
山口大学教育学部 令和４年度 授業時間割

印刷配付した時間割から修正した箇所

選修・
コース 授　業　科　目 教員 教室 選修・

コース 授　業　科　目 教員 教室 選修・
コース 授　業　科　目 教員 教室 選修・

コース 授　業　科　目 教員 教室 選修・
コース 授　業　科　目 教員 教室

情報・数 計算機数学Ⅱ 北本 11

[教] 英語科教育法Ⅲ 猫田 共同演習室

音 音楽科内容開発研究
高橋（雅）・斎藤
（完）・友清・白岩

演奏講義室 国理
[教]

国際理解教育論Ⅰ 石井 32 美 彫刻Ⅱ 上原 彫刻実習室 上原 彫刻実習室 総合 地域教育実践演習 霜川・西尾 21

[教]
教育相談・進路指導
┗小（全），幼

春日 11 幼 表現指導法Ⅲ（音楽表現） 川﨑 演奏講義室 幼 幼児教育方法技術 川﨑 22 教育学 教育方法学演習Ⅰ 熊井 42 特支 ＬＤ等教育総論 松岡 11

国語 国語科授業実践基礎演習 山根 演習室（国・文） 英 英語文学演習 藤本 32 国理 国際理解教育論Ⅱ 森 31 情報
情免（再）

データベース概論（実習を含む。） 中田 ［共］11

社 法律学演習 松原 33 情報・数 計算機数学Ⅱ 北本 11 国語 国語科授業実践基礎演習 中野（伸） 演習室（国・文）

理 環境生物学 柴田 23 英 英語科内容開発研究 松谷・藤本 24 国語 国語科授業実践基礎演習 南部 南部研究室

美 美術内容開発研究 中野（良）他 センター2F [教] 教科教育法生活
┗総合，国語，社，理，音，技

藤上 ［共］16 社 哲学倫理学演習 佐野 A-421

保 保健体育学研究法
曽根・丹・青木・上
地

共同演習室 保 保健体育科授業実践基礎演習 保健体育全員 24

英 英語史Ⅰ 松谷 21 [教] 美術科教育法Ⅱ 吉田 23

[教] 家庭科教育法Ⅲ 西 24

心理 発達障害心理学概論 木谷 24 幼 表現指導法Ⅲ（音楽表現） 川﨑 演奏講義室 [教] クォ①　教育場面の心理学
┗国理，幼，教科（全）

沖林・小野 11・センター２F 幼 保育内容環境 中島 32 21 国理 欧米文化論Ⅱ セネック 31

特支 特別支援教育総論 柳澤 21 情報
情免（再）

マルチメディア概論（実習を含む。） 熊谷 31 [教]
クォ②　特別支援教育
┗国理，幼，教科（全）

宮木 11・センター２F 情報・数 幾何学Ⅰ 石原 41 情報・数 解析学Ⅰ 泉池 33  22

社 クォ②　社会科内容開発研究Ⅰ
吉川・田本・社会
科全員

共同演習室 社 外国史Ⅰ 山本 42 社 現代法（国際法を含む。） 松原 センター２F 社 社会学 林 センター2F

英 英語文学概論 藤本 42 英 英語史Ⅰ 松谷 21 理 化学概論Ⅱ 和泉 A-101 理 生物学実験（コンピュータ活用を含
む。）

柴田・北沢 A-201

保 学校保健（小児保健，精神保健，学
校安全，救急処置を含む。）

青木（健） 22 技 栽培汎論（実習を含む。） 執行・細井 42

国理・英 実践総合英語Ⅱ セネック 23 音 音楽史Ⅰ（日本の伝統音楽及び諸民
族の音楽を含む。）

斎藤（完） 合奏室

標準英語Ｃ（All English)

