
令和４年度　前期時間割 2022/6/8 更新
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理科総合 英語I 基礎数学 Ia 機械製図Ｉ 工学基礎 地理・歴史 基礎数学Ⅱ 物理I 国語I HR（〜13:50） 国語I 機械工学概論 英語I 保健・体育I 化学I 基礎数学 Ia 理科演習
機械製図室 情報セキュリティ実習室２ 視聴覚室 視聴覚室 視聴覚室

ハー ザイ 杉山 岡田(崇) 日下田 長峰(博) 中川 柴田(洋) 柴田(美) 有坂(顕) 山崎 今泉,田中(好),山下,伊澤,那須,加
藤(岳),飯塚

杉山 長田 森下 岡田(崇) 森下、増山(知)、上村

化学I 理科演習 物理I 基礎数学 Ia 国語I 保健・体育I 理科総合 英語I HR（〜13:50） 地理・歴史 電気電子基礎 基礎数学 Ia 英語I 基礎数学Ⅱ 国語I
視聴覚 視聴覚 多目的メディア 多目的メディア

神代 柴田(美) 長田 ハー ザイ 杉山 神代 長峰(博) 久保 神代 杉山 中川

国語I 保健・体育I 基礎数学 Ia 英語I 理科総合 HR（〜13:50） 基礎数学 Ia 地理・歴史 電気電子基礎 基礎数学Ⅱ 英語I

柴田(美) 長田 神代 杉山 ハー ザイ 関根 神代 長峰(博) 久保 中川 杉山

英語I 物理Ⅰ 英語表現I 保健・体育I 基礎数学Ia 地理・歴史 HR（〜13:50） 国語I 理科総合 基礎数学Ⅱ 基礎数学Ia 化学I 国語I 理科演習
多目的メディア 多目的メディア 視聴覚室 視聴覚室 視聴覚室

杉山 岡田(晃) 長田 飯島(道),武 岡田(崇) 中川 ハー ザイ 中川 岡田(崇) 柴田(美)

英語表現I 英語I 理科総合 基礎数学Ⅱ 国語I 基礎数学Ia HR（〜13:50） 保健・体育I 建築概論 基礎数学Ia

岡田(晃) 杉山 ハー ザイ 中川 柴田(美) 神代 有坂(夏) 長田 本多,佐藤(篤),大島(隆),大和,崔,
小林(基),中島,加藤(浩),文野

神代

保健・体育Ⅱ 微分積分Ⅰa 化学Ⅱ 微分積分Ⅰa 線形代数I 機械工作法Ⅰ 現代社会と倫理 国語Ⅱ HR（〜13:50） 工業力学Ⅰ 物理Ⅱ 英語Ⅱ 英語Ⅱ 機械製図Ⅱ 情報処理
視聴覚室 情報セキュリティ実習室2 視聴覚室 機械製図室 第１演習室

小原 須甲 上村 須甲 佐藤(宏) 田中(好) 上野 小原 那須 加藤(清) 有坂(夏) 飯塚 山下

プログラミング 電気回路Ⅰ 化学Ⅱ ディジタル回路Ⅰ 現代社会と倫理 微分積分Ⅰa 電気電子演習Ⅱ 微分積分Ⅰa HR（〜13:50） 物理Ⅱ 創造工学実験Ⅱ 線形代数Ⅰ 英語Ⅱ 保健・体育II
第2演習室 視聴覚室 セミナー3 HR 多目的メディア

小林 今成 今成 上野 長峰(孝) 井上 長峰(孝) 長峰(孝) 佐藤(宏) 有坂(夏) 前原

電気回路Ⅰ プログラミング 電気電子演習Ⅱ 微分積分Ⅰa 現代社会と倫理 ディジタル回路Ⅰ 国語Ⅱ 微分積分Ⅰa HR（〜13:50） 保健・体育II 線形代数Ⅰ 英語Ⅱ
第2演習室

