
2022年度　前期　　教員別時間割表 【基礎・教養教育センター】

　 　　　　　　　曜日･時限

　　　教員 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

教授 人文社会 現代社会講座 社会学 ﾏｽﾒﾃﾞｨｱ論 ﾏｽﾒﾃﾞｨｱ論

常 三浦　直子 科学演習 （月/木） （水/金） （月/木） （金/月）

（倫理） 3全（U以外） 1工・創・N 2全（U以外） 3全（U以外） 3D 2全（U以外） 2全（U以外）

教授 ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 人文社会 現代社会講座 比較文化論 文学 ｺﾝﾃﾝﾂ文化論 ｽﾀﾃﾞｨｽｷﾙ

常 師玉　真理 技術 科学演習 （月/木） （水/土） （金/月） （水/土） （木/月）

（D） 2全 3全（U以外） 1工・創・N 2特専 2全（U以外） 3全（U以外） 3D 1D5

基礎教育講師 ｽﾀﾃﾞｨｽｷﾙ ｽﾀﾃﾞｨｽｷﾙ ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ (特)ｽﾀﾃﾞｨｽｷﾙ ｽﾀﾃﾞｨｽｷﾙ ｽﾀﾃﾞｨｽｷﾙ

常 小田切　祐詞 技術 （月/木） （木/月） （火/金）

1B 1C2 2全 2工R情LA 1N1 1A

教授 英語Ⅲ 英語Ⅲ 英語Ⅰ (特)英語Ⅲ

常 大木　富 （金/木） （金/木） （木/水） （木/水）

1E･H･I-6 1V・D・U-2 1全 2全-2

准教授 英語Ⅲ 英語Ⅲ 英語Ⅲ (特)英語Ⅳ 英語Ⅳ 英語Ⅴ 英語Ⅲ 英語Ⅲ

常 岩本　弘道 （月/日） （金/木） （金/木） （木/水） （木/水） （木/水） （木/水） （月/日）

 1M・L-2 1C・R･B･A-5 1V・D・U-6 2全-1 2E・V・D-2 2C・R・N・L-2 2全 1N1

基礎教育講師 英語Ⅱ 英語Ⅲ 英語Ⅲ 英語Ⅲ 英語Ⅳ 英語Ⅳ 英語Ⅳ 英語Ⅴ (特)英語Ⅵ 英語Ⅱ

常 宍戸　章子 （月/日） （金/木） （金/木） （金/木） （木/水） （木/水） （金/木） （木/水） （火/月） （金/木）

1N 1C・R･B･A-2 1E･H･I-5 1V・D・U-5 2C・R・N・L-1 2B・I ・A-1 2M・H 2E・V・D-2 2全1（U以外） 1E･H･I- 3

基礎教育講師 英語Ⅱ 英語Ⅲ 英語Ⅲ (特)英語Ⅲ 英語Ⅳ 英語Ⅴ 英語Ⅴ 英語Ⅴ ReadingⅠ

常 宮城　学 （金/木） （月/日） （金/木） （木/水） （木/水） （木/水） （木/水） （金/木） （月/日）

1V・D・U-2 1N2 1E･H･I-4 2全-1 2E・V・D-1 2C・R・N・L-5 2B・I ・A -1 2M・H-1 1特専

基礎教育講師 英語Ⅱ 英語Ⅱ 英語Ⅲ 英語Ⅲ 英語Ⅲ 英語Ⅴ 英語Ⅴ 英語Ⅴ (特)英語Ⅵ

常 浅川　友幸 （月/日） （金/木） （金/木） （金/木） （金/木） （木/水） （木/水） （木/水） （火/月）

1M・L 1E･H･I- 2 1C・R･B･A-4 1E･H･I-3 1V・D・U-4 2C・R・N・L-1 2B・I ・A -5 2E・V・D-3 2全2（U以外） 3特専

基礎教育講師 英語Ⅱ 英語Ⅱ 英語Ⅲ 英語Ⅲ 英語Ⅳ 英語Ⅴ 英語Ⅴ 英語Ⅴ Listening Ⅰ (特)英語Ⅵ

常 瀧村　裕子 （金/木） （金/木） （月/日） （金/木） （木/水） （木/水） （木/水） （金/木） （木/水） （火/月）

1C・R･B･A-1 1E･H･I-1 1M・L-3 1V・D・U-1 2C・R・N・L-3 2B・I ・A -3 2E・V・D-1 2M・H-2 1特専 2全3（U以外）

基礎教育講師 英語Ⅱ 英語Ⅲ 英語Ⅳ 英語Ⅴ 英語Ⅴ TOEICⅡ

常 河野　智子 （金/木） （金/木） （木/水） （木/水） （木/水） （木/水）

1V・D・U-1 1C・R･B･A-1 2B・I ・A-2 2C・R・N・L-3 2E・V・D-4 3全（U以外） 3特専 3情・V・RT・H 3情・V・RT・H

基礎教育講師 英語Ⅲ 英語Ⅱ 英語Ⅲ (特)英語Ⅳ 英語Ⅴ 英語Ⅴ 英語Ⅴ (特)英語Ⅴ ReadingⅢ TOEICⅠ

常 大平　道広 （月/日） （金/木） （金/木） （木/水） （木/水） （木/水） （金/木） （木/水） （水/火） （木/水）

1M・L-4 1C・R･B･A-2 1E･H･I-1 2全-2 2C・R・N・L-4 2B・I ・A -2 2M・H-3 2全1（U以外） 2特専 3全（U以外）

基礎教育講師 英語Ⅲ 英語Ⅲ 英語Ⅲ 英語Ⅲ 英語Ⅳ 英語Ⅴ 英語Ⅴ （特）英語Ⅱ (特)英語Ⅴ Listening Ⅲ

常 町田　直子 （月/日） （金/木） （金/木） （金/木） （木/水） （木/水） （木/水） （木/水） （木/水） （金/木）

1M・L-1 1C・R･B･A-3 1E･H･I-2 1V・D・U-3 2C・R・N・L-2 2B・I ・A -4 2E・V・D-5 2全 2全2（U以外） 2特専

准教授 健康・ｽﾎﾟｰﾂ 健康・ｽﾎﾟｰﾂ 健康・ｽﾎﾟｰﾂ 健康・ｽﾎﾟｰﾂ 健康・ｽﾎﾟｰﾂ

常 高嶋　渉 科学実習Ⅰ 科学実習Ⅰ 科学実習Ⅰ 科学実習Ⅰ 科学実習Ⅰ

1M 1M 1D 1E 1I 1L 1U 2I

教授 身の回りの 微分積分学 ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ 微分積分学 身の回りの 基礎数学 統計学

常 竹田　裕一 数学 Ⅱ-d ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ入門 Ⅱ-d 数学

(教職・B） 1E2 2R 2B 2R 1B3 1I 3M・E（教職）

教授 身の回りの 身の回りの 機械系数学 基礎数学 機械系数学 微分方程式 微分方程式

常 土谷　洋平 数学 数学 （MT以外） （MT以外）

1L2 3C1 2V1 1V 2M1 2特専 2特専

准教授 機械系数学 身の回りの 基礎数学 基礎数学 数理論理学 身の回りの 数理論理学

常 藤森　雅巳 数学 数学

2V2 1N1 1D 1N 1D 1D1 1I

基礎教育講師 解析学Ⅰ 身の回りの 微分積分学 微分積分学 看護のため 解析学Ⅰ 身の回りの (特）線形 (特)線形

常 谷戸　光昭 （MT・VT以外） 数学 Ⅱ-d Ⅱ-d の数学基礎 （M・V以外） 数学 代数学Ⅱ-a 代数学Ⅱ-a

(U） 1特専 2V2 2N 2N 1U［8回]（0.6） 1特専 1D5 2V 2M

基礎教育講師 身の回りの 身の回りの 微分積分学 機械系数学 微分積分学 基礎数学 身の回りの 代数学 線形代数学

常 沼田　崇宏 数学 数学 Ⅱ-c Ⅱ-c 数学 Ⅰ-b

(教職） 1I1 1N3 2R 2MF 2R 1E 1B2 3M・E（教職） 2R

基礎教育講師 微分積分学 微分積分学 微分積分学 身の回りの 微分積分学 身の回りの 線形代数学 微分積分学 微分積分学

常 菊地　哲也 Ⅱ-c Ⅱ-c Ⅰ-c 数学 Ⅰ-c 数学 Ⅰ-b Ⅱ-c Ⅱ-c

2D 2E 1M2 1B1 1M2(ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ) 1D4 1V 2D 2E

健康・ｽﾎﾟｰﾂ
科学実習Ⅰ

（金/日）

健康・ｽﾎﾟｰﾂ
科学実習Ⅰ

（月/日）

ﾚｸﾚｰｼｮﾝ
ｽﾎﾟｰﾂ

（金/日）

実践ﾌﾟﾚｾﾞﾝ
ﾃｰｼｮﾝ･ｽｷﾙ

（月/金）

現代社会講座
1B・I・D・U

(特）現代社会
講座　2M
（月/木）

対面授業／リアルタイム授業

月 火 水 木 金 土 ／ 曜日時限なし

オンデマンド授業

オンデマンド

Reading&
ListeningB-Ⅰ

（金/木）

Reading&
ListeningA-Ⅰ

（木/水）

科学技術
英語Ⅰ
（水/月）

科学技術
英語Ⅰ
（木/火）

少子高齢化と
社会問題
（水/金）

情報社会と
情報倫理
（金/日）



2022年度　前期　　教員別時間割表 【基礎・教養教育ｾﾝﾀｰ、教職教育ｾﾝﾀｰ、研究推進機構、教育開発ｾﾝﾀｰ、情報教育研究ｾﾝﾀｰ】

　 　　　　　　　曜日･時限

　　　教員 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

教授 基礎電磁気学 基礎力学Ⅰ-d 実感する 基礎電磁気学 物理･化学 物理･化学 基礎力学Ⅰ-d 実感する

常 高橋　正雄 Ⅰ-a 科学Ⅰ Ⅱ-b ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 科学Ⅰ

2C・B-1 1V 1N1 2M 2E・R 2E・R 1V 1M1

教授 基礎力学Ⅰ-c
ｶｰｴｱﾛ

ﾀﾞｲﾅﾐｸｽ
実感する 物理･化学 物理･化学 流体ｼｽﾃﾑ 基礎力学Ⅰ-c 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

常 石綿　良三 ｶｰｴｱﾛ
ﾀﾞｲﾅﾐｸｽS

科学Ⅰ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 工学特論

（V） 1V 3V 1N3 1V・2H 1V・2H MS 1V MS[8回]（0.6）

教授 実感する 物理･化学 物理･化学 基礎力学Ⅰ-c 基礎力学Ⅰ-c 物理学A 物理学A

常 山本　一雄 科学Ⅰ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 1特専（R以外） 1特専（R以外）

1I・D-4・5 1V・2H 1V・2H 1M-1 1M-1 2R 2R

教授 基礎力学Ⅰ-a 物理･化学 物理･化学 実感する 基礎力学Ⅰ-d 物理学C 基礎力学Ⅰ-d

常 神谷　克政 ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 科学Ⅰ

1B1 1V・2H 1V・2H 1E2・1A 1E 1E

准教授 実感する 実感する 基礎力学Ⅰ-d 物理･化学 物理･化学 基礎力学Ⅰ-d

常 栗田　泰生 科学Ⅰ 科学Ⅰ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

1D1 1I・D-3 1M 2E・R 2E・R 1M

基礎教育講師 実感する 基礎力学Ⅰ-c 基礎力学Ⅰ-c 物理･化学 物理･化学 基礎力学Ⅰ-a 実感する

常 門田　英子 科学Ⅰ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 科学Ⅰ

1D5 1M2 1M2 2E・R 2E・R 1R 1L

基礎教育講師 基礎力学Ⅰ-a 基礎電磁気学 基礎力学Ⅰ-ｃ 物理･化学 物理･化学 基礎力学Ⅰ-ｃ 基礎電磁気学

常 格和　純 Ⅱ-a ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ Ⅰ-b

1B2 2M2 1E 2E・R 2E・R 1E 1V

教授 教職概論 物理･化学 物理･化学 実感する 物理･化学 物理･化学 基礎化学Ⅰ-d 基礎化学Ⅰ-d  実感する 化学Ａ

常 三井　和博 [3回](0.2) ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 科学Ⅰ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 科学Ⅰ （金/金）

（教職・R・H・U） 1全（A・U以外） 1V・2H 1V・2H 1C1 2E・R 2E・R 1C 1C 1M2
1特専（R以外）

2R
1U[8回]（0.6）

教授  実感する  

常 藤村　陽 科学Ⅰ

2B1

教授 実感する 物理･化学 物理･化学 実感する 基礎化学Ⅰ-a

常 兒玉　健 科学Ⅰ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 科学Ⅰ

1D2 1V・2H 1V・2H 2B2 1B

教授 教職概論 教育実習Ⅰ 教育実習Ⅱ 教育実習Ⅰ 教育実習Ⅱ 道徳教育の 日本国憲法 法学 法学

常 山本　聡 [6回]（0.4) (事前事後指導) (事前事後指導) (事前事後指導) (事前事後指導) 理論と実践 （水/金） （水/金） （金/月）

（工・創) 1全（U・A以外） 4C・B 4C・B・情 4M･E・R・H 4M･E･創 3工RHBL 2工･創(Eｺｰｽ) 2全（U以外） 3全（U以外） 3全(U以外)

教授 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌｧﾌﾞﾘ 教職概論 教育実習Ⅰ 教育実習Ⅱ 教育実習Ⅰ 教育実習Ⅱ 技術科 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

常 門田　和雄 ｹｰｼｮﾝ特論 [6回](0.4) (事前事後指導) (事前事後指導) (事前事後指導) (事前事後指導) 教育法Ⅰ

（M・E・R・H) MS 1全（U・A以外） 4C・B 4C・B・情 4M･E・R・H 4M･E･創
2M・E・R・H・
（Eｺｰｽ含む）

MS[8回]（0.6）

准教授 人文社会 教職概論 教育実習Ⅰ 教育実習Ⅱ 教育実習Ⅰ 教育実習Ⅱ

常 田辺　基子 科学演習 [6回](0.4) (事前事後指導) (事前事後指導) (事前事後指導) (事前事後指導)

3全（U以外） 1全（U・A以外） 4C・B 4C・B・情 4M･E・R・H 4M･E･創

准教授 教職概論 教育実習Ⅰ 教育実習Ⅱ 教育実習Ⅰ 教育実習Ⅱ 生徒指導と 生徒指導 現代社会講座 心理学

常 佐藤　史緒 [6回]（0.4) (事前事後指導) (事前事後指導) (事前事後指導) (事前事後指導) 進路指導 （月/木） （月/金）

　 1全（U・A以外） 　 　 4C・B 4C・B・情 4M･E・R・H 4M･E･創 　 　 2全（ULA以外） 2L 1工・創・N 3全（U以外） 2全（U以外）

教授 情報と

常 井藤　晴久 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

（情） 1情

常 教授 ITS特論

・ 井上　秀雄

特 （V・大学院） MS 1V

教授 ｽﾀﾃﾞｨｽｷﾙ ｽﾀﾃﾞｨｽｷﾙ

常 伊藤　勝久

（U） 1U1 1U2

准教授

常 前田　篤彦

准教授

常 中尾　教子

助教

常 中嶋　龍彦

助教

常 藤井　みゆき

 2特専(E・R以
外)・3R

自動車工学
概論

[1回]（0.1）

教育ﾊﾟﾌｫｰ
ﾏﾝｽ実践

（集中講義）

教育の方法と
技術 3全
/(特)教育

方法論 4全
[7回](0.5)

（U・A以外）

看護のための
生物･化学基
礎（木/木）

教育の方法と
技術 3全
/(特)教育

方法論 4全
[10回](0.7)
（U・A以外）

現代社会の
心理学
（水/金）

対面授業／リアルタイム授業 オンデマンド授業

月 火 水 木 金 土 ／ 曜日時限なし
オンデマンド



2022年度　前期　　教員別時間割表 【工学部】機械工学科

　　　　　　　曜日･時限

　　　教員 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

教授 流体力学 科学技術

常 木村　茂雄 英語Ⅰ

3M 3M

教授 機械ｼｽﾃﾑ 機械力学Ⅰ (特)機械力学Ⅱ (特)機械 機械応用実験 機械応用実験

常 川島　豪 制御 (特)機械力学ⅡJ 力学入門J

MM 2M1 3M 3M 3M 3M

教授 制御工学 情報ﾘﾃﾗｼｰ

常 小机　わかえ （金/金） （火/火）

3M 3M 1M1

教授 創造設計 創造設計 創造設計 機械応用実験 機械応用実験 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ ﾛﾎﾞｯﾄ工学

