
農学研究科Ｍ1 学生の対象者の方へ 

 

 

大学院先行履修科目の単位認定について 
 

 

農学部教務係 

 

佐賀大学農学部在学中に、「大学院先行履修科目」の単位を修得した者

のうち、大学院の授業科目として単位の認定を希望する者は、単位認定申

請書を下記期日までに農学部教務担当まで提出してください。 

 

 

 

記 

 
 

【提出期限】4 月 24 日（金） 

【提出先】教務課農学部教務担当（nokyo@mail.admin.saga-u.ac.jp） 

 

 

 
 
 

mailto:nokyo@mail.admin.saga-u.ac.jp


                         

単位認定申請書 

令和   年   月  日 
農学研究科長  殿 

 
コース名                

 
学籍番号                

 
氏 名             印  

 
 下記の科目の単位を認定していただくよう申請いたします。 
 

単位を修得した大学院・コース等  

修得した科目 単位 
修得

年度 
左記に対応する 
本研究科の科目 

科目区分 
（専門科目・

コース外） 

必修・

選択 
単位 

       

       

       

       

       

       

       

 合計 単位  

※平成 31 年 3 月 31 日以前に大学院先行履修科目として修得した科目については、大学院

先行履修科目読替表をもって研究科の科目として取扱う。 
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大学院先行履修科目読替表
（※H31.3.31以前に修得した大学院先行履修科目がある場合は、この読替表の新カリキュラムの授業科目にて認定します。）

