
曜日

時限
学期 学科

翻訳教室B 次の科目は,学籍番号によって 次の科目は,学籍番号によって 日本の近代 次の科目は,学籍番号によって 次の科目は,学籍番号によって 次の科目は,学籍番号によって 次の科目は,学籍番号によって 映像文化論（大岡山） ミュージックサウンド入門 芸術言語論 次の科目は,学籍番号によって グローバルな正義 次の科目は,学籍番号によって

W931 (*金子 靖） 申告番号が異なります。 申告番号が異なります。 W933 (猪瀬 直樹) 申告番号が異なります。 申告番号が異なります。 申告番号が異なります。 申告番号が異なります。 Ｗ321 (河野 士洋） W931 (吉本, *田中) 申告番号が異なります。 W621 (*浦山 聖子) 申告番号が異なります。

879 注意してください。 注意してください。 852 注意してください。 注意してください。 注意してください。 注意してください。 868 862 859 注意してください。 注意してください。

学籍番号'06～'11／'05以前 歌舞伎の美学 学籍番号'06～'11／'05以前 学籍番号'06～'11／'05以前 学籍番号'06～'11／'05以前 映像文化論（すずかけ） 学籍番号'06～'11／'05以前

W241 (*おくだ 健太郎） アカデミック・ライティング　BＩＩ　

860 H114B  (時田アリソン） 858 <文系基礎科目> 文系ゼミ第二

W321 (木山 ロリンダ） 2906／3903

2922／3900 精神医学入門 日本思想史 ※２学期時間割　参照

W541(*松本 聡子) W933 (畑中 健二)

808 ドイツ語会話 (応用・留学ｺｰｽ）Ⅱ  876 115／3615

<文系基礎科目> テニスメンタルマネジメント実習 文系ゼミ第四 (美術）  

 (石井 源信） 2946／3916 古典文学   (髙岸　輝）

論理学第二 W934 (*津島 知明) 357／3742

Ｗ531 (藁谷,　*東) フランス語会話 (応用・留学コース）Ⅱ  126／3624

104／3604 1ラボ (F.ジャン） 文系ゼミ第四 (論理学)  

2956／3919 美術史・美術理論   (藁谷 敏晴）

W241 (高岸 輝) 355／3740

解析学演習Ａ第二 <数地> 代数学概論第二 <数地>  代数学演習Ａ第二 <数地> 中国語会話 (応用・留学ｺｰｽ）Ⅱ 集合と位相第二 <数地> 幾何学演習Ａ <数地> 130／3628 幾何学概論 <数地> 解析概論第二 <数地> 応用解析序論 <数物地>

H116 (宮本 安人) H116 (川内 毅) W322 (*劉 岸麗) H137 (二木 昭人) H137 (河井 真吾) H137 (村山 光孝) H121 (山ノ井 克俊) H121 (村井 隆文) 文系ゼミ第四 (歴史学）  

5016 5004 5013 2974／3924 2976／3925 5002 5014 現代史  5006 5009 5011  (山室 恭子）

量子力学演習第一<物> ドイツ語中級  DW1 現代物理学序論第二 <物地> 熱・統計力学演習第一 <物地> 一般機械工作実習 W521 (*布施 広) 量子力学第一 <数物> 365／3749

Ａ:W241,Ｂ:H135(今村ほか） Ｗ641 (久世, 金森) Ａ:H113,Ｂ:H137 (村上ほか) H111 (古賀 昌久)  (高橋(秀), 大竹) 133／3631 H101 (今村 洋介)

地惑巡検 <地> A:5040, B:5041 2551 5056 A:5045 ,B:5046 5211 教育工学Ⅱ  6446 5039 文系ゼミ第四 (応用・文化人類学）  

石2-318 (上野, 大森) 地球惑星基礎化学 地球惑星物理学序論 <地>  W934  (*野村 泰朗)  (上田　紀行)

5074 ドイツ語中級  DW2 石2-318 (綱川 秀夫) 3511 W531 (*畠山 雄二) 石2-318 (廣瀬 敬) 361／3746

西3-412(*ｻﾄｳ・ｱｽﾄﾘｰﾄﾞ） 5073 134／3632 5072

有機化学第二 2552 化学数学第二 化学基礎演習第三 コンピュータ実習  分析化学第一 化学基礎実験第三 物理化学第二  化学基礎実験第三  文系ゼミ第四 (法学）  