常 有川　敬輔 ﾕﾆｯﾄⅠ ﾕﾆｯﾄⅠ ﾕﾆｯﾄⅠ 基礎

3M 3M 3M 3M 3M 2M1 4M

教授 航空宇宙機 機械応用実験 機械応用実験

常 渡部　武夫 構造力学

3M 3M 3M

教授 飛行力学 航空宇宙 航空宇宙

常 照井　冬人 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

3M 3M 3M

教授 機械製図基礎 機械製図基礎 技術科 熱力学Ⅰ 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 先端熱流体

常 佐藤　智明 教育法Ⅲ 力学特論Ⅰ

（教職・E・R・H） 2M・E 2M・E
3M・E・R・H（教
職）（Eｺｰｽ含)

2M1 MS[8回]（0.6） DS

准教授 生産加工学 創造設計 創造設計 創造設計 *Stop the CO2 Stop the CO2

常 今井 健一郎 ﾕﾆｯﾄⅠ ﾕﾆｯﾄⅠ ﾕﾆｯﾄⅠ 入門　6回（0.4） ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ

3M 3M 3M 3M 1全（U・A以外） 2全（U・A以外） 3全（E・U・A以外）

准教授 高速空気力学 流体力学特論 航空宇宙実験 航空宇宙実験 機械工学 機械工学 機械応用実験 機械応用実験 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

常 中根　一朗 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄＩ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄＩ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ

4M・MT MM 1M 1M 1M2 1M2 3M 3M

准教授 機械工学 機械工学 機械工学 機械工学 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 熱力学特論 特別専攻研究 特別専攻研究

常 林　直樹 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ 担当教員が決まり次第、コマを入れる（通年）

2M　火1限 MM 3M 3M

准教授 機械製図基礎 機械製図基礎 流れ学Ⅰ 機械応用実験 機械応用実験

常 萩野　直人

（E） 2M・E 2M・E 2M1 3M 3M

助教 創造設計 創造設計 創造設計 機械応用実験 機械応用実験

常 根本　 光正 ﾕﾆｯﾄⅠ ﾕﾆｯﾄⅠ ﾕﾆｯﾄⅠ

3M 3M 3M 3M 3M

助教 機械工学 機械工学 創造設計 創造設計 創造設計 　

常 吉岡 　孝和 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ ﾕﾆｯﾄⅠ ﾕﾆｯﾄⅠ ﾕﾆｯﾄⅠ

1M1 1M1 3M 3M 3M

助教 航空宇宙実験 航空宇宙実験 機械応用実験 機械応用実験 機械設計 機械設計

常 水野 　敏広 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄＩ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄＩ 製図ﾕﾆｯﾄ 製図ﾕﾆｯﾄ 金曜1限

1M 1M 3M 3M 3M 3M

専門教育講師 機械力学Ⅰ 機械工学 機械工学 機械工学 機械工学 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ 機械設計 機械設計

常 吉川　紀夫 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ 基礎 製図ﾕﾆｯﾄ 製図ﾕﾆｯﾄ 金曜1限

2M2 1M1 1M1 1M2 1M2 2M2 3M 3M

専門教育講師 機械製図基礎 機械製図基礎 材料力学Ⅱ 実感する 情報ﾘﾃﾗｼｰ

常 熊谷　俊司 科学Ⅰ （火/火）

（E） 2M・E 2M・E 2M1 1M3 1M2

ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰ2回あり

金 土 ／ 曜日時限なし

対面授業／リアルタイム授業

流れ学Ⅰ
2M2

(特)流れ学
ⅠJ　3M

航空宇宙学
概論Ⅰ1M

（特）飛行力学
入門3M

1M2(2回0.2ｺﾏ)

航空宇宙学
概論Ⅰ1M

（特）飛行力学
入門3M

[3回]（0.2）

機械工学概論
1M/

1年生機械工学
特別専攻ｾﾞﾐⅠ
1M[1回]（0.1）

機械工学概論
1M/

1年生機械工学
特別専攻ｾﾞﾐⅠ
1M[1回]（0.1）

2年生機械
工学特別専攻

ｾﾞﾐⅠ

1M1[2回]（0.2）

月 火 水 木

オンデマンド授業

オンデマンド

機械工学概論
1M/

1年生機械工学
特別専攻ｾﾞﾐⅠ
1M[2回]（0.2）

機械工学概論
1M/

1年生機械工学
特別専攻ｾﾞﾐⅠ
1M[2回]（0.2）

機械工学概論
1M/

1年生機械工学
特別専攻ｾﾞﾐⅠ
1M[2回]（0.2）

機械工学概論
1M/

1年生機械工学
特別専攻ｾﾞﾐⅠ
1M[2回]（0.2）

機械工学概論
1M/

1年生機械工学
特別専攻ｾﾞﾐⅠ
1M[2回]（0.2）

機械工学概論
1M/

1年生機械工学
特別専攻ｾﾞﾐⅠ
1M[2回]（0.2）

機械工学概論
1M/

1年生機械工学
特別専攻ｾﾞﾐⅠ
1M[2回]（0.2）

機械工学概論
1M/

1年生機械工学
特別専攻ｾﾞﾐⅠ
1M[2回]（0.2）

機械工学概論
1M/

1年生機械工学
特別専攻ｾﾞﾐⅠ
1M[2回]（0.2）

機械工学概論
1M/

1年生機械工学
特別専攻ｾﾞﾐⅠ
1M[2回]（0.2）

(特)機械力学
入門

（金/金）

*環境と
新ｴﾈﾙｷﾞｰ
（月/土）
8回（0.6）

航空宇宙学
概論Ⅰ1M

（特）飛行力学
入門3M

[10回]（0.7）

材料力学Ⅱ
2M2

(特)材料力学
ⅡJ　3M

機械工学概論
1M/

1年生機械工学
特別専攻ｾﾞﾐⅠ
1M[2回]（0.2）

機械工学概論
1M/

1年生機械工学
特別専攻ｾﾞﾐⅠ
1M[2回]（0.2）

機械工学概論
1M/

1年生機械工学
特別専攻ｾﾞﾐⅠ
1M[2回]（0.2）

機械工学概論
1M/

1年生機械工学
特別専攻ｾﾞﾐⅠ
1M[2回]（0.2）

熱力学Ⅰ
2M2

(特)熱力学
ⅠJ
3M

MM[12回]（0.8）

MM[12回]（0.8）

MM[12回]（0.8）



2022年度　前期　　教員別時間割表 【工学部】電気電子情報工学科

　 　　　　　　　曜日･時限

　　　教員 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

教授 電気電子 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 電気電子 電気電子 電気電子 *3年特別

常 小室　貴紀 ﾕﾆｯﾄ入門 専門ﾕﾆｯﾄ 専門ﾕﾆｯﾄ 専門ﾕﾆｯﾄ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

1E[12回](0.8) 3E

教授 (演)電気電子 電気電子 電気電子 情報通信 AIとﾃﾞｰﾀ *3年特別 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ工学

常 武尾　英哉 数学 ﾕﾆｯﾄ入門 数学 工学特論Ⅰ ｻｲｴﾝｽ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ （月/土）

（Ｈ） 1E1 1E[13回](0.9)
1E

（ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ）
DE

2全（ULA以外）
［1回］（0.1）

3E 3E

教授 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ通信と 電気 (演)電気 *3年特別

常 中津原 克己 ﾈｯﾄﾜｰｸ 磁気学Ⅰ 磁気学Ⅰ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

（Ｈ） 3E 2E・H 2E1・H 3E

教授 電気電子 電気電子 電気電子 電気電子 *Stop the CO2 *3年特別 Stop the CO2 電気機器学 制御工学

常 板子　一隆 ﾕﾆｯﾄ入門 専門ﾕﾆｯﾄ 専門ﾕﾆｯﾄ 専門ﾕﾆｯﾄ 入門[1回](0.1) ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ （月/土） （月/土）

1E[11回](0.8) 1全（U・A以外） 3E 2全（U・A以外） 3E 3E 3全（E・U・A以外）

教授 電気電子 (演)回路 基礎電子回路 (演)基礎電子 *3年特別

常 楢原　浩一 ﾕﾆｯﾄ入門 解析Ⅰ 回路 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

1E[11回](0.8) 2E2 2E 2E 3E

教授 基礎電気回路 電気磁気学 基礎電気回路 電気屋内 電験三種技術 高圧電気工事

常 瑞慶覧 章朝 Ⅰ 特論 Ⅰ（演習） 配線設計Ⅰ 1～4E・H 技術（座学）

（Ｈ） 1E ME 1E1 2H[8回](0.6) （CAP外）
2H［8回］（0.6）

CAP外

教授 回路解析特論 電気電子 電気電子 電気電子 電気電子 *3年特別 電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ

常 工藤　嗣友 ﾕﾆｯﾄ入門 専門ﾕﾆｯﾄ 専門ﾕﾆｯﾄ 専門ﾕﾆｯﾄ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ （月/土）

（Ｈ） ME 1E[11回](0.8) 3E 3E

准教授 電気電子 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 電気屋内 *3年特別 高圧電気工事

常 高橋　宏 ﾕﾆｯﾄ入門 配線設計Ⅰ よろず ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 技術（座学）

（教職・R・H） 1E[11回](0.8) 2E(CAP外) 3E
3E・R・

3M（教職）
2E(CAP外)

准教授 電気電子 2年生特別 C言語 電気電子 電気電子 電気電子 *3年特別

常 高取　祐介 ﾕﾆｯﾄ入門 専攻ｾﾞﾐⅠ 専門ﾕﾆｯﾄ 専門ﾕﾆｯﾄ 専門ﾕﾆｯﾄ よろず ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

（Ｈ） 1E[12回](0.8) 2E・H 2E 3E

専門教育講師 情報ﾘﾃﾗｼｰ (演)電気電子 身の回りの (演)回路 基礎力学Ⅰ-d 電気電子 電気電子 電気電子

常 酒井　清秀 数学 数学 解析Ⅰ 専門ﾕﾆｯﾄ 専門ﾕﾆｯﾄ 専門ﾕﾆｯﾄ よろず

1E1 1E2 1E1 2E2 1E

専門教育講師 情報ﾘﾃﾗｼｰ (演)電気 実感する 基礎電気 （演）基礎電気 (演)基礎電子 電気電子 電気電子 電気電子

常 端山　喜紀 磁気学Ⅰ 科学Ⅰ 回路Ⅱ 回路Ⅱ 回路 専門ﾕﾆｯﾄ 専門ﾕﾆｯﾄ 専門ﾕﾆｯﾄ よろず

（教職・M・R・H） 1E2 2E2 1E1 2E 2E 2E

＊他共通 ＊3年特別プロジェクトの曜日時限は担当教員が定める。
＊電験三種支援講座（検定）（6，7月の土日集中講義）

ME(1.0)

電気概論
1M・E・R・H
（教職）・2M

（Eｺｰｽ含む）

電験三種技術
1～4E・H
（CAP外）
[4回](0.3)

3E［30回］（2.0）

3E［31回］（2.1）

3E［30回］（2.0）

3E［30回］（2.0）

電気電子ﾕﾆｯ
ﾄ入門　1E

1年生特別専
攻ｾﾞﾐⅠ1E・H
 [11回](0.8)

電気電子ﾕﾆｯ
ﾄ入門　1E

1年生特別専
攻ｾﾞﾐⅠ1E・H
 [12回](0.8)

土 ／ 曜日時限なし金

3E［32回］（2.2）

3E［31回］（2.1）ME(1.0)

対面授業／リアルタイム授業

月 火 水 木

*環境と新ｴﾈ
ﾙｷﾞｰ7回（0.5）

（月/土）

オンデマンド授業

オンデマンド

ｴﾈﾙｷﾞｰと電
力ｼｽﾃﾑ制御

（月/土）



2022年度　前期　　教員別時間割表 【工学部】応用化学科

　 　　　　　　　曜日･時限

　　　教員 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

教授 卒業研究 環境化学特論 *Stop the CO2 目的設定能力 Stop the CO2 総合化学ｾﾞﾐ

常 齋藤　貴 体験実習 [8回]（0.6） 入門[2回](0.2) を涵養する ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ

1C MC 1全（U・A以外） 1C（CAP外） 2全（U・A以外） 4C

教授 卒業研究 合成化学実験 合成化学実験 高分子化学 化学基礎演習 医薬品の 合成化学実験 合成化学実験 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 総合化学ｾﾞﾐ 高分子化学

常 三枝　康男 体験実習
ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・

J
ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・

J
特論 効果と反応

ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・
J

ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・
J

（月/金）

1C 2C 2C MC[7回]（0.5） 1C 2C 2C 2C MC 4C 3C

教授 2年生特別 卒業研究 1年生特別 応用化学 応用化学 3年生特別 生命機能 化学基礎演習 生物化学実験 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 総合化学ｾﾞﾐ

常 髙村　岳樹 専攻ｾﾞﾐⅠ 体験実習 専攻ｾﾞﾐⅠ 実験・同J 実験・同J 専攻ｾﾞﾐ 材料化学 （夏期集中）

（B) 2C・B 1C 1C・B 3C 3C 3C・B
3C・B

[1回]（0.1）
1C 3C（1.0） DC（0.3） MC 4C

教授 卒業研究 合成化学実験 合成化学実験 有機反応化学 有機官能基 合成化学実験 合成化学実験 論理的思考 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 総合化学ｾﾞﾐ

常 山口　淳一 体験実習
ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・

J
ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・

J
の化学

ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・
J

ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・
J

の実践

（B) 1C 2C 2C 3C・B 2C 2C 2C 1～4全CAP外 MC 4C

教授 卒業研究 合成化学実験 合成化学実験 高分子化学 合成化学実験 合成化学実験 総合化学ｾﾞﾐ

常 森川　浩 体験実習
ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・

J
ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・

J
特論

ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・
J

ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・
J

1C MC[8回]（0.6） 4C

准教授 卒業研究 化学技術と 化学基礎演習 理科特別実験 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 総合化学ｾﾞﾐ

常 大庭　武泰 体験実習 分離操作

1C 3C 1C MC(0.3) MC 4C 3C

専門教育講師 身の回りの 身の回り 化学反応はなぜ 応用化学 応用化学 実感する 情報ﾘﾃﾗｼｰ 化学基礎演習

常 長尾　明美 金属元素 の数学 進行するのか 実験・同J 実験・同J 科学Ⅰ

2C 3C2 2C 3C 3C 1C2 1C 1C 3C [2回](0.2)

履修者なし 履修者なし

ﾌﾟﾚ卒業研究 ﾌﾟﾚ卒業研究

Ⅱ Ⅳ

1C（CAP外） 2C（CAP外）

＊「総合化学ｾﾞﾐ」の開講曜日・時限は担当教員が決める

目的設定能力
を涵養する
1C（CAP外）
[7回]（0.5）

目的設定能力
を涵養する
1C（CAP外）
[9回]（0.6）

企業における
課題と解決

を学ぶ（火/月）

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ技術
の応用
（水/金）

月 火 水 木 金

2C[火・金56回]（3.8） 2C[火・金56回]（3.8）

土 ／ 曜日時限なし

オンデマンド授業

オンデマンド

対面授業／リアルタイム授業

目的設定能力
を涵養する
1C（CAP外）
[7回]（0.5）

目的設定能力
を涵養する
1C（CAP外）
[7回]（0.5）

目的設定能力
を涵養する
1C（CAP外）
[7回]（0.5）

目的設定能力
を涵養する
1C（CAP外）
[7回]（0.5）

未定
各1～4限

↓

応用化学・
ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ

特論Ⅰ



2022年度　前期　　教員別時間割表 【創造工学部】自動車ｼｽﾃﾑ開発工学科

　 　　　　　　　曜日･時限

　　　教員 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

教授 ｳﾞｨｰｸﾙﾀﾞｲﾅ 自動車工学 1年生特別 先端知能化 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

常 山門　誠 ﾐｸｽ特論Ⅰ 概論 専攻ｾﾞﾐⅠ ｼｽﾃﾑ特論Ⅰ

2V 2V 3V 3V MS 1V[6回]（0.4） 1V[2回]（0.2） DS MS[11回]（0.8）

教授 電気自動車 自動車用ﾊﾟﾜｰ 基礎電子 1年生特別 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

常 ｸﾗｲｿﾝ ﾄﾛﾝﾅﾑﾁｬｲ 特論 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 回路 専攻ｾﾞﾐⅠ

3V 3V MSｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ 3V 2V 1V[2回]（0.2） MS[11回]（0.8）

教授 制御工学 自動車工学 1年生特別 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

常 脇田　敏裕 制御工学S 概論 専攻ｾﾞﾐⅠ

2V 2V 2V 3V 3V 3V 1V[3回]（0.2） 1V[2回]（0.2） MS[11回]（0.8）

准教授 自動車工学 1年生特別 *Stop the CO2 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ Stop the CO2

常 藤澤　徹 概論 専攻ｾﾞﾐⅠ 入門[1回](0.1) ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ

2V 2V 3V 3V 1V[2回]（0.2） 1V[1回]（0.1） 1全（U・A以外） MS[8回]（0.6） 2全（U・A以外）

准教授 熱力学  自動車工学 1年生特別 次世代自動車 自動車ｴﾝｼﾞﾝ 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