今成 小林 井上 長峰(孝) 上野 今成 佐藤(真) 長峰(孝) 加藤(清) ラホック,笠原,飯島(洋),長尾 前原 佐藤(宏) 有坂(夏)

化学Ⅱ 物理Ⅱ 微分積分Ⅰa 線形代数Ⅰ 国語Ⅱ 現代社会と倫理 英語表現Ⅱ HR（〜13:50） 物質工学入門 英語Ⅱ 微分積分Ⅰa 無機化学Ⅰ 化学演習Ⅰ 保健・体育II
情報セキュリティ実習室2 視聴覚室

上村 加藤(清) 須甲 佐藤(宏) 吉村 杉山 飯島(道),武 有坂(夏) 須甲 川越 上田,西井,植田 増山(舜)

英語Ⅱ 保健・体育Ⅱ 線形代数Ⅰ 建築構造システム 建築構造力学Ⅰ 英語表現Ⅱ 建築計画ⅠA HR（〜13:50） 創造演習ⅡA 創造演習ⅡA 微分積分Ⅰa 微分積分Ⅰa 化学Ⅱ 物理Ⅱ
一般製図室 一般製図室

有坂(夏) 長田 佐藤(宏) 大島(隆) 本多 吉村 平岡 吉村 崔 崔 長峰(孝) 長峰(孝) 上村 加藤(清)

英語Ⅲ 機械工作法Ⅱ 機械設計製図Ⅰ 線形代数Ⅱ 英語Ⅲ 材料学 日本語 国語Ⅲ 保健・体育Ⅲ HR（〜13:50） 日本事情 微分積分Ⅱ 科学技術倫理 工業力学Ⅱ 応用物理 コラボワークⅡ
１階多目的ホール 第１演習室 １階多目的ホール 多目的メディア 多目的メディア

関根 田中(好) 川村 佐藤(宏) 関根 今泉 山崎　　　　　↓
　情報セキュリティ実習室２

小原 山下 長峰(孝) 上野　　　　　↓
　　　　管理棟会議室

山下 増山(知)

応用物理 電子回路 保健・体育Ⅲ 電気回路Ⅱ 国語Ⅲ 電気電子演習Ⅳ アルゴリズムとデータ構造 英語Ⅲ 線形代数Ⅱ HR（〜13:50） 英語Ⅲ 電磁気学Ⅰ 微分積分Ⅱ 科学技術倫理
情報セキュリティ実習室2 情報セキュリティ実習室2 情報セキュリティ実習室２ 第2演習室 情報セキュリティ実習室2

小原 長尾 笠原 平田 関根 須甲 李 関根 床井 岡田(崇)

電気回路Ⅱ 保健・体育Ⅲ アルゴリズムとデータ構造 電気電子演習Ⅳ 線形代数Ⅱ 英語Ⅲ HR（〜13:50） 電磁気学Ⅰ 微分積分Ⅱ 英語Ⅲ
第2演習室

長尾 小原 平田 笠原 須甲 関根 田中 床井 岡田(崇) 関根

線形代数Ⅱ 実用英語I 有機化学Ⅱ 英語Ⅲ 無機化学Ⅱ 物理化学Ⅰ 保健・体育Ⅲ 微分積分Ⅱ HR（〜13:50） 生物化学 科学技術倫理 応用物理 国語Ⅲ
１階多目的ホール 多目的メディア 情報セキュリティ実習室２

佐藤(宏) 岡田(晃) 亀山 関根 武 渥美 小原 岡田(崇) 飯島(道) 上田 上野　　　　　↓
　　　　管理棟会議室

山崎

線形代数Ⅱ 英語Ⅲ 建築構造力学Ⅱ 福祉住環境 実用英語I 微分積分Ⅱ 国語Ⅲ 科学技術倫理 HR（〜13:50） 建築設計ⅠA 建築設計ⅠA 保健・体育Ⅲ
多目的メディア

