
科　　目　　名 担当教員 授業開講形態等 遠隔授業（オンデマンド型）で⾏う場合の追加措置

遺伝学Ⅰ                                                    木下　専            
対⾯・遠隔（オンデマンド・同時双⽅向の併⽤）の併⽤

※履修登録後に授業形態等に変更がある場合には、NUCＴの授業サイトで案内します。

・教員への質問は、NUCT 機能「メッセージ」により⾏うこと。

・授業に関する受講学⽣間の意⾒交換は、NUCT 機能「メッセージ」により

［春１］遺伝学Ⅰａ                                          嘉村　巧            対⾯・遠隔（オンデマンド型）の併⽤。遠隔授業はNUCTで⾏う。
・教員への質問は、NUCT 機能「メッセージ」により⾏うこと。

・授業に関する受講学⽣間の意⾒交換は、NUCT 機能「メッセージ」により⾏うこと。

［春２］遺伝学Ⅰｂ                                          木下　専            
対⾯・遠隔（オンデマンド・同時双⽅向の併⽤）の併⽤

※履修登録後に授業形態等に変更がある場合には、NUCＴの授業サイトで案内します。

・教員への質問は、NUCT 機能「メッセージ」により⾏うこと。

・授業に関する受講学⽣間の意⾒交換は、NUCT 機能「メッセージ」により

⽣物物理学Ⅰ                                                成田　哲博          基本は対⾯、希望者はzoomによる同時配信またはNUCTによる録画視聴

［秋１］⽣物物理学Ⅰａ                                      廣明　秀一          対⾯・遠隔（オンデマンド型）の併⽤。遠隔授業は NUCTで⾏う。
・教員への質問は、NUCT 機能「メッセージ」により⾏うこと。

・授業に関する受講学⽣間の意⾒交換は、NUCT 機能「フォーラム」により⾏うこと。

［秋２］⽣物物理学Ⅰｂ                                      成田　哲博          基本は対⾯、希望者はzoomによる同時配信またはNUCTによる録画視聴

発⽣学Ⅰ                                                    田中　実            資料配布とその説明による授業（田中、久本）。 NUCT を⽤いた、対⾯と同様の資料と音声による講義を⾏う（田中、久本）。

［春１］発⽣学Ⅰａ                                          久本　直毅          対⾯授業：資料配布とその説明による授業。 NUCT を⽤いた、対⾯と同様の資料と音声による講義を⾏う。

［春２］発⽣学Ⅰｂ                                          田中　実            資料配布とその説明による授業。 NUCT を⽤いた、対⾯と同様の資料と音声による講義を⾏う。

［春２］発⽣学Ⅱａ                                          吉岡　泰            
対⾯授業を基本とする。愛知県に警戒宣言が出た場合等状況に応じて対⾯・遠隔（同時双⽅向型）の併⽤とす

る。遠隔はTeamsあるいはTeamsを利⽤して⾏う。

細胞学Ⅰ                                                    西山　朋子          対⾯授業にて開講。困難な場合はLIVEでの遠隔授業に変更。変更の際はNUCTの授業サイトにて案内。 教員への質問や学⽣の意⾒交換はNUCT機能「メッセージ」により⾏う。

［春１］細胞学Ⅰａ                                          大澤　志津江        対⾯・遠隔(オンデマンド型)の併⽤。遠隔授業はZoomまたはTeamsでG102にミラーリング予定。
教員への質問は、NUCT 機能「メッセ ージ」により⾏うこと。授業に関する受講学⽣間の意⾒交換 は、

NUCT 機能「メッセージ」により ⾏うこと。

［春２］細胞学Ⅰｂ                                          西山　朋子          対⾯授業にて開講。困難な場合はLIVEでの遠隔授業に変更。変更の際はNUCTの授業サイトにて案内。 教員への質問や学⽣の意⾒交換はNUCT機能「メッセージ」により⾏う。

⽣命化学Ⅰ                                                  松林　嘉克          対⾯授業

［春１］⽣命化学Ⅰａ                                        日比　正彦          
対⾯・遠隔（オンデマンド・同時双⽅向の併⽤）の併⽤。※履修登録後に授業形態等に変更がある場合には、