S323 (江口 正) H114A (*谷 温之)  (江口ほか)  (河内, *薄倉） ＜外国人留学生のための科目＞ W611 (小國, 岡田) W611 (江口ほか） 文化社会論  W351 (木口 学) H116 (江口ほか)  (金子 宏直）

5402 フランス語中級  ａ 5412 5420 5417 5411 5416 W541 (上田 紀行) 5409 5416 368／3752

オートマトンと数理言語論  代数系 (演習） １ラボ (三ツ堀 広一郎) 複素解析 計算機科学第一  計算機科学第一  日本語第四 b 代数系  集合と位相第二  集合と位相第二演習  174／3654 確率と統計第二

W833 (田中 圭介) W833 (金, 高沢） 2691 W833 (小島, 高沢） W833 (脇田, 河内) 西7-304 (脇田, 河内) W833 (金, 高沢） W833 (小島 定吉) W833 (鈴木 政尋) 文系ゼミ第四 (環境・外交・政策）  

5530 5507 5527 5527 5506 5504 5505 政治学第二  (蟹江 憲史）

化学反応の速度 中国語中級  ａ 金属・合金の凝固 一般材料力学A W934  (*佐々木　照央） 物理化学 (材）第二  ｂ 材料科学実験第二 W935（*境家 史郎） 電気学第二 材料科学実験第二 371／3755

南8-101 (水流 徹) ２ラボ (劉 岸偉） W521 (*滝口 孝志) 南8-101 (熊井 真次) W521(轟 ほか) 873 南8-101 (河村 憲一)  (鞠谷ほか) 166／3648 H121 (小長井 誠)  (鞠谷ほか)

5726 5731 2891 5730 6538 5708 5703 7158 5703 文系ゼミ第四 (現代社会分析）  

金属の変形（後） 3233 現代技術史  (今田 高俊）

南8-101 (竹山 雅夫） 中国語中級  ｂ H111 (中島 秀人) 362／3747

5715 W332 (*藤田 梨那) 日本語第四  d 114／3614

有機材料物理化学第二  2892 有機化学 (材）第二 物理化学 (材）第二  ａ 文系ゼミ第四 (社会学）  

南8-102 (塩谷 正俊) 南8-102 (柿本 雅明) 3234 南8-102 (淺井 茂雄) 環境・社会論  (橋爪 大三郎）

5805 ロシア語中級  5802 5707 W932 (*伊瀬, *歌川) 360／3745

環境の科学 西9-616 (早坂 眞理） 結晶化学  無機量子化学 化学反応動力学 122／3621

南7-201 (坂井, 宮内) 2791 南7-201 (鶴見, 武田) 南7-201 (矢野, 田中) 南7-201 (田中, 生駒) 文系ゼミ第四 (歴史における科学と社会）  

5909 5904 5903 5902 認知科学  (梶 雅範）

プロセス工学第一 反応工学第一 移動論第三 応用化学実験第二 S011 (徃住 彰文) 物理化学 (工）第二  a 応用化学実験第二 353／3738

S421 (黒田 千秋)  (石曽根ほか） 152/3635  (石曽根ほか）

6141 6126 6135 6102 6111 6102 文系ゼミ第四 (システムマネジメント）  

 (木嶋 恭一）

量子化学 (工） 基礎化学工学  無機化学 (工）第二 366／3750

S421 (鈴木, 桑田) S622,S637,S638 (森, 下山) S421 (高尾 俊郎) 物理化学 (工）第二  b

6136 6116 6121 S421 (岡本 昌樹) 文系ゼミ第四 (社会的意思決定）

基礎工業数学第二 教育情報の多変量解析 6112  (猪原　健弘）

出版ワークショップB W931 (前川　眞一） 370／3754

W936 (*吉田　弘） 　3342

機械の動力学 875 工学数理解析第二 機械振動学第二 機械材料科学第一（前） 制御工学基礎 基礎数値解析 熱科学第二 機械設計製図第一 流体科学第二  機械科学実験第一 文系ゼミ第四 (社会理工学入門）  