幼 幼児教育概論 中島 41 英 実践英語音声学 松谷 41 国語 書道Ⅰ 佐貫 22 [共]26

共通
日本国憲法
┗総合・教育学・国理・幼児・情報

情報・数 集合論Ⅰ 飯寄 22 音 独唱Ⅰ 白岩 32・演奏講義室

共通
経済と法３
┗クォ①　●　特支，心理

美 平面造形基礎 中野（良） 絵画実習室１

共通
経済と法２
┗クォ②　◎　特支，心理

共通 英語会話Ⅰa 家 家庭経営学（家族関係学及び家庭
経済学を含む。）

西 41

共通
食と生命
┗クォ①　●　教科（全）

共通
文化の継承と創造１
┗クォ①  ●　小（全），幼，特支，情
報

共通 英語会話Ⅱa 共通
データ科学と社会Ⅰ
データ科学と社会Ⅱ　
┗教育学，国理，保，英

英（再） 英米文学概論Ⅰ [教]（再） 国際理解教育論 石井 32 英（再） 英米文学演習 藤本 32 理（再） 物理化学 和泉 A-101

英（再） 英語文学概論Ⅰ
国理（再）
英（再）

オーラルⅡ セネック 23

前期　　月

学
年

１・２時限　（8:40～10:10） ３・４時限　（10:20～11:50） ５・６時限　（12:50～14:20）

前期　　月

９・１０時限　（16:10～17:40）

4

3

42藤本

2

1

７・８時限　（14:30～16:00）

再
履
修

A-101：A棟１F西　理系共同実験・実習室１，　A-201：A棟２F西　理系共同実験・実習室２，　A-301：A棟３F西　理系共同実験・実習室３，　A-401：A棟４F西　理系共同実験・実習室４



山口大学教育学部 令和４年度 授業時間割

前期　　火

選修・
コース 授　業　科　目 教員 教室 選修・

コース 授　業　科　目 教員 教室 選修・
コース 授　業　科　目 教員 教室 選修・

コース 授　業　科　目 教員 教室 選修・
コース 授　業　科　目 教員 教室

音 応用音楽学 斎藤（完） 合奏室 英 英語学演習 松谷 共同演習室 特支 特別支援教育実践論 須藤 24 保 保健体育科内容開発研究 保健体育全員 32

社 社会科特別研究AⅡ 社会科全員

[教] 音楽科教育法Ⅳ 高橋（雅） 合奏室

総合 教材・指導法開発演習
田本・佐伯・岡村・
岸本・宮木・青山・
他

23・24・31・32

・センター２F
教育学 教職のための教育学Ⅱ

熊井・田中・原田
（拓）

C-406・C-407
C-409・C-423

情報 教育コンテンツデザイン 熊谷 31 幼 幼児教育課程論 中島 41 技 応用電子（実習を含む。） 堤 A-301・23

情報・数 確率・統計学 泉池 22 国語 漢文学演習 南部 22 技 応用機械（実習を含む。） 森岡 32・機械実験室 [教] 教科教育法英語
┗総合，情報，社，数，理，美，技

猫田 11 [教]
教科教育法生活
┗教育学，心理，国理，幼，特支，情
報，数，美，保，家，英

藤上 ［共］16

[教]
道徳教育
┗心理，幼，特支，国語，社，音，
美，技，家

田中 11 理 物質化学 和泉 A-101 [教] 教科教育法音楽
┗総合，幼，特支，社，音，美，英

高橋（雅） 演奏講義室 [教] 保健体育科教育法Ⅲ 青木（健） 21

音 ピアノⅣ 友清 研究室

技 技術科・ものづくり授業実践基礎演習
阿濱（茂）・堤・
岡村・森岡

共同演習室

[教] 教育方法学 熊井 ［共］1 幼 保育内容人間関係 白石 41 総合 教職協働実践Ⅱ 岡村・岸本 21 国語 国語特演Ⅰ 山根 演習室（国・文）
総合
心理（再） 子どもカウンセリング論

沖林・佐伯
宮木・他

11

英 言語学概論Ⅰ 松谷 42 教育学 教職のための教育学Ⅰ
熊井・田中・原田
（拓）

41 美 デザインⅠ 平川（和） 32 国語 国語特演Ⅰ 南部 演習室（国・文）

[教]
クォ①　特別支援教育
┗総合，教育学，心理，特支，情報

宮木 11・２１ 国語 国文学概論（国文学史を含む。） 山根 センター2F 技 電気回路学 堤 22 理 地学実験（コンピュータ活用を含む。） 千々和 A-401

