
■専門科目開講一覧

講義番号
工学部の
講義番号

令和元～２年度
入学者

平成２９～３０年度
入学者

備考

反応速度論 3・火・１～２ 104008 反応速度論 反応速度論

高分子化学Ⅱ ３・木・３～４ 104022 高分子化学Ⅱ 高分子化学Ⅱ

基礎化学工学 第２学期 104023 基礎化学工学 基礎化学工学

化学工学Ⅲ ３・月・１～２ 104026 化学工学Ⅲ 化学工学Ⅲ

化学実験安全学および演習 １・火・１～２

【R1～】

104039
【H28～30】

104033

化学実験安全学および演習 化学実験安全学

卒業論文 104037 卒業論文 卒業論文

研究分野演習 104038 研究分野演習 研究分野演習

プログラミング基礎I 個別対応 104101 プログラミング基礎Ⅰ プログラミング基礎Ⅰ 問合せ先：難波教授

プログラミング基礎Ⅱ 個別対応 104102 プログラミング基礎Ⅱ プログラミング基礎Ⅱ 問合せ先：難波教授

システム設計学Ⅱ 夏季集中 104108 システム設計学Ⅱ システム設計学Ⅱ

環境触媒化学Ⅰ １・月・３～４ 104123 環境触媒化学Ⅰ 環境触媒化学Ⅰ

環境触媒化学Ⅱ ２・月・３～４ 104124 環境触媒化学Ⅱ 環境触媒化学Ⅱ

化学プロセス工学Ⅰ 夏季集中 104125 化学プロセス工学Ⅰ 化学プロセス工学Ⅰ

化学プロセス工学Ⅱ 夏季集中 104126 化学プロセス工学Ⅱ 化学プロセス工学Ⅱ

労働環境工学 ２・月・5～7 104128 労働環境工学 労働環境工学

環境物質工学各論Ａ 夏季集中 104131 環境物質工学各論Ａ 環境物質工学各論Ａ

－ 環境物質工学各論Ｂ 環境物質工学各論Ｂ 令和５年度非開講

非開講予定 環境物質工学各論Ｃ 環境物質工学各論Ｃ 各論Aの成績後に開講か非開講か確定

― 環境政策論 環境政策論 令和５年度非開講（隔年開講）

環境物質工学実習Ａ インターンシップ科目 104129 環境物質工学実習Ａ 環境物質工学実習Ａ 履修登録は教務担当が行います。

環境物質工学実習Ｂ インターンシップ科目 104130 環境物質工学実習Ｂ 環境物質工学実習Ｂ 履修登録は教務担当が行います。

【工】物理化学１（第２学期分） ２・水・３～４ 104005 099201 熱力学Ⅱ 熱力学Ⅱ

【工】物理化学２
1・月・３～４
 　木・１～２

104006 099209 熱力学Ⅲ 熱力学Ⅲ
「熱力学Ⅲ｣は、【工】物理化学２の第１回～第
７回目までの講義内容を履修すること。（試験に
ついては別途指示する。）

【工】物理化学２
1・月・３～４
 　木・１～２

104007 099209 混合と反応 混合と反応
「混合と反応｣は、【工】物理化学２の第８回～
第１４回目までの講義内容を履修すること。（試
験については別途指示する。）

【工】無機化学２
２・月・１～２
　　木・３～４

104002 099213 電気化学Ⅰ 電気化学Ⅰ
電気化学Ｉは、【工】無機化学２の第８回～第１
４回目までの講義内容を履修すること。（試験に
ついては別途指示する。）

【工】物理化学３
３・月・３～４
　　木・１～２

104009 099403 相平衡論 相平衡論
「相平衡論｣は、【工】物理化学３の第１回～第
７回目までの講義内容を履修すること。（試験に
ついては別途指示する。）

【工】物理化学３
３・月・３～４
　　木・１～２

104010 099403 電気化学Ⅱ 電気化学Ⅱ
電気化学Ⅱは、【工】物理化学３の第８回～第１
４回目までの講義内容を履修すること。（試験に
ついては別途指示する。）

【工】量子化学（第２学期分） ２・水・３～４ 104013 099302 量子化学Ⅱ 量子化学Ⅱ

【工】無機化学１（第３学期分） ３・水・３～４ 104014 099204 無機化学Ⅰ 無機化学Ⅰ

【工】無機化学１（第４学期分） ４・水・３～４ 104015 099204 無機化学Ⅱ 無機化学Ⅱ

【工】無機化学２
２・月・１～２
　　木・３～４

104011 099213 基礎無機化学 基礎無機化学
基礎無機化学は、【工】無機化学２の第１回～第
７回目までの講義内容を履修すること。（試験に
ついては別途指示する。）

【工】無機化学３
４・月・１～２
　　木・５～６

104016 099401 無機化学Ⅲ 無機化学Ⅲ
「無機化学Ⅲ｣は、【工】無機化学３の第１回～
第７回目までの講義内容を履修すること。（試験
については別途指示する。）

【工】有機化学１（第１学期分） １・金・３～４ 104017 099202 基礎有機化学 基礎有機化学

【工】有機化学１（第２学期分） ２・金・３～４ 104018 099202 有機化学Ⅰ 有機化学Ⅰ

【工】有機化学２
１・月・１～２
　　木・３～４

104019 099210 有機化学Ⅱ 有機化学Ⅱ
「有機化学Ⅱ｣は、【工】有機化学２の第１回～
第７回目までの講義内容を履修すること。（試験
については別途指示する。）