常 岡崎　昭仁 概論 専攻ｾﾞﾐⅠ 動力 工学

2V 3V 3V  1V[5回]（0.4） 1V[4回]（0.3） 3V 3V MS[8回]（0.6）

助教 次世代自動車 自動車開発 自動車工学 1年生特別

常 狩野　芳郎 力学 ﾌﾟﾛｾｽ概論 概論 専攻ｾﾞﾐⅠ

2V 2V 3V 3V 3V 2V 1V[4回]（0.3） 1V[3回]（0.2）

助教 機構学 自動車工学 材料力学

常 加藤　俊二 概論

3VA・VT 3V 3V 1V[2回]（0.2） 2V

助教 身の回りの 自動車工学 工学基礎 1年生特別

常 川口　隆史 数学 概論 演習Ⅰ 専攻ｾﾞﾐⅠ

2V 2V 2V1 3V 3V 1V[2回]（0.2） 1V 1V[1回]（0.1）

助教  自動車工学 自動車要素 機械力学

常 小宮　聖司 概論 設計Ⅰ 　

2V 2V 3V 3V  1V[2回]（0.2） 2V 2V

＊他共通　輪講・卒業研究

自動車開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ

次世代自動車開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅣ

自動車開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ

次世代自動車開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅣ

自動車ｼｽﾃﾑ
工学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

Ⅰ

自動車ｼｽﾃﾑ
工学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

Ⅰ

自動車開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ

自動車開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ

次世代自動車開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅣ

次世代自動車開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅣ

次世代自動車開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅣ

自動車開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ

次世代自動車開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅣ

次世代自動車開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅣ

自動車開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ

自動車開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ

自動車ｼｽﾃﾑ
工学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

Ⅰ

自動車ｼｽﾃﾑ
工学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

Ⅰ

自動車ｼｽﾃﾑ
工学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

Ⅰ

自動車ｼｽﾃﾑ
工学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

Ⅰ

自動車ｼｽﾃﾑ
工学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

Ⅰ

自動車ｼｽﾃﾑ
工学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

Ⅰ

自動車のため
の情報･通信

入門

自動車ｼｽﾃﾑ
工学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

Ⅰ

自動車ｼｽﾃﾑ
工学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

Ⅰ

自動車ｼｽﾃﾑ
工学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

Ⅰ

自動車ｼｽﾃﾑ
工学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

Ⅰ

月 火 水

対面授業／リアルタイム授業

自動車開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ

木

自動車工学
概論 木1限
[2回]（0.2）

1V　（ｸﾗｲｿﾝ先
生のみ）ｵﾝﾃﾞ

ﾏﾝﾄﾞ

自動車開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ

次世代自動車開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅣ

オンデマンド授業

オンデマンド
金

次世代自動車開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅣ

土 ／ 曜日時限なし



2022年度　前期　　教員別時間割表 【創造工学部】ﾛﾎﾞｯﾄ・ﾒｶﾄﾛﾆｸｽ学科

　 　　　　　　　曜日･時限

　　　教員 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

教授 製品企画・ 人間工学 ものづくり

常 森　勇輔 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 計測法 ﾃﾞｻﾞｲﾝの基礎

（H） 3R 3R 2H

教授 制御工学特論 機械力学 ﾛﾎﾞｯﾄﾋﾞｰｸﾙ 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 研究技術

常 高橋　良彦 開発ﾘﾃﾗｼｰ

（E) MR 2R・E 3R MR

教授 ﾒｶﾄﾛﾆｸｽ 組み込み Android ﾊｰﾄﾞｳｪｱ 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 研究技術 ﾛﾎﾞｯﾄ

常 兵頭　和人 機器入門 開発入門 記述言語 開発ﾘﾃﾗｼｰ ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽ

3R 3R 3R 3R MR  (0.1) 3R(CAP外) 2R・3R(2.0)

教授 看護のための 人間工学 身体動作の 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 研究技術

常 高橋　勝美 人間工学 計測法 科学 開発ﾘﾃﾗｼｰ

（U） 1U[8回]（0.6） 3R 2R MR  (0.1)

教授 ｱﾅﾛｸﾞ回路 ｾﾝｻ工学 ﾋｭｰﾏﾝ･ﾏｼﾝ 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 研究技術 *Stop the CO2 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ

常 河原崎　徳之 ｲﾝﾀﾌｪｰｽ 開発ﾘﾃﾗｼｰ 入門[1回](0.1) ﾛﾎﾞﾃｨｯｸｽ

2R 3R MR MR  (0.1) 1全（U・A以外） 2R(CAP外) 2R 3R

教授 画像処理工学 組み込み 情報ﾘﾃﾗｼｰ 情報ﾘﾃﾗｼｰ WEB技術入門 知的情報 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 研究技術

常 吉野　和芳 ｿﾌﾄｳｪｱ設計 ｼｽﾃﾑ 開発ﾘﾃﾗｼｰ

（L・A） 3R 2R 1R[3回](0.2) 1A[3回](0.2) 2L MR MR  (0.1)

教授 認知行動 人間工学 人間工学 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 研究技術

常 高尾　秀伸 科学特論 計測法 開発ﾘﾃﾗｼｰ

MR 3R 2R MR  (0.1)

教授 設計製図 設計製図 流れ学 ﾒｶﾄﾛﾆｸｽ 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 研究技術

常 吉満　俊拓 特論 開発ﾘﾃﾗｼｰ

2R 2R 3R MR MR

准教授 組み込み Android 情報通信技術 回路設計入門 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 研究技術 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

常 吉留　忠史 機器入門 開発入門 開発ﾘﾃﾗｼｰ 実践(CAP外)

3R 3R 3R 1R MR  (0.1) 1～4R 1R（2.0） 2R・3R(2.0)

准教授 ﾛﾎﾞｯﾄ 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ﾛﾎﾞﾒｶ基礎 ﾛﾎﾞﾒｶ基礎 ﾛﾎﾞﾒｶ基礎 研究技術 AIとﾃﾞｰﾀ

常 三枝　亮 工学概論 ﾕﾆｯﾄⅠ ﾕﾆｯﾄⅠ ﾕﾆｯﾄⅠ 開発ﾘﾃﾗｼｰ ｻｲｴﾝｽ

1R 1R 1R 1R MR
2全（ULA以外）

［1回］（0.1）

＊他共通　輪講・卒業研究

対面授業／リアルタイム授業

MR[15回]（1.0）

MR[5回]（0.4）

MR[15回]（1.0）

MR[5回]（0.4）

MR[5回]（0.4）

MR[5回]（0.4）

MR[5回]（0.4）

MR[5回]（0.4）

ﾛﾎﾞｯﾄ開発設計ﾕﾆｯﾄⅠ
ﾛﾎﾞｯﾄ教材開発ﾕﾆｯﾄⅠ
ﾛﾎﾞｯﾄ開発設計ﾕﾆｯﾄⅢ
ﾛﾎﾞｯﾄ教材開発ﾕﾆｯﾄⅢ

2R・3R

土 ／ 曜日時限なし

オンデマンド授業

オンデマンド

ﾛﾎﾞｯﾄ開発設計ﾕﾆｯﾄⅠ

ﾛﾎﾞｯﾄ開発設計ﾕﾆｯﾄⅢ

2R・3R

ﾛﾎﾞｯﾄ開発設計ﾕﾆｯﾄⅠ

ﾛﾎﾞｯﾄ開発設計ﾕﾆｯﾄⅢ

2R・3R

ﾛﾎﾞｯﾄ開発設計ﾕﾆｯﾄⅢ

2R・3R

ﾛﾎﾞｯﾄｸﾘｴｰﾀ
養成ｾﾞﾐⅠ

（教員指示）
[1回]（0.1）

1R

ﾛﾎﾞｯﾄｸﾘｴｰﾀ
養成ｾﾞﾐⅠ

（教員指示）
[2回]（0.2）

1R

ﾛﾎﾞｯﾄ運動学
2R

(特)ﾛﾎﾞｯﾄ
制御　4R

2R・3R

ﾛﾎﾞｯﾄ開発設計ﾕﾆｯﾄⅠ

ﾛﾎﾞｯﾄ開発設計ﾕﾆｯﾄⅢ

ﾛﾎﾞｯﾄ開発設計ﾕﾆｯﾄⅠ

ﾛﾎﾞｯﾄ開発設計ﾕﾆｯﾄⅢ

2R・3R

ﾛﾎﾞｯﾄ開発設計ﾕﾆｯﾄⅠ

月 火 水 木 金

次世代ﾛﾎﾞｯﾄ
開発Ⅰ

（教員指示）

次世代ﾛﾎﾞｯﾄ
開発Ⅲ・Ⅴ
（教員指示）

次世代ﾛﾎﾞｯﾄ
開発Ⅲ・Ⅴ
（教員指示）

ﾛﾎﾞｯﾄｸﾘｴｰﾀ
養成ｾﾞﾐⅢ

（教員指示）

ﾛﾎﾞｯﾄｸﾘｴｰﾀ
養成ｾﾞﾐⅠ

（教員指示）
[4回]（0.3）

1R

ﾛﾎﾞｯﾄｸﾘｴｰﾀ
養成ｾﾞﾐⅠ

（教員指示）
[1回]（0.1）

1R

ﾛﾎﾞｯﾄｸﾘｴｰﾀ
養成ｾﾞﾐⅠ

（教員指示）
[1回]（0.1）

1R

MR[15回]（1.0）

ﾛﾎﾞｯﾄｸﾘｴｰﾀ
養成ｾﾞﾐⅤ

（教員指示）

ﾛﾎﾞｯﾄｸﾘｴｰﾀ
養成ｾﾞﾐⅠ

（教員指示）
[2回]（0.2）

1R

ﾛﾎﾞｯﾄｸﾘｴｰﾀ
養成ｾﾞﾐⅠ

（教員指示）
[1回]（0.1）

1R

ﾛﾎﾞｯﾄｸﾘｴｰﾀ
養成ｾﾞﾐⅠ

（教員指示）
[1回]（0.1）

1R

ﾛﾎﾞｯﾄ開発設計ﾕﾆｯﾄⅠ

ﾛﾎﾞｯﾄ開発設計ﾕﾆｯﾄⅢ

2R・3R

2R・3R

ﾛﾎﾞｯﾄ開発設計ﾕﾆｯﾄⅠ

ﾛﾎﾞｯﾄ開発設計ﾕﾆｯﾄⅢ

2R・3R

ﾛﾎﾞｯﾄ開発設計ﾕﾆｯﾄⅠ

ﾛﾎﾞｯﾄ開発設計ﾕﾆｯﾄⅢ

ﾛﾎﾞｯﾄｸﾘｴｰﾀ
養成ｾﾞﾐⅠ

（教員指示）
[1回]（0.1）

1R

ﾛﾎﾞｯﾄｸﾘｴｰﾀ
養成ｾﾞﾐⅠ

（教員指示）
[1回]（0.1）

1R



2022年度　前期　　教員別時間割表 【創造工学部】ﾎｰﾑｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ開発学科

　 　　　　　　　曜日･時限

　　　教員 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

教授 実感する 電気電子 電気電子

常 奥村　万規子 科学Ⅰ 回路Ⅲ 回路Ⅲ

1H 2H 2H

教授 ｽﾀﾃﾞｨｽｷﾙ ｾﾝｻと ｾﾝｻと 基礎力学Ⅰ-d 家電ｼｽﾃﾑ 基礎力学Ⅰ-ｄ

常 黄　啓新 計測技術 計測技術 工学　火3

1H[8回]（0.6） 3H 3H 1H ME(0.4) 1H

教授 基礎電磁気学 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ものづくり ものづくり 基礎電磁気学 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ *Stop the CO2

常 金井　徳兼 Ⅰ-b ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ Ⅱ-b 入門講座 入門[1回](0.1)

2H 2H 2H 3H
1H [4回] (0.3)

CAP外
1全（U・A以外） 1H 1全（ULA以外）

教授 電気電子 電気電子 ｽﾏｰﾄﾊｳｽと 電気電子工学 家電ｼｽﾃﾑ ｽﾎﾟｰﾂと ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 高圧電気工事

常 安部　惠一 数学 数学 製図 工学　火3 電気設備 入門講座 技術(座学)0.5

1H 1H 3H 3H ME(0.2) 3H
1H [4回] (0.3)

CAP外
2・3・4H　7回
（集中講義CAP外）

教授 電気電子回路 電気電子回路 ものづくり ものづくり ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ

常 三栖　貴行 Ⅰ Ⅰ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ 入門講座

1H 1H 2H 2H
1H [4回] (0.3)

CAP外

教授 ものづくり ものづくり

常 広井　賀子 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ

2H 2H 1全（ULA以外）

准教授 情報ﾘﾃﾗｼｰ ｽﾀﾃﾞｨｽｷﾙ ﾈｯﾄﾜｰｸと ｽﾏｰﾄﾊｳｽと ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ AIとﾃﾞｰﾀ

常 杉村　博 HEMS ｴﾈﾙｷﾞｰ管理 入門講座 ｻｲｴﾝｽ

（E） 1H 1H[8回]（0.6） ME（木3限）
3H・E

[8回]（0.6）
1H [4回] (0.3)

CAP外
2全（ULA以外）

［1回］（0.1）

准教授 計測工学 ものづくり ものづくり ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ

常 山崎　洋一 特論 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ 入門講座

ME 2H 2H
1H [4回] (0.3)

CAP外

専門教育講師 電気電子回路 電気電子回路 電気電子 電気電子 基礎力学Ⅰ-d 基礎力学Ⅰ-ｄ

常 岩城　孝明 Ⅰ Ⅰ 数学 数学

1H 1H 1H 1H 1H 1H

＊他共通　

ME(1.0)

企業連携ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ

ｽﾎﾟｰﾂ科学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ

3H（2.0）

ｽﾎﾟｰﾂ科学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ

3H（2.0）

3H（2.0）

企業連携ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ

ｽﾎﾟｰﾂ科学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ

3H（2.0）

企業連携ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ

ｽﾎﾟｰﾂ科学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ

3H（2.0）

企業連携ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ

ｽﾎﾟｰﾂ科学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ

3H（2.0）

企業連携ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ

ｷｬﾘｱ設計
（月/日）

[3回]（0.2）

ｷｬﾘｱ設計
（月/日）

[1回]（0.1）

月 火 水 木 金 土 ／ 曜日時限なし

オンデマンド授業

オンデマンド

対面授業／リアルタイム授業

企業連携ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ

ｽﾎﾟｰﾂ科学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ

3H（2.0）

企業連携ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ

ｽﾎﾟｰﾂ科学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ

電気屋内
配線設計Ⅰ
[8回]（0.6）

2H
（集中講義）

家電製品と
組込み技術

2H
健康ｽﾎﾟｰﾂと
組込み技術

2H

ﾛﾎﾞｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
制御の基礎
（CAP外）

ｽﾎﾟｰﾂ科学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ

3H（2.0）

企業連携ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ

ｽﾎﾟｰﾂ科学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ

3H（2.0）

企業連携ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ

電気屋内
配線設計Ⅰ
[8回]（0.6）

2H
（集中講義）



2022年度　前期　　教員別時間割表 【応用ﾊﾞｲｵ科学部】応用ﾊﾞｲｵ科学科

　 　　　　　　　曜日･時限

　　　教員 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

教授 生物有機  応用ﾊﾞｲｵ 応用ﾊﾞｲｵ 生命科学 生命科学 初年次 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

常 野田　毅 化学  科学実験 科学実験 実験Ⅱ 実験Ⅱ ｾﾞﾐﾅｰﾙ 金曜3限

2B  1B[4回]（0.3） MC

教授 生化学Ⅱ 免疫化学 細胞生物学 応用ﾊﾞｲｵ 応用ﾊﾞｲｵ 生命科学 生命科学 初年次

常 栗原　誠 科学実験 科学実験 実験Ⅱ 実験Ⅱ ｾﾞﾐﾅｰﾙ 金曜3限

（C) 3B 3B・C 2B 1B[2回]（0.2）

教授 2年生特別 1年生特別 生化学Ⅰ 3年生特別 生物化学特論 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

常 小池　 あゆみ 専攻ｾﾞﾐⅠ 専攻ｾﾞﾐⅠ 専攻ｾﾞﾐ

（C) 2B・C 1B・C 2B 3B・C  MC（0.5） MC

教授 2年生特別 ｽﾀﾃﾞｨｽｷﾙ 1年生特別 食品化学・ 食品化学・ 3年生特別 微生物学 機器分析 機器分析 ﾊﾞｲｵ特別実験 *Stop the CO2 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

常 飯田　泰広 専攻ｾﾞﾐⅠ 専攻ｾﾞﾐⅠ 微生物学実験 微生物学実験 専攻ｾﾞﾐ 実験 実験 （CAP外科目） 入門[1回](0.1)

