
ナンバリング：LFS6880

輪講１

輪講２

輪講３

輪講４

ナンバリング：LFS6880

特別
研究２

特別
研究３

修士
論文
指導
演習

　　LD659　/　LD654 山田康之 LD669　/　LD664 塩見大輔 　　　LD679　/　LD674 岡　　敏彦

 ＊輪講１～４は同時に開講する

 輪講１～４　　１～２年次・半期１単位・週３時間

 ＊特別研究１～３は同時に開講する
 ＊修士論文指導演習：特別研究１～３先修

特別研究１～３　　　　　１～２年次・半期３単位・週６時間
修士論文指導演習　    ２年次・秋学期３単位・週６時間

特別
研究１

　　LD657　/　LD652 岩川弘宙 LD667　/　LD662 榊原恵子 　　　LD677　/　LD672 樋口麻衣子

　　LD658　/　LD653 末次正幸 LD668　/　LD663 関根靖彦 　　　LD678　/　LD673 眞島　恵介

　　LD604　/　LD609 山田康之 LD614　/　LD619 塩見大輔 　　LD624　/　LD629 岡　　敏彦

　　LD656　/　LD651 花井　亮 LD666　/　LD661 後藤　聡 　　　LD676　/　LD671 堀口　吾朗

　　LD602　/　LD607 岩川弘宙 LD612　/　LD617 榊原恵子 　　LD622　/　LD627 樋口麻衣子

　　LD603　/　LD608 末次正幸 LD613　/　LD618 関根靖彦 　　LD623　/　LD628 眞島　恵介

　　LD554　/　LD559 山田康之 LD564　/　LD569 塩見大輔 　　LD574　/　LD579 岡　　敏彦

　　LD601　/　LD606 花井　亮 LD611　/　LD616 後藤　聡 　　LD621　/　LD626 堀口　吾朗

LD511　/　LD516 後藤　聡 　　LD521　/　LD526 堀口　吾朗

LD454　/　LD459 山田康之 LD464　/　LD469　塩見大輔

　　LD552　/　LD557 岩川弘宙 LD562　/　LD567 榊原恵子 　　LD572　/　LD577 樋口麻衣子

　　LD553　/　LD558 末次正幸 LD563　/　LD568 関根靖彦 　　LD573　/　LD578 眞島　恵介

　　LD504　/　LD509 山田康之 LD514　/　LD519 塩見大輔 　　LD524　/　LD529 岡　　敏彦

　　LD551　/　LD556 花井　亮 LD561　/　LD566 後藤　聡 　　LD571　/　LD576 堀口　吾朗

　必修科目

分子細胞生物学系

科　目
コード

科　目　名 担 当 者 単位数 開講学期
配当
年次

登録
方法

科目
ナンバリング

備　　　考

LD351　/　LD356　花井　亮

LD352　/　LD357　岩川弘宙

LD353　/　LD358 末次正幸

LD354　/　LD359 山田康之

LD401　/　LD406 花井　亮

LD402　/　LD407 岩川弘宙

LD362　/　LD367　榊原恵子

LD311　/　LD316　後藤　聡

LD312　/　LD317　榊原恵子

LD313　/　LD318　関根靖彦

　　LD502　/　LD507 岩川弘宙

分子生物学系生物化学系

LD301　/　LD306　花井　亮

LD302　/　LD307　岩川弘宙

LD463　/　LD468　関根靖彦

LD314　/　LD319　塩見大輔

LD361　/　LD366　後藤　聡

LD403　/　LD408 末次正幸

LD472　/　LD477 樋口麻衣子

LD473　/　LD478 眞島　恵介

LD303　/　LD308　末次正幸

LD304　/　LD309　山田康之

LD374　/　LD379 岡　　敏彦

LD421　/　LD426 堀口　吾朗

LD422　/　LD427 樋口麻衣子

LD423　/　LD428 眞島　恵介

LD424　/　LD429 岡　　敏彦

LD471　/　LD476 堀口　吾朗

LD321　/　LD326 堀口　吾朗

LD322　/　LD327 樋口麻衣子

LD323　/　LD328 眞島　恵介

LD324　/　LD329 岡　　敏彦

LD371　/　LD376 堀口　吾朗

LD372　/　LD377 樋口麻衣子

LD373　/　LD378 眞島　恵介

LD413　/　LD418　関根靖彦

LD414　/　LD419　塩見大輔

LD461　/　LD466　後藤　聡

LD462　/　LD467　榊原恵子

LD404　/　LD409 山田康之

LD451　/　LD456 花井　亮

LD452　/　LD457 岩川弘宙

LD453　/　LD458 末次正幸

LD363　/　LD368　関根靖彦

LD364　/　LD369　塩見大輔

LD411　/　LD416　後藤　聡

LD412　/　LD417　榊原恵子

LD512　/　LD517 榊原恵子 　　LD522　/　LD527 樋口麻衣子

　　LD503　/　LD508 末次正幸 LD513　/　LD518 関根靖彦 　　LD523　/　LD528 眞島　恵介

LD474　/　LD479 岡　　敏彦

生物化学系 分子生物学系 分子細胞生物学系

　　LD501　/　LD506 花井　亮

経営学科 専門教育科目表経営学科 専門教育科目表経営学科 専門教育科目表生命理学専攻 博士課程前期課程 科目表
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科　目
コード

