
学科名 講義名 試験日（定期） 曜時限 試験教室（農学部総合館） 担当教員

細胞生物学II 2017/07/24 月1 W214 豊原　他

果樹園芸学I 2017/07/24 月1 W406 田尾　他

海洋微生物学I 2017/07/24 月1 W106 左子

遺伝学I 2017/07/24 月3 W322 那須田

昆虫生理学 2017/07/24 月4 W106 大門

植物病理学I 2017/07/25 火1 W214 高野（義）

土壌学I 2017/07/25 火2 W100 舟川

育種学I 2017/07/25 火2 W214 奥本

動物生殖学 2017/07/25 火2 W420 山田（雅）

農学概論I 2017/07/26 水1 W100 秋津

資源生物科学基礎 2017/07/26 水2 W100 松村　他

作物学I 2017/07/26 水2 W214 白岩

海洋環境微生物学 2017/07/26 水2 W506 澤山

海洋生物資源利用学 2017/07/27 木1 W406 菅原

細胞生物学III 2017/07/27 木2 W100 三瀬　他

蔬菜園芸学 2017/07/27 木2 W522 細川

動物生体機構学 2017/07/27 木2 W102 久米

生物圏情報学I 2017/07/28 金1 W214 守屋　他

動物栄養学 2017/07/28 金1 W522 松井　他

動物生理学 2017/07/28 金2 W322 南　他

動物遺伝育種学 2017/07/28 金2 W502 谷口

雑草学I 2017/07/28 金2 W522 冨永

生態情報開発学 2017/07/28 金3 W106 刑部

品質科学 2017/07/28 金4 W422 松村　他

熱帯農業生態学 2017/07/28 金4 W406 縄田

栽培植物起源学 2017/07/31 月2 W506 寺内

生化学I 2017/07/24 月1 W422 由里本　他

応用微生物学IV 2017/07/24 月2 W406 阪井　他

分子生物学I 2017/07/24 月2 W314 河内　他

生物有機化学I 2017/07/26 水1 W314 宮川　他

応用生命科学入門II 2017/07/26 水2 W322 阪井　他

植物栄養学 2017/07/26 水2 W314 間藤　他

生物理化学II 2017/07/27 木1 W314 加納　他

有機反応機構論I 2017/07/27 木2 W322 中川（好）

専門外国書講読（応用生命） 2017/07/27 木2 W314 宮川

分析化学 2017/07/28 金2 W314 白井

応用微生物学II 2017/08/01 火2 W314 喜多　他

応用生命科学入門I 2017/08/04 金1 W406 加納　他

測量学 2017/07/24 月1 W322 鬼塚

農村計画学 2017/07/25 火1 W522 星野

制御工学 2017/07/25 火3 W414 近藤

電気・電子工学 2017/07/25 火4 W406 宮坂

熱力学及び伝熱工学 2017/07/26 水1 W406 清水

地域環境工学概論II 2017/07/26 水2 W306 清水

応用力学 2017/07/26 水2 W522 藤澤

環境水文学 2017/07/26 水2 W302 川島

機械設計 2017/07/27 木2 W414 中嶋

水資源利用学 2017/07/28 金2 W306 藤原
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●注意事項

試験時間割は、必ずＫＵＬＡＳＩＳで確認してください。
下記科目は、７月２４日～８月４日までに実施される試験科目のみ掲示しています。
レポートや定期試験期間外の試験については、ＫＵＬＡＳＩＳで確認してください。また授業中に教員より指示
される場合もあるので注意してください。
掲示後の変更については、掲示板やＫＵＬＡＳＩＳで確認してください。
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資源環境経済学 2017/07/25 火2 W306 梅津

開発ミクロ経済学 2017/07/25 火3 W106 福井

経済原論I（ミクロ経済学） 2017/07/26 水3 W306 若井

経済原論III（マクロ経済学） 2017/07/27 木2 法経2 遊喜

森林政策学 2017/07/28 金1 W314 栗山

農学原論 2017/07/28 金2 W214 秋津

食料・環境政策学 2017/07/28 金3 W306 伊藤（順）

経済原論II（社会経済学） 2017/08/02 水2 W506 宇仁

森林生化学II 2017/07/24 月2 W420 坂本

生物材料物理化学 2017/07/24 月3 W514 木村

木材情報学 2017/07/24 月5 W514 杉山

生物材料物性学Ⅱ 2017/07/25 火1 W322 仲村

森林基礎科学C 2017/07/25 火1 W422 高野　他

森林基礎科学D 2017/07/25 火2 W422 藤井　他

セルロース化学 2017/07/25 火3 W322 高野

生物多様性保全学 2017/07/25 火4 W214 井鷺

造園学 2017/07/26 水1 W522 柴田

熱帯林環境学 2017/07/26 水2 W106 北島（薫）

樹木細胞生理学 2017/07/27 木1 W422 高部

木材保存学 2017/07/27 木1 W520 吉村

高分子物性学 2017/07/27 木2 W422 西尾

木質材料学 2017/07/27 木2 W520 矢野　他

砂防学I 2017/07/28 金1 W322 小杉（賢）

森林生態学 2017/07/28 金2 W422 北山

森林水文学 2017/07/28 金2 W106 小杉（緑）

微生物遺伝学 2017/07/24 月2 W106 橋本

食品基礎分子生物学I 2017/07/25 火1 W306 後藤

食品基礎分子生物学II 2017/07/26 水1 W106 保川

基礎生化学I 2017/07/26 水2 W406 大日向

食品化学 2017/07/27 木1 W214 谷

天然物化学 2017/08/01 火2 W406 入江　他

食品有機化学II 2017/08/02 水2 W406 入江

食品工学 2017/08/03 木2 W214 谷　他

食品機能学I 2017/08/04 金2 W406 河田　他
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