（C） 2B・C 1B[1回](0.1) 1B・C 3B・C 1B 3B 3B 1B 1全（U・A以外） MC

教授 ｽﾀﾃﾞｨｽｷﾙ 食品化学・ 食品化学・ 化学・生物学 食品機能化学 生命科学 生命科学 初年次 生物無機化学 高分子科学

常 清水  秀信 微生物学実験 微生物学実験 基礎ﾕﾆｯﾄ [12回]（0.8） 実験Ⅱ 実験Ⅱ ｾﾞﾐﾅｰﾙ 金曜3限 （火/月） （月/日）

1B[4回](0.3) 1B 2B 3B 3B 1B 2B 2B 3B

教授  環境工学 応用ﾊﾞｲｵ 応用ﾊﾞｲｵ 機器分析 機器分析 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

常 市村  重俊  科学実験 科学実験 実験 実験

 3B 3B 3B  DC（0.3） MC

教授 植物ﾊﾞｲｵ 食品化学・ 食品化学・ 生命科学Ⅰ 食品機能化学 応用ﾊﾞｲｵ 応用ﾊﾞｲｵ 機器分析 機器分析

常 岩本　嗣 ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 微生物学実験 微生物学実験 [3回]（0.2） 科学実験 科学実験 実験 実験

3B 1B 2B 3B 3B

教授 ｽﾀﾃﾞｨｽｷﾙ 植物科学 進化生物学Ⅱ 化学・生物学 生命科学 生命科学 初年次 AIとﾃﾞｰﾀ 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

常 村田　隆 基礎ﾕﾆｯﾄ 実験Ⅱ 実験Ⅱ ｾﾞﾐﾅｰﾙ 金曜3限 ｻｲｴﾝｽ

1B[1回](0.1) 3B 2B 1B
45回中34回2.3

3B 3B 1B
2全（ULA以外）

［1回］（0.1）
MC

准教授 食品化学・ 食品化学・ 生命科学Ⅰ 　 　 生物化学特論 機器分析 機器分析 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

常 山村　晃 微生物学実験 微生物学実験 　 　 実験 実験

1B 　 　 MC（0.5） 3B 3B DC（0.3） MC

准教授 ｽﾀﾃﾞｨｽｷﾙ 情報ﾘﾃﾗｼｰ 応用ﾊﾞｲｵ 応用ﾊﾞｲｵ 機器分析 機器分析 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

常 井上　英樹 科学実験 科学実験 実験 実験

1B[1回](0.1) 1B 3B 3B MC

准教授 ｽﾀﾃﾞｨｽｷﾙ 環境化学特論 機器分析 機器分析 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

常 仲亀　誠司 実験 実験

1B[7回](0.5) MC[7回]（0.5） 3B 3B MC

准教授 食品分析学 ｽﾀﾃﾞｨｽｷﾙ 生化学 ﾊﾞｲｵ物理 情報ﾘﾃﾗｼｰ 化学・生物学 機器分析 機器分析 理科特別実験 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

常 小澤　秀夫 化学Ⅱ 基礎ﾕﾆｯﾄ 実験 実験

(A) 3B 1B[1回](0.1) 2A 2B 1B 1B
45回中32回2.2

3B 3B MC(0.3) MC

准教授 生物有機化学 応用ﾊﾞｲｵ 応用ﾊﾞｲｵ 機器分析 機器分析 理科特別実験 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

常 和田　理征 （月曜3限） 和田先生担当回は 科学実験 科学実験 実験 実験

(L) 1L[7.5回](0.5) ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞにて実施 3B 3B MC(0.3) MC

准教授 ｽﾀﾃﾞｨｽｷﾙ 神経生物学 化学・生物学 生命科学 生命科学 初年次

常 山下　直也 基礎ﾕﾆｯﾄ 実験Ⅱ 実験Ⅱ ｾﾞﾐﾅｰﾙ 金曜3限

1B[4回](0.3) 3B[13回](0.9) 1B
45回中32回2.2

3B 3B 1B

助教 発生生物学 化学・生物学 生命科学 生命科学 初年次

常 山本　一徳 基礎 基礎ﾕﾆｯﾄ 実験Ⅱ 実験Ⅱ ｾﾞﾐﾅｰﾙ 金曜3限

2B 1B
45回中32回2.2

3B 3B 1B

専門教育講師   食品化学・ 食品化学・ 情報ﾘﾃﾗｼｰ 機器分析 機器分析

常 和田　善成   微生物学実験 微生物学実験 実験 実験

  1B 3B 3B

専門教育講師 食品化学・ 食品化学・ 機器分析 機器分析 生物無機化学

常 依田　ひろみ 微生物学実験 微生物学実験 実験 実験 （火/月）

3B 3B 2B

＊大学院　理科特別実験の曜日時限は担当教員が決める

2B[26回]（1.8）

3B[6回]（0.4）

3B[6回]（0.4）

ﾊﾞｲｵ工学
基礎　1B

（特）ﾊﾞｲｵ工
学基礎　3B

1B　1・3・4限45回中32回2.2

化学・生物学基礎実験

化学・生物学基礎ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

化学・生物学基礎実験

1B　1・3・4限45回中32回2.2

化学・生物学基礎ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

化学・生物学基礎実験

1B

化学・生物学基礎ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

化学・生物学基礎実験

1B

ﾊﾞｲｵ工学
基礎　1B

（特）ﾊﾞｲｵ工
学基礎　3B

金

化学・生物学基礎実験

化学・生物学基礎実験

化学・生物学基礎ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

月 火

ﾊﾞｲｵ工学
基礎　1B

（特）ﾊﾞｲｵ工
学基礎　3B

細胞生物学
特論
MC

[9回]（0.6）
月2限 2B[26回]（1.8）

細胞生物学
特論
MC

[9回]（0.6）
月2限

2B[14回]（1.0）

化学・生物学基礎ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

1B　1・3・4限45回中32回2.2

ﾊﾞｲｵ工学
基礎　1B

（特）ﾊﾞｲｵ工
学基礎　3B 2B[14回]（1.0）

ﾊﾞｲｵ物理
化学Ⅱ
（金/木）

土 ／ 曜日時限なし

オンデマンド授業

オンデマンド

対面授業／リアルタイム授業

1B

化学・生物学基礎ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

化学・生物学基礎実験

1B　1・3・4限45回中34回2.3

水 木

応用化学・
ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ

特論Ⅰ

応用化学・
ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ

特論Ⅰ

3B[24回]（1.6）

3B[24回]（1.6）

3B[24回]（1.6）

3B[24回]（1.6）

3B[24回]（1.6）

2B[26回]（1.8）

2B[26回]（1.8）

3B[24回]（1.6）

化学・生物学基礎ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ



2022年度　前期　　教員別時間割表 【情報学部】情報工学科

　 　　　　　　　曜日･時限

　　　教員 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

教授 JAVA言語ⅠⅡ 実践人工 実践人工 lotと知能情報 ICT特別演習 2年生特別

常 陳　幸生 （演習） 知能ﾕﾆｯﾄ 知能ﾕﾆｯﾄ 処理技術特論 Ⅲ 専攻ｾﾐﾅｰⅠ

2I 3I 3I
M共通2回（0.2）

ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ
3I・4I 2I[10回]（0.7） 2I

教授 lotと知能情報 C言語基礎 　 ICT特別演習 ICTｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

常 松本　一教 処理技術特論 ﾕﾆｯﾄⅡ(演習) Ⅴ ｾﾐﾅｰ

M共通3回（0.2）
ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ

3I・4I 1I 3I[10回]（0.7） 3I MI

教授 組み込み lotと知能情報 情報ﾘﾃﾗｼｰ ﾓﾊﾞｲﾙ ICT特別演習 ICTｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ

常 田中　博 ｼｽﾃﾑ 処理技術特論 ｺﾝﾋﾟｭ-ﾃｨﾝｸﾞ Ⅴ ｾﾐﾅｰ

3I[7.5回](0.5)
M共通2回（0.2）

ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ
1I2 3I・4I 3I 3I[10回]（0.7） 3I

教授 組み込み 数値計算 計算機概論 情報工学 情報工学 ICT特別演習

常 木村　誠聡 ｼｽﾃﾑ 処理特論 基礎ﾕﾆｯﾄⅠ 基礎ﾕﾆｯﾄⅠ Ⅰ

3I[7.5回](0.5) MI
ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ

1I 3I・4I 2I 2I 1I

教授 身の回りの lotと知能情報 ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ 　 ICT特別演習 2年生特別 *Stop the CO2 AIとﾃﾞｰﾀ ICTｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ ICT特別演習 認識処理工学

常 納富　一宏 数学 処理技術特論 ｼｽﾃﾑ設計特論 Ⅲ 専攻ｾﾐﾅｰⅠ 入門[1回](0.1) ｻｲｴﾝｽ ｾﾐﾅｰ Ⅴ （火/月）

1I3
M共通3回（0.2）

ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ
3I・4I MI 2I[10回]（0.7） 2I 1全（U・A以外）

2全（ULA以外）
［6回］（0.4）

3I 3I[10回]（0.7） 3I[8回](0.6)

教授 C言語基礎 ICT特別演習 2年生特別

常 田中　哲雄 ﾕﾆｯﾄⅢ(演習) Ⅲ 専攻ｾﾐﾅｰⅠ

3I・4I 1I 2I[10回]（0.7） 2I

教授 lotと知能情報 C言語基礎 C言語基礎 統計的機械 信号処理基礎 ICT特別演習 2年生特別 ICT特別演習 ICTｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ

常 辻   裕之 処理技術特論 ﾕﾆｯﾄⅠ(講義) ﾕﾆｯﾄⅠ(演習) 学習特論 Ⅲ 専攻ｾﾐﾅｰⅠ Ⅴ ｾﾐﾅｰ

M共通2回（0.2）
ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ

3I・4I 1I 1I MI 2I 2I[10回]（0.7） 2I 3I[10回]（0.7） 3I

教授 WebｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝWebｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ ﾈｯﾄﾜｰｸ PBL 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1年生特別

常 清原　良三 ﾕﾆｯﾄ ﾕﾆｯﾄ 基礎論 専攻ｾﾐﾅｰⅠ

3I 3I 2I 3I・4I 3I MI 1I

教授 C++言語ⅠⅡ C++言語ⅠⅡ ｿﾌﾄｳｪｱ ｿﾌﾄｳｪｱ ｿﾌﾄｳｪｱ

常 五百蔵　重典 （講義） （演習） 工学ﾕﾆｯﾄ 工学ﾕﾆｯﾄ 理論概論

2I 2I 3I 3I 3I・4I 2I

教授 経営情報 C言語基礎 ICT特別演習 ICTｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ

常 稲葉　達也 ｼｽﾃﾑ ﾕﾆｯﾄⅠ(演習) Ⅴ ｾﾐﾅｰ

3I 3I・4I 1I 3I[10回]（0.7） 3I

教授 lotと知能情報 C言語基礎 AIとﾃﾞｰﾀ ICTｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ ICT特別演習 認識処理工学

常 宮崎　剛 処理技術特論 ﾕﾆｯﾄⅢ(講義) ｻｲｴﾝｽ ｾﾐﾅｰ Ⅴ （火/月）

M共通3回（0.2）
ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ

3I・4I 1I
2全（ULA以外）

［1回］（0.1）
3I 3I[10回]（0.7） 3I[7回](0.5)

教授 ｽﾎﾟｰﾂ情報 ｽﾎﾟｰﾂ情報 (特)ｽﾎﾟｰﾂ情報(特)ｽﾎﾟｰﾂ情報 ICT特別演習 2年生特別 ICT特別演習 ICTｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ

常  谷代　一哉 科学概論 科学特論 科学ﾕﾆｯﾄⅠ 科学ﾕﾆｯﾄⅠ Ⅲ 専攻ｾﾐﾅｰⅠ Ⅴ ｾﾐﾅｰ

2I・D MI 4I 4I 2I[10回]（0.7） 2I 3I[10回]（0.7） 3I

教授 ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ WEB技術入門 情報検索 PBL ICT特別演習 2年生特別 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

常 鷹野　孝典 ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ特論 ｼｽﾃﾑ Ⅲ 専攻ｾﾐﾅｰⅠ

MI 2I 3I 3I・4I 3I 2I[10回]（0.7） 2I MI

教授 lotと知能情報 情報ﾘﾃﾗｼｰ C言語基礎 ICT特別演習 ICTｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ

常 森　　稔 処理技術特論 ﾕﾆｯﾄⅠ(演習) Ⅴ ｾﾐﾅｰ

M共通2回（0.2）
ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ

1I1 3I・4I 1I 3I[10回]（0.7） 3I

教授 実感する Webｱﾌﾟﾘｹｰ Webｱﾌﾟﾘｹｰ lotと知能情報 AIとﾃﾞｰﾀ

常 塩野　直志 科学Ⅰ ｼｮﾝﾕﾆｯﾄ ｼｮﾝﾕﾆｯﾄ 処理技術特論 ｻｲｴﾝｽ

1I・D-1 3I 3I
M共通3回（0.2）

ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ
3I・4I

2全（ULA以外）
［1回］（0.1）

教授 C++言語ⅠⅡ Webｱﾌﾟﾘｹｰ Webｱﾌﾟﾘｹｰ 　

常 大塚　真吾 （演習） ｼｮﾝﾕﾆｯﾄ ｼｮﾝﾕﾆｯﾄ

(D) 2I 3I 3I 3I・4I 　2I

准教授 lotと知能情報 ｿﾌﾄ 情報工学 情報工学 AIとﾃﾞｰﾀ

常 須藤　康裕 処理技術特論 ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ 基礎ﾕﾆｯﾄⅠ 基礎ﾕﾆｯﾄⅠ ｻｲｴﾝｽ

(D) M共通2回（0.2）
ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ

3I・4I 3I 2I 2I
2全（ULA以外）

［1回］（0.1）

准教授 実践人工 実践人工 lotと知能情報 人工知能 ICT特別演習 2年生特別 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

常 川喜田　佑介 知能ﾕﾆｯﾄ 知能ﾕﾆｯﾄ 処理技術特論 基礎論 Ⅲ 専攻ｾﾐﾅｰⅠ

3I 3I
M共通3回（0.2）

ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ
2I 3I・4I 2I[10回]（0.7） 2I MI

助教 実感する

常 鈴木　孝幸 科学Ⅰ

(D) 1I・D-2 3I・4I

専門教育講師 情報工学 情報工学 初級IT国家資格 C言語基礎 C言語基礎 情報工学 情報工学 情報工学

常 石川　敢也 総合ﾕﾆｯﾄⅠ 総合ﾕﾆｯﾄⅠ 取得支援講義 ﾕﾆｯﾄⅠ(講義) ﾕﾆｯﾄⅠ(演習) 基礎ﾕﾆｯﾄⅠ 基礎ﾕﾆｯﾄⅠ ｾﾐﾅｰⅢ

3I 3I 1I 1I 1I 2I 2I 4Ｉ[15回](1.0)

専門教育講師 JAVA言語ⅠⅡJAVA言語ⅠⅡ 情報工学 情報工学 情報ﾘﾃﾗｼｰ C言語基礎 情報工学 情報工学

常 段王　れい子 （講義） （演習） 総合ﾕﾆｯﾄⅠ 総合ﾕﾆｯﾄⅠ ﾕﾆｯﾄⅢ(演習) 基礎ﾕﾆｯﾄⅠ 基礎ﾕﾆｯﾄⅠ

2I 2I 3I 3I 1I4 1I 2I 2I

専門教育講師 C++言語ⅠⅡ ｿﾌﾄｳｪｱ ｿﾌﾄｳｪｱ 情報ﾘﾃﾗｼｰ C言語基礎 C言語基礎 情報工学 情報工学

常 岡崎　秀俊 （演習） 工学ﾕﾆｯﾄ 工学ﾕﾆｯﾄ ﾕﾆｯﾄⅡ(講義) ﾕﾆｯﾄⅡ(演習) 基礎ﾕﾆｯﾄⅠ 基礎ﾕﾆｯﾄⅠ

2I 3I 3I 1I3 1I 1I 2I 2I

*「情報工学ｾﾐﾅｰ」…「情報工学ｾﾐﾅｰⅢ」と同時に実施

情報工学
ｾﾐﾅｰⅠ

（特）情報工学
応用ﾕﾆｯﾄⅠ

ｿﾌﾄｳｪｱ工学
ﾕﾆｯﾄ 3I

(特)情報工学
応用ﾕﾆｯﾄⅠ4I

ｿﾌﾄｳｪｱ工学
ﾕﾆｯﾄ 3I

(特)情報工学
応用ﾕﾆｯﾄⅠ4I

情報工学
ｾﾐﾅｰⅠ

（特）情報工学
応用ﾕﾆｯﾄⅠ

情報工学
ｾﾐﾅｰⅠ

（特）情報工学
応用ﾕﾆｯﾄⅠ

情報工学
ｾﾐﾅｰⅠ

（特）情報工学
応用ﾕﾆｯﾄⅠ

情報工学
ｾﾐﾅｰⅠ

（特）情報工学
応用ﾕﾆｯﾄⅠ

情報工学
ｾﾐﾅｰⅠ

（特）情報工学
応用ﾕﾆｯﾄⅠ

ｽﾎﾟｰﾂ計測
統計処理

3I・D
[9回](0.6)

ｽﾎﾟｰﾂ計測
統計処理

3I・D
[6回](0.4)