須甲 関根 中島 崔 有坂(顕) 神代 山崎　　　　　↓
　情報セキュリティ実習室２

上野 大和 小林(基),加藤(浩) 小林(基),加藤(浩) 小原

熱力学 電気工学概論 水力学Ⅰ 英語表現Ⅲ 機械設計製図Ⅱ プレラボ 材料力学Ⅱ 英語Ⅳ
機械製図室

飯塚 鈴木(栄) 増淵 岡田(晃) 那須 山下,伊澤,増淵,川村,那須,加藤
(岳),日下田,飯塚,今泉

伊澤 有坂(顕)

電気電子演習Ⅴ 計測工学 制御工学Ⅰ 英語Ⅳ 電子デバイス 応用数学 英語表現Ⅲ 電力工学 電磁気学Ⅱ
セミナー3 多目的メディア 情報セキュリティ実習室２ 情報セキュリティ実習室２ 多目的メディア 視聴覚室 情報セキュリティ実習室2 4F多目的ホール

久保 笠原 有坂(顕) 鹿野 中川 岡田(晃)

制御工学Ⅰ 計測工学 電子デバイス 英語Ⅳ 英語表現Ⅲ 応用数学

笠原 久保 鹿野 有坂(顕) 岡田(晃) 中川

有機化学Ⅲ 生物工学Ⅰ 物理化学Ⅱ 化学工学Ⅱ 英語Ⅳ 化学演習Ⅱ 英語表現Ⅲ 高分子化学
通年

亀山 髙屋,笹沼 渥美 田中(孝) 有坂(顕) 酒井,西井 岡田(晃) 飯島(道)

建築環境工学Ⅰ 建築計画Ⅱ 建築構造力学Ⅲ 鉄筋コンクリート構造 英語Ⅳ 応用数学 英語表現Ⅲ

佐藤(篤) 小林(基) 大和 本多 有坂(顕) 須甲,中川 岡田(晃)

水力学Ⅱ 制御工学 人間と科学I（地理学I） 流体機械 人間と科学I（法学I） 熱機関 環境科学 第二外国語I 第二外国語Ⅱ 英語演習B 機械力学 保健・体育Ⅱ 生産工学 伝熱工学
４階多目的ホール 視聴覚室,多目的メディア 1F多目的ホール 1F多目的ホール 視聴覚室

増淵 カマル 鈴木(栄) 飯塚 吉村 日下田 川村 加藤(岳)

新エネルギー発電/信号処理
高電圧工学

応用制御工学
光波工学 英語演習B 熱力学 電気電子実践英語 情報理論 電気電子製図

環境エネルギー工学実験
制御システム工学実験
情報デザイン工学実験

電磁波工学

情報セキュリティ実習室1,セミナー3 セミナー2,セミナー3 セミナー3 多目的メディア セミナー3 セミナー3 セミナー3 セミナー3 セミナー3
李,平田 田中、井上 山田 吉村　　　　　↓

　　　１階　多目的ホール
渡邉 山田 飯島(洋) 鹿野 渡邉,田中(昭),李,平田,井上,ラ

ホック,大島(心),飯島(洋),干川

大島(心)

卒業研究ゼミナール 環境有機化学 機器分析 人間と科学I（歴史学I） 無機材料 英語演習B 生物工学Ⅲ プロセス工学
多目的メディア 視聴覚室

渥美,髙屋,武,上田,笹沼,酒井,飯島
(道),田中(孝),西井,川越,加島

西井 酒井 川越 上田 加島

建築施工 建築意匠 建築法規 建築史Ⅱ 建築応用力学 建築環境工学Ⅱ 建築ゼミナール 構造設計 建築計画Ⅲ

川上 小林(基) 市川 安高 大和 佐藤(篤) 本多,佐藤(篤),大島(隆),大和,崔,
小林(基),中島,加藤(浩),文野

本多 加藤(浩)

