
令和４年度　水産・環境科学総合研究科博士後期課程時間割（第１クォーター・第２クォーター）

授業科目 担当教員 授業科目 担当教員 授業科目 担当教員 授業科目 担当教員

Ⅰ 　８：５０～１０：２０ 水産資源社会学 山本 尚俊 保全生態学特論
井口 恵一朗・高巣
裕之

Ⅱ １０：３０～１２：００ 水産資源社会学 山本 尚俊 保全生態学特論
井口 恵一朗・高巣
裕之

Ⅲ １２：５０～１４：２０

Ⅳ １４：３０～１６：００

Ⅴ １６：１０～１７：４０

Ⅰ 　８：５０～１０：２０ 大気環境学特論
河本 和明・中山　智
喜

Ⅱ １０：３０～１２：００ 大気環境学特論
河本 和明・中山　智
喜

Ⅲ １２：５０～１４：２０ 海洋測位学 清水 健一 海洋生物環境学 金　禧珍 地域計画学特論 片山 健介

Ⅳ １４：３０～１６：００ 海洋測位学 清水 健一 海洋生物環境学 金　禧珍 地域計画学特論 片山 健介

Ⅴ １６：１０～１７：４０

生体高分子化学 吉田　朝美
環境リスク政策学特
論

吉田 護

生体高分子化学 吉田　朝美
環境リスク政策学特
論

吉田 護 動物生態学特論 山口 典之

Ⅲ １２：５０～１４：２０ 生物機能生化学 竹下 哲史 動物生態学特論 山口 典之

Ⅳ １４：３０～１６：００ 生物機能生化学 竹下 哲史

Ⅴ １６：１０～１７：４０

Ⅰ 　８：５０～１０：２０ 応用生体分子機能論 市川 寿

Ⅱ １０：３０～１２：００ 応用生体分子機能論 市川 寿

Ⅲ １２：５０～１４：２０

Ⅳ １４：３０～１６：００
堆積岩地球環境解析
学特論

武藤 鉄司

Ⅴ １６：１０～１７：４０
堆積岩地球環境解析
学特論

武藤 鉄司

水産衛生化学 荒川　修 海洋植物資源学Ⅰ 桑野 和可

漁船漁法工学 松下 吉樹

水産衛生化学 荒川　修 海洋植物資源学Ⅰ 桑野 和可

漁船漁法工学 松下 吉樹

Ⅲ １２：５０～１４：２０

Ⅳ １４：３０～１６：００

Ⅴ １６：１０～１７：４０

生理活性物質化学特論（石橋 郁人）（第2Q) 環境地下水学特論（中川 啓・利部 慎）

水圏生物環境学特論（阪倉 良孝）（第2Q) 環境生物化学特論（西山 雅也）

水族毒性学（高谷 智裕） 環境経済学特論（山本　裕基）

海洋微生物生態学（和田　実） 森林環境学特論（大田 真彦）

水産食品化学（濱田 友貴） 環境哲学特論（関 陽子）

漁船船型学特論（八木　光晴） 環境法学特論（本床 萌）

魚類生態学特論（山口　敦子）（第1Q) 環境観光学特論（深見　聡）

水族病理学（菅 向志郎） インターンシップ（指導教員）

海洋植物資源学II（ニシハラ・グレゴリー・ナオキ）（第2Q)