情報工学
ｾﾐﾅｰⅠ

（特）情報工学
応用ﾕﾆｯﾄⅠ

情報工学
ｾﾐﾅｰⅠ

（特）情報工学
応用ﾕﾆｯﾄⅠ

情報工学
ｾﾐﾅｰⅠ

（特）情報工学
応用ﾕﾆｯﾄⅠ

情報工学
ｾﾐﾅｰⅠ

（特）情報工学
応用ﾕﾆｯﾄⅠ

情報工学
ｾﾐﾅｰⅠ

（特）情報工学
応用ﾕﾆｯﾄⅠ

情報工学
ｾﾐﾅｰⅠ

（特）情報工学
応用ﾕﾆｯﾄⅠ

情報工学
ｾﾐﾅｰⅠ

（特）情報工学
応用ﾕﾆｯﾄⅠ

情報工学
ｾﾐﾅｰⅠ

（特）情報工学
応用ﾕﾆｯﾄⅠ

情報工学
ｾﾐﾅｰⅠ

（特）情報工学
応用ﾕﾆｯﾄⅠ

情報工学
ｾﾐﾅｰⅠ

（特）情報工学
応用ﾕﾆｯﾄⅠ

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
基礎論
（月/金）

情報工学
ｾﾐﾅｰⅠ3I

（特）情報工学
応用ﾕﾆｯﾄⅠ4I
(特)ｽﾎﾟｰﾂ情報
科学ﾕﾆｯﾄⅠ4I

情報工学
ｾﾐﾅｰⅠ

（特）情報工学
応用ﾕﾆｯﾄⅠ

情報工学
ｾﾐﾅｰⅠ

（特）情報工学
応用ﾕﾆｯﾄⅠ

月 火 水 木 金 土 ／ 曜日時限なし

オンデマンド授業

オンデマンド

対面授業／リアルタイム授業



2022年度　前期　　教員別時間割表 【情報学部】情報ﾈｯﾄﾜｰｸ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科

　 　　　　　　　曜日･時限

　　　教員 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

教授 高臨場感 特許・ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ

常 上平　員丈 ﾒﾃﾞｨｱ技術 知的財産論 ｺｰｽﾕﾆｯﾄ ｺｰｽﾕﾆｯﾄ ｺｰｽﾕﾆｯﾄ

MI（0.5）
ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ

M共通（0.2） 3N

教授 高臨場感 特許・ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ

常 井上　哲理 ﾒﾃﾞｨｱ技術 知的財産論 ｺｰｽﾕﾆｯﾄ ｺｰｽﾕﾆｯﾄ ｺｰｽﾕﾆｯﾄ 基礎ﾕﾆｯﾄⅠ 基礎ﾕﾆｯﾄⅠ 基礎ﾕﾆｯﾄⅠ

MI（0.5）
ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ

M共通（0.2） 2N 2N 2N

教授 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ｾｷｭﾘﾃｨ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ

常 岡崎　美蘭 ｺｰｽﾕﾆｯﾄ ｺｰｽﾕﾆｯﾄ ｺｰｽﾕﾆｯﾄ 概論 ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ特論 基礎ﾕﾆｯﾄⅠ 基礎ﾕﾆｯﾄⅠ 基礎ﾕﾆｯﾄⅠ

1N[5回]（0.4） MI 2N 2N 2N 2N

教授 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ ﾈｯﾄﾜｰｸｺﾝ ICT特別演習 1年生特別 ICT特別演習 2年生特別 ICT特別演習 ICTｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

常 丸山　充 ｺｰｽﾕﾆｯﾄ ｺｰｽﾕﾆｯﾄ ｺｰｽﾕﾆｯﾄ ﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ特論 曜日時限未定 Ⅰ 専攻ｾﾐﾅｰⅠ Ⅲ 専攻ｾﾐﾅｰⅠ Ⅴ ｾﾐﾅｰ

MI 1N[10回]（0.7） 1N[10回]（0.7） 2N[10回]（0.7） 2N[10回]（0.7） 3N[10回]（0.7） 3N[10回]（0.7） MI

教授 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾘﾃﾗｼｰ *Stop the CO2 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

常 塩川　茂樹 ｺｰｽﾕﾆｯﾄ ｺｰｽﾕﾆｯﾄ ｺｰｽﾕﾆｯﾄ 入門[1回](0.1)

1N 1全（U・A以外） MI 3N

教授 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ

常 鳥井　秀幸 ｺｰｽﾕﾆｯﾄ ｺｰｽﾕﾆｯﾄ ｺｰｽﾕﾆｯﾄ

教授 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 知的生産 AIとﾃﾞｰﾀ 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

常 　臼杵　潤　 ｺｰｽﾕﾆｯﾄ ｺｰｽﾕﾆｯﾄ ｺｰｽﾕﾆｯﾄ 導入ﾕﾆｯﾄⅠ ｼｽﾃﾑ工学特論 ｻｲｴﾝｽ

1N MI
2全（ULA以外）

［1回］（0.1）
MI

教授 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 電子認証 ﾈｯﾄﾜｰｸ工学

常 岡本　学 ｺｰｽﾕﾆｯﾄ ｺｰｽﾕﾆｯﾄ ｺｰｽﾕﾆｯﾄ （水/火） （水/火）

3N 2N

教授 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

常 岡本　剛 ｺｰｽﾕﾆｯﾄ ｺｰｽﾕﾆｯﾄ ｺｰｽﾕﾆｯﾄ 導入ﾕﾆｯﾄⅠ

（A） 1N MI 2N 3A

常 教授 身の回りの JAVA言語ⅠⅡ 実践人工 実践人工 C言語基礎 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾘﾃﾗｼｰ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ ICT特別演習 1年生特別 2年生特別 ICT特別演習 ICT特別演習 ICTｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ

・ 瀬林　克啓 数学 （演習） 知能ﾕﾆｯﾄ 知能ﾕﾆｯﾄ ﾕﾆｯﾄⅠ(演習) 概論 基礎ﾕﾆｯﾄⅠ 基礎ﾕﾆｯﾄⅠ 基礎ﾕﾆｯﾄⅠ Ⅰ 専攻ｾﾐﾅｰⅠ 専攻ｾﾐﾅｰⅠ Ⅲ Ⅴ ｾﾐﾅｰ

特 1I2 2I 3I 3I 1I 1N[11回]（0.8） 1N 2N 2N 2N 1N[10回]（0.7） 1N[10回]（0.7） 2N[10回]（0.7） 2N[10回]（0.7） 3N[10回]（0.7） 3N[10回]（0.7）

准教授 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 人工生命創発 ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

常 凌　暁萍 ｺｰｽﾕﾆｯﾄ ｺｰｽﾕﾆｯﾄ ｺｰｽﾕﾆｯﾄ ｼｽﾃﾑ特論 （火/月）

MI 3N

准教授 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ

常 井家　敦 ｺｰｽﾕﾆｯﾄ ｺｰｽﾕﾆｯﾄ ｺｰｽﾕﾆｯﾄ 導入ﾕﾆｯﾄⅠ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ 基礎ﾕﾆｯﾄⅠ 基礎ﾕﾆｯﾄⅠ 基礎ﾕﾆｯﾄⅠ

1N 3N 2N 2N 2N

准教授 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ

常 岩田　一 ｺｰｽﾕﾆｯﾄ ｺｰｽﾕﾆｯﾄ ｺｰｽﾕﾆｯﾄ 工学Ⅰ 基礎ﾕﾆｯﾄⅠ 基礎ﾕﾆｯﾄⅠ 基礎ﾕﾆｯﾄⅠ

1N 2N 2N 2N

講師 実感する 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ

常 須賀　弘道 科学Ⅰ ｺｰｽﾕﾆｯﾄ ｺｰｽﾕﾆｯﾄ ｺｰｽﾕﾆｯﾄ

1N2 2N

助教 身の回りの 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ

常 海野　浩 数学（火曜2限） ｺｰｽﾕﾆｯﾄ ｺｰｽﾕﾆｯﾄ ｺｰｽﾕﾆｯﾄ 導入ﾕﾆｯﾄⅠ 基礎ﾕﾆｯﾄⅠ 基礎ﾕﾆｯﾄⅠ 基礎ﾕﾆｯﾄⅠ

1N2 1N 2N 2N 2N

特許・

知的財産論 外部ビデオ学習・オンラインテスト7回

M共通 ゲストスピーカー4回

＊他共通　情報ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾐﾅｰ・卒業研究

3N [45回中 2回] (0.2)

3N [45回中 30回] (2.0)

3N [45回中 3回] (0.2)

3N [45回中 2回] (0.2)

3N [45回中 12回] (0.8)

3N [45回中 11回] (0.8)

3N [45回中 11回] (0.8)

3N [45回中 29回] (2.0)

3N [45回中 29回] (2.0)

3N [45回中 30回] (2.0)

3N [45回中 29回] (2.0)

3N [45回中 30回] (2.0)

3N [45回中 2回] (0.2)

3N [45回中 2回] (0.2)

月 金

対面授業／リアルタイム授業

ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ
処理

（水/火）

ﾋｭｰﾏﾝ
ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ
（月/日）

情報ｾｷｭﾘﾃｨ
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
（火/月）

ﾈｯﾄﾜｰｸ
ﾙｰﾃｨﾝｸﾞ
（木/水）

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ

（木/水）

火 水 木

オンデマンド授業

オンデマンド

医療情報
ｾｷｭﾘﾃｲ
（月/金）

土 ／ 曜日時限なし



2022年度　前期　　教員別時間割表 【情報学部】情報ﾒﾃﾞｨｱ学科

　 　　　　　　　曜日･時限

　　　教員 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

教授 実感する ﾋｭｰﾏﾝ IT基礎 情報ﾒﾃﾞｨｱ 情報ﾒﾃﾞｨｱ ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

常 谷中　一寿 科学Ⅰ ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ 専門ﾕﾆｯﾄⅠ 専門ﾕﾆｯﾄⅠ 入門

（I） 1D4 2I 1D[1回]（0.1） 3D 3D 3D 2D MI

教授 IT基礎 情報ﾒﾃﾞｨｱ 情報ﾒﾃﾞｨｱ 情報ﾒﾃﾞｨｱ ICT特別演習 1年生特別 情報ﾒﾃﾞｨｱ 情報ﾒﾃﾞｨｱ ｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ

常 佐藤　尚 基盤ﾕﾆｯﾄ 専門ﾕﾆｯﾄⅠ 専門ﾕﾆｯﾄⅠ Ⅰ[14回]（1.0） 専攻ｾﾐﾅｰⅠ 基盤ﾕﾆｯﾄ 基盤ﾕﾆｯﾄ 基礎論

1D[1回]（0.1） 1D 3D 3D 1D 3D 1D[1回]（0.1） 1D 1D 2D

教授 ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ 情報ﾒﾃﾞｨｱ 情報ﾒﾃﾞｨｱ 情報ﾒﾃﾞｨｱ 情報ﾒﾃﾞｨｱ 1年生特別 ICTｽﾍﾟｼｬ ICT 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ IT基礎

常 服部　元史 ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 専門ﾕﾆｯﾄⅠ 専門ﾕﾆｯﾄⅠ 基礎ﾕﾆｯﾄⅠ 基礎ﾕﾆｯﾄⅠ 専攻ｾﾐﾅｰⅠ ﾘｽﾄｾﾐﾅｰ 特別演習Ⅴ （教員指示）

3D 3D 3D 3D 2D 2D 1D[1回]（0.1） 3D 3D MI 1D[1回]（0.1）

常 教授 IT基礎 情報ﾒﾃﾞｨｱ 情報ﾒﾃﾞｨｱ ｷｬﾗｸﾀ概論Ⅰ ｷｬﾗｸﾀ創作論 1年生特別

・ 梶　研吾 専門ﾕﾆｯﾄⅠ 専門ﾕﾆｯﾄⅠ 専攻ｾﾐﾅｰⅠ

特 1D[1回]（0.1） 3D 3D 3D 2D 3D 1D[1回]（0.1）

教授 ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾃﾝﾂ CGｱﾆﾒｰｼｮﾝ ﾒﾃﾞｨｱ実践講座 IT基礎

常 福本　隆司 制作概論 5・6限1ｺﾏ （教員指示）

2D 3D 3D 1D 1D[1回]（0.1）

教授 音響学入門 情報ﾒﾃﾞｨｱ 情報ﾒﾃﾞｨｱ 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ IT基礎

常 西口　磯春 専門ﾕﾆｯﾄⅠ 専門ﾕﾆｯﾄⅠ （教員指示）

2D[3回]（0.2） 3D 3D MI 1D[1回]（0.1）

教授 lotと知能情報 IT基礎 情報ﾒﾃﾞｨｱ 情報ﾒﾃﾞｨｱ 1年生特別 画像認識 ICTｽﾍﾟｼｬ ICT 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

常 西村　広光 処理技術特論 基礎ﾕﾆｯﾄⅠ 基礎ﾕﾆｯﾄⅠ 専攻ｾﾐﾅｰⅠ ｼｽﾃﾑ ﾘｽﾄｾﾐﾅｰ 特別演習Ⅴ

M共通2回（0.2）
ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ

1D[1回]（0.1） 3D 2D 2D 1D[1回]（0.1） 3D 3D 3D MI

教授 IT基礎 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞA 画像情報処理 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞＡ 1年生特別 情報ﾘﾃﾗｼｰ 2年生特別 ICT IT基礎

常 春日　秀雄 （演習） 専攻ｾﾐﾅｰⅠ 専攻ｾﾐﾅｰⅠ 特別演習Ⅲ （教員指示）

1D[1回]（0.1） 2D 3D 2D 2D 1D[1回]（0.1） 1D 2D 2D 1D

准教授 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ ICT特別演習 情報ﾒﾃﾞｨｱ 情報ﾒﾃﾞｨｱ 1年生特別 ﾒﾃﾞｨｱ実践講座 ICTｽﾍﾟｼｬ ICT 2年生特別 ICT IT基礎

常 黒川　真毅 音楽制作 Ⅰ[1回]（0.1） 基礎ﾕﾆｯﾄⅠ 基礎ﾕﾆｯﾄⅠ 専攻ｾﾐﾅｰⅠ 5・6限1ｺﾏ ﾘｽﾄｾﾐﾅｰ 特別演習Ⅴ 専攻ｾﾐﾅｰⅠ 特別演習Ⅲ （教員指示）

3D 1D 2D 2D 1D[1回]（0.1） 1D 3D 3D 2D 2D 1D[1回]（0.1）

常 准教授 ｹﾞｰﾑﾃﾞｻﾞｲﾝ論 1年生特別 ｹﾞｰﾑｸﾘｴｰﾀ ｹﾞｰﾑｸﾘｴｰﾀ ｹﾞｰﾑｸﾘｴｰﾀ IT基礎

・ 中村　隆之 専攻ｾﾐﾅｰⅠ 特訓 特訓 特訓 （教員指示）

特 2D[14回](1.0) 3D 1D[1回]（0.1） 1～4D 1～4D 1～4D 1D[1回]（0.1）

准教授 Webｼｽﾃﾑ ﾌｨｼﾞｶﾙ 情報ﾒﾃﾞｨｱ 情報ﾒﾃﾞｨｱ 1年生特別 IT基礎

常 鈴木　浩 ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ 基礎ﾕﾆｯﾄⅠ 基礎ﾕﾆｯﾄⅠ 専攻ｾﾐﾅｰⅠ （教員指示）

2D 3D 3D 2D 2D 1D[1回]（0.1） 1D[1回]（0.1）

准教授 音響学入門 応用音響 1年生特別 ICTｽﾍﾟｼｬ ICT 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ IT基礎

常 上田　麻理 工学特論 専攻ｾﾐﾅｰⅠ ﾘｽﾄｾﾐﾅｰ 特別演習Ⅴ （教員指示）

2D[12回]（0.8） MI 3D 1D[1回]（0.1） 3D 3D MI 1D[1回]（0.1）

准教授 IT基礎 情報ﾒﾃﾞｨｱ 情報ﾒﾃﾞｨｱ 1年生特別 ｹﾞｰﾑ

常 酒井　雅裕 専門ﾕﾆｯﾄⅠ 専門ﾕﾆｯﾄⅠ 専攻ｾﾐﾅｰⅠ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ

1D[1回]（0.1） 3D 3D 3D 1D[1回]（0.1） 3D

助教 実感する IT基礎 計算機構成論 情報ﾒﾃﾞｨｱ 情報ﾒﾃﾞｨｱ 1年生特別 情報ﾒﾃﾞｨｱ 情報ﾒﾃﾞｨｱ

常 山内　俊明 科学Ⅰ 基礎ﾕﾆｯﾄⅠ 基礎ﾕﾆｯﾄⅠ 専攻ｾﾐﾅｰⅠ 基盤ﾕﾆｯﾄ 基盤ﾕﾆｯﾄ

1D3 1D[1回]（0.1） 2D 3D 2D 2D 1D[1回]（0.1） 1D 1D

専門教育講師 IT基礎 情報科 情報ﾒﾃﾞｨｱ 情報ﾒﾃﾞｨｱ 情報ﾒﾃﾞｨｱ 情報ﾒﾃﾞｨｱ 情報ﾘﾃﾗｼｰ IT基礎

常 大庭　孝則 教育法Ⅰ 基礎ﾕﾆｯﾄⅠ 基礎ﾕﾆｯﾄⅠ 基盤ﾕﾆｯﾄ 基盤ﾕﾆｯﾄ （教員指示）

（教職） 1D[1回]（0.1） 3情（教職） 2D 2D 1D 1D 1D 1D

専門教育講師 IT基礎 IT応用 情報ﾒﾃﾞｨｱ 情報ﾒﾃﾞｨｱ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞＡ 情報ﾒﾃﾞｨｱ 情報ﾒﾃﾞｨｱ 情報ﾘﾃﾗｼｰ ﾒﾃﾞｨｱ実践講座

