
平成２５年１０月 ２日 

農学部１年次及び２年次学生 

父母の皆さまへ 

岩手大学農学部長 

                           長 澤 孝 志 

 

第１４回 農学部授業公開と教育懇談会の開催について（御案内） 

 

 みちのく盛岡は衣替えにふさわしいさわやかな気候となり，勉学・クラブなど学生生活に意欲の

湧く季節となりました。 

 農学部学生の父母の皆さまには，常日頃から農学部後援会を通じて学部の教育施設整備，学術研

究調査の支援，並びに学生・教職員の福祉厚生等力強いご援助をいただいておりますことに深く感

謝申し上げます。 

 さて，平成１２年度から実施しております標記「授業公開と教育懇談会」を，今年度も下記のと

おり開催することといたしました。 

 その内容としまして，父母の皆さまには自由に講義等を参観していただき，その後，教育懇談会

を開催し，父母の皆さまと私たち教職員とで学部教育，学生生活，進学や就職などについて，幅広

い話し合いを持ちたいと存じます。 

 この機会を利用していただき，お子様の学生生活環境をぜひ御覧になっていただけますよう御案

内申し上げます。 

 つきましては，出席の御都合を同封のハガキにより，１０月２５日（金）当方必着となるよう，

返信いただきますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

岩手大学農学部授業公開と教育懇談会 

○教育懇談会：平成２５年１１月１５日（金）１４：４５～１５：４５ 

       （会場：農学部１号館２階 １号会議室） 

○授 業 公 開：平成２５年１１月１１日（月）～１５日（金） 

＊全学共通教育科目及び農学部で開講しております講義を自由に参観することができ

ます。 

＊授業公開及び教育懇談会については，農学部ＨＰ(http://news7a1.atm.iwate-u.ac.jp/）でも

御覧になることができます。 

○ｷｬﾝﾊﾟｽﾂｱｰ：１１月１５日（金）10:30～11:30，13:30～14:30 の２回実施いたします。 

       （集合場所：農学部１号館玄関ホール） 

 

◎ １１月１５日（金）は，休憩室を農学部２号館１階会議室（１０７室）に設けておりますの

で，ご自由に御利用ください。 

 

【問い合わせ先】岩手大学農学部学部運営グループ TEL 019-621-6103 

 FAX 019-621-6107 



期間 平成２５年１１月１１日（月）～１５日（金）

農学生命課程（１年次）
曜日 授業科目 校時 建物・階 講義室 担当教員

基礎生化学 ５－６ 人文社会科学部５号館・２階 ５２大講義室 山下
　（全学共通科目） ７－８
　（全学共通科目） １－２
　（全学共通科目） ３－４
農業生態学 ５－６ 総合教育研究棟（生命系）・１階 ７番講義室 築城
　（全学共通科目） １－２
　（全学共通科目） ３－４
基礎物理学演習 １－２ 総合教育研究棟（生命系）・２階 ぽらんホール 小出・松嶋
　（全学共通科目） ３－４
　（全学共通科目） ５－６
生物統計学 ７－８ 総合教育研究棟（生命系）・２階 ぽらんホール 築城・鈴木（忠）
　（全学共通科目） １－２
植物生産学概論 ５－６ 南講義棟・１階 ４番講義室 黒田・武田（純）
園芸学概論 ７－８ 南講義棟･１階 ４番講義室 壽松木　他

応用生物化学課程（１年次）
曜日 授業科目 校時 建物・階 講義室 担当教員

基礎生化学 ５－６ 人文社会科学部５号館・２階 ５２大講義室 山下
　（全学共通科目） ７－８
　（全学共通科目） １－２
　（全学共通科目） ３－４
　（全学共通科目） １－２
　（全学共通科目） ３－４
基礎物理学演習 １－２ 総合教育研究棟（生命系）・２階 ぽらんホール 小出・松嶋
　（全学共通科目） ３－４
　（全学共通科目） ５－６
生物統計学 ７－８ 総合教育研究棟（生命系）・１階 ７番講義室 國﨑