I311 (大河ほか) I311 (大熊 政明) I311 (岸本ほか) 石3-310 (伊能 教夫） 石3-310 (花村ほか) I311 (大河, 伏信) 石6-322 (北條ほか) I311 (矢部, 大島)  (中島ほか）  (武藤 滋夫）

映像メディアとジェンダー 6439 6418 6426 6420 6440 6433 6410 6430 6403 369／3753

H112 (*鷲谷 花) 材料力学第二（後） 電気回路実習

857 I311 (岸本, 因幡) 石3-405 (高橋(秀)　ほか）

6423 6448

エネルギーと流れ第二  工学数学第二  設計と生産の工学第一  変形と振動の力学第二  

機械知能学習室 (佐藤ほか) 機械知能学習室 機械知能学習室  (齋藤 (義）ほか） 機械知能学習室 (井上ほか) →水曜5-6限移動

6550  (山崎, 齋藤 (滋） ) 6548 6553

構造制御学 物理数学応用 宇宙工学基礎  機械制御学 振動工学 材料機能システム学  機械宇宙学実験第一 実在流体力学 熱物質移動論

I122 (堀内 潔) I122 (古谷ほか) I122 (横田, 吉田) I122 (高原 弘樹) I122 (吉野, 山本)  (学科長ほか） I121 (宮内ほか) I121 (井上 剛良)

6605 6606 6626 6623 6621 6629 6615 6619

線形システム論（前）

S633 (山下 幸彦)

7836 7848 7842 7832 7842

電磁気学（国際開発）（後）

S633 (高田 潤一)

7822 7834 7846 7834

ロボット工学第一 メカトロニクスラボ 加工学基礎  計測制御数学第二 画像と信号の処理  メカトロニクスラボ

S512 (山北, 塚越) S512 (大山ほか) S512 (平田 敦) S512 (北川, 三平) S512 (奥富, 大山) 石3-310 (大山ほか)

6712 6714 6713 6711 6709 6714

工業心理学  確率モデル マーケティング管理  オペレーションズ・リサーチ  材料力学概論Ａ 情報システム基礎実験  電気学第二 数理工学第二  

西9-311 (梅室 博行) W935 (*清, 田中) W934 (鍾 淑玲） W934 (水野ほか) S632 (中村 春夫) 西9-311 (飯島ほか) H121 (小長井 誠) W935 (中田ほか)

6837 6804 6825 6809 6539 6810 7158 6803

プログラム実習（a） 半導体物性 （a） プログラム実習 (b) 電気電子工学実験第２ プログラム実習 (b) プログラム実習 （a） 応用確率統計 （a） 回路理論 （a） 電磁気学Ⅱ （a） 電気電子工学実験第２ 先端ネットワーク工学(水曜午後）

VLSI設計室 (西山, 金澤) S622 (渡辺 正裕) VLSI設計室 (宮本(智), 竹内)  (荒井ほか) VLSI設計室 (宮本(智), 竹内) VLSI設計室 (西山, 金澤) S631 (荒木 純道) S631 (菅原 聡) S612 (廣川 二郎)  (荒井ほか) S423 (*長谷川ほか)

7120 7127 7121 7176 7121 7120 7109 7165 7118 7176 7182

半導体物性  (b) 応用確率統計 (b) 回路理論  (b) 電磁気学Ⅱ  (b)

S621 (内田 建) S223 (阪口 啓) S511 (中村 健太郎) S223 (岩本 光正)

7128 7110 7166

電気回路基礎論 アセンブリ言語 (E) 数理論理学  Ｅ 計算機論理設計  Ｅ 情報実験第二  Ｅ オートマトンと言語  Ｅ プログラミング第二  Ｅ 数値計算法  Ｅ 数理論理学  Ｅ オートマトンと言語 Ｅ 通信理論  Ｅ

S621 (権藤 克彦) W933 (西崎 真也) S223 (國枝 博昭) 計算機室 (徳永, 飯田) W631 (篠田 浩一) W641 (徳永 健伸) S222 (府川 和彦)  (演習）W641  (演習）W641 S512 (山田 功)