常 長　聖 基礎ﾕﾆｯﾄⅠ 基礎ﾕﾆｯﾄⅠ （演習） 基盤ﾕﾆｯﾄ 基盤ﾕﾆｯﾄ 5・6限1ｺﾏ

1D[1回]（0.1） 2D 2D 2D 2D 1D 1D 1D 1D

専門教育講師 IT基礎 情報ﾒﾃﾞｨｱ 情報ﾒﾃﾞｨｱ 情報ﾒﾃﾞｨｱ 情報ﾒﾃﾞｨｱ 情報ﾘﾃﾗｼｰ ﾒﾃﾞｨｱ実践講座 ｹﾞｰﾑｸﾘｴｰﾀ

常 村上　依子 専門ﾕﾆｯﾄⅠ 専門ﾕﾆｯﾄⅠ 基礎ﾕﾆｯﾄⅠ 基礎ﾕﾆｯﾄⅠ 5・6限1ｺﾏ 特訓 

1D[1回]（0.1） 3D 3D 2D 2D 1D 1D 1～4D

専門教育講師 IT基礎 情報ﾒﾃﾞｨｱ 情報ﾒﾃﾞｨｱ 身の回りの ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞＡ 情報ﾒﾃﾞｨｱ 情報ﾒﾃﾞｨｱ 情報ﾘﾃﾗｼｰ IT基礎

常 金森　克洋 専門ﾕﾆｯﾄⅠ 専門ﾕﾆｯﾄⅠ 数学 （演習） 基盤ﾕﾆｯﾄ 基盤ﾕﾆｯﾄ （教員指示）

1D[1回]（0.1） 3D 3D 1D3 2D 1D 1D 1D 1D

専門教育講師 IT基礎 情報ﾒﾃﾞｨｱ 情報ﾒﾃﾞｨｱ 情報ﾒﾃﾞｨｱ 情報ﾒﾃﾞｨｱ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞＡ 情報ﾒﾃﾞｨｱ 情報ﾒﾃﾞｨｱ 情報ﾘﾃﾗｼｰ

常 津布久　直樹 専門ﾕﾆｯﾄⅠ 専門ﾕﾆｯﾄⅠ 基礎ﾕﾆｯﾄⅠ 基礎ﾕﾆｯﾄⅠ （演習） 基盤ﾕﾆｯﾄ 基盤ﾕﾆｯﾄ

1D[1回]（0.1） 3D 3D 2D 2D 2D 1D 1D 1D

(CAP科目)
(時間割に記

載なし）

(CAP科目)
(時間割に記
載なし）(CAP科目)

(時間割に記
載なし）

(CAP科目)
(時間割に記

載なし）

(CAP科目)
(時間割に記

載なし）

情報ﾒﾃﾞｨｱ
専門ﾕﾆｯﾄⅠ

(ｾﾐﾅｰ)

情報ﾒﾃﾞｨｱ
専門ﾕﾆｯﾄⅠ

(ｾﾐﾅｰ)

情報ﾒﾃﾞｨｱ
専門ﾕﾆｯﾄⅠ

(ｾﾐﾅｰ)

情報ﾒﾃﾞｨｱ
専門ﾕﾆｯﾄⅠ

(ｾﾐﾅｰ)

情報ﾒﾃﾞｨｱ
専門ﾕﾆｯﾄⅠ

(ｾﾐﾅｰ)

情報ﾒﾃﾞｨｱ
専門ﾕﾆｯﾄⅠ

(ｾﾐﾅｰ)

情報ﾒﾃﾞｨｱ
専門ﾕﾆｯﾄⅠ

(ｾﾐﾅｰ)

オンデマンド授業

オンデマンド
土 ／ 曜日時限なし

対面授業／リアルタイム授業

情報ﾒﾃﾞｨｱ
専門ﾕﾆｯﾄⅠ

(ｾﾐﾅｰ)

月 火 水 木 金

情報ﾒﾃﾞｨｱ
専門ﾕﾆｯﾄⅠ

(ｾﾐﾅｰ)

情報ﾒﾃﾞｨｱ
専門ﾕﾆｯﾄⅠ

(ｾﾐﾅｰ)

情報ﾒﾃﾞｨｱ
専門ﾕﾆｯﾄⅠ

(ｾﾐﾅｰ)

情報ﾒﾃﾞｨｱ
専門ﾕﾆｯﾄⅠ

(ｾﾐﾅｰ)



2022年度　前期　　教員別時間割表 【健康医療科学部】看護学科

　 　　　　　　　曜日･時限

　　　教員 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

常 教授 看護学概論 看護学概論 看護ｾﾙﾌ 実践総合演習

・ 新実　絹代 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ論 （OSCE）

特 （A） 1U[2回]（0.2） 2A[2回]（0.2） 1U[7回]（0.5） 3U[6回]（0.4）

常 教授 母性看護学 看護学概論 母性看護 実践総合演習 母性看護学

・ 前山　直美 概論 （火曜2限） 活動論Ⅱ （OSCE） 実習

特 （A） 2U[8回]（0.6） 2A[1回]（0.1） 3U 3U[6回]（0.4） 4U（1.6）

教授 公衆衛生 看護研究Ⅰ 公衆衛生 保健医療福祉 公衆衛生 実践総合演習 産業・学校

常 入江　慎治 看護活動論 看護学概論 行政論Ⅰ 看護管理論 （OSCE） 看護学実習

（A） 3U[13回]（0.9） 3U[3回]（0.2） 2U[8回]（0.6） 3U[8回]（0.6） 4U[8回]（0.6） 3U[6回]（0.4） 4U（0.5）

教授 看護研究Ⅰ 精神看護 看護学概論 精神看護学 実践総合演習

常 柴田　真紀 活動論Ⅱ （火曜2限） 概論 （OSCE）

（A） 3U[12回]（0.8） 3U[12回]（0.8） 2A[1回]（0.1） 2U[8回]（0.6） 3U[6回]（0.4）

教授 認知症ｹｱ論 看護学概論 実践総合演習 老年看護 成人看護学 成人看護学 老年看護学 老年看護学 老年看護学

常 金子　直美 （OSCE） 活動論Ⅰ 実習Ⅰ 実習Ⅱ 実習Ⅰ 実習Ⅱ 実習Ⅲ

（A） 4U[8回]（0.6） 2A[3回]（0.2） 3U 2U[2回]（0.2） 4U（0.6） 4U（0.9） 3U（2.3） 4U（0.6） 4U（0.3）

教授 在宅看護学 看護学概論 社会福祉学 実践総合演習 在宅看護 在宅看護学

常 西田　幸典 概論 （OSCE） 活動論Ⅱ 実習

（A） 2U[8回]（0.6） 2A[1回]（0.1） 3U 3U[6回]（0.4） 3U 4U（1.5）

教授 小児看護学 看護学概論 家族看護学 小児看護 実践総合演習 小児看護学 小児看護学

常 濵邉　富美子 概論 活動論Ⅱ （OSCE） 実習Ⅰ 実習Ⅱ

（A） 2U[7回]（0.5） 2A[1回]（0.1） 4U[8回]（0.6） 3U[10回]（0.7） 3U[6回]（0.4） 3U（1.0） 4U（0.4）

常 教授 基礎看護技術 看護学概論 看護学概論 看護技術総論 生活援助 実践総合演習 早期体験実習

・ 鈴木　久美子 Ⅳ（看護過程） 技術Ⅰ （OSCE）

特 (A) 2U[8回]（0.6） 1U[13回]（0.9） 2A[5回]（0.4） 1U 1U（火曜3限） 3U 1U（1.0）

准教授 基礎看護技術 看護技術総論 生活援助 実践総合演習 早期体験実習

常 猪又　克子 Ⅳ（看護過程） 技術Ⅰ （OSCE）

2U[8回]（0.6） 1U 1U（火曜3限） 3U 1U（1.0）

講師 基礎看護技術 看護技術総論 生活援助 実践総合演習 早期体験実習

常 水谷　郷美 Ⅳ（看護過程） 技術Ⅰ （OSCE）

2U[8回]（0.6） 1U 1U（火曜3限） 3U[9回]（0.6） 1U（1.0）

講師 精神看護 実践総合演習

常 田代　誠 活動論Ⅱ （OSCE）

3U[12回]（0.8） 3U[9回]（0.6）

講師 実践総合演習 老年看護 成人看護学 老年看護学 老年看護学

常 髙野　真由美 （OSCE） 活動論Ⅰ 実習Ⅱ 実習Ⅰ 実習Ⅱ

3U 2U[14回]（1.0） 4U（2.9） 3U（2.3） 4U（1.0）

講師 小児看護学 小児看護 実践総合演習 小児看護学 小児看護学

常 欠ノ下　郁子 概論 活動論Ⅱ （OSCE） 実習Ⅰ 実習Ⅱ

2U[1回]（0.1） 3U[8回]（0.6） 3U[9回]（0.6） 3U（1.0） 4U（1.2）

講師 母性看護 実践総合演習 母性看護学

常 青木　真希子 活動論Ⅱ （OSCE） 実習

3U[7回]（0.5） 3U[9回]（0.6） 4U（4.6）

講師 看護学概論 実践総合演習 成人看護学

常 奈良　唯唯子 （OSCE） 実習Ⅰ

2A[1回]（0.1） 3U 4U（6.6）

講師 実践総合演習 成人看護学

常 久松　桂子 （OSCE） 実習Ⅰ

3U 4U（6.8）

助教 実践総合演習 老年看護 老年看護学 老年看護学

常 佐口　清美 （OSCE） 活動論Ⅰ 実習Ⅰ 実習Ⅲ

3U[9回]（0.6） 2U[5回]（0.4） 3U（2.3） 4U（4.6）

助教 看護ｾﾙﾌ 実践総合演習 早期体験実習

常 辻田　幸子 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ論 （OSCE）

1U[1回]（0.1） 3U[9回]（0.6） 1U（1.0）

助教 公衆衛生 公衆衛生 実践総合演習 早期体験実習 産業・学校

常 鈴木　大地 看護活動論 看護管理論 （OSCE） 看護学実習

3U[2回]（0.2） 4U[5回]（0.4） 3U[9回]（0.6） 1U（1.2） 4U（0.8）

精神看護学

実習 前期は実習なし

4U

＊卒業研究Ⅱ・・・通年30回（前期15回・後期15回）実施、担当教員に前後期1ｺﾏずつ付与 ＊医療安全学（8回授業）…新実先生5回、辻田先生2回、生涯学習センター井上先生（嘱託職員：ｺﾏなし）1回担当

（慢性期）

2U[8回]（0.6）

2U[6回]（0.4）

2U[26回]（1.8）

成人看護活動論Ⅱ

（慢性期）

成人看護活動論Ⅱ

（慢性期）

金 土 ／ 曜日時限なし

オンデマンド授業

オンデマンド

対面授業／リアルタイム授業

月 火 水 木

看護管理学
3U[3回]（0.2）
医療安全学
3U[2回]（0.2）

看護管理学
3U[5回]（0.4）
医療安全学
3U[5回]（0.4）

基礎看護技術Ⅲ

（診療援助技術）

2U

2U

成人看護活動論Ⅱ

基礎看護技術Ⅲ

（診療援助技術）

2U

基礎看護技術Ⅲ

（診療援助技術）



2022年度　前期　　教員別時間割表 【健康医療科学部】管理栄養学科

　 　　　　　　　曜日･時限

　　　教員 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

常 教授 専門演習Ⅰ 病理病態学Ⅱ 公衆衛生学

・ 鮎澤　衛 [12回]（0.8ｺﾏ）

特 4L 3L 2L [11回](0.8)

教授 食品栄養学 専門演習Ⅰ 生化学Ⅱ 食品機能学 生化学実験Ⅱ 生化学実験Ⅱ 生化学実験Ⅱ 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

常 清瀬　千佳子 特論 [12回]（0.8ｺﾏ）

MC(0.6) 4L 2L 3L MC

教授 食育指導論 専門演習Ⅰ 栄養生命 栄養生命 栄養教育論Ⅱ 学校栄養 栄養教育論 栄養教育論 栄養教育論

常 饗場　直美 [12回]（0.8ｺﾏ） 科学概論 科学概論 指導論 実習Ⅰ 実習Ⅰ 実習Ⅰ

（教職） 3L(教職) 4L 1L1 1L2 3L 2L（教職）

教授 専門演習Ⅰ 臨床栄養学Ⅰ 化学基礎 病態生化学 臨床生化学 臨床栄養学Ⅲ 臨床栄養 総合演習 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

常 横山　知永子 [12回]（0.8ｺﾏ） A・B臨地実習 (臨床栄養A・B)

4L 2L [8回](0.6) 1L MC 4L 3L [8回](0.6) 4L（2.2） 4L（1.2） DC（0.3） MC

教授 身の回りの 食品衛生学 専門演習Ⅰ 微生物学 微生物学実験 微生物学実験 微生物学実験 微生物制御学 情報ﾘﾃﾗｼｰ 理科特別実験

常 澤井　淳 数学 [12回]（0.8ｺﾏ）

1L1 2L 4L 1L MC（0.5） 1L DC（0.3） MC(0.3)

教授 生物有機化学 専門演習Ⅰ 基礎栄養学 （特）基礎 基礎栄養学 基礎栄養学 基礎栄養学 化学基礎実験 化学基礎実験 化学基礎実験 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

常 花井　美保 [12回]（0.8ｺﾏ） 栄養学 実験 実験 実験

1L[7.5回](0.5) 4L 2L 3・4L MC

教授 臨床栄養学 臨床栄養学Ⅳ 専門演習Ⅰ 臨床栄養学Ⅰ 臨床栄養学 臨床栄養学 臨床栄養学 臨床栄養学Ⅲ 臨床栄養 総合演習

常 菅野　丈夫 [12回]（0.8ｺﾏ） 実習Ⅰ 実習Ⅰ 実習Ⅰ A・B臨地実習 (臨床栄養A・B)

(U) 3U 3L[4回](0.3) 4L 2L [8回](0.6) 3L [6回](0.4) 4L（2.6） 4L（1.2）

准教授 専門演習Ⅰ 公衆栄養学Ⅱ 公衆栄養学 公衆栄養学 公衆栄養学 総合演習

常 原島　恵美子 [12回]（0.8ｺﾏ） 実習 実習 実習
(公衆栄養
臨地実習)

4L 3L 4L（2.6）

准教授 臨床栄養学Ⅳ 専門演習Ⅰ 臨床栄養学 臨床栄養学 臨床栄養学 臨床栄養学Ⅲ 臨床栄養 総合演習 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

常 澤井　明香 [12回]（0.8ｺﾏ） 実習Ⅰ 実習Ⅰ 実習Ⅰ A・B臨地実習 (臨床栄養A・B)

3L[12回](0.8) 4L 3L [4回](0.3) 4L（2.9） 4L（1.2） DC（0.3） MC

准教授 給食経営 専門演習Ⅰ 給食経営 微生物制御学 給食運営 総合演習 総合演習 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

常 大澤　絢子 管理論Ⅰ [12回]（0.8ｺﾏ） ｼｽﾃﾑ論 臨地実習
(給食運営
臨地実習)

(給食経営臨地
実習-事前)

2L 4L 3L MC（0.5） 3L(0.3) 3L(2.8) 3L(0.2) MC

准教授 専門演習Ⅰ 応用栄養学 応用栄養学 応用栄養学 応用栄養学Ⅱ

常 三宅　理江子 [12回]（0.8ｺﾏ） 実習 実習 実習

4L 3L

准教授 食品栄養学 専門演習Ⅰ 食品学実験Ⅱ 食品学実験Ⅱ 食品学実験Ⅱ （特）食品学Ⅱ 食品学Ⅱ 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

常 宮本　理人 特論 [12回]（0.8ｺﾏ）

MC(0.6) 4L 3L 2L MC

准教授 調理学 専門演習Ⅰ 調理学実習Ⅰ 調理学実習Ⅰ 調理学実習Ⅰ 調理学実験 調理学実験 調理学実験

常 野村　知未 [12回]（0.8ｺﾏ）

1L 4L

＊他共通  輪講・卒業研究

＊大学院　理科特別実験の曜日時限は担当教員が決める

月 火 水 木 金

2L1(前半）、2L2（後半)

3L1（後半)、3L2(前半）

3L1(前半）、3L2（後半)