金 　（全学共通科目） １－２

共生環境課程（１年次）
曜日 授業科目 校時 建物・階 講義室 担当教員
月 　（全学共通科目） ７－８

　（全学共通科目） １－２
　（全学共通科目） ３－４
　（全学共通科目） １－２
　（全学共通科目） ３－４
基礎物理学演習 １－２ 総合教育研究棟（生命系）・２階 ぽらんホール 小出・松嶋
　（全学共通科目） ３－４
　（全学共通科目） ５－６
生物統計学 ７－８ 総合教育研究棟（生命系）・１階 ７番講義室 國﨑

金 　（全学共通科目） １－２
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動物科学課程（１年次）
曜日 授業科目 校時 建物・階 講義室 担当教員

基礎生化学 ５－６ 人文社会科学部５号館・２階 ５２大講義室 山下
　（全学共通科目） ７－８
　（全学共通科目） １－２
　（全学共通科目） ３－４
　（全学共通科目） １－２
　（全学共通科目） ３－４
基礎物理学演習 １－２ 総合教育研究棟（生命系）・２階 ぽらんホール 小出・松嶋
　（全学共通科目） ３－４
　（全学共通科目） ５－６
生物統計学 ７－８ 総合教育研究棟（生命系）・２階 ぽらんホール 築城・鈴木（忠）

金 　（全学共通科目） １－２

共同獣医学科（１年次）
曜日 授業科目 校時 建物・階 講義室 担当教員
月 　（全学共通科目） ７－８

　（全学共通科目） １－２
　（全学共通科目） ３－４
　（全学共通科目） １－２
　（全学共通科目） ３－４
基礎物理学演習 １－２ 総合教育研究棟（生命系）・２階 ぽらんホール 小出・松嶋
　（全学共通科目） ３－４
　（全学共通科目） ５－６
生物統計学 ７－８ 総合教育研究棟（生命系）・２階 ぽらんホール 築城・鈴木（忠）

金 　（全学共通科目） １－２

・講義室等は「農学部専門教育科目」のみ表示しております。
 全学共通科目の授業公開も同期間に実施しております。講義室は主に学生センター棟で実施しております。
・講義室への入退室の際は、指定された出入り口から静かにお願いします。
・都合により公開する授業科目や会場を変更する場合がありますので御了承ください。
・校時　１－２（8:40～10:10）、３－４（10:30～12:00）、５－６（13:00～14:30）、７－８（14:45～16:15）
＊公開授業科目と講義室の場所は、農学部HP（http://news7a1.atm.iwate-u.ac.jp/）でも御覧に
　なることができます。
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期間 平成２５年１１月１１日（月）～１５日（金）

農学生命課程（２年次）
曜日 授業科目 校時 建物・階 講義室 担当教員

　（全学共通科目） ３－４
分子生物学 ５－６ 総合教育研究棟（生命系）・２階 ぽらんホール 西山・斎藤
植物生理学 ７－８ 総合教育研究棟（生命系）・１階 ７番講義室 河合
　（全学共通科目） １－２
果樹園芸学 ３－４ 南講義棟・２階 ６番講義室 壽松木
生物環境管理学 ３－４ 総合教育研究棟（生命系）・２階 ぽらんホール 岡田（益）
　（全学共通科目） １－２
食用作物学Ⅰ ３－４ 北講義棟・１階 ２番講義室 黒田
情報処理演習Ⅱ ３－４ 北講義棟･２階 情報処理演習室 庄野
植物病理学Ⅰ ５－６ 南講義棟・１階 ４番講義室 吉川
農業環境評価論 ５－６ 総合教育研究棟（生命系）・１階 ７番講義室 築城
生物資源利用論 ７－８ 北講義棟・１階 ２番講義室 前田
熱工学 １－２ 北講義棟・１階 １番講義室 折笠
　（全学共通科目） ３－４
蔬菜園芸学 ５－６ 南講義棟・１階 ４番講義室 加藤
環境物理学 ５－６ 北講義棟・１階 ２番講義室 庄野
応用昆虫学 ７－８ 北講義棟・１階 ２番講義室 佐原
植物育種学Ⅰ ３－４ 総合教育研究棟（生命系）・１階 ７番講義室 高畑
農業労働科学 ３－４ 北講義棟・１階 １番講義室 武田　他