【工】有機化学２
１・月・１～２
　　木・３～４

104020 099210 有機化学Ⅲ 有機化学Ⅲ
「有機化学Ⅲ｣は、【工】有機化学２の第８回～
第１４回目までの講義内容を履修すること。（試
験については別途指示する。）

※工学部開講科目で読み替える場合も、履修登録は環境理工学部の講義番号で入力してください。Moodle等は、工学部開講科目のものを見てください。

環境物質工学科（環境物質工学科で開講科目）

工学部（化学・生命系）で開講される読み替え科目

令和5年度開講科目
開講学期・曜日・時限



■専門科目開講一覧 ※工学部開講科目で読み替える場合も、履修登録は環境理工学部の講義番号で入力してください。Moodle等は、工学部開講科目のものを見てください。

【工】高分子化学１
１・月・１～２
　　木・３～４

104021 高分子化学Ⅰ 高分子化学Ⅰ
「高分子化学I｣は、【工】高分子化学１の第１回
～第７回目までの講義内容を履修すること。（試
験については別途指示する。）

【工】化学工学１（第４学期分） ４・水・１～２ 104024 099304 化学工学Ⅰ 化学工学Ⅰ

【工】化学工学２（第１学期分） 1・金・５～６ 104025 099607 化学工学Ⅱ 化学工学Ⅱ

【工】物理化学４
１・火・３～４
　　金・１～２

104027 099606 反応工学Ⅰ 反応工学Ⅰ
「反応工学ⅠI｣は、【工】物理化学４の第１回～
第７回目までの講義内容を履修すること。（試験
については別途指示する。）

【工】化学工学４ ４・金・１～２ 104028 反応工学Ⅱ 反応工学Ⅱ

【工】化学生命系英語１ １・水・３～４ 104030 外国書講読Ａ 外国書講読Ａ

【工】化学生命系英語２ ２・水・３～４ 104031 外国書講読Ｂ 外国書講読Ｂ

【工】化学・生命系実験１

　　　化学・生命系実験２

１・月・５～８／
　木・５～８

2・月・５～８／
　木・５～８

４・月・５～８

104032 環境分析化学実験 環境分析化学実験

【工】応用化学実験１
１・月・５～８／

　木・５～８
104034 環境化学実験および演習Ａ 環境化学実験および演習Ａ

【工】応用科学実験２
３・火・５～８／

　金・５～８
104035 環境化学実験および演習Ｂ 環境化学実験および演習Ｂ

環境化学実験および演習Ｃ ３～４・金・５～７ 104036 環境化学実験および演習Ｃ 環境化学実験および演習Ｃ

【工】分析化学（第１学期分） １・水・１～２ 104103 099301 環境分析化学Ⅰ 環境分析化学Ⅰ

【工】分析化学（第２学期分） ２・水・１～２ 104104 099301 環境分析化学Ⅱ 環境分析化学Ⅱ

【工】機器分析（第３学期分） ３・水・３～４ 104105 機器分析Ⅰ 機器分析Ⅰ

【工】機器分析（第４学期分） ４・水・３～４ 104106 機器分析Ⅱ 機器分析Ⅱ

【工】化学装置設計製図 ３・木・５～８ 104107 システム設計学Ⅰ システム設計学Ⅰ

工学部の化学装置設計製図は、製図を行うことが
必須であり人数制限も設けられている。できれば
同じ選択科目群の他の科目を履修することを強く
推薦する。

【工】無機化学５
３・火・３～４
　　金・１～２

104109 無機結晶化学 無機結晶化学
「無機結晶化学｣は、【工】無機化学５の第１回
～第７回目までの講義内容を履修すること。（試
験については別途指示する。）

【工】無機化学５
３・火・３～４
　　金・１～２

104110 無機材料化学 無機材料化学
「無機材料化学｣は、【工】無機化学５の第８回
～第１４回目までの講義内容を履修すること。
（試験については別途指示する。）

【工】無機化学３
４・月・１～２
　　木・５～６

104111 099401 無機構造化学 無機構造化学
「無機構造化学｣は、【工】無機化学３の第８回
～第１４回目までの講義内容を履修すること。
（試験については別途指示する。）

【工】無機化学４
２・火・３～４
　　金・１～２

104112 セラミックス物性化学 セラミックス物性化学

【工】工業材料２ ２・月・３～４ 104113 セラミックス材料科学 セラミックス材料科学

【工】無機工業化学 ４・水・１～２ 104114 ガラス材料科学 ガラス材料科学

【工】有機化学３
３・月・１～２
　　木・５～６

104115 有機化学Ⅳ 有機化学Ⅳ
「有機化学Ⅳ｣は、【工】有機化学３の第１回～
第７回目までの講義内容を履修すること。（試験
については別途指示する。）

【工】有機化学３
３・月・１～２
　　木・５～６

104116 有機化学Ⅴ 有機化学Ⅴ
「有機化学Ⅴ｣は、【工】有機化学３の第８回～
第１４回目までの講義内容を履修すること。（試
験については別途指示する。）

【工】有機工業化学 ４・木・５～６ 104117 環境有機化学Ⅰ 環境有機化学Ⅰ

【工】有機化学５
２・火・１～２
　　金・３～４

104118 環境有機化学Ⅱ 環境有機化学Ⅱ

【工】高分子化学２ ３・木・１～２ 104119 高分子溶液論 高分子溶液論

【工】高分子化学３ ４・木・１～２ 104120 高分子固体科学 高分子固体科学

【工】化学工学２（第２学期分） ２・金・５～６ 104121 099607 分離工学Ⅰ 分離工学Ⅰ

【工】化学工学3 ３・金・３～４ 104122 分離工学Ⅱ 分離工学Ⅱ