[教] クォ②　教育場面の心理学
┗総合，教育学，心理，特支，情報

沖林・小野 11・２１ 音 指揮法演習 白岩 合奏室 美 絵画Ⅱ（映像メディア表現を含む。） 
※集中講義を含む

中野（良） 22

[教] 保健体育科教育法Ⅰ 斉藤（雅）
24・1体・陸上競
技場・サッカー場・
ラグビー場

美 彫刻Ⅰ 上原 彫刻実習室 技 木材加工法（実習を含む。） 岡村 24

小学校歌唱伴奏法（入門） 金澤 音楽棟224 保 体操・器械運動 斉藤（雅） 1体

家 栄養学Ⅰ 森永 24

国理・英 実践総合英語Ⅱ セネック 22

【共通教育メモ】
スポーツ運動実習：青木

共通
英語会話Ⅰa
┗小（全），幼，特支，国語，社，理，
音，美，保，技，家，英

共通
データ科学と社会Ⅰ
データ科学と社会Ⅱ
┗情報，数，理

共通
人間の発達と育成１
┗クォ①　●　小（全）

共通
運動健康科学
┗クォ①　●　小（全），幼，特支，情
┗クォ②　●　教科（全）

共通
英語会話Ⅱa
┗小（全），幼，特支，国語，社，理，
音，美，保，技，家，英

共通
自然科学１
┗クォ①　●

共通
経済と法１
┗クォ①　●　小（全），幼，特支，情
報

共通
データ科学と社会Ⅰ
データ科学と社会Ⅱ
┗国語，社，音，美，技

共通
環境と人間
┗クォ②　●　小（全），幼，特支，情

共通
数学Ⅰ
┗情報，数

共通
自然科学２
┗クォ②　●

共通
社会学
┗クォ②　◎　小（全），幼，特支，情
報

[教]（再） 教育方法学（中等） 熊井 ［共］1 [教]（再） 教育心理学 沖林、小野、宮木 11・２１ 国理（再）
英（再）

オーラルⅡ セネック 22 幼（再） 幼児教育基礎 中島 41 英（再） 英文法演習Ⅱ 松谷 共同演習室

理 物質化学 和泉 A-101 英（再） 英語学演習Ⅰ 松谷 共同演習室

[教]（再） 社会科指導法総論 吉川 A-412

選修・
コース 授　業　科　目 教員 教室

2 標準英語Ａ（TOElC400）

1

３・４時限　（10:20～11:50）

１１・１２時限　（17:50～19:20）

９・１０時限　（16:10～17:40）

学
年

７・８時限　（14:30～16:00）

前期　　火

５・６時限　（12:50～14:20）

3

再
履
修

2

学
年

１・２時限　（8:40～10:10）

4

再履科目へ

A-101：A棟１F西　理系共同実験・実習室１，　A-201：A棟２F西　理系共同実験・実習室２，　A-301：A棟３F西　理系共同実験・実習室３，　A-401：A棟４F西　理系共同実験・実習室４