7251 7249 7213 7217 7267 7215 7219 7246  (西崎 真也)  (篠田 浩一) 7240

7213 7215

数理論理学  Ｏ 情報実験第二  Ｏ 通信理論  Ｏ 計算機論理設計  Ｏ プログラミング第二  Ｏ 数理論理学  Ｏ オートマトンと言語 Ｏ 数値計算法  Ｏ

W631 (米崎 直樹) 計算機室 (徳永, 飯田) S222 (坂庭 好一) S222 (金子 晴彦) W631 (一色 剛) W641 (徳永 健伸)  (演習）W611  (演習）W611 W621 (小池, 長谷川)

7214 7268 7241 7216 7218 7220  (米崎 直樹）  (金子 晴彦) 7247

7214 7216

構造力学第一 工業数学第二・演習  インフラストラクチャーの計画と設計  土質力学第二  空間デザイン 水理学第一  工学と環境Ⅱ 測量学実習

H114AB (廣瀬 壮一) 【Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅵ類の H111 (中村, 木内) M113 (屋井ほか) 【Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅵ類の M5会議室 (Anilほか） M111 (北詰　昌樹) M111 (二羽ほか) M111 (石川 忠晴) M111 (石川, 木内)  (鼎 信次郎)

7503 学科が受講】 7527 7529 学科が受講】 7546 7513 7519 7507 7537 7524

建築計画第一 国コミⅡ　上記参照 基礎工業数学第二 建築環境設備学第二 建築設計製図第二 建築材料構法第一  建築計画演習  建築構造力学第一 建築意匠 建築設計製図第二 建築構造力学第一  西洋建築史  建築法規 建築環境

M113 (宮本, 斎尾) a:W521 (*滝口 孝志） M114 (藤井(修）, 湯淺) M011 (大佛ほか) M113 (横山, 三上)  (大佛ほか) M114 (小河ほか) M113 (塚本 由晴) M011 (大佛ほか) M114 (小河ほか) M114 (藤岡 洋保)  (*郡司 洋介）  (*岩村 和夫 ）

7613 5148 7620 7602 7616 7638 7626 7610 7602 7626 7606 7634 7611

マクロ経済学第一 協力ゲーム理論 歴史方法論 住環境計画論 景観学概論 空間計画設計演習第二 コラムiランド

四大学講義室(金子 昭彦) 四大学講義室 (武藤 滋夫) W932 (山室 恭子) W932 (真野 洋介) W931 (齋藤 潮) 西9-511製図室 （中井ほか）  (山室 恭子) 

7710 7708 7732 7712 7738

7762

生体分子分析化学 生物学第二  基礎生命理工学演習 (生命科）第二 有機化学 (生命科）第二  生命科学基礎実験第二  物理化学 (生命科）第二  分子生物学第二  

【Ⅳ・Ⅴ・Ⅶ類の H111 (*荒川 秀俊) S631 (田中, 立花) J221 (す) (工藤ほか） B223 (す) (関根, 湯浅） B1-301,B2-325,B2-326 (す) (各教員） W531 (有坂, 長田) W531 (岩﨑ほか)

学科が受講】 8160 8114 8180 8109 8102 8104 8112

環境化学工学 有機化学 (生命工）第二  基礎生命理工学演習 (生命工）第二 生命工学概論第二  生命工学基礎実験第二  物理化学 (生命工）第二  

H121 (丹治, 福居） H121 (北爪, 占部) B223 (す) (濱口ほか） B1-302，B1-305，B1-306 (す） (各教員） B1-302，B1-305，B1-306 (す） (各教員） W323 (櫻井ほか)

8218 8213 8286 8216 8202 8205 8209

統計力学

南7-201 (武田, 須崎)

5928

3166

英語４　42-RW

W936 (*稲葉 麻里子)

2192

英語４　45-RW

W631 (*木村 政則)

2190

W332 (*松中 完二)

2191

生涯スポーツ実習f  Ｓ

W321 (上西 哲雄)

地惑実験

各教員

英語４　41-RW

生涯スポーツ実習d  Ｓ

H101 (上田ほか)

 (中村ほか)

英語４　31-LSA

英語４　32-LSA

英語４　35-LSA

地球惑星物質学序論 <地>理論言語学  

S631 (佐藤 満)

5322

884

2181

809

Media and Journalism in Japan B

文明セ (*L.Birmingham)