機械工学ゼミナール 応用英語１ 複素関数論 応用科学 機械工学専攻演習 応力解析特論 日本語概説 計算力学
4F多目的ホール 4F多目的ホール 1F多目的ホール 第１演習室 第1演習室 1F多目的ホール

今泉,田中(好),山下,伊澤,増淵,川
村,那須,鈴木(栄),加藤(岳),日下
田,飯塚

山下,今泉,増淵,那須 川村 山下

電気電子創造工学演習 ロボット工学特論 情報セキュリティ論 システム制御論 電磁エネルギー工学
セミナー2 セミナー3 セミナー3 セミナー2

小林(康) 井上 干川 笠原,北野 渡邉,鈴木(真)

腐食工学 物質工学ゼミナールⅠ 情報処理 生物機能化学 分子構造論
第2演習室

武 加島,飯島,笹沼,西井 笠原 上田 酒井

建築高機能材料工学 鉄筋コンクリート構造論 環境デザイン論 都市防災論

文野 本多 佐藤(篤) 大和

技術者倫理 産業財産権 計算力学
4F多目的ホール 1F多目的ホール

山下

ロボット工学特論 情報セキュリティ論 システム制御論 電磁エネルギー工学
セミナー3 セミナー3 セミナー2

井上 干川 笠原,北野 渡邉,鈴木(真)

物質工学ゼミナールⅡ 生命工学

飯島,上田,加島,西井 笹沼

建築ＣＡＤ・ＣＧ 建築高機能材料工学 鉄筋コンクリート構造論 環境デザイン論 都市防災論

大島(隆) 文野 本多 佐藤(篤) 大和

※卒業研究および特別研究については，指導教員の指示の下，上記時間割のうち科目履修のない時間帯に実施する。
(卒業研究および特別研究の一部が記入されている学科は，その時間の活用も含めて指導教員の指示の下必要な時間を確保し実施する。）

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

1M （担任）
有坂(顕) 長田,増山(知),川村,亀山,渥美,中

島,干川,床井,大和

※M,EE,C,A合同
1L （担任）

神代

山崎 森下 森下、増山(知)、上村

1A （担任）
有坂(夏)

1C （担任）
中川

化学基礎実験
物質工学基礎実験室

柴田(洋)

↓
セミナー３

長峰(博)

↓
視聴覚室

森下 森下、増山(知)、上村 柴田(洋)

↓
セミナー３

コラボワークⅠ
ものづくりセンター

田中(好) 佐藤(真) 有坂(夏)

2L （担任）
長峰(孝) アクティブデータ実験室

イノベーションエリア
第1演習室,第2演習室
ものづくりセンター

上村 加藤(清)

2M （担任）
小原

工作実習Ⅰ（13:50〜）

コミュニケーション
リテラシーⅡ

山崎

↓
情報セキュリティ実習室

２1R （担任）
関根

上野

2A （担任）
吉村

3M （担任）
山下

工作実習Ⅱ（〜15:25）

多目的メディア
1F多目的ホール,4F多目的

ホール
第1演習室,第2演習室

ものづくりセンター,第3演習室

多田 多田

（13:55〜）

柴田(美),岡田(晃),有坂(顕),杉
山,

有坂(夏),関根,山崎,吉村

※M,EE,C,A合同

飯島(洋),増淵,飯塚,平田,上田,
西井,増山(知),加藤(浩)

※M,EE,C,A合同

↓
２年生教室

2R （担任）
加藤(清)

2C （担任）
杉山

分析化学実験
物質工学基礎実験室

髙屋,笹沼 佐藤(真)

今泉

3L （担任）
李

創造工学実験Ⅲ
アクティブデータ実験室、エネルギー変換実験室、電磁気実験室

加藤(清) 飯島 佐藤(真) 上野 高屋,増山,森下,飯島,加藤(岳),
床井,加島,小林(基)

↓
情報セキュリティ実習室２

多目的メディア
1F多目的ホール,4F多目的ホール

第1演習室,第2演習室

※M,EE,C,A合同

小林,山田,久保,鹿野,ラホック,干川

3R （担任）
田中

3C （担任）
飯島(道)