応用生物化学課程（２年次）
曜日 授業科目 校時 建物・階 講義室 担当教員

　（全学共通科目） ３－４
分子生物学 ５－６ 総合教育研究棟（生命系）・２階 ぽらんホール 西山・斎藤
植物生理学 ７－８ 総合教育研究棟（生命系）・１階 ７番講義室 河合
　（全学共通科目） １－２
微生物学概論 ３－４ 北講義棟・１階 ２番講義室 礒部
　（全学共通科目） １－２
食品学 ３－４ 総合教育研究棟（生命系）・２階 ぽらんホール 塚本　他
有機化学 １－２ 総合教育研究棟（生命系）・１階 ７番講義室 木村
　（全学共通科目） ３－４

金 栄養化学 ３－４ 北講義棟・１階 ２番講義室 長澤
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共生環境課程（２年次）
曜日 授業科目 校時 建物・階 講義室 担当教員

　（全学共通科目） ３－４
森林・雪氷水文学 ５－６ 南講義棟・１階 ３番講義室 井良沢
水循環論 ５－６ 北講義棟・１階 １番講義室 倉島
基礎木材工学 ７－８ 南講義棟・１階 ３番講義室 関野
　（全学共通科目） １－２
環境デザイン演習 ３－４ １号館・４階 ４１３室 三宅
微生物学概論 ３－４ 北講義棟・１階 ２番講義室 礒部
地域生態系保全論 ５－６ 総合教育研究棟（生命系）・２階 ぽらんホール 東
林業・木材産業論 ７－８ 南講義棟・１階 ４番講義室 伊藤（幸）
　（全学共通科目） １－２
森林化学 ３－４ 南講義棟･２階 ５番講義室 小藤田
構造力学 ３－４ 北講義棟・１階 １番講義室 倉島
野生動物管理学 ５－６ 総合教育研究棟（生命系）・２階 ぽらんホール 青井
環境教育論 ７－８ 総合教育研究棟（生命系）・１階 ７番講義室 比屋根
材料施工 ７－８ 北講義棟・１階 １番講義室 山本（清）
有機化学 １－２ 総合教育研究棟（生命系）・１階 ７番講義室 木村
　（全学共通科目） ３－４
森林測量学Ⅱ ５－６ 南講義棟･２階 ５番講義室 澤口
水理学 ５－６ １号館・４階 ４１３室 濱上
林業生産工学 ３－４ ６号館・１階 １０３講義室 立川
土壌物理学 ３－４ 南講義棟･２階 ５番講義室 武藤
農村計画学 ５－６ 南講義棟・２階 ６番講義室 広田
農村環境デザイン学演習Ⅱ ７－８ 北講義棟・１階 １番講義室 山本（清）・濱上

動物科学課程（２年次）
曜日 授業科目 校時 建物・階 講義室 担当教員

　（全学共通科目） ３－４
動物管理学 ５－６ 南講義棟・２階 ６番講義室 出口
微生物学総論 ７－８ 南講義棟･１階 ４番講義室 村上
　（全学共通科目） １－２
飼料機能学 ３－４ 総合教育研究棟（生命系）・１階 ７番講義室 喜多
　（全学共通科目） １－２
動物生理学Ⅱ ３－４ 総合教育研究棟（生命系）・１階 ７番講義室 橋爪(一)・木崎
動物生殖学 １－２ 南講義棟･１階 ４番講義室 橋爪（力）　他
　（全学共通科目） ３－４

金 動物栄養学Ⅱ ３－４ ６号館・１階 １０２講義室 佐野

共同獣医学科（２年次）
曜日 授業科目 校時 建物・階 講義室 担当教員

　（全学共通科目） １－２
　（全学共通科目） ３－４
　（全学共通科目） １－２
基礎放射線学 ３－４ 動物病院２階 ２Ｆ講義室 宇塚・佐藤(至)

水 　（全学共通科目） １－２

・講義室への入退室の際は、指定された出入り口から静かにお願いします。
・都合により公開する授業科目や会場を変更する場合がありますので御了承ください。
・校時　１－２（8:40～10:10）、３－４（10:30～12:00）、５－６（13:00～14:30）、７－８（14:45～16:15）
＊公開授業科目と講義室の場所は、農学部HP（http://news7a1.atm.iwate-u.ac.jp/）でも御覧に
　なることができます。
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授業公開・教育懇談会案内図
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