インターンシップ（指導教員）

栽培漁業論 環境適応学特論

環境思想学特論

複合文化環境特論

環境社会学特論

環境資源経済学特論

Ⅱ

水

月

火

　８：５０～１０：２０

環境科学コース

１０：３０～１２：００

共通

集中

木

金

未開講科目

Ⅰ

特別講義
学外実習

水産科学コース
第１クォーター 第２クォーター

１０：３０～１２：００

Ⅰ 　８：５０～１０：２０

第１クォーター 第２クォーター

Ⅱ



令和４年度　水産・環境科学総合研究科博士後期課程時間割（第３クォーター・第４クォーター）

授業科目 担当教員 授業科目 担当教員 授業科目 担当教員 授業科目 担当教員

海洋生物栄養学 谷山  茂人 環境生理学特論 岡田 二郎

海洋生物流体力学
特論

河邊 玲

Ⅱ １０：３０～１２：００ 海洋生物栄養学 谷山  茂人 環境生理学特論 岡田 二郎

生殖生理学特論 長江 真樹

エネルギー資源学特
論

竹下 貴之

生殖生理学特論 長江 真樹

エネルギー資源学特
論

竹下 貴之

Ⅴ １６：１０～１７：４０

水族内分泌学 征矢野 清 環境物理学特論 冨塚 明

海洋生物流体力学
特論

河邊 玲

Ⅱ １０：３０～１２：００ 水族内分泌学 征矢野 清 環境物理学特論 冨塚 明

Ⅲ １２：５０～１４：２０ 環境化学特論 仲山 英樹
環境マネジメント学
特論

昔　宣希

海洋浮游生物学 鈴木 利一
人間生活環境学特
論

友澤 悠季
環境マネジメント学
特論

昔　宣希

海洋生物工学特論 長富　潔 環境化学特論 仲山 英樹

海洋浮游生物学 鈴木 利一
人間生活環境学特
論

友澤 悠季

海洋生物工学特論 長富　潔

水産無脊椎動物学
特論

竹垣 毅
微量環境分析化学
特論

高尾 雄二・山口 真
弘

深海生物環境学特
論

柳下 直己

水産無脊椎動物学
特論

竹垣 毅 環境計画学特論 五島 聖子
微量環境分析化学
特論

高尾 雄二・山口 真
弘

深海生物環境学特
論

柳下 直己

Ⅲ １２：５０～１４：２０

Ⅳ １４：３０～１６：００

Ⅴ １６：１０～１７：４０

植物生態学特論 飯間 雅文

グリーンケミストリー
特論

白川 誠司

地域環境政策学特
論

渡邊 貴史

植物生態学特論 飯間 雅文

グリーンケミストリー
特論

白川 誠司

地域環境政策学特
論

渡邊 貴史

環境計画学特論 五島 聖子

Ⅲ １２：５０～１４：２０

Ⅳ １４：３０～１６：００

Ⅴ １６：１０～１７：４０

Ⅰ 　８：５０～１０：２０
生体関連物質化学
特論

平坂　勝也 地震・火山学特論 馬越 孝道

Ⅱ １０：３０～１２：００
生体関連物質化学
特論

平坂　勝也 地震・火山学特論 馬越 孝道

水族情報学 天野 雅男 地域社会学特論 黒田 暁

水産経営管理学 亀田 和彦

水族情報学 天野 雅男
海洋生物汚損対策
特論

サトイト シリル グレ
ン ペレズ 地域社会学特論 黒田 暁

水産経営管理学 亀田 和彦

Ⅴ １６：１０～１７：４０
海洋生物汚損対策
特論

サトイト シリル グレ
ン ペレズ

海洋環境流体力学（滝川 哲太郎） 環境毒性学特論（久保 隆）（第4Q)

海洋生態システム論（武田 重信） 陸域生物環境学特論（服部 充）

共生微生物学（井上 徹志）（第3Ｑ） 環境政策学特論（重富　陽介）

サンゴ礁生態系保全学（鈴木 豪） 国際環境政策学特論（濱崎 宏則）

亜熱帯海洋動物分布生態学（名波 敦） 地域環境計測学特論（朝倉　宏）

海洋資源生物学（高橋 素光） 共生持続社会学特論（遠藤 愛子）

水産統計学（栗原 健夫） インターンシップ（指導教員）

水産資源動態学（黒田 啓行）

生元素循環学（長谷川 徹）

海洋システム解析学(清田　雅史）（第3Ｑ）

分子細胞生物学（山田 明徳）（第3Ｑ）

高分子機能生化学特論（山口 健一）　

細胞機能生化学'(上野　幹憲・山口　健一）

漁業生産システム設計学（広瀬　美由紀）

海洋生物生体防御論（小山　喬）

沿岸底生生態学（竹内 清治）

インターンシップ（指導教員）

生物栄養化学特論 放射線生物物理学特論

環境民俗学特論

特別演習
学外実習

共通

月

火

水

未開講科目

Ⅰ 　８：５０～１０：２０

集中

１２：５０～１４：２０

１４：３０～１６：００

Ⅰ 　８：５０～１０：２０

木

金

Ⅰ

１４：３０～１６：００

Ⅲ

Ⅱ １０：３０～１２：００

水産科学コース

Ⅰ

Ⅱ １０：３０～１２：００

１２：５０～１４：２０

Ⅳ

　８：５０～１０：２０

Ⅲ

１６：１０～１７：４０

Ⅳ

Ⅳ １４：３０～１６：００

Ⅴ

環境科学コース
第３クォーター 第４クォーター 第４クォーター

　８：５０～１０：２０

第３クォーター