NUCTの授業サイトで案内します。

・教員への質問は、授業の時に直接またはNUCT機能「メッセージ」により⾏うこと。・授業に関する受講学

⽣間の意⾒交換は、NUCT機能「メッセージ」により⾏うこと。

［春２］⽣命化学Ⅰｂ                                        松林　嘉克          対⾯授業

［春２］分子遺伝学Ⅰｂ                                      多田　安臣          
対⾯・遠隔（オンデマンド型）の併⽤。

遠隔授業は NUCT で⾏う。

分子遺伝学Ⅱ                                                森　郁恵            対⾯授業

［春１］分子遺伝学Ⅱａ                                      上川内　あづさ      対⾯・遠隔（同時双⽅向型）の併⽤。遠隔授業はZoomで⾏う。

［春２］分子遺伝学Ⅱｂ                                      森　郁恵            対⾯授業

分子⽣理学Ⅰ 打田　直⾏          
状況が許す限りは対⾯講義（ただし、状況に応じてオンライン講義に切り替え［ライブかオンデマンド型かは

分担する担当教員によって変更する可能性あり］）

［春１］分子⽣理学Ⅰa                                     木下　俊則          可能であれば対⾯、状況によってZoomまたはTeamsを⽤いたオンライン講義

［春２］分子⽣理学Ⅰｂ                                      打田　直⾏          状況が許す限りは対⾯講義（ただし、状況に応じてオンラインでのライブ講義に切り替え）

分子⽣物学演習Ⅰ                                            大澤　志津江        対⾯

分子⽣物学演習Ⅰ                                            木下　専            
対⾯・遠隔（オンデマンド・同時双⽅向の併⽤）の併⽤

※履修登録後に授業形態等に変更がある場合には、NUCＴの授業サイトで案内します。

・教員への質問は、NUCT 機能「メッセージ」により⾏うこと。

・授業に関する受講学⽣間の意⾒交換は、NUCT 機能「メッセージ」により⾏うこと。

分子⽣物学演習Ⅰ                                            木下　俊則          可能であれば対⾯、状況によってZoomまたはTeamsを⽤いたオンライン講義

分子⽣物学演習Ⅰ                                            嘉村　巧            対⾯・遠隔（オンデマンド型）の併⽤。遠隔授業はNUCTで⾏う。
・教員への質問は、NUCT 機能「メッセージ」により⾏うこと。

・授業に関する受講学⽣間の意⾒交換は、NUCT 機能「メッセージ」により⾏うこと。

分子⽣物学演習Ⅱ                                            吉岡　泰            
対⾯授業を基本とする。愛知県に警戒宣言が出た場合等状況に応じて対⾯・遠隔（同時双⽅向型）の併⽤とす

る。遠隔はTeamsあるいはTeamsを利⽤して⾏う。

臨海実習                                                    五島　剛太          対⾯授業にて開講。対⾯授業が困難な場合は中止。中止の際は参加予定者へメール配信にて告知。

[春１]⽣物学各論Ⅱa 五島　剛太          
臨海実験所からLIVEでの遠隔授業もしくは東山キャンパスでの対⾯授業。形態に関してはNUCTの授業サイト

にて告知。
教員への質問や学⽣の意⾒交換はNUCT機能「メッセージ」により⾏う。

［春１］基礎遺伝学Ⅰ                                        大嶋　篤典
対⾯・遠隔（オンデマンド型）の併⽤。

遠隔授業はNUCTで⾏う。

・教員への質問は、NUCT 機能「メッセ

ージ」により⾏うこと。

［春２］基礎遺伝学Ⅱ                                        多田　安臣          
対⾯・遠隔（オンデマンド型）の併⽤。

遠隔授業は NUCT で⾏う。

基礎遺伝学Ⅲ                                                井上　晋一郎        対⾯・遠隔(オンデマンド・ 同時双⽅向の併⽤)の併⽤。 遠隔授業は NUCT で⾏う。
・教員への質問は、NUCT 機能「メッセ ージ」により⾏うこと。