農学研究科及び先進健康科学研究科

生物科学コース 作物生産学特論 1  ← 基礎教育科目 作物生産学特論 1 

生物科学コース 熱帯農業資源学特論 1  ← 熱帯農業資源学特論 1 

生物科学コース 熱帯資源植物利用学特論 1  ← 熱帯資源植物利用学特論 1 

生物科学コース 熱帯作物改良学特論 1  ← 熱帯作物改良学特論 1 

生物科学コース 熱帯作物生理学特論 1  ← 熱帯作物生理学特論 1 

食資源環境科学コース 動物資源開発学特論 1  ← 動物資源開発学特論 1 

生物科学コース 動物ゲノム情報学特論 1  ← 動物ゲノム情報学特論 1 

生物科学コース 動物発生学特論 1  ← 動物発生学特論 1 

生物科学コース 動物繁殖生理学特論 1  ← 動物繁殖生理学特論 1 

先進健康科学研究科
健康機能分子科学コース

植物バイオテクノロジー特論 1  ← 植物機能学特論 1 

先進健康科学研究科
健康機能分子科学コース

植物分子科学特論 1  ← 植物代謝先端科学特論 1 

生物科学コース 蔬菜花卉園芸学特論 1  ← 蔬菜花卉園芸学特論 1 

生物科学コース 園芸植物資源開発学特論 1  ← 園芸植物資源開発学特論 1 

生物科学コース 花卉園芸学特論 1  ← 花卉園芸学特論 1 

食資源環境科学コース 植物系統分類学特論 1  ← 植物系統分類学特論 1 

先進健康科学研究科
健康機能分子科学コース

植物機能分子学特論 1  ← 果樹育種学特論 1 

先進健康科学研究科
健康機能分子科学コース

植物生理学特論 1  ← 果樹遺伝学特論 1 

生物科学コース 植物ゲノム育種学特論 1  ← 植物ゲノム育種学特論 1 

生物科学コース 植物分子遺伝学特論 1  ← 植物分子遺伝学特論 1 

生物科学コース 植物ゲノム工学特論 1  ← 植物ゲノム工学特論 1 

生物科学コース 植物ゲノム情報科学特論 1  ← 植物ゲノム情報科学特論 1 

食資源環境科学コース 植物病原学特論 1  ← 植物病原学特論 1 

食資源環境科学コース 植物感染病学特論 1  ← 植物感染病学特論 1 

生物科学コース 線虫学特論 1  ← 線虫学特論 1 

生物科学コース 先端線虫科学特論 1  ← 先端線虫科学特論 1 

食資源環境科学コース 昆虫分子生物学特論 1  ← 昆虫分子生物学特論 1 

食資源環境科学コース 先端昆虫分子生物学特論 1  ← 先端昆虫分子生物学特論 1 

食資源環境科学コース システム生態学特論 1  ← システム生態学特論 1 

食資源環境科学コース 進化生態学特論 1  ← 進化生態学特論 1 

生物科学コース 動物行動生態学特論 1  ← 動物行動生態学特論 1 

生物科学コース 動物行動学特論 1  ← 動物行動学特論 1 

生物科学コース 動物遺伝育種学特論 2  ← 動物遺伝育種学特論 2 

食資源環境科学コース 水資源計画学特論 1  ← 水資源計画学特論 1 

食資源環境科学コース 環境地盤学特論 1  ← 環境地盤学特論 1 

生物科学コース 農地環境工学特論 1  ← 農地環境工学特論 1 

食資源環境科学コース 土壌物理学特論 1  ← 土壌物理学特論 1 

食資源環境科学コース 先端地水学特論 1  ← 先端地水学特論 1 

食資源環境科学コース 浅海環境工学特論 1  ← 浅海環境工学特論 1 

食資源環境科学コース 生産地盤工学特論 1  ← 生産地盤工学特論 1 

食資源環境科学コース 土質工学特論 1  ← 土質工学特論 1 

食資源環境科学コース 応用水利学特論 1  ← 応用水利学特論 1 

食資源環境科学コース 環境分析化学特論 1  ← 環境分析化学特論 1 

食資源環境科学コース 先端環境分析化学特論 1  ← 先端環境分析化学特論 1 

開講コース
新カリキュラムの授業科目

（令和元年度以降）
単位数 読み替え措置 開講学科・コース 単位数

応用生物科学

生物環境保全学

旧カリキュラムの授業科目
（平成30年度以前）
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大学院先行履修科目読替表
（※H31.3.31以前に修得した大学院先行履修科目がある場合は、この読替表の新カリキュラムの授業科目にて認定します。）

農学研究科及び先進健康科学研究科

開講コース
新カリキュラムの授業科目

（令和元年度以降）
単位数 読み替え措置 開講学科・コース 単位数

旧カリキュラムの授業科目
（平成30年度以前）

生物科学コース 施設農業生産学特論 1  ← 施設農業生産学特論 1 

食資源環境科学コース 分光統計解析学特論 1  ← 分光統計解析学特論 1 

食資源環境科学コース 植物環境応答学特論 1  ← 植物環境応答学特論 1 

食資源環境科学コース 応用植物生理学特論 1  ← 応用植物生理学特論 1 

生物科学コース 家畜行動学特論 1  ← 家畜行動学特論 1 

生物科学コース 家畜管理学特論 1  ← 家畜管理学特論 1 

生物科学コース 作物生態学特論 1  ← 作物生態学特論 1 

食資源環境科学コース 生産情報処理学特論 1  ← 生産情報処理学特論 1 

食資源環境科学コース 先端情報技術学特論 1  ← 先端情報技術学特論 1 

生物科学コース 農用先端機械学特論 1  ← 農用先端機械学特論 1 

生物科学コース 生産生態学特論 1  ← 生産生態学特論 1 

生物科学コース 循環型農業生産学特論 1  ← 循環型農業生産学特論 1 

生物科学コース 果樹園芸学特論 1  ← 果樹園芸学特論 1 

生物科学コース 果樹生産学特論 1  ← 果樹生産学特論 1 

国際・地域マネジメントコース 農村地理学特論 1  ← 農村地理学特論 1 

国際・地域マネジメントコース 農村社会学特論 1  ← 農村社会学特論 1 

国際・地域マネジメントコース 生態人類学特論 1  ← 生態人類学特論 1 

生命機能科学コース 生化学特論 1  ← 生化学特論 1 

生命機能科学コース タンパク質科学特論 1  ← タンパク質科学特論 1 

生命機能科学コース 微生物遺伝学特論 1  ← 微生物遺伝学特論 1 

生命機能科学コース 真核微生物学特論 1  ← 真核微生物学特論 1 

生命機能科学コース 応用微生物学特論 1  ← 応用微生物学特論 1 

生命機能科学コース 微生物学特論 1  ← 微生物学特論 1 

生命機能科学コース 分子生物学特論 1  ← 分子生物学特論 1 

生命機能科学コース 生物有機化学特論 1  ← 生物有機化学特論 1 

生命機能科学コース バイオセンシング特論 1  ← バイオセンシング特論 1 

生命機能科学コース バイオ材料特論 1  ← バイオ材料特論 1 

生命機能科学コース 分子細胞生物学特論 1  ← 分子細胞生物学特論 1 

生命機能科学コース 細胞情報学特論 1  ← 細胞情報学特論 1 

生命機能科学コース 食品生化学特論 1  ← 食品生化学特論 1 

生命機能科学コース 食糧流通貯蔵学特論 1  ← 食糧流通貯蔵学特論 1 

生命機能科学コース 食品科学工学特論 1  ← 食品科学工学特論 1 

生命機能科学コース バイオマス利用特論 1  ← バイオマス利用特論 1 

生命機能科学コース バイオメンブレン機能特論 1  ← 食品機能学特論 1 

生命機能科学コース 食糧安全学特論 1  ← 食糧安全学特論 1 

生命機能科学コース 分子栄養学特論 1  ← 分子栄養学特論 1 

生命機能科学コース 脂質生化学特論 1  ← 脂質生化学特論 1 

生命機能科学コース 海洋資源化学特論 1  ← 海洋資源化学特論 1 

生命機能科学コース グリコバイオロジー特論 1  ← グリコバイオロジー特論 1 

地域社会開発学

生命機能科学

資源循環生産学