英語４　28-LSB

熱・統計力学第一 <物地>

2180

W931 (*J．ミッチェル)

英語４　29-LSB

英語４　30-LSA

英語４　37-LSA

W611 (木山 ロリンダ)

石2-318 (長井, *佐々木)

2149

2182

英語４　34-LSA

電磁気学第二 <物地>

 W321 (谷岡 健彦)

2183

情報技術と人間・社会

１ラボ (石原 由貴)

英語４　38-LSA

2187

2179

S421 (松本 秀行)

日本事情第四  

2954／3918

H115 (廣瀬,*西村)

英語４　33-LSA

W351 (H．デフェランティ)

W934 (田村 斉敏)

英語４　39-RW

H114A (L．モートン)

W935 (原田 大介)

2189

英語４　40-RW

2186

２ラボ (*小泉 朝子)

4ラボ (*宮本 朋子)

W323 (*近藤 真彫)

英語４　44-RW

2194

S512 (藤田 政之)

フィードバック制御

石2-318 (横山 哲也）

5340

メディアアート技法

W936　(中嶋ほか)

英語４　26-LSB

2177

W932 (*山田スーザン)

4ラボ (市川 伸二)

英語口頭表現演習BＩＩ  1

水1（石川 国広）　3131

水2（小谷 泰則） 3134

英語１　再履修

2924/3926

S421 (伊東, 下山)

2184

W621  (小川 高義)

2185

3232

W322 (*劉 岸麗)

エスペラントの世界Ｂ

3514

英語４　36-LSA

学習メカニズムの数理モデル  

W933 (中川 正宣)

3353 W831 (西條 美紀)

W935 (野原 佳代子)

W936 (*山田スーザン)

英語４　1-LSB 英語４　13-LSA　

材料科学

S638 (久保内 昌敏)S421 (鈴木, 関口)

6170

S634  (薩摩 竜郎)

英語４　9-LSA　 英語４　21-RW

S322 (原田 大介)

2156

英語４　19-RW

英語４　18-RW

英語４　20-RW

S621 (谷岡 健彦)

S622 (石曽根, 東原)

6203

S421 （権藤 克彦）

空間システム特別演習第一国土・地域計画論

W932 (津々見, *大西)

2170

7168

W322 (*高橋 章)

　火1　（中村 正道）　3121

　火2　（石川 国広）  3124

　生涯スポーツ実習ｂ  

S423 (千葉 明）

英語４　11-LSA　

2162

英語４　24-RW

W934 (樋口 洋一郎)

英語４　25-RW

W641 （*松瀬　育子）

１ラボ (*高橋 美弥子)

2158

英語４　6-LSＡ

英語４　上記参照

M113 (二羽 淳一郎)

コンクリ－ト工学

7516

2175

英語４　10-LSA　

S612 (田村 斉敏)

南8-101 (中村 吉男)

5717

化工計算機演習第一

S423 (関口, 森)

南7-201 (柴田 修一)

有機化学 (工）第三 a  

有機化学演習 (高）第二

W331 (*三井 礼子)

2944／3915

基礎工業数学第二 a

3244

＜外国人留学生のための科目＞

固体物理学第２

３ラボ (*原賀 真紀子)

W541 (木嶋 恭一)

Ｗ323 (時田アリソン)

2910／3905

西3-412 (*ｻﾄｳ・ｱｽﾄﾘｰﾄﾞ)

結晶回折 

中国語会話 (入門・基礎ｺｰｽ）Ⅱ

5906

W932 (*山本,*内山）

H113 (*久木田 直江）

853

6131

S422 (岡本ほか）

移動論第二

5506

電磁気学（地惑）

　火1　（中村 正道）　3121

a:W521 (*滝口 孝志）　 5148

　生涯スポーツ実習ｂ  

5337

854

2914／3907

1ラボ (F.ジャン）

878

ビジュアルアーツワークショップ

(*ズザネ・マイヤー）

Creative Engineering for Ecological Art

Ａ:H137,Ｂ:W323 (西森ほか)