・授業に関する受講学⽣間の意⾒交換 は、NUCT 機能「メッセージ」により ⾏うこと。

基礎⽣物物理学Ⅰ                                            兒玉　哲也          対⾯講義とリアルタイムTeams配信のハイブリッド講義

［春１］基礎⽣物物理学Ⅰａ                                  廣明　秀一          対⾯・遠隔（オンデマンド型）の併⽤。遠隔授業は NUCTで⾏う。
・教員への質問は、NUCT 機能「メッセージ」により⾏うこと。

・授業に関する受講学⽣間の意⾒交換は、NUCT 機能「フォーラム」により⾏うこと。

［春２］基礎⽣物物理学Ⅰｂ                                  兒玉　哲也          対⾯講義とリアルタイムTeams配信のハイブリッド講義

基礎⽣化学Ⅰ                                                上田（石原）　奈津実
対⾯・遠隔の併⽤。

※履修登録後に授業形態等に変更がある場合には、NUCＴの授業サイトで案内します。
教員への質問は、NUCT 機能「メッセージ」により⾏うこと。

［春１］基礎⽣化学Ⅰａ                                      花房　洋            対⾯・遠隔（オンデマンド型）の併⽤。遠隔授業はNUCTで⾏う。 教員への質問及び受講学⽣間の意⾒交換は、NUCT機能『メッセージ』により随時⾏う。

［春２］基礎⽣化学Ⅰｂ                                      上田（石原）　奈津実
対⾯・遠隔の併⽤。

※履修登録後に授業形態等に変更がある場合には、NUCＴの授業サイトで案内します。
教員への質問は、NUCT 機能「メッセージ」により⾏うこと。

基礎⽣化学Ⅱ                                                清水　貴史          
対⾯・遠隔（オンデマンド型）の併⽤。遠隔授業はNUCTで⾏う。※履修登録後に授業形態等に変更がある場

合には、NUCＴの授業サイトで案内します。

教員への質問は、NUCT 機能「メッセージ」により⾏うこと。授業に関する受講学⽣間の意⾒交換は、NUCT 

機能「メッセージ」により⾏うこと。

［春１］基礎⽣化学Ⅱａ                                      井原　邦夫          

対面・遠隔(オンデマンド型)の併用。 どちらの場合も NUCT の活用を前提条件とする。遠隔受講希
望者は、ZOOMまたはMicrosoft Teams等を使ったリモート授業（教室を２箇所に分ける場合も想定）
が受けられる。 また、履修登録後に授業形態等を変更する場合は、NUCTの授業サイト（ホームペー
ジ形式）で案内する 。 

・教員への質問；ZOOM等のリアルタイムの場合には、チャット機能を用いて、授業時間外では、
NUCT 機能「メッセ ージ」やメール等により行う。 
・授業に関する受講学生間の意見交換；ZOOMのブレークアウトルーム（または、Teamsのブレークア
ウトルーム）を活用する。（授業時間内で一定時間を設定）　さらに、NUCTのフォーラム機能を利
用する。

［春２］基礎⽣化学Ⅱｂ                                      清水　貴史          
対⾯・遠隔（オンデマンド型）の併⽤。遠隔授業はNUCTで⾏う。※履修登録後に授業形態等に変更がある場

合には、NUCＴの授業サイトで案内します。

教員への質問は、NUCT 機能「メッセージ」により⾏うこと。授業に関する受講学⽣間の意⾒交換は、NUCT 

機能「メッセージ」により⾏うこと。

基礎⽣化学Ⅲ                                                嘉村　巧            対⾯・遠隔（オンデマンド型）の併⽤。遠隔授業はNUCTで⾏う。
・教員への質問は、NUCT 機能「メッセージ」により⾏うこと。

・授業に関する受講学⽣間の意⾒交換は、NUCT 機能「メッセージ」により⾏うこと。

［秋１］基礎⽣化学Ⅲａ                                      松林　嘉克          対⾯授業

［秋２］基礎⽣化学Ⅲｂ                                      嘉村　巧            対⾯・遠隔（オンデマンド型）の併⽤。遠隔授業はNUCTで⾏う。
・教員への質問は、NUCT 機能「メッセージ」により⾏うこと。

