験

← 16405 地球循環学概論

← 16407
数理地球学２
（左の二科目から一科目を選
択）

← 16403 地球物質学概論

← 16404 地球変動学概論

← 16401 地球史概論

← 16402 地球構造学概論

← 36201 分子生物情報学

← 36202 バイオインフォマティクス
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学類名 時間割番号 科目名 時間割番号 科目名

読替科目（受講する科目）
2016年度～2017年度入学者

履修登録する科目

生命 25033 がん生物学 ← 36153 分子生物学B

生命 45005 系統分類学A

生命 45006 系統分類学B

生命 45007 細胞生理学Ａ ← 36140 細胞生理学Ａ

生命 45008 細胞生理学B ← 36141 細胞生理学B

生命 45028 微生物学Ａ ← 36144 微生物学１Ａ

生命 45029 微生物学B ← 36145 微生物学１B

生命 45030 植物生理学Ａ ← 36138 植物科学概論A

生命 45031 植物生理学B ← 36139 植物科学概論B

生命 45009 生態学A ← 36148 地球環境と生物多様性A

生命 45010 生態学B ← 36149 地球環境と生物多様性B

生命 45011 海洋生物学B

生命 45012 海洋生物学C

生命 45014 発生生物学C ← 36142 進化発生学A

読替科目なし ← 36143 進化発生学B

生命 45044 生態学特論A ← 36150 生態学２Ａ

生命 45045 生態学特論B ← 36151 生態学２Ｂ

生命 25009 資源生物学A

生命 45013 海洋生物学D

読替科目なし ← 36006 専門英語Ａ３

生命 45021 発生学実験 ← 36119 発生学実験

生命 45017 遺伝学実験 ← 36122 動物生理学実験

生命 45020 系統分類学実験 ← 36123 進化系統学実験

生命 45018 生理学実験 ← 36126 植物生理学実験

生命 45024 生物学実習５ ← 36128 生物学実習３

生命 45026 生物学実習７ ← 36129 生物学実習４

生命 45022 生物学実習３ ← 36130 生物学実習５

読替科目なし ← 36003 インターンシップ実習

生命 45034 生命システム実践実験１

生命 45035 生命システム実践実験２

生命 45048 海洋生物資源実践実験１

生命 45049 海洋生物資源実践実験２

生物学実践実験
（左の四科目から二科目を選
択）

← 16118

← 36101 生体機能学

← 36107 バイオテクノロジー

← 36102 植物自然史科学１
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学類名 時間割番号 科目名 時間割番号 科目名

読替科目（受講する科目）
2016年度～2017年度入学者

履修登録する科目

生命 45032 生命システム演習１

生命 45033 生命システム演習２

生命 45046 海洋生物資源演習１

生命 45047 海洋生物資源演習２

フロ 42216 量子物理学 ← 16218 量子物理学

フロ 42173 高分子材料物性A ← 16252 高分子材料物性１

フロ 42174 高分子材料物性B ← 16253 高分子材料物性２

フロ 42018 生物工学A ← 16254 生物工学A

フロ 42019 生物工学B ← 16255 生物工学B

生命 45084 高分子化学A ← 16219 高分子化学

16306.1 材料力学１

16307.1 材料力学２

16306.2 材料力学１

16307.2 材料力学２

16306.3 材料力学１

16307.3 材料力学２

フロ 42079 工学における倫理と法 ← 36215 工学における倫理と法

Ｑ1集中講義として開講 ← 36216 専門英語Ｂ

フロ 42181 結晶化工学A ← 36242 物理化学A１

フロ 42182 結晶化工学B ← 36243 物理化学A２

フロ 42077 単位操作A ← 36244 単位操作A１

フロ 42078 単位操作B ← 36245 単位操作A２

フロ 42069 物理化学A ← 36250 物理化学B１

フロ 42070 物理化学B ← 36251 物理化学B２

生命 45080 微生物工学A ← 36254 微生物工学１

生命 45081 微生物工学B ← 36255 微生物工学２

フロ 42183 微粒子工学A ← 36256 単位操作B１

フロ 42184 微粒子工学B ← 36257 単位操作B２

36258 移動現象論１

36259 移動現象論２

フロ 42171 環境安全工学A ← 36260 環境安全工学１

フロ 42172 環境安全工学B ← 36261 環境安全工学２

フロ 42179 反応工学A ← 36264 反応工学１

フロ 42180 反応工学B ← 36265 反応工学２

←

←

←

←物化 12509 移動現象論基礎

フロ 22007.3
Strength of Materials I and
Exercise

フロ 22007.1 材料力学Ⅰ及び演習

フロ 22007.2 材料力学Ⅰ及び演習

← 16116
生物学グループ演習
（左の四科目から二科目を選
択）
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学類名 時間割番号 科目名 時間割番号 科目名