対面授業／リアルタイム授業

土 ／ 曜日時限なし

オンデマンド授業

オンデマンド

応用化学・
ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ

特論Ⅰ

応用化学・
ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ

特論Ⅰ

応用化学・
ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ

特論Ⅰ

3L1（前半)、3L2(後半）

2L1(前半）、2L2（後半)

1L1(前半)、1L2（後半) 2L1(前半）、2L2（後半)

1L1（後半）・1L2（前半）

2L1(後半）、2L2（前半) 1L1(前半）、1L2（後半)

3L1(後半）、3L2（前半)［24回］（1.6）

3L1(後半）、3L2（前半)［21回］（1.4）



2022年度　前期　　教員別時間割表 【健康医療科学部】臨床工学科

　 　　　　　　　曜日･時限

　　　教員 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

常 教授 生体計測 生体計測 臨床工学 臨床工学 生体計測 医用工学概論 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 研究技術

・ 松尾　崇 機器学実習 機器学実習 ｾﾐﾅｰ ｾﾐﾅｰ 機器学Ⅱ 開発ﾘﾃﾗｼｰ

特 2A 2A 2A 1A MR (0.1)

常 教授 医用機器学 生体計測 生体計測 医療機器と 臨床工学 臨床工学 生体機能代行 医療機器と 医用機器 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ﾁｰﾑ医療論 研究技術 臨床実習

・ 山家　敏彦 概論 機器学実習 機器学実習 在宅技術Ⅱ ｾﾐﾅｰ ｾﾐﾅｰ 装置学Ⅰ 在宅技術Ⅰ 安全管理学 開発ﾘﾃﾗｼｰ

特 （U） 1A
4U[4回]（0.3）
（火曜1限）

2A[5回]（0.4） 3U[2回]（0.2） 3A[1回]（0.1） 4A[3回]（0.2） MR (0.1) 4A(3.5)

教授 ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ 生体計測 生体計測 臨床工学 臨床工学 応用数学演習 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 計測工学 応用数学 研究技術

常 松田　康広 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 機器学実習 機器学実習 ｾﾐﾅｰ ｾﾐﾅｰ 開発ﾘﾃﾗｼｰ

MR 1A 2A 1A MR (0.1)

教授 臨床人間工学 生体計測 生体計測 医療機器と 臨床工学 臨床工学 医療機器と 医用機器 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ﾁｰﾑ医療論 医用機器安全 医用機器安全 研究技術 AIとﾃﾞｰﾀ 臨床実習

常 鈴木　聡 機器学実習 機器学実習 在宅技術Ⅱ ｾﾐﾅｰ ｾﾐﾅｰ 在宅技術Ⅰ 安全管理学 管理学実習 管理学実習 開発ﾘﾃﾗｼｰ ｻｲｴﾝｽ

（U） 3A
4U[1回]（0.1）
（火曜1限）

3U[5回]（0.4） 3A[3回]（0.2） 4A[1回]（0.1） 3A 3A MR (0.1)
2全（ULA以外）

［1回］（0.1）
4A(3.5)

教授 医療統計学 生体計測 生体計測 臨床工学 臨床工学 医学概論 形態機能学Ⅰ 解剖学 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 形態機能学Ⅱ 研究技術

常 渡邉　紳一 機器学実習 機器学実習 ｾﾐﾅｰ ｾﾐﾅｰ 開発ﾘﾃﾗｼｰ

（U） 2A 1A 1U 1A 1U MR (0.1)

教授 電気工学Ⅰ 生体計測 生体計測 電気工学 臨床工学 ｼｽﾃﾑ制御 ｼｽﾃﾑ制御 医用機器 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 医用機器安全 医用機器安全 研究技術

常 河口　進一 機器学実習 機器学実習 実習 ｾﾐﾅｰ 工学Ⅰ 工学実習 安全管理学 管理学実習 管理学実習 開発ﾘﾃﾗｼｰ

1A 2A 2A 1A 4A[3回]（0.2） 3A 3A 3A[3回]（0.2） MR (0.1)

特 教授 生体計測 生体計測 臨床工学 臨床工学 ﾁｰﾑ医療論 臨床実習

・ 馬嶋　正隆 機器学実習 機器学実習 ｾﾐﾅｰ ｾﾐﾅｰ

常 4A[1回]（0.1） 4A(0.4)

特 教授 生体機能代行 医用機器 ﾁｰﾑ医療論 医用機器安全 医用機器安全 臨床実習

・ 深澤　伸慈 装置学Ⅰ 安全管理学 管理学実習 管理学実習

常 2A[4回]（0.3） 3A[2回]（0.2） 4A[2回]（0.2） 4A(0.4)

准教授 生体計測 生体計測 臨床工学 臨床工学 医用電気電子 電子工学Ⅰ 電子工学実習 医用機器 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 医用機器安全 医用機器安全 研究技術

常 大瀧　保明 機器学実習 機器学実習 ｾﾐﾅｰ ｾﾐﾅｰ 工学実習 安全管理学 管理学実習 管理学実習 開発ﾘﾃﾗｼｰ

3A 2A 2A 3A[2回]（0.2） MR (0.1)

准教授 生体機能代行 ﾁｰﾑ医療論 医用治療 臨床実習

常 酒井　徳昭 装置学Ⅰ 機器学Ⅰ

2A[6回]（0.4） 4A[2回]（0.2） 2A[8回]（0.6） 4A(0.4)

助教 生体計測 生体計測 医療機器と 臨床工学 臨床工学 医療機器と 医用機器 ﾁｰﾑ医療論 医用治療 医用機器安全 医用機器安全 臨床実習

常 西村　宗修 機器学実習 機器学実習 在宅技術Ⅱ ｾﾐﾅｰ ｾﾐﾅｰ 在宅技術Ⅰ 安全管理学 機器学Ⅰ 管理学実習 管理学実習

（U） 4U[5回]（0.4）
（火曜1限）

3U[5回]（0.4） 3A[1回]（0.1） 4A[1回]（0.1） 2A[7回]（0.5） 4A(3.5)

助教 呼吸療法 生体計測 生体計測 医療機器と 医療機器と 体外循環 ﾁｰﾑ医療論 臨床実習

常 川﨑　路浩 装置学 機器学実習 機器学実習 在宅技術Ⅱ 在宅技術Ⅰ 装置学

（U） 3A[9回]（0.6） 4U[5回]（0.4） 3U[3回]（0.2） 3A[9回]（0.6） 4A[2回]（0.2） 4A(3.5)

＊「医療機器と在宅技術Ⅰ」（3U）は水曜日1限を中心に変則で授業を実施

＊「医療機器と在宅技術Ⅱ」（4U）は火曜日1限を中心に変則で授業を実施

MR[5回]（0.4）

2A[26回]（1.8）

3A[14回]（1.0）

4A[3回]（0.2）2A[26回]（1.8）

2A[2回]（0.2）

MR[5回]（0.4）

2A[26回]（1.8） 4A[2回]（0.2）

3A[14回]（1.0）

3A[14回]（1.0）

4A[1回]（0.1）

土 ／ 曜日時限なし

オンデマンド授業

オンデマンド

対面授業／リアルタイム授業

月 火 水 木 金

3A[14回]（1.0）

2A[26回]（1.8）

2A[26回]（1.8）

2A[26回]（1.8）

2A[26回]（1.8）

MR[5回]（0.4）

MR[5回]（0.4）

4A[3回]（0.2） MR[5回]（0.4）

MR[5回]（0.4）

MR[5回]（0.4）

4A[3回]（0.2）

4A[3回]（0.2）

4A[2回]（0.2）

4A[2回]（0.2）



2022年度　後期　　教員別時間割表 【基礎・教養教育センター】

　 　　　　　　　曜日･時限

　　　教員 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

教授 人文社会 ﾏｽﾒﾃﾞｨｱ論 ﾏｽﾒﾃﾞｨｱ論 社会学

常 三浦　直子 科学演習 （水/土） （金/月） （水/金）

(倫理) 3全（U以外） 1・2全（U以外） 1・2全（U以外） 1・2全（U以外） 1・2全（U以外） 2・3全（U以外） 3工・創・B

教授 社会時事・ ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 人文社会 比較文化論 文学

常 師玉　真理 討論演習(0.6) 技術 技術 科学演習 （月/木） （金/月）

2特専[8回] 2M・E-1 2全（U以外） 3全（U以外） 1・2全（U以外） 2・3全

基礎教育講師 社会時事・ ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 社会学 文章表現技術

常 小田切　祐詞 討論演習(0.5) 技術 （月/金） （水/土）

2特専 [7回] 2全（U以外） 1I1 2・3全（U以外） 1・2工R情LA 1U 1B2

教授 英語Ⅰ 英語Ⅳ 英語Ⅳ (特）英語Ⅲ

常 大木　富 （木/水） （金/木） （金/木） （木/水）

1全 1E･H･I -5 1V・D・U -3 2全-2

准教授 英語Ⅳ 英語Ⅳ 英語Ⅳ （特）英語Ⅲ (特)英語Ⅳ 英語Ⅴ 英語Ⅴ 英語Ⅵ

常 岩本　弘道 （金/木） （金/木） （金/木） （金/木） （木/水） （木/水） （木/水） （木/水）

1C・R・B・A-1 1E･H･I -2 1V・D・U-2 1全-2 2全-2 2C・R・N・L-3 2B・I・A-3 2E・V・D-2

基礎教育講師 英語Ⅲ 英語Ⅲ 英語Ⅳ 英語Ⅱ (特)英語Ⅳ 英語Ⅳ 英語Ⅴ 英語Ⅵ (特)英語Ⅵ

常 宍戸　章子 （火/月） （金/木） （金/木） （金/木） （木/水） （木/水） （木/水） （木/水） （木/水）

1N 1C・R・B・A-1 1V・D・U -1 1全-1 2全-1 2B・I・A 2C・R・N・L-2 2E・V・D-4 2全（U以外）

基礎教育講師 英語Ⅳ 英語Ⅳ 英語Ⅴ 英語Ⅵ 英語Ⅵ 英語Ⅵ 英語Ⅲ TOEICⅡ ReadingⅡ

常 宮城　学 （月/日） （金/木） （木/水） （木/水） （木/水） （金/木） （木/水） （木/水） （月/日）

1M・L-3 1E･H･I-4 2E・V・D-3 2C・R・N・L-3 2B・I・A-4 2M・H-1 2全 3全(U以外） 1特専

基礎教育講師 英語Ⅲ 英語Ⅳ 英語Ⅳ 英語Ⅳ 英語Ⅳ 英語Ⅳ 英語Ⅴ 英語Ⅵ 英語Ⅵ 英語Ⅵ

常 浅川　友幸 （金/木） （月/日） （金/木） （金/木） （火/月） （金/木） （木/水） （木/水） （木/水） （金/木）

1E・H・I-1 1M・L-1 1C・R・B・A-3 1V・D･U -4 1N-2 2M・H 2E・V・D-2 2C・R・N・L-1 2B・I・A-3 2M・H-2

基礎教育講師 Technical 英語Ⅲ 英語Ⅳ 英語Ⅳ 英語Ⅱ 英語Ⅵ 英語Ⅵ 英語Ⅵ Listening Ⅳ (特）英語Ⅴ

常 瀧村　裕子 English （金/木） （月/日） （金/木） （金/木） （木/水） （木/水） （木/水） （金/木） （木/水）

M共通 1C・R・B・A-2 1M・L-2 1E･H･I-1 1全-2 2C・R・N・L-2 2B・I・A-2 2E・V・D-3 2特専 2全2（U以外）

基礎教育講師 英語Ⅲ 英語Ⅳ 英語Ⅳ 英語Ⅳ 英語Ⅳ 英語Ⅴ ReadingⅣ

常 河野　智子 （金/木） （金/木） （金/木） （木/水） （木/水） （木/水） （水/火）

1V・D・U-2 1E･H･1-3 1C・R・B・A-4 2C・R・N・L 2E・V・D 2B・I・A-1 2特専 3特専
3C・情・V・R・H・

L

基礎教育講師 英語Ⅲ 英語Ⅳ (特）英語Ⅲ 英語Ⅴ 英語Ⅴ 英語Ⅴ 英語Ⅵ ListeningⅡ TOEICⅠ (特）英語Ⅴ

常 大平　道広 （金/木） （金/木） （金/木） （木/水） （木/水） （金/木） （木/水） （木/水） （木/水） （木/水）

1E･H･I -2 1C・R・B・A-2 1全-1 2C・R・N・L-1 2E・V・D-1 2M・H-1 2B・I・A-1 1特専 2全（U以外） 2全3（U以外）

基礎教育講師 英語Ⅲ 英語Ⅲ 英語Ⅳ (特）英語Ⅲ 英語Ⅴ 英語Ⅵ 英語Ⅵ (特）英語Ⅴ 英語Ⅴ

常 町田　直子 （月/日） （金/木） （火/月） （木/水） （木/水） （木/水） （木/水） （木/水） （金/木）

1M・L 1V・D・U -1 1N-1 2全-1 2B・I・A-2 2C・R・N・L-4 2E・V・D-1 2全1（U以外） 3特専 2M・H-2

准教授 健康・ｽﾎﾟｰﾂ 健康・ｽﾎﾟｰﾂ 健康・ｽﾎﾟｰﾂ 健康・ｽﾎﾟｰﾂ 学外ｽﾎﾟｰﾂ

常 高嶋　渉 科学実習Ⅱ 科学実習Ⅱ 科学実習Ⅱ 科学実習Ⅱ

1A 1D 1E 1I 1～4全（U以外） 1L 1U 2I

教授 確率統計S 確率統計 数理統計学 微分積分学 身の回りの 統計ﾃﾞｰﾀ 微分積分学 確率統計

常 竹田　裕一 （M以外） Ⅱ-d 数学 解析基礎 Ⅱ-d 確率統計S

（B) 1特専 2M･E･C・V 2N 1V 2R 2B 1V 2M

教授 微分積分学 微分積分学 (特)機械系 微分積分学 微分積分学 微分積分学 微分積分学

常 土谷　洋平 Ⅰ-d Ⅰ-c 数学 Ⅱ-c Ⅱ-c Ⅰ-c Ⅰ-d

1I・N-1 1R 2M 1M2 1M2(ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ) 1Ｒ 1I・N-1

准教授 線形代数学 線形代数学 微分積分学 離散数学 離散数学 関数論Ⅱ 微分積分学

常 藤森　雅巳 Ⅰ-b Ⅰ-b Ⅰ-c Ⅰ-c

1I・N-1 1D 1I 1I・D 1D 2M・E 1I

基礎教育講師 身の回りの 線形代数学 線形代数学 線形代数学 幾何学

常 谷戸　光昭 数学 Ⅰ-a Ⅰ-b Ⅰ-a （教員指示）

（教職) 3M3 1C 1I・N-2 1E 2M・E（教職）

基礎教育講師 線形代数学 線形代数学 線形代数学 微分積分学 微分積分学 線形代数学 微分積分学 線形代数学 微分積分学

常 沼田　崇宏 Ⅱ-a Ⅱ-b Ⅱ-b Ⅰ-c Ⅰ-c Ⅰ-c Ⅰ-c

1M1 2R 1V 1H（ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ） 1D1 1特専（M以外） 1H 1特専（M以外） 1D1

基礎教育講師 線形代数学 (特)身の 身の回りの 微分積分学 微分積分学 微分積分学 微分積分学

常 菊地　哲也 Ⅱ-b 回りの数学 数学 Ⅰ-c Ⅰ-c Ⅱ-d Ⅱ-d

1M2 1情・3R 3M1 1V 1V 1M2 1M2

基礎教育講師 線形代数学 微分積分学 微分積分学 微分積分学 微分積分学 (特)機械系 微分積分学 微分積分学 (特)線形

常 野井　貴弘 Ⅱ-a Ⅰ-c Ⅱ-c Ⅰ-c Ⅱ-c 数学 Ⅰ-c Ⅰ-c 代数学Ⅰ-a

9月着任予定 2R 1E（ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ） 1V 1D2 1V 2V 1E 1D2 1V

微分積分学
Ⅰ-d　1I・N-2
（特）解析学Ⅰ

1I・N

微分積分学
Ⅰ-d　1I・N-2
（特）解析学Ⅰ

1I・N

少子高齢化と
社会問題
（月/水）

少子高齢化と
社会問題
（金/日）

情報社会と
情報倫理
（月/水）

(特)現代社会
講座

（月/木）
1･2全LA以外

(0.2)[2回]

日本語
表現技術
（月/木）

(特)現代社会
講座

（月/木）
1･2全LA以外

(0.2)[3回]