・授業に関する受講学⽣間の意⾒交換は、NUCT 機能「メッセージ」により⾏うこと。

［春１］基礎⽣理学Ⅰａ                                      木下　俊則          可能であれば対⾯、状況によってZoomまたはTeamsを⽤いたオンライン講義

基礎発⽣学Ⅰ                                                日比　正彦          
対⾯・遠隔（オンデマンド・同時双⽅向の併⽤）の併⽤。※履修登録後に授業形態等に変更がある場合には、

NUCTの授業サイトで案内します。

・教員への質問は、授業の時に直接またはNUCT機能「メッセージ」により⾏うこと。・授業に関する受講学

⽣間の意⾒交換は、NUCT機能「メッセージ」により⾏うこと。

［秋１］基礎発⽣学Ⅰａ                                      日比　正彦          
対⾯・遠隔（オンデマンド・同時双⽅向の併⽤）の併⽤。※履修登録後に授業形態等に変更がある場合には、

NUCTの授業サイトで案内します。

・教員への質問は、授業の時に直接またはNUCT機能「メッセージ」により⾏うこと。・授業に関する受講学

⽣間の意⾒交換は、NUCT機能「メッセージ」により⾏うこと。

［春１］基礎発⽣学Ⅰｂ                                      東山　哲也          対⾯で⾏う 授業形態等に変更がある場合には、NUCＴの授業サイトで案内します。

基礎細胞学Ⅰ                                                久本　直毅          対⾯授業：教科書、配布資料とその説明による授業。 NUCT を⽤いた、対⾯と同様の資料と音声による講義を⾏う。

基礎細胞学Ⅱ                                                荒木　聡彦          対⾯・遠隔（同時双⽅向型）の併⽤で⾏う。

基礎⽣物学演習Ⅰ                                            杉山　伸            対⾯ 同時双⽅向型

基礎⽣物学演習Ⅰ                                            荒木　聡彦          対⾯授業で⾏う。

基礎⽣物学演習Ⅰ                                            花房　洋            対⾯・遠隔（オンデマンド型）の併⽤。遠隔授業はNUCTで⾏う。 教員への質問及び受講学⽣間の意⾒交換は、NUCT機能『メッセージ』により随時⾏う。

基礎⽣物学演習Ⅰ                                            松尾　拓哉          対⾯・遠隔(オンデマンド型)の併⽤を予定している。遠隔授業は NUCT で⾏う。
教員への質問は、NUCT 機能「メッセージ」により⾏うこと。授業に関する受講学⽣間の意⾒交換は、NUCT 

機能「メッセージ」により⾏うこと。

基礎⽣物学演習Ⅱ                  岩⾒　真吾



基礎⽣物学演習Ⅱ                                            吉岡　泰            
対⾯授業を基本とする。愛知県に警戒宣言が出た場合等状況に応じて対⾯・遠隔（同時双⽅向型）の併⽤とす

る。遠隔はTeamsあるいはTeamsを利⽤して⾏う。

基礎⽣物学演習Ⅱ                                            石元　広志          対⾯・遠隔(同時双⽅向の併⽤) 同時双⽅向の遠隔授業で直接質問や学⽣の意⾒交換の機会を設けている。

基礎⽣物学演習Ⅱ                                            打田　直⾏          状況が許す限りは対⾯講義（ただし、状況に応じてオンラインでのライブ講義に切り替え）

⽣物学特論ⅠⅩ      北條　浩彦 対⾯授業で⾏う。

⽣物学特論Ⅹ 岩⾒　真吾 原則対⾯、状況によってZoomまたはTeamsを⽤いたオンライン講義。詳細はNUCT・メール等で連絡する

［春１］⽣物学特論ⅩⅤ                                      金森　章            
授業は基本対⾯で⾏う予定ですが、どうしても授業に来れない場合はNUCTによる遠隔（オンデマンド型）授

業をします。※履修登録後に授業形態等に変更がある場合には、NUCＴの授業サイトで案内します。

教員への質問はNUCT 機能「メッセージ」により、授業に関する受講学⽣間の意⾒交換は、NUCT 機能

「メッセージ」「フォーラム」「チャットルーム」などにより⾏う予定です。

［春２］⽣物学特論ⅩⅥ                                      金森　章            
授業は基本対⾯で⾏う予定ですが、どうしても授業に来れない場合はNUCTによる遠隔（オンデマンド型）授