山口大学教育学部 令和４年度 授業時間割

前期　　水 印刷配付した時間割から修正した箇所 前期　　水

選修・
コース 授　業　科　目 教員 教室 選修・

コース 授　業　科　目 教員 教室 選修・
コース 授　業　科　目 教員 教室 選修・

コース 授　業　科　目 教員 教室 選修・
コース 授　業　科　目 教員 教室

音 合唱指導法Ⅲ（演奏マネージメントを
含む。）

斎藤（完）他 心理 臨床心理学研究演習Ⅲ 恒吉 国語 国語特論Ⅰ 山根 24 音 作・編曲法Ⅲ 熊本 合奏室

[教] 小学校歌唱伴奏法
（幼児教育コースの学生のみ対象）

村田 音楽棟228

音 作・編曲法Ⅲ 熊本 合奏室

幼 幼児教育基礎実習
白石・川﨑・
中島

32 白石・川﨑・
中島

32 白石・川﨑・
中島

32 音 作・編曲法Ⅲ 熊本 合奏室

美 絵画Ⅳ 中野（良） 絵画実習室１ 中野（良） 絵画実習室１ 美 工芸Ⅳ 竹田 陶芸実習室 竹田 陶芸実習室

教育学 教育調査法 原田（拓） 24 国語 国文学講読Ⅱ 山根 センター２F 心理 心理学研究演習Ⅰ 押江 教育実習事前・事後指導

心理 心理学研究演習Ⅰ 小野 社 地理学演習 楮原
地理学実験室

[共]15 国語 国語科授業実践基礎演習 坂東 演習室（国・文）

社 地理学実習 楮原
地理学実験室

[共]15
家 被服学実験 星野 A-201 家 保育学演習 村上（玲） センター2F （7～9時限）

音 合唱指導法Ⅱ（演奏マネージメントを
含む。）

友清 他 合奏室、１体 [教] 音楽科教育法Ⅱ 高橋（雅） 演奏講義室 [教] 技術科教育法Ⅲ 阿濱（茂） 33

[教]
教育相談・進路指導
┗特支，情報，国語，数，理，保，
技，家，英

押江 11 [教] 技術科教育法Ⅱ 阿濱（茂）・堤 33 音 作・編曲法Ⅲ 熊本 合奏室

[教]
道徳教育
┗総合，教育学，国理，情報，数，理，
保，英

田中 ［共］2

国理・英 英語表現Ⅰ セネック 41 情報・数 代数学Ⅰ 笠井 22 家 住居学（製図を含む。） 西尾 23 美 美術史Ⅰ 菊屋 31

社 経済概論 森 42 国語 国語特演Ⅰ 坂東 演習室（国・文） [教] 教育社会学 原田（拓） ［共］1

理 地学概論Ⅰ 千々和 A-401 社 日本史Ⅰ 森下 31

音 合唱指導法Ⅰ（演奏マネージメントを
含む。）

久保田 演奏講義室 音 独唱Ⅲ 白岩 合奏室

[教] 数学科教育法Ⅰ 関口 21 [共]メディア
講義室

保 生理学（運動生理学を含む。） 曽根 24

技 金属材料学 森岡・堤 23

[教] 理科教育法Ⅰ 栗田 21

情報・数 計算機概論 野村 41・42 初習外国語Ⅰ（中国語） 南部 22 音 クォ①　音楽理論 斎藤（完）他 合奏室 [教] 教職概論 多数
［共］4
センター２F・23

音 ピアノⅠ 友清 研究室 音 クォ②　音楽史概論（日本の伝統音
楽及び諸民族の音楽を含む。）

斎藤（完） 演奏講義室

[教] 教育原論 福田 11・［共］16

共通
文化の継承と創造１
　┗クォ①●教科（全）

共通
データ科学と社会Ⅰ
データ科学と社会Ⅱ
┗総合

国理・英
（再）

ライティングⅠ セネック 41 [教]（再） 道徳教育（初等） 田中 ［共］2 音（再） 音楽通論 斎藤（完）他 合奏室

[教]（再） 理科指導法総論 栗田 21

4

３・４時限　（10:20～11:50） ９・１０時限　（16:10～17:40）５・６時限　（12:50～14:20）

詳細については掲示板に掲示するのでよく確認すること

７・８時限　（14:30～16:00）
学
年

1

3

１・２時限　（8:40～10:10）

2

再
履
修

水曜日5･6時限へ

水曜日5･6時限へ

A-101：A棟１F西　理系共同実験・実習室１，　A-201：A棟２F西　理系共同実験・実習室２，　A-301：A棟３F西　理系共同実験・実習室３，　A-401：A棟４F西　理系共同実験・実習室４



山口大学教育学部 令和４年度 授業時間割

前期　　木 印刷配付した時間割から修正した箇所

選修・
コース 授　業　科　目 教員 教室 選修・

コース
授　業　科　目 教員 教室 選修・

コース
授　業　科　目 教員 教室 選修・

コース
授　業　科　目 教員 教室 選修・

コース
授　業　科　目 教員 教室

心理 心理学実験研究演習Ⅲ 小野 美 絵画Ⅴ 中野（良） 絵画実習室１ 美 デザインⅢ 平川（和） 32 国語 国語特論Ⅰ 坂東 演習室（国・文）

心理 臨床心理学研究演習Ⅲ 春日 [教] 小学校歌唱伴奏法 金澤 音楽棟224 保 保健体育学演習Ⅱ 保健体育全員 研究室

心理 臨床心理学研究演習Ⅲ 押江 [教] 小学校歌唱伴奏法 白岩 研究室

社 社会科特別研究BⅡ 社会科全員 [教] 小学校歌唱伴奏法 久保田 音楽棟228

[教] 小学校歌唱伴奏法 久保田 音楽棟228

[教]
教育の方法と技術(lCTの活用や評価
を含む。)