科　目　名 担 当 者 単位数 開講学期
配当
年次

登録
方法

科目
ナンバリング

備　　　考

LD101 生命理学概論 堀口　吾朗 02 秋学期 1・2 科目コード登録 LFS5390 RD101生命理学概論と合同授業

LD102 分子生物学概論 02 休講 1・2 LFS5190 RD102分子生物学概論と合同授業

LD103 生物物理学概論 川崎　政人 02 春学期 1・2 科目コード登録 LFS5290 RD103生物物理学概論と合同授業

LD104 生物化学概論 岡　敏彦 02 春学期 1・2 科目コード登録 LFS5390 RD104生物化学概論と合同授業

LD105 細胞生物学概論 02 休講 1・2 LFS5390 RD105細胞生物学概論と合同授業

LD106 生命理学特論 榊原　恵子 02 秋学期 1・2 科目コード登録 LFS6390 RD106生命理学特論と合同授業

LD107 分子生物学特論　１ 後藤　聡 02 春学期 1・2 科目コード登録 LFS6190 RD107分子生物学特論１と合同授業

LD108 分子生物学特論　２ 02 休講 1・2 LFS6190 RD108分子生物学特論２と合同授業

LD109 細胞生物学特論 02 休講 1・2 LFS6390 RD109細胞生物学特論と合同授業

LD110 生物物理学特論 山田　康之 02 秋学期 1・2 科目コード登録 LFS6290 RD110生物物理学特論と合同授業

LD111 生物化学特論　１ 02 休講 1・2 LFS6290 RD111生物化学特論１と合同授業

LD112 生物化学特論　２ 02 休講 1・2 LFS6290 RD112生物化学特論２と合同授業

LD115 生命理学特別講義　１ 後藤　聡 他 02 秋学期 1・2 科目コード登録 LFS5290 RD115生命理学特別講義１と合同授業

LD116 生命理学特別講義　２ 02 休講 1・2 LFS5190 RD116生命理学特別講義２と合同授業

専門選択科目

　選択科目

2 / 2 ページ

https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?clearAccessData=true&risyunen=2022&semekikn=1&kougicd=LD101&syllabuslink=1
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?clearAccessData=true&risyunen=2022&semekikn=1&kougicd=LD101&syllabuslink=1
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?clearAccessData=true&risyunen=2022&semekikn=1&kougicd=LD102&syllabuslink=1
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?clearAccessData=true&risyunen=2022&semekikn=1&kougicd=LD102&syllabuslink=1
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?clearAccessData=true&risyunen=2022&semekikn=1&kougicd=LD103&syllabuslink=1
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?clearAccessData=true&risyunen=2022&semekikn=1&kougicd=LD103&syllabuslink=1
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?clearAccessData=true&risyunen=2022&semekikn=1&kougicd=LD104&syllabuslink=1
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?clearAccessData=true&risyunen=2022&semekikn=1&kougicd=LD104&syllabuslink=1
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?clearAccessData=true&risyunen=2022&semekikn=1&kougicd=LD105&syllabuslink=1
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?clearAccessData=true&risyunen=2022&semekikn=1&kougicd=LD105&syllabuslink=1
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?clearAccessData=true&risyunen=2022&semekikn=1&kougicd=LD106&syllabuslink=1
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?clearAccessData=true&risyunen=2022&semekikn=1&kougicd=LD106&syllabuslink=1
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?clearAccessData=true&risyunen=2022&semekikn=1&kougicd=LD107&syllabuslink=1
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?clearAccessData=true&risyunen=2022&semekikn=1&kougicd=LD107&syllabuslink=1
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?clearAccessData=true&risyunen=2022&semekikn=1&kougicd=LD108&syllabuslink=1
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?clearAccessData=true&risyunen=2022&semekikn=1&kougicd=LD108&syllabuslink=1
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?clearAccessData=true&risyunen=2022&semekikn=1&kougicd=LD109&syllabuslink=1
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?clearAccessData=true&risyunen=2022&semekikn=1&kougicd=LD109&syllabuslink=1
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?clearAccessData=true&risyunen=2022&semekikn=1&kougicd=LD110&syllabuslink=1
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?clearAccessData=true&risyunen=2022&semekikn=1&kougicd=LD110&syllabuslink=1
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?clearAccessData=true&risyunen=2022&semekikn=1&kougicd=LD111&syllabuslink=1
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?clearAccessData=true&risyunen=2022&semekikn=1&kougicd=LD111&syllabuslink=1
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?clearAccessData=true&risyunen=2022&semekikn=1&kougicd=LD112&syllabuslink=1
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?clearAccessData=true&risyunen=2022&semekikn=1&kougicd=LD112&syllabuslink=1
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?clearAccessData=true&risyunen=2022&semekikn=1&kougicd=LD115&syllabuslink=1
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?clearAccessData=true&risyunen=2022&semekikn=1&kougicd=LD115&syllabuslink=1
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?clearAccessData=true&risyunen=2022&semekikn=1&kougicd=LD116&syllabuslink=1
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?clearAccessData=true&risyunen=2022&semekikn=1&kougicd=LD116&syllabuslink=1