業をします。※履修登録後に授業形態等に変更がある場合には、NUCＴの授業サイトで案内します。

教員への質問はNUCT 機能「メッセージ」により、授業に関する受講学⽣間の意⾒交換は、NUCT 機能

「メッセージ」「フォーラム」「チャットルーム」などにより⾏う予定です。

［春１］⽣物学特論ⅩⅦ                                      VASSILEVA Maria     対⾯・遠隔（オンデマンド型）の併⽤。 連絡はNUCTを利⽤する。

［春２］⽣物学特論ⅩⅧ                                      VASSILEVA Maria     対⾯・遠隔（オンデマンド型）の併⽤。 連絡はNUCTを利⽤する。

⽣物科学実験Ⅰ

(コンピュータ実習)
成田　哲博          遠隔授業(オンデマンド型)。 希望者は実習時間において、教室における対⾯、またはzoomによる直接指導を⾏う



科　　目　　名 担当教員 授業開講形態等 遠隔授業（オンデマンド型）で⾏う場合の追加措置

生体構築論特論1 森郁恵 対面授業

生体構築論特論2 森郁恵 対面授業

分子遺伝学特論1 上川内あづさ・石川由希・田中良弥 対面・遠隔（同時双方向型）の併⽤。遠隔授業はZoomで⾏う。

分子遺伝学特論2 上川内あづさ・石川由希・田中良弥 対面・遠隔（同時双方向型）の併⽤。遠隔授業はZoomで⾏う。

分子遺伝学特論3 小嶋誠司 対面形式で⾏うが、必要に応じてzoom等を⽤いたオンタイム遠隔授業を⾏う。 オンデマンド型では⾏わない。

分子遺伝学特論4 小嶋誠司 対面形式で⾏うが、必要に応じてzoom等を⽤いたオンタイム遠隔授業を⾏う。 オンデマンド型では⾏わない。

機能調節学特論1 東山哲也・佐々木成江・金岡雅浩

機能調節学特論2 東山哲也・佐々木成江・金岡雅浩

機能調節学特論3 五島剛太・西山朋子 対面授業にて開講。困難な場合はLIVEでの遠隔授業に変更。変更の際はNUCTの授業サイトにて案内。 教員への質問や学生の意見交換はNUCT機能「メッセージ」により⾏う。

機能調節学特論4 五島剛太・西山朋子 対面授業にて開講。困難な場合はLIVEでの遠隔授業に変更。変更の際はNUCTの授業サイトにて案内。 教員への質問や学生の意見交換はNUCT機能「メッセージ」により⾏う。