鷹岡 11
教育学
国理（再）

教育史演習Ⅰ 福田 23 [教] 国語科教育法Ⅱ 岸本 42 22 美 工芸Ⅱ 平川（和） 木工室 平川（和） 木工室

情報
情免（再）

計算機アルゴリズム（実習を含む。） 葛 31 [教] 教科教育法算数 鷹岡
11　21
［共］33

社 日本史演習 森下 共同演習室 情報 情報科授業実践基礎演習 北本　他 31

社 外国史演習 山本 32 技 農業環境論 松本・奥野 32 社 社会科授業実践基礎演習 森下・楮原・松原・
山本

41

理 発生生物学 北沢 41 [教]
教科教育法英語
┗教育学，心理，国理，幼，特支，国
語，音，保，家，英

猫田 21 11 数 算数・数学科授業実践基礎演習
飯寄・石原・泉池・
笠井・関口

32

保 体育心理学 上地 24 [教] 数学科教育法Ⅲ 関口 11 21 理 理科授業実践基礎演習
栗田・佐伯・重松・
和泉・北沢・柴田

A-101・A-201
A-301・A-401

家 食品栄養学実験 森永 A-201 [教] 理科教育法Ⅲ 栗田 A-101・A-301 音 独唱Ⅴ 白岩 合奏室

[教] 国語科教育法Ⅲ 坂東 42 11 [教] 初等科生活 藤上 他 22・23・24

[教] 英語科教育法Ⅰ 高橋（俊） 21

[教] 教育課程論（カリキュラム・マネジメン
トを含む。）

松村 ２１・人文大講義室 音 合奏Ⅰ（和楽器を含む。） 斎藤（完） 演奏講義室 情報 情報科学概論（実習を含む。） 中田 31 総合 子どもと健康 青山
23・1体
[共]16

[教] 中等公民教育論Ⅰ 田本 11

家 食品栄養学実験 森永 A-201 [教] 初等科数学
泉池・飯寄・石原・
笠井・北本

[共]2 教育学 教育哲学演習Ⅰ 田中 24 [教] 初等科家庭 星野・五島・西尾 [共]3・[共]4

クォ①　教育現場における知的財産入
門

陳内 [共]41 国理・英 異文化学習論 石井 センター２F

小学校歌唱伴奏法（入門） 村田 国語 国語学概論（音声言語及び文章表
現を含む。）

中野（伸） [共]41

社 地理学概論 楮原 [共]4

理 物理学概論Ⅱ 重松 42

家 衣料素材論Ⅰ 星野 22

共通
歴史学
┗クォ①　●　小（全）

共通 英語Ⅰa

共通
哲学
┗クォ②　◎　小（全）

共通
社会と医療
┗クォ②　●　教育学，幼，情報

共通
日本国憲法 
┗心理，特支，教科（全）

共通
環境と人間
┗クォ②　●　教科（全）

共通 英語Ⅱa

[教] 美術科教育法Ⅰ
※平成31年度以前入学者対象

吉田 24 社（再） 地域自然地理学 楮原 [共]4 [教]（再） 道徳教育（中等） 田中 33

[教]（再） クォ② 教育メディア論（中等） 鷹岡 41

[教]（再） 理科実験指導法Ⅰ 栗田 A-101・A-301

選修・
コース 授　業　科　目 教員 教室

2 標準英語Ｂ（ＴＯＥＩＣ600－730）

７・８時限　（14:30～16:00）１・２時限　（8:40～10:10） ３・４時限　（10:20～11:50） ９・１０時限　（16:10～17:40）５・６時限　（12:50～14:20）

１１・１２時限　（17:50～19:20）
学
年

前期　　木

3

再
履
修

1

学
年

4

2

金曜５コマへ

A-101：A棟１F西　理系共同実験・実習室１，　A-201：A棟２F西　理系共同実験・実習室２，　A-301：A棟３F西　理系共同実験・実習室３，　A-401：A棟４F西　理系共同実験・実習室４