物理数学演習第二 <物地>

7 8

（*Adam Broinowski）

集中講義
10

映像応用ワークショップ

学籍番号'06～'11／'05以前

B226(す) (*野網 摩利子）

9

883

パフォーマンスワークショップＢ

882

885

863

芸術ワークショップ2011B

（*鈴木　昭男）

（*Tanja Beer）

97 51

5518

W833 (間瀬 茂)

62 43

生涯スポーツ実習ｂ  

金1　（須田 和裕）　3151

S222 (高橋 宏治）

制御工学（電気電子)　a

W933 (濱口ほか)

プロジェクトマネジメント（後）

7119

W932 (大和 毅彦）

S631 (工藤ほか)

生物化学 (生命工）第二  

78487836

環境情報・統計概論（後）

7832

7846

S633 (花岡ほか)

　火2　（石川 国広）  3124

S612 (阿部 直也)

金1　（須田 和裕）　3151

S632 (神田 学)

7840

W931 (*Ｊ．ミッチェル）

2157

2154

2164

H114B (*S.サイモン)

2152

物理数学（前）

英語４　2-LSB

W332 (*P．ネルム)

2151

H114A  (L．モートン)

　木2　（中村 正道）  3144

I311 (武田, 松浦)

S632 (小川 高義)

6612

I122 (轟ほか)

英語４　14-LSA

2163

6419 【Ⅳ・Ⅴ・Ⅶ類の学科が受講】

Ｗ351 (*Ｐ．ネルム)

2176

W322 (*S.サイモン)

近代日本の思想と文学

申告番号が異なります。

　生涯スポーツ実習ｂ  

　木1　（石井 源信）　3141H111 (高橋 世織)

2178

5043

W241 (村上 修一)

現代アートワークショップＢ

(*ズザネ・マイヤー）

次の科目は,学籍番号によって【Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅵ類の

学科が受講】

西3-412 (*ｻﾄｳ・ｱｽﾄﾘｰﾄﾞ)

日本語第四  c

 W321 (谷岡 健彦)

W936 (山元 啓史)

フランス語会話 (入門・基礎ｺｰｽ）Ⅱ  

3191

2383

英語３　再履修

5148

6 6

現代アメリカ文化論

学籍番号'06～'11／'05以前

H116 (藤田 隆夫)

W934 (*江崎 聡子)

W932 (野原 佳代子)

情報社会とコミュニケーション

183／3660

ドイツ語会話 (入門・基礎ｺｰｽ）Ⅱ  

8

月 火 水

103

英語４　27-LSB

5 2

倒産処理法

木

10 3 41

学籍番号'06～'11／'05以前

W621 (*山口 エスメ）

金

5 4 102 3 69 187 5

数
学

全
学
科

1

807

B224（す）(*野口 海)

西洋中世の宗教と医学

9 97 88 74 5 6210 1

　
　
　
　

【
平
成
２
３
年
度
　
後
学
期

】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
４
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
期

高
分

無
機

有
機

情
報

化
学

生
命
工

生
命
科

情
報
工
学

電
気
電
子

制
御

シ
ス

経
営
シ
ス

機
械
宇
宙

国
際
開
発

金
属

機
械
科
学

応
化

科学技術者倫理

四大学講義室 (谷口 尚子)

160/3641

化
学
工
学

3 4

物
理

地
惑

現代メンタルヘルス論

2

177／3626

機
械
知
能

化
工

2155

英語４　7-LSA　

2165

2166

実践応用化学第二

W321 （上西 哲雄)

2168

英語４　17-LSA

英語４　15-LSA

2169

2167

３ラボ (*中村 彰)

W351 (H.デフェランティ)

2153

英語４　5-LSB

W331 (時田アリソン)

S638 (石原 由貴)

応力とひずみの基礎（前）

南8-101 (尾中　晋）

S612 (阿部, *堀田)

英語４　4-LSB 環境政策・制度論（前）

英語４　3-LSB

英語４　16-LSA

　月2　（*狐塚 賢一郎） 3114

W631 (小杉 幸夫)

W323  (*矢向 寛子)

英語４　12-LSA　

英語４　8-LSA　

2159

２ラボ (*近藤 章子)

2160

S633 (木山 ロリンダ)

４ラボ (*丸山 令子)

2161

社
工

建
築

測量学  

7523

M111 (室町, *織田)
土
木
・

環
境

7711

W631 (*岡田 俊恵）

2174

H136 (*宇貫 亮)