形態統御学特論1 松林嘉克 対面授業

形態統御学特論2 田中実、菊地真理子 最新の研究とその動向を発表し議論する。 Zoom による最新の研究とその動向の発表の議論に切り替える。

形態統御学特論3 吉岡泰・高木新・杉山伸・金森章
対面授業を基本とする。愛知県に警戒宣言が出た場合等状況に応じて対面・遠隔（同時双方向型）の併⽤とす

る。遠隔はTeamsあるいはTeamsを利⽤して⾏う。

形態発生学特論1 松林嘉克 対面授業

形態発生学特論2 田中実・菊地真理子 最新の研究とその動向を発表し議論する。 Zoom による最新の研究とその動向の発表の議論に切り替える。

形態発生学特論3 吉岡泰・高木新・杉山伸・金森章
対面授業を基本とする。愛知県に警戒宣言が出た場合等状況に応じて対面・遠隔（同時双方向型）の併⽤とす

る。遠隔はTeamsあるいはTeamsを利⽤して⾏う。

分子感応論特論1 荒木聡彦 対面授業で⾏う。

分子感応論特論2 荒木聡彦 対面授業で⾏う。

遺伝子解析学特論1 打田直⾏・松尾拓哉 状況が許す限りは対面講義（ただし、状況に応じてオンラインでのライブ講義に切り替え）

遺伝子解析学特論2 打田直⾏・松尾拓哉 状況が許す限りは対面講義（ただし、状況に応じてオンラインでのライブ講義に切り替え）

ゲノム学特論1 多田安臣・井原邦夫
対面・遠隔（オンデマンド型）の併⽤。遠隔授業は NUCT で⾏う。

※履修登録後に授業形態等に変更がある場合には、NUCＴの授業サイトで案内します。

ゲノム学特論2 多田安臣・井原邦夫
対面・遠隔（オンデマンド型）の併⽤。遠隔授業は NUCT で⾏う。

※履修登録後に授業形態等に変更がある場合には、NUCＴの授業サイトで案内します。

動物器官機能学特論1 日比正彦・清水貴史
対面・遠隔（オンデマンド・同時双方向の併⽤）の併⽤。※履修登録後に授業形態等に変更がある場合には、

NUCTの授業サイトで案内します。

・教員への質問は、授業の時に直接またはNUCT機能「メッセージ」により⾏うこと。・授業に関する受講学

生間の意見交換は、NUCT機能「メッセージ」により⾏うこと。

動物器官機能学特論2 日比正彦･清水貴史
対面・遠隔（オンデマンド・同時双方向の併⽤）の併⽤。※履修登録後に授業形態等に変更がある場合には、

NUCTの授業サイトで案内します。

・教員への質問は、授業の時に直接またはNUCT機能「メッセージ」により⾏うこと。・授業に関する受講学

生間の意見交換は、NUCT機能「メッセージ」により⾏うこと。

情報機構学特論1 木下専・上田奈津美・細川智永 対面

情報機構学特論2 木下専・上田奈津美・細川智永 対面

情報機構学特論3 嘉村巧・小原圭介・西村浩平 対面・遠隔（オンデマンド型）の併⽤。遠隔授業はNUCTで⾏う。
・教員への質問は、NUCT 機能「メッセージ」により⾏うこと。

・授業に関する受講学生間の意見交換は、NUCT 機能「メッセージ」により⾏うこと。

情報機構学特論4 嘉村巧・小原圭介・西村浩平 対面・遠隔（オンデマンド型）の併⽤。遠隔授業はNUCTで⾏う。
・教員への質問は、NUCT 機能「メッセージ」により⾏うこと。

・授業に関する受講学生間の意見交換は、NUCT 機能「メッセージ」により⾏うこと。

超分子機能学特論1 成田哲博 対面による直接指導

超分子機能学特論2 成田哲博 対面による直接指導

超分子機能学特論3 岩見真吾・岩波翔也

超分子機能学特論4 岩見真吾・岩波翔也

生体調節論特論1 大澤志津江 対面

生体調節論特論2 大澤志津江 対面

生体調節論特論3 久本直毅・花房洋 対面で⾏う：最新の研究とその動向を発表し議論する。 Zoom またはNUCTを⽤いた最新の研究とその動向の発表の議論に切り替える。

生体調節論特論4 久本直毅・花房洋 対面で⾏う：最新の研究とその動向を発表し議論する。 Zoom またはNUCTを⽤いた最新の研究とその動向の発表の議論に切り替える。

