
2017.3.27平成２９年度 後 期 時 間 割（案）
石川県立大学学 部・大学院

◎：必修科目 ◇：教職科目 ★：非常勤講師10月25日(水)は月曜日、10月31日(火)は金曜日、1月10日(水)は月曜日科目の授業を行う
時 限 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

学科 9:00 10:30 10:40 12:10 13:00 14:30 14:40 16:10 16:20 17:50曜日 学年
生産 植物遺伝学 K127（濵田）

（金） （宮口） （宮口）１ 環境 統計学 K219 健康科学 K219 スポーツ実技Ⅰ◎
（桶） （有賀）食品 情報処理概論 K126 経済学◎ ★

生産 K127 食用作物学 K127 K219生物資源経済学（住本） （塚口）
（皆巳） （山下） （宮口） （稲葉 ・桶）２ 環境 大気環境学 K117 K129 スポーツ実技 情報処理演習Ⅲ環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ論 Ⅱ 宏

月 食品 分子生物学 K126 食品保蔵学 K117 K218（海老原） （長野 ）隆

生産 蔬菜園芸学 E304 植物生産基礎実験Ⅰ A106（村上） （関根・大谷・高木）
３ 環境 施設工学 E403 廃棄物・資源循環論 環境科学演習Ⅰ K128（森 ）丈

食品 機能性評価学 K129 E403 ☆食品科学実験（榎本） （楠部・馬場）
生産

４ 環境 環境科学演習Ⅱ
食品

院 D211 K128生物環境保全学特論 生物資源環境学特論Ⅱ

D207食品安全学特論
生産

１ 環境 生化学概論 K219 教育原理 K127 物理学 K219（海老原） （石倉） （稲葉 ）★現代社会と生涯学習（桑村） ◇ 宏

K219食品
（新村） （島） （石倉）生産 生物工学概論 K219 教育制度論実用英語 実用英語 ◎ ◇英語ⅡＢ E222

２ 環境 応用力学 E403 K218 K127IB B B 地域情報（田村） （新村） （英作文 Ⅱ （森 ） 上野）丈 プログラミング

（ ）K126 （ノリス） ★◇理科教育法Ⅳ 松本謙
･K205 E401･E403 E222 【別途掲示する】火 食品 食品分析学 K127 生物工学概論 K219（小西） （島）

生産
３ 環境 （就職支援ｾﾐﾅｰ） E403

食品 栄養生化学 K127 微生物制御学 K129（松本・本多） （中川）
生産

４ 環境
食品

院 212 D215環境生物ｼｽﾃﾑ学特論 資源管理特論資

E222･K205生産 英語ⅠＢ◎ （ ）田村
（今井） （桶） （稲葉 ） （稲葉 ほか）１ 環境 ★日本国憲法 K219 情報処理概論 K126 数学 K219 ★◎ 宏 清石川の自然と農林水産業

食品 英 E304 K219◎ 会話Ｂ（ノリス）
★腸内細菌共生機構学生産 ◇★職業指導（菱田） 実用英語 実用英語

２ 環境 E403 K127 ◇教育相談 K126植物生理学Ⅰ（森 ） Ⅱ （澤田・武山)正 IB B B（ ） （ ）田村 新村英作文 (片山高・栗原）

（ ）食品 生物統計学 K129K126 E222（ノリス） ◇農業教育法Ⅱ 藤田

水 K219 E222（高木） ･K205 E401･E403
生産 K126 動物管理学 K128 生産システム学実験 A118・農業機械実習棟農業経営・生産組織論（金） （浅野） （大角・ 桶 ）

３ 環境 ★ K117 K117 環境工学演習 K128環境関連法規 野生動物管理学（諸治ほか） （大井） （瀧本・百瀬・柳井・藤原）
食品 食品加工学 K129 食品 K129 ☆食品科学実験（斎藤） （西本）マーケティング論
生産

４ 環境
食品

院 D211 動物資源特論 D215地域環境ｼｽﾃﾑ学特論 特論Ⅳ生物資源環境学 資212

212植物細胞育種学特論資

生産
１ 環境 教育心理学 K219 生物学 K219 無機化学実験 K215 有機化学実験 K119◇ （澤田） （片山 ・高原） （皆巳ほか） （本多ほか）礼

食品
生産 K126 動物栄養学 K126 農場実習Ｂ 農場・K127生産システム学（大角） （石田元） （福岡、高居）

E222２ 環境 環境経済学 K128 水文学 K117（楠部） （藤原） （新村）◎英語ⅡＢ
木 食品 食品機能学 K129 農場実習Ｂ 農場・K127◎英語ⅡＢ（新村） （松本） （福岡、高居）E222

生産
３ 環境 水利ｼｽﾃﾑ学 K128 地形情報処理実習Ⅱ K218（長野 ） （柳井、上野、山下）峻

食品 E403 ﾊﾞｲｵｲﾝﾌｫﾏﾃｨｸｽ K218 ☆食品科学実験食品科学演習Ⅱ（小西、海老原） （竹村）
生産

４ 環境
食品

資212院 腸内細菌共生機構学特論

生産 英 E403 情報処理概論 K126◎ ◎会話Ｂ（ノリス） （桶）
１ 環境 英語ⅠＢ 英 E403 無機化学 K219 有機化学概論 K219◎ ◎（ ） （勝見） （小椋）田村 E222･K205 会話Ｂ（ノリス）

E222･K205食品 英語ⅠＢ◎ （ ）田村
生産 植物細胞工学 K126 植物生産学実験Ⅱ A106（大谷） （村上・片山 ・高居）礼

金 ２ 環境 水理学 K117 微生物学概論 K219 土質・土壌物理実験 C118・土木実験棟（一恩） （三沢） （百瀬・一恩・森 ）丈

食品 K128生物化学Ⅱ（東村）
生産 E304 応用昆虫学 E304 植物生産学実験Ⅱ A118動物生体機構学（長井） （弘中） （村上・片山 ・高居）礼

３ 環境 水資源利用学 K128 土質・土壌物理実験 C118・土木実験棟（藤原） （百瀬・一恩・森 ）丈

食品 K129 調理化学 K129 ☆食品科学実験食品品質管理論（中口） （榎本・吉城）
生産

４ 環境 教職実践演習 K127◇ (澤田・石倉）
食品

「スポーツ実技Ⅳ」(スキー) ：１年生全学科対象 日程調整中 日程調整中※ 集 中 授 業 「特別活動の指導法 （橋本）」
：２年生全学科対象 日程調整中「物理学実験」
：３年（生産） 日程調整中「植物保護学」

9月27日～10月26日☆食品科学実験 食品機能実験 （吉城、松本、本多、榎本）
月6日～12月1日食品製造・調理実験（島、長野 、斎藤、吉城、松本） 11隆

12月11日～12月22日、1月9日～1月19日食品製造実習 （長野 、斎藤、島、小 、中川、松﨑）隆 栁、中口