山口大学教育学部 令和４年度 授業時間割

前期　　金 印刷配付した時間割から修正した箇所

選修・
コース 授　業　科　目 教員 教室 選修・

コース 授　業　科　目 教員 教室 選修・
コース 授　業　科　目 教員 教室 選修・

コース 授　業　科　目 教員 教室 選修・
コース 授　業　科　目 教員 教室

総合 学校教育実践演習 小学校総合全員
23・42・センター
2F

美 工芸Ⅴ 平川（和） 木工室 国語 国語特論Ⅰ 南部 演習室（国・文） 国語 国語学特講 中野（伸） 演習室（国・文） 国語 国語特論Ⅰ 中野（伸） 研究室

美 彫刻Ⅳ 上原 彫刻実習室

[教] 教科教育法理科
┗物理

幼 保育カウンセリング 白石 41 特支 知的障害教育 柳澤 ［共］32 心理 心理学研究演習Ⅰ 春日

[教] 教科教育法理科
┗化学

特支 クォ①　重複障害教育総論 松岡
センター2F
21

[教] 実践英語科教育法 高橋（俊） ［共］16 情報
情免（再）

計算機アルゴリズム（実習を含む。） 葛 理学部

[教] 教科教育法理科
┗生物

[教]
教育相談・進路指導
┗社，音，美

田邊 経済第１大講義室 保 健康・体力トレーニング論 丹 33

[教] 教科教育法理科
┗地学

[教]
教科教育法音楽
┗教育学，心理，国理，情報，国語，
数，理，保，技，家

久保田 演奏講義室 技 金属工作法（製図及び実習を含む。）
森岡・堤・
阿濱（茂）・岡村

31・金属実験室

[教] 初等科生活 藤上　他 22・23・24

小学校歌唱伴奏法（入門） 村田 国語 漢文学概論 南部 ｾﾝﾀｰ２Ｆ [教] 初等科体育
上地・曽根
松中・江藤

11・1体・2体2F・ラグ
ビー場・陸上競技場・
第2武道場

情報 情報処理言語Ⅰ（実習を含む。） 野村 32 野村 32

音 ピアノⅢ 友清 研究室 [教] 初等科理科 栗田 [教] 初等科図画工作
吉田・上原・
中野（良）・平川
（和）

11・21

技 機械工学Ⅰ 森岡 24 [教] 初等科理科 佐伯

[教] 家庭科教育法Ⅰ 西 23

心理 心理学実験 小野・沖林 31 小野・沖林 31 社 哲学倫理学Ⅰ 佐野 22 国語 国文学基礎講読 坂東 ［共］16

総合 協働実践基礎 岡村・青山 21 理 物理学概論Ⅰ 重松 31

国理 英語コミュニケーション セネック 32 家 衣生活環境論 星野 24

美 美術理論 吉田 33 [教] 教育原論 福田 人文大講義室

技 情報処理論（実習を含む。） 野村 41

家 食文化論 五島 11・［共］3

共通
知的財産入門
┗クォ①　●　幼，特支，情報，教科
（全）

共通
データ科学と社会Ⅰ
データ科学と社会Ⅱ　
┗心理，幼，特支，家, 情報

幼（再） 幼児カウンセリング 白石 41

[教]（再） 教育相談・進路指導（中等） 田邊 経済第１大講義室

選修・
コース 授　業　科　目 教員 教室

3 心理 心理学研究演習Ⅰ 恒吉

2 国語 国語特演Ⅰ 中野（伸） 演習室（国・文）

７・８時限　（14:30～16:00）

１１・１２時限　（17:50～19:20）
学
年

３・４時限　（10:20～11:50） ９・１０時限　（16:10～17:40）５・６時限　（12:50～14:20）

前期　　金

11･21

栗田
佐伯
重松
和泉
柴田
北沢

A-101
A-201
A-301
A-401
22
42
【共】32

１・２時限　（8:40～10:10）

再
履
修

学
年

1

3

2

4

基礎セミナー
総合：21番教室 教育学：41番教室
心理：22番教室
国理：第３会議室 幼：幼児教育演習室（C401）
特支：共通15番教室
情報：31番教室
国語：国語教育・文芸芸能演習室（C308）
社：社会ちゃぶ台ブランチルーム（A413）
数：C301演習室
理：実験演習室（A122） 音：演奏講義室
美：美術教育実習室（C219）
保：32番教室 技：33番教室
家：24番教室 英：共同演習室

A-101：A棟１F西　理系共同実験・実習室１，　A-201：A棟２F西　理系共同実験・実習室２，　A-301：A棟３F西　理系共同実験・実習室３，　A-401：A棟４F西　理系共同実験・実習室４