読替科目（受講する科目）
2016年度～2017年度入学者

履修登録する科目

Ｑ1～Ｑ2集中講義として開講 ← 36314 バイオ工学・物質循環工学課題研究（１）

Ｑ3～Ｑ4集中講義として開講 ← 36315 バイオ工学・物質循環工学課題研究（２）

フロ 42065 流体工学A ← 36316 流体工学１

フロ 42066 流体工学B ← 36317 流体工学２

フロ 42061 プロセス工学数学A ← 36318 化学工学計算法１

フロ 42062 プロセス工学数学B ← 36319 化学工学計算法２

フロ 42063 伝熱工学A ← 36322 伝熱工学１

読替科目なし ← 36224 特別講義Ｃ２

フロ 42064 伝熱工学B ← 36323 伝熱工学２

フロ 42179 反応工学A ← 36324 反応工学B１

フロ 42180 反応工学B ← 36325 反応工学B２

フロ 42187 分離工学A ← 36326 拡散工学１

フロ 42188 分離工学B ← 36327 拡散工学２

フロ 42126 マテリアルプロセス実験 ← 36311 物質循環工学実験A

フロ 42126 マテリアルプロセス実験 ← 36233 バイオ・物質循環工学実験

Ｑ3～Ｑ4集中講義として開講 ← 36312 物質循環工学実験Ｂ

フロ 42127 マテリアルプロセス創成 ← 36313 物質循環プロセス創成

フロ 42127 マテリアルプロセス創成 ← 36223 バイオプロセス創成

地社 44001 地球学野外調査法A

地社 44002 地球学野外調査法B

地社 44003 層位・古生物学A ← 36438 層位・古生物学A

地社 44004 層位・古生物学B ← 36439 層位・古生物学B

地社 44005 鉱物学A ← 36440 鉱物学A

地社 44006 鉱物学B ← 36441 鉱物学B

地社 44007 岩石学A ← 36442 岩石学A

地社 44008 岩石学B ← 36443 岩石学B

地社 44009 地球惑星物理学A ← 36444 地球物理学A

地社 44010 地球惑星物理学B ← 36445 地球物理学B

地社 44011 地球環境学A ← 36446 地球環境学A

地社 44012 地球環境学B ← 36447 地球環境学B

地社 44013 環境地球化学A ← 36448 環境地球化学A

地社 44014 環境地球化学B ← 36449 環境地球化学B

地社 44015 結晶学A ← 36450 結晶学A

地社 44016 結晶学B ← 36451 結晶学B

← 16412 地球学野外調査法
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学類名 時間割番号 科目名 時間割番号 科目名

読替科目（受講する科目）
2016年度～2017年度入学者

履修登録する科目

地社 44021 数理地球惑星科学A ← 36452 応用地球物理学A

地社 44022 数理地球惑星科学B ← 36453 応用地球物理学B

地社 44017 岩石発達史A ← 36454 地球発達史A

地社 44018 岩石発達史B ← 36455 地球発達史B

地社 44019 同位体地球学A ← 36456 同位体地球学A

地社 44020 同位体地球学B ← 36457 同位体地球学B

地社 44023 鉱物学特論A ← 36458 鉱物学特論A

地社 44024 鉱物学特論B ← 36459 鉱物学特論B

地社 44017 岩石発達史A ← 36460 地殻化学特論A

地社 44018 岩石発達史B ← 36461 地殻化学特論B

地社 44025 生命環境進化学A ← 36462 地質学特論A

地社 44026 生命環境進化学B ← 36463 地質学特論B

地社 44009 地球惑星物理学A ← 36464 地球物理学特論A

地社 44010 地球惑星物理学B ← 36465 地球物理学特論B

読替科目なし ← 36466 大気圏環境科学A

読替科目なし ← 36467 大気圏環境科学B

地社 44021 数理地球惑星科学A ← 36468 計算機地球学A

地社 44022 数理地球惑星科学B ← 36469 計算機地球学B

地社 44027 地球学巡検１ ← 36415 地球学巡検１

地社 44028 地球物質分析実験A

地社 44029 地球物質分析実験B

地社 44030 地球化学実験A

地社 44031 地球化学実験B

地社 44032 地球物理学実験A

地社 44033 地球物理学実験B

地社 44034 試料解析実験A

地社 44035 試料解析実験B

地社 44036 応用地球物質分析実験A

地社 44037 応用地球物質分析実験B

地社 44038 応用地球物理学実験A

地社 44039 応用地球物理学実験B

地社 44040 応用地球化学実験A

地社 44041 応用地球化学実験B
← 36423 応用地球化学実験

← 36421 応用地球物質分析実験

← 36422 応用地球物理学実験

← 36418 地球物理学実験

← 36419 試料解析実験

← 36416 地球物質分析実験

← 36417 地球化学実験
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学類名 時間割番号 科目名 時間割番号 科目名

読替科目（受講する科目）
2016年度～2017年度入学者

履修登録する科目

地社 44042 応用試料解析実験A

地社 44043 応用試料解析実験B

地社 44044 地球学巡検２ ← 36425 地球学巡検２

地社 44045 地球学野外実習A ← 36426 地球学野外実習A

地社 44046 地球学野外実習B ← 36427 地球学野外実習B

地社 44047 特別講義 ← 36428 特別講義C３

Q3～Q4集中講義として開講 ← 36309 物質循環工学演習C

Q1集中講義として開講 ← 36310 物質循環工学演習Ｄ

Q1集中講義として開講 ← 16238 化学工学計算法基礎１

Q2集中講義として開講 ← 16239 化学工学計算法基礎２

Q1集中講義として開講 ← 36004 専門英語Ａ１

Q2集中講義として開講 ← 36005 専門英語Ａ２

Q3集中講義として開講 ← 16250 食品化学１

Q4集中講義として開講 ← 16251 食品化学２

Q3集中講義として開講 ← 36154 生化学演習A

Q4集中講義として開講 ← 36155 生化学演習B

← 36424 応用試料解析実験
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