生体ｼｽﾃﾑ論特論1 木下俊則俊・中道範人 可能であれば対面、状況によってZoomまたはTeamsを⽤いたオンライン講義

生体ｼｽﾃﾑ論特論2 木下俊則俊・中道範人 可能であれば対面、状況によってZoomまたはTeamsを⽤いたオンライン講義

生体ｼｽﾃﾑ論特論3 平子善章 対⾯・遠隔（同時双⽅向型）の併⽤。ZoomまたはTeamsを使⽤予定。

生体ｼｽﾃﾑ論特論4 平子善章 対⾯・遠隔（同時双⽅向型）の併⽤。ZoomまたはTeamsを使⽤予定。

生命理学特別講義２ 辻村啓太
対面形式で⾏うが、状況に応じて対面とzoom配信のハイブリッド形式か、zoomのみのオンライン授業を⾏

う。
オンデマンド型では⾏わない。

生命理学特別講義３ 本田直樹 原則対面、状況によってZoomまたはTeamsを⽤いたオンライン講義。詳細はNUCT・メール等で連絡する

生命理学特別講義４ 北川 大樹 原則対面、状況によってZoomまたはTeamsを⽤いたオンライン講義。詳細はNUCT・メール等で連絡する

生命理学特別講義５ 島谷　健一郎 原則対面、状況によってZoomまたはTeamsを⽤いたオンライン講義。詳細はNUCT・メール等で連絡する

生命理学特別講義６ 黒澤　仁 原則対面、状況によってZoomまたはTeamsを⽤いたオンライン講義。詳細はNUCT・メール等で連絡する

生命理学特別講義７ 高木 淳一、月田　早智子 原則対面、状況によってZoomまたはTeamsを⽤いたオンライン講義。詳細はNUCT・メール等で連絡する

生命理学特別講義８ 小田 真隆・三浦正幸 原則対面、状況によってZoomまたはTeamsを⽤いたオンライン講義。詳細はNUCT・メール等で連絡する

海洋生物学特別講義 五島剛太 対面授業にて開講。対面授業が困難な場合は中止。中止の際は参加予定者へメール配信にて告知。



（Ｃ類）

生体構築論講究1 森郁恵 対面授業

生体構築論講究2 森郁恵 対面授業

分子遺伝学講究1 上川内あづさ・石川由希・田中良弥 対面・遠隔（同時双方向型）の併⽤。遠隔授業はZoomで⾏う。

分子遺伝学講究2 上川内あづさ・石川由希・田中良弥 対面・遠隔（同時双方向型）の併⽤。遠隔授業はZoomで⾏う。

分子遺伝学講究3 小嶋誠司 対面形式で⾏うが、必要に応じてzoom等を⽤いたオンタイム遠隔授業を⾏う。 オンデマンド型では⾏わない。

分子遺伝学講究4 小嶋誠司 対面形式で⾏うが、必要に応じてzoom等を⽤いたオンタイム遠隔授業を⾏う。 オンデマンド型では⾏わない。

機能調節学講究1 東山哲也・佐々木成江・金岡雅浩 遠隔で⾏う

機能調節学講究2 東山哲也・佐々木成江・金岡雅浩 遠隔で⾏う

機能調節学講究3 五島剛太・西山朋子 対面授業にて開講。困難な場合はLIVEでの遠隔授業に変更。変更の際はNUCTの授業サイトにて案内。 教員への質問や学生の意見交換はNUCT機能「メッセージ」により⾏う。

機能調節学講究4 五島剛太・西山朋子 対面授業にて開講。困難な場合はLIVEでの遠隔授業に変更。変更の際はNUCTの授業サイトにて案内。 教員への質問や学生の意見交換はNUCT機能「メッセージ」により⾏う。

形態統御学講究1 松林嘉克 対面授業

形態統御学講究2 田中実、菊地真理子 研究結果の整理し、それを発表する能力と議論の活性化、さらには研究の立案能力の涵養を発表形式で⾏う。
発表する能力と議論の活性化、研究立案能力の涵養はZoom による発表形式で⾏う。結果の整理の仕方も 

Zoom による指導を⾏う。

形態統御学講究3 吉岡泰・高木新・杉山伸・金森章
対面授業を基本とする。愛知県に警戒宣言が出た場合等状況に応じて対面・遠隔（同時双方向型）の併⽤とす

る。遠隔はTeamsあるいはTeamsを利⽤して⾏う。

形態発生学講究1 松林嘉克 対面授業

形態発生学講究2 田中実・菊地真理子 研究結果の整理し、それを発表する能力と議論の活性化、さらには研究の立案能力の涵養を発表形式で⾏う。
発表する能力と議論の活性化、研究立案能力の涵養はZoom による発表形式で⾏う。結果の整理の仕方も 