2173

2172

2171

英語４　23-RW

H115 (*堀 智弘)

英語４　22-RW

S632 (神田 学)

プロジェクトマネジメント（後）

S612 (持丸, 秋田)

環境情報・統計概論（後）

S612 (江頭, はばき)

7840

操作論（後）

S612 (花岡ほか)

S612 (花岡, 高田)

工学数学Ｃ（前）W833 (*笠原 一郎)物理数学（前） 工学数学Ｃ（前）

英語４　43-RW

生涯スポーツ実習ｂ  

　月1　（*井手口 学）  　3111

6128

S421 (伊藤 繁和)

6156

S622 (石曾根 隆）

6107

6106

6207

 (中村ほか)

環境政策・制度論（前）

3164

高分子化学第一

線形システム論（前）

教育情報の多変量解析

 (前川　眞一）

6509

S633 (山下 幸彦)

　木1　（石井 源信）　3141

　木2　（中村 正道）  3144

流体力学（前）

　生涯スポーツ実習ｂ  

7822

　木1　（石井 源信）　3141

7838

操作論（後）

アセンブリ言語 （O)　生涯スポーツ実習ｂ  

6710

2193

S633 (高田 潤一)

2195

　木2　（中村 正道）  3144

7250

水2（小谷 泰則） 3134

オートマトンと言語  Ｏ

水1（石川 国広）　3131

生涯スポーツ実習ｂ  

英語４　上記参照

8106

ミクロ経済学第二

生物化学 (生命科）第二  バイオ情報学

H111（伊藤,黒川）

不規則信号処理と最適化

S512 (田中 正行)

6715

有機化学 (工）第三 b 

S612 (阿部 直也)

7838

7734

流体力学（前）

※科目名の右に（前）とある科目は学期の前半に行われることを表し、（後）とある科目は学期の後半に行われることを表します。

8161

S612 (阿部, *堀田) S612 (持丸, 秋田)

S612 (江頭, はばき)

S633 (花岡, 高田)

電磁気学（国際開発）（後）

学籍番号'06～'11／'05以前

英語口頭表現演習BＩＩ  2

S621 (*J.エイベル)

2915／3908

TOEIC対策セミナー２

B226(す)  (高橋 世織)

注意してください。

121／3620

国際経済論

ファッション政策論

W933 (*服部 哲也）

159/3642

167/3656

統計学応用

科学史第二

W931 (*八耳 俊文)

言語文化演習(英語)　AⅡ

W621 (小川 高義)

2918/3910

2188

H121 (*中村 昌允)

188／3662

交渉の科学

181／3658

オペラへの招待

W241 (*中村 仁)

英語口頭表現演習 AⅡ 1

生涯スポーツ実習f  Ｃ

 (石川ほか)

3165

生涯スポーツ実習b  Ｓ

2909／3904

金2　（丸山 剛生）  3154

英語口頭表現演習ＡII 2

 (*班 忠義）

3082

3163

3099

 (石川ほか)

(須田ほか）

各教員

Ａ: 5052 ,Ｂ: 5053

地惑実験

スポーツ実習Ⅱ（申告専用）

健康科学（申告専用）

生涯スポーツ実習b  Ｃ

　生涯スポーツ実習ｂ  

　火1　（中村 正道）　3121

　火2　（石川 国広）  3124

留学対策セミナー (口頭表現）

865

生涯スポーツ実習ｂ  

　月1　（*井手口 学）  　3111

　月2　（*狐塚 賢一郎） 3114

物理数学第二

W241(西森 秀稔)

【Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅵ類の

学科が受講】

7702 7714

生涯スポーツ実習ｂ  

5049

H111 (山崎 太郎）

110／3610

W935 (金子 宏直)

7167

制御工学（電気電子）　b

学情センター３階第２演習室(赤間 啓之)

7709 7722

金2　（丸山 剛生）  3154

Civil Engineering English 1 生涯スポーツ実習ｂ  

(時空間ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ各教員)

統計学（社工）

856

プログラミング応用

 (中村ほか)

W933 (薩摩 竜郎)

3161

生涯スポーツ実習d  Ｃ

 (石川ほか)

3162

（石井ほか）

5322


