
学部等 理⼯学部 ①
学科等 物理学科

免許状の種類 中学校１種免許状（理科）

必修 選択
1 物理学Ⅰ 2 中村 正⼈ 教授

鈴⽊ 徳⼀ 教授
中原 明⽣ 教授

粟⽣⽥ 健⼀ ⾮常勤
2 物理学Ⅱ 2 中村 正⼈ 教授

鈴⽊ 徳⼀ 教授
粟⽣⽥ 健⼀ ⾮常勤

3 物理学Ⅰ演習 1 瀧 哲朗 ⾮常勤
中村 正⼈ 教授
野⼿ 順⼀ ⾮常勤
鈴⽊ 徳⼀ 教授

梅津 光⼀郎 准教授
松尾 洋介 ⾮常勤

4 物理学Ⅱ演習 1 瀧 哲朗 ⾮常勤
中村 正⼈ 教授
野⼿ 順⼀ ⾮常勤
鈴⽊ 徳⼀ 教授

梅津 光⼀郎 准教授
5 ⼒学Ⅰ 2 ⽷井 千岳 ⾮常勤
6 ⼒学Ⅱ 2 ⽷井 千岳 ⾮常勤
7 電磁気学Ⅰ 2 浅井 朋彦 教授
8 電磁気学Ⅱ 2 浅井 朋彦 教授
9 電磁気学Ⅲ 2 ⾼野 良紀 ⾮常勤
10 原⼦物理学 2 ⼆瓶 武史 教授
11 量⼦⼒学Ⅰ 2 岩本 弘⼀ 教授
12 量⼦⼒学Ⅱ 2 三輪 光嗣 准教授
13 量⼦⼒学Ⅲ 2 岩本 弘⼀ 教授
14 熱⼒学 2 ⽷井 千岳 ⾮常勤
15 統計物理学Ⅲ 2 ⽷井 千岳 ⾮常勤
16 光学 2 根來 均 教授
17 相対論 2 岩本 弘⼀ 教授
18 流体⼒学 2 飯尾 俊⼆ ⾮常勤
19 物性物理学Ⅰ 2 ⾼野 良紀 ⾮常勤
20 物性物理学Ⅱ 2 渡辺 忠孝 教授
21 相対論的量⼦⼒学 2 ⼆瓶 武史 教授
22 ⾼エネルギー物理学 2 （未開講）
23 プラズマ物理学 2 （未開講）
24 核融合科学 2 浅井 朋彦 教授

⾼橋 努 教授
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25 宇宙物理学 2 藤井 紫⿇⾒ 教授
26 科学史 2 ⾬宮 ⾼久 助教
27 計測物理学 2 ⾼橋 努 教授

渡辺 忠孝 教授
住友 洋介 准教授

28 物理学実験Ⅲ 2 浅井 朋彦 教授
住友 洋介 准教授
⾼瀬 浩⼀ 教授
渡辺 忠孝 教授

29 基礎物理学実験 2 ⼤久保 尚紀 教授
中村 正⼈ 教授
三島 隆 教授
伴 周⼀ 教授

中原 明⽣ 教授
佐甲 徳栄 教授

梅津 光⼀郎 准教授
30 物理学実験Ⅰ 2 ⾼野 良紀 ⾮常勤

出村 郷志 助教
浅井 朋彦 教授
住友 洋介 准教授

⼩松崎 良将 准教授
飯尾 俊⼆ ⾮常勤

31 物理学プロジェクト実験 2 ⾼瀬 浩⼀ 教授
⾼野 良紀 ⾮常勤
⾼橋 努 教授

⼩松崎 良将 准教授
飯尾 俊⼆ ⾮常勤

32 化学概論 2 三五 弘之 教授
⽶⽥ 哲也 教授

33 基礎化学実験 2 伊藤 賢⼀ 准教授
⼤宅 淳⼀ 准教授

⼩泉 公志郎 准教授
平野 壮哉 専任講師
村上 雅彦 教授
⽶⽥ 哲也 教授

34 ⽣物学概論 2 廣瀬  ⼤ ⾮常勤
平⼾ 佑樹 ⾮常勤

35 ⽣物物理学 2 （未開講）
36 ⽣物学実験 1 三五 弘之 教授

村上 雅彦 教授
⼩泉 公志郎 准教授
⽶⽥ 哲也 教授
伊藤 賢⼀ 准教授
⼤宅 淳⼀ 准教授
平野 壮哉 専任講師

37 地学概論 2 梶⼭ 貴弘 助教
38 天⽂学 2 （未開講）
39 地学実験 1 梶⼭ 貴弘 助教