物質工学実験Ⅱ
物質工学基礎実験室・生物工学実験室

柴田(洋) 渥美,飯島(道),亀山,川越,西井,植田

3A （担任）
大和

創造演習ⅢA

大島(隆),大和,文野,本多

4M （担任）
川村 法学

（リベラル・アーツ）

「キャリア設計活動※」

※不定期で関連する説明
会・セミナー等を開催
日程等はHR掲示等で確認
してください。

機械工学実験Ⅰ

工学英語
（リベラル・アーツ）

歴史学
（リベラル・アーツ）

哲学
（リベラル・アーツ）

文学
（リベラル・アーツ）

飯塚,今泉,伊澤,増淵,加藤(岳)

4L （担任）
ラホック

創造工学実験Ⅳ

アクティブデータ実験室
エネルギー変換実験室

電磁気実験室
第2演習室, 第3演習室

井上 柴田

↓
講義棟講義室

※M,EE,C,A合同
4R （担任）

山田 北野,鈴木,井上,今成,渡邉,長尾

4C （担任）
加島

材料化学実験・生物工学実験

加島,酒井,武,田中,髙屋,笹沼

4A

岡田(一)

↓
視聴覚室

※M,EE,C,A合同

李 鈴木 有坂(顕)

↓
講義棟講義室

※M,EE,C,A合同

長峰(博)

※M,EE,C,A合同

上野

↓
講義棟講義室

※M,EE,C,A合同

池田

↓
講義棟講義室

※M,EE,C,A合同

岡田(一)

↓
視聴覚室・講義棟講義室

※M,EE,C,A合同

ラホック,加藤(岳),伊澤,飯塚,佐藤
(篤),鹿野,平田,武,西井,植田,堀

※M,EE,C,A合同

（担任）
大島(隆)

創造演習ⅣA 建築設計ⅡA

本多,佐藤(篤),小林(基),中島,永盛 慶野

（担任）
川越 長峰(博)

↓
５Ｃ教室

※M,EE,C,A合同

吉村

5A （担任）
本多

補足 ※5年生は、上記時間割に加えて「卒業研究」の単位（時間）数の授業時間を確保する必要があります。上記時間割の科目が入っていない時間は、授業がない（登校の必要がない）訳ではありませんので注意してください。

幅野 幅野 鈴木(栄),森 長田,小原,廣瀬,前原,増山(舜)

※M,EE,C,A合同

5EE
（担任）
大島(心)
干川

環境エネルギー工学実験/
制御システム工学実験/情報デザイン工学実験

第2演習室, アクティブデータ実験室, 電磁気実験室, ネットワーク演習室

渡邉,田中(昭),李,平田,井上,ラホック,大島(心),飯島(洋),干川

5C

5M （担任）
那須

メカトロニクス実験 機械設計製図Ⅲ（〜15:25）

鈴木(栄),日下田

柴田(美) 伊澤,天谷,神谷,野原,花田,福田,八木,伊藤

1SEE
（コース主任）

井上

電気電子創造工学実験
第2演習室,第3演習室
小林(康),鹿野,平田,大島

1SC （コース主任）
笹沼

物質工学専攻実験

1SM （コース主任）
日下田

機械工学専攻実験 システムデザイン/経営工学
1F多目的ホール

吉村

↓
１階　多目的ホール

高橋,佐藤(宏)

↓
１階　多目的ホール

伊澤,田中(好),加藤(岳),飯塚 大谷

武,笹沼,田中(孝),酒井,髙屋,加島

1SA （コース主任）
加藤(浩)

2SM （コース主任）
日下田 上野,武内 橋本

2SEE
（コース主任）

井上

2SC （コース主任）
笹沼

2SA （コース主任）
加藤(浩)

地域設計Ⅱ

大島(隆)

赤枠箇所 授業実施場所変更しました。