Zoom による指導を⾏う。

形態発生学講究3 吉岡泰・高木新・杉山伸・金森章
対面授業を基本とする。愛知県に警戒宣言が出た場合等状況に応じて対面・遠隔（同時双方向型）の併⽤とす

る。遠隔はTeamsあるいはTeamsを利⽤して⾏う。

分子感応論講究1 荒木聡彦 対面授業で⾏う。

分子感応論講究2 荒木聡彦 対面授業で⾏う。

遺伝子解析学講究1 打田直⾏・松尾拓哉 状況が許す限りは対面講義（ただし、状況に応じてオンラインでのライブ講義に切り替え）

遺伝子解析学講究2 打田直⾏・松尾拓哉 状況が許す限りは対面講義（ただし、状況に応じてオンラインでのライブ講義に切り替え）

ゲノム学講究1 多田安臣･井原邦夫
対面・遠隔（オンデマンド型）の併⽤。遠隔授業は NUCT で⾏う。

※履修登録後に授業形態等に変更がある場合には、NUCＴの授業サイトで案内します。

ゲノム学講究2 多田安臣･井原邦夫
対面・遠隔（オンデマンド型）の併⽤。遠隔授業は NUCT で⾏う。

※履修登録後に授業形態等に変更がある場合には、NUCＴの授業サイトで案内します。

動物器官機能学講究1 日比正彦･清水貴史
対面・遠隔（オンデマンド・同時双方向の併⽤）の併⽤。※履修登録後に授業形態等に変更がある場合には、

NUCTの授業サイトで案内します。

・教員への質問は、授業の時に直接またはNUCT機能「メッセージ」により⾏うこと。・授業に関する受講学

生間の意見交換は、NUCT機能「メッセージ」により⾏うこと。

動物器官機能学講究2 日比正彦･清水貴史
対面・遠隔（オンデマンド・同時双方向の併⽤）の併⽤。※履修登録後に授業形態等に変更がある場合には、

NUCTの授業サイトで案内します。

・教員への質問は、授業の時に直接またはNUCT機能「メッセージ」により⾏うこと。・授業に関する受講学

生間の意見交換は、NUCT機能「メッセージ」により⾏うこと。

情報機構学講究1 木下専・上田奈津美・細川智永 対面

情報機構学講究2 木下専・上田奈津美・細川智永 対面

情報機構学講究3 嘉村巧・小原圭介・西村浩平 対面・遠隔（オンデマンド型）の併⽤。遠隔授業はNUCTで⾏う。
・教員への質問は、NUCT 機能「メッセージ」により⾏うこと。

・授業に関する受講学生間の意見交換は、NUCT 機能「メッセージ」により⾏うこと。

情報機構学講究4 嘉村巧・小原圭介・西村浩平 対面・遠隔（オンデマンド型）の併⽤。遠隔授業はNUCTで⾏う。
・教員への質問は、NUCT 機能「メッセージ」により⾏うこと。

・授業に関する受講学生間の意見交換は、NUCT 機能「メッセージ」により⾏うこと。

超分子機能学講究1 成田哲博 対面による直接指導

超分子機能学講究2 成田哲博 対面による直接指導

超分子機能学講究3 岩見真吾・岩波翔也

超分子機能学講究4 岩見真吾・岩波翔也

生体調節論講究1 大澤志津江 対面

生体調節論講究2 大澤志津江 対面

生体調節論講究3 久本直毅・花房洋 対面で⾏う：研究内容の紹介と議論を通じて、説明力、理解力および討論力を養う。 ZoomまたはNUCTを⽤いた研究内容の紹介と議論を通じて、説明力、理解力および討論力を養う。

生体調節論講究4 久本直毅・花房洋 対面で⾏う：研究内容の紹介と議論を通じて、説明力、理解力および討論力を養う。 ZoomまたはNUCTを⽤いた研究内容の紹介と議論を通じて、説明力、理解力および討論力を養う。

生体ｼｽﾃﾑ論講究1 木下俊則俊・中道範人 可能であれば対面、状況によってZoomまたはTeamsを⽤いたオンライン講義

生体ｼｽﾃﾑ論講究2 木下俊則俊・中道範人 可能であれば対面、状況によってZoomまたはTeamsを⽤いたオンライン講義

生体ｼｽﾃﾑ論講究3 平子善章 対面・遠隔（同時双方向型）の併⽤。ZoomまたはTeamsを使⽤予定。

生体ｼｽﾃﾑ論講究4 平子善章 対⾯・遠隔（同時双⽅向型）の併⽤。ZoomまたはTeamsを使⽤予定。