(特)ｽﾀﾃﾞｨ
ｽｷﾙ

（月/木）

日本語
表現技術
（金/火）

健康・ｽﾎﾟｰﾂ
科学実習Ⅱ

（金/日）

健康・ｽﾎﾟｰﾂ
科学実習Ⅱ

（月/日）

生涯ｽﾎﾟｰﾂ
実技

（金/日）

微分積分学
Ⅰ-d

（特）解析学Ⅰ
1R

Reading&
ListeningB-Ⅱ

（金/木）

科学技術
英語Ⅱ
（月/水）

Reading&
ListeningA-Ⅱ

（木/水）

微分積分学
Ⅰ-d

（特）解析学Ⅰ
1D

微分積分学
Ⅰ-d

（特）解析学Ⅰ
1R

微分積分学
Ⅰ-d

（特）解析学Ⅰ
1D

土 ／ 曜日時限なし

オンデマンド授業

オンデマンド

対面授業／リアルタイム授業

月 火 水 木 金



2022年度　後期　　教員別時間割表 【基礎・教養教育ｾﾝﾀｰ、教職教育ｾﾝﾀｰ、研究推進機構、教育開発ｾﾝﾀｰ、情報教育研究ｾﾝﾀｰ】

　 　　　　　　　曜日･時限

　　　教員 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

教授 基礎電磁気学 基礎力学Ⅱ-d 物理･化学 物理･化学 基礎力学Ⅱ-d 基礎力学Ⅱ-d 基礎電磁気学 基礎力学Ⅱ-d

常 高橋　正雄 Ⅱ-a ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ Ⅰ-ａ

2C 1V 1M2・3C 1M2・3C 1H 1H 1M2 1V

教授 基礎力学Ⅱ-c 流体力学 物理･化学 物理･化学 基礎力学Ⅱ-c 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

常 石綿　良三 流体力学S ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

（Ｖ） 1V 2V 1M1 1M1 1V MS[8回]（0.6）

教授 物理･化学 物理･化学 振動と波動 基礎力学Ⅱ-c 基礎力学Ⅱ-ｃ

常 山本　一雄 ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

1M1 1M1 2V・R 1M1 1M1

教授 物理学Ｂ 物理学B 物理・化学 物理・化学 基礎力学Ⅱ-d 基礎力学Ⅱ-d

常 神谷　克政 1特専
（M・R以外）

1特専
（M・R以外）

ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

2R 2R 1B 1B 1E 1E

准教授 物理学 基礎力学Ⅱ-d 物理･化学 物理･化学 航空宇宙学 基礎電磁気学 基礎力学Ⅱ-d

常 栗田　泰生 特論B 物理学B ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 概論Ⅱ Ⅰ-a 物理学B

（M） M共通 1M 1B 1B 1M[4回]（0.3） 1M1 1M

基礎教育講師 物理学D 物理･化学 物理･化学 基礎力学Ⅱ-c 基礎力学Ⅱ-a 基礎力学Ⅱ-c 振動と波動

常 門田　英子 2特専（R以外） ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

3R 1M2・3C 1M2・3C 1M2 1R 1M2 2E・H

基礎教育講師 物理･化学 物理･化学 基礎電磁気学 実感する 基礎力学Ⅱ-c 基礎力学Ⅱ-a 基礎力学Ⅱ-c

常 格和　純 ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ Ⅱ-b 科学Ⅱ

1M2・3C 1M2・3C 1V
1M・C・V・
R･B・情

1E 1B 1E

教授 教職概論 物理･化学 物理･化学 物理･化学 物理･化学 材料工学 基礎化学Ⅱ-d 基礎化学Ⅱ-d  工業概論

常 三井　和博 [4回](0.3) ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ （火曜2限） (教職)[2回]0.2

(教職・A) 1全（A・U以外） 1M1 1M1 1M2・3C 1M2・3C 2A[1回]（0.1) 1C 1C 1工創情･
MECVRH(Eｺｰｽ)

1H

教授  化学特論  

常 藤村　陽
M共通

教授 物理･化学 物理･化学 実感する 物理･化学 物理･化学 基礎化学Ⅱ-ａ 化学Ｂ

常 兒玉　健 ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 科学Ⅱ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 2RT

1M1 1M1 1E・1ET 1B 1B 1Ｂ 1特専（RT以外）

教授 教職概論 教職実践演習 教育行政論 日本国憲法 法学 法学

常 山本　聡 [6回]（0.4) （U・A以外） （水/金） （水/金） （金/月）

1全（U・A以外） 4全(ULA以外) 2全 1・2全 2・3全 2・3全

教授 教職概論 技術科 教職実践演習 技術科 工業概論 木材加工概論 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

常 門田　和雄 [6回](0.4) 教育法Ⅳ 教育法Ⅱ

（工・創) 1全（U・A以外）
3M・E・R・H

（Eｺｰｽ含む）
4全(ULA以外)

2M・E・R・H
（Eｺｰｽ含む）

MS[8回]（0.6）

准教授 　 人文社会 教職概論 　 　 教育学 栄養教育 教職実践演習 教職実践演習 学校と教育 教育課程論

常 田辺　基子 科学演習 [6回](0.4) 実習 （木曜5限） の歴史 （U・A以外）

　 3全（U以外） 1全（U・A以外） 　 　 2・3全 3L 4全(ULA以外) 4L 2全（U・A以外） 1全（U・A以外） 3全

准教授 　 教職概論 　 栄養教育 教職実践演習 教職実践演習 教育心理学 教育相談 心理学

常 佐藤　史緒 [6回]（0.4) 実習 （木曜5限） （U・A以外） （U・A以外） （月/水）

　 1全（U・A以外） 　 3L 4全(ULA以外) 4L 1全 3全 2・3全

教授

常 井藤　晴久

常 教授

・ 井上　秀雄

特

教授 高等教育

常 伊藤　勝久 学識教授法

（人社） D共通[8回]（0.6） 3特専(0.2)

准教授

常 前田　篤彦

准教授

常 中尾　教子

助教

常 中嶋　龍彦

助教

常 藤井　みゆき

(特)現代社会
講座

（月/木）
1･2全LA以外

(0.2)[2回]

社会・経済
事情

（教員指示）

1工創情
(Eｺｰｽ含む)
［7回］（0.5）

1M・E・R・H（E
ｺｰｽ含む）・
2ME・RE

教育実習
事前指導

10.11.12.1月
各１回

3全(ULA以外）

総合的な
学習の時間の

理論と実践

教育実習
事前指導

10.11.12.1月
各１回

3全(ULA以外）

実感する
科学Ⅱ
（金/金）

教育実習
事前指導

10.11.12.1月
各１回

3全(ULA以外）

教育実習
事前指導

10.11.12.1月
各１回

3全(ULA以外）

対面授業／リアルタイム授業 オンデマンド授業

月 火 水 木 金 土 ／ 曜日時限なし
オンデマンド



2022年度　後期　　教員別時間割表 【工学部】機械工学科

　　　　　　　曜日･時限

　　　教員 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

教授 空気力学特論 機械及び電気 機械及び電気 機械工学 機械工学

常 木村　茂雄 工学実験 工学実験 特別講義 特別講義

MM 2M2 2M2

教授 機械及び電気 機械及び電気 機械及び電気 機械及び電気 機械力学入門

常 川島　豪 工学実験 工学実験 工学実験 工学実験

2M 2M1 2M1 1M1

教授 機械概論 身の回りの 卒研ｾﾐﾅｰ

常 小机　わかえ （教職） 数学 担当教員が決まり次第、コマを入れる

（教職・E・R・H） 1M・E・R・H（Eｺｰｽ
含む）・2M

3M2 3M 3M

教授 創造設計 創造設計 創造設計 実践 ﾛﾎﾞｯﾄ

常 有川　敬輔 ﾕﾆｯﾄⅡ ﾕﾆｯﾄⅡ ﾕﾆｯﾄⅡ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ 機構学特論

3M 3M 3M 2M MM

教授 機械及び電気 機械及び電気 材料力学Ⅲ 宇宙機構造

常 渡部　武夫 工学実験 工学実験 機構学特論

2M1 2M1 2M１ MM

教授 機械力学Ⅱ 航空宇宙学 宇宙機ｼｽﾃﾑ 航空宇宙学 航空宇宙学

常 照井　冬人 概論Ⅱ 工学 特別講義 特別講義

2M 1M[4回]（0.3）
3M

[11回]（0.8）

教授 熱力学Ⅱ 機械及び電気 機械及び電気 機械製図 機械製図 教育ｺﾝﾃﾝﾂ 工業概論 先端熱流体 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

常 佐藤　智明 工学実験 工学実験 ﾕﾆｯﾄ ﾕﾆｯﾄ 開発実践 力学特論Ⅱ

（教職・E・C・創） 2M1 2M1 2M1  2M・E  2M・E 2工・創（Eｺｰｽ） DS MS[8回]（0.6）

准教授 精密工学特論 創造設計 創造設計 創造設計 *Stop the CO2 *Stop the CO2

常 今井 健一郎 ﾕﾆｯﾄⅡ ﾕﾆｯﾄⅡ ﾕﾆｯﾄⅡ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ 最前線

（E・C・B） MM 1全(A・U以外) 3全（U・A以外）

准教授 機械及び電気 機械及び電気 航空宇宙学

常 中根　一朗 工学実験 工学実験 概論Ⅱ

2M1 2M1 1M[7回]（0.5）

准教授 機械及び電気 機械及び電気 機械及び電気 機械及び電気 機械工学 機械工学 特別専攻研究

常 林　直樹 工学実験 工学実験 工学実験 工学実験 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ 担当教員が決まり次第、コマを入れる（通年）

2M2 2M2 2M1 2M1
1M

[回数未定]（）
1M 1M 3M

准教授 機械製図 機械製図

常 萩野　直人 ﾕﾆｯﾄ ﾕﾆｯﾄ

 2M・E  2M・E

助教 機械及び電気 機械及び電気 創造設計 創造設計 創造設計 機械製図 機械製図

常 根本　 光正 工学実験 工学実験 ﾕﾆｯﾄⅡ ﾕﾆｯﾄⅡ ﾕﾆｯﾄⅡ ﾕﾆｯﾄ ﾕﾆｯﾄ

2M2 2M2  2M・E  2M・E

助教 機械及び電気 機械及び電気 創造設計 創造設計 創造設計 材料力学Ⅰ

常 吉岡 　孝和 工学実験 工学実験 ﾕﾆｯﾄⅡ ﾕﾆｯﾄⅡ ﾕﾆｯﾄⅡ

2M2 2M2 1M1・E

助教 機械製図 機械製図 機械設計法Ⅱ 航空宇宙実験 航空宇宙実験 *Avitation

常 水野 　敏広 ﾕﾆｯﾄ ﾕﾆｯﾄ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ English 

 2M・E  2M・E 2M1   2M

専門教育講師 機械及び電気 機械及び電気 機械製図 機械製図 機械設計法Ⅱ 機械力学入門

常 吉川　紀夫 工学実験 工学実験 ﾕﾆｯﾄ ﾕﾆｯﾄ

2M2 2M2  2M・E  2M・E 2M2 1M2

専門教育講師 機械及び電気 機械及び電気 機械製図 機械製図 流れ学Ⅱ 機械工学 機械工学

常 熊谷　俊司 工学実験 工学実験 ﾕﾆｯﾄ ﾕﾆｯﾄ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ

（E・C・B） 2M1 2M1  2M・E  2M・E 2M1 1M 1M

総合機械講座

3M

未定

＊卒業研究Ⅰ・CO2関連科目 担当者が決まったらコマ数を入力

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
ﾃﾞｻﾞｲﾝと

生産模倣技術

3M・E・C・B

熱力学Ⅱ
2M2

（特）熱力学
ⅡJ
3M

3M（隔週） [6回] (0.4ｺﾏ)

3M[43]回（2.9）

1M[8回]（0.6）

月 火 水 木 金

3M（隔週） [6回] (0.4ｺﾏ)

1年生機械
工学特別専攻

ｾﾞﾐⅡ

流れ学Ⅱ
2M2

（特）流れ学
ⅡJ
3M

2年生機械
工学特別専攻

ｾﾞﾐⅡ

科学技術英語
Ⅱ　3M

（特）科学技術
英語Ⅱ

3M

（CAP外科目時
間割には記載

なし）→

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
ﾃﾞｻﾞｲﾝと

生産模倣技術

3M・E・C・B 3M[43回]（2.9）

2M2　8回（0.6）

オンデマンド授業

オンデマンド
土 ／ 曜日時限なし

3M[43]回（2.9）

*Stop the CO2
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅢ

火5
3全(A・U以外)
[回数未定]（）

（特）機械力学
ⅠJ

（特）機械力学Ⅰ
（教員指示）

1工創情･(Eｺｰｽ
含む)［7回］

（0.5）

対面授業／リアルタイム授業



2022年度　後期　　教員別時間割表 【工学部】電気電子情報工学科

　 　　　　　　　曜日･時限

　　　教員 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

教授 電気電子 電気電子 電気電子 *3年特別 電気電子

常 小室　貴紀 応用ﾕﾆｯﾄ 応用ﾕﾆｯﾄ 応用ﾕﾆｯﾄ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 発展ﾕﾆｯﾄ

2E 2E 2E 3E(2.0) 3E(2.0)

教授 医用画像 C言語による 電気電子 電気電子 情報通信 *3年特別 電気電子

常 武尾　英哉 工学 数値計算 基礎ﾕﾆｯﾄ 基礎ﾕﾆｯﾄ 工学特論Ⅱ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 発展ﾕﾆｯﾄ

ME MEｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ 1E 1E DE 3E(2.0) 3E(2.0)

教授 光ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 電子通信工学 電気電子 電気電子 電気電子 量子ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ ＊ﾏｲｺﾝ回路 *特別専攻 *3年特別 電気電子

常 中津原 克己 応用ﾕﾆｯﾄ 応用ﾕﾆｯﾄ 応用ﾕﾆｯﾄ 概論 入門 設計講座 海外研修 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 発展ﾕﾆｯﾄ

(H) 3E 2E 2E 2E 2E M共通 1E
1・2E・1H
（CAP外）

3E(0.4)
（CAP外）

3E(2.0) 3E(2.0)

教授 電気電子 *Stop the CO2 *Stop the CO2 1年生特別 *3年特別 電気電子

常 板子　一隆 制御特論 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅢ火5 専攻ｾﾞﾐⅡ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 発展ﾕﾆｯﾄ

(H) ME 1全(A・U以外) 3全(A・U以外) 1E・H 3E(2.0) 3E(2.0) 3E

教授 電気電子 電気電子 半導体ﾃﾞﾊﾞｲｽ *3年特別 電気電子 半導体工学

常 楢原　浩一 基礎ﾕﾆｯﾄ 基礎ﾕﾆｯﾄ 工学特論 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 発展ﾕﾆｯﾄ （月/土）

1E 1E ME 3E(2.0) 3E(2.0) 2E

教授 電力ｼｽﾃﾑ 環境・ｴﾈﾙｷﾞｰ 電気電子 電気電子 電気電子 高圧電気工事 電気屋内配線 *特別専攻 電気電子

常 瑞慶覧 章朝 工学 応用ﾕﾆｯﾄ 応用ﾕﾆｯﾄ 応用ﾕﾆｯﾄ 技術（実技） 設計Ⅱ 海外研修 発展ﾕﾆｯﾄ

(M・R・H) 3E 2E・M・R・H 2E 2E 2E
2E［8回］（0.6）

（CAP外）
2H（集中講義）

[8回](0.6)
3E(0.4)

（CAP外）
3E(2.0) 1全（ULA以外）

教授 電気電子 電気電子 電気電子 FPGA *3年特別 電気電子

常 工藤　嗣友 応用ﾕﾆｯﾄ 応用ﾕﾆｯﾄ 応用ﾕﾆｯﾄ 設計講座 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 発展ﾕﾆｯﾄ

(H) 2E 2E 2E
1～4E・4H
（CAP外）

3E(2.0) 3E(2.0)

准教授 基礎 (演)基礎 電気電子 電気電子 高圧電気工事 電気屋内配線 *特別専攻 *3年特別 電気電子

常 高橋　宏 電気回路Ⅱ 電気回路Ⅱ 基礎ﾕﾆｯﾄ 基礎ﾕﾆｯﾄ よろず 技術（実技） 設計Ⅱ 海外研修 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 発展ﾕﾆｯﾄ

1E 1E 1E 1E
2E［8回］（0.6）

（CAP外）
2H（集中講義）

[8回](0.6)
3E(0.4)

（CAP外）
3E(2.0) 3E(2.0)

准教授 回路解析Ⅱ 移動通信ｼｽ (演) 回路 電気電子 電気電子 電気電子 *3年特別 電気電子

常 高取　祐介 ﾃﾑとその応用 解析Ⅱ 応用ﾕﾆｯﾄ 応用ﾕﾆｯﾄ 応用ﾕﾆｯﾄ よろず ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 発展ﾕﾆｯﾄ

(M・C・H・B) 2E・H ME 2E・H 3E(2.0) 3E(2.0)

専門教育講師 (演)基礎 電気電子 電気電子 (演) 回路 電気電子 電気電子 電気電子

常 酒井　清秀 電気回路Ⅱ 基礎ﾕﾆｯﾄ 基礎ﾕﾆｯﾄ 解析Ⅱ 応用ﾕﾆｯﾄ 応用ﾕﾆｯﾄ 応用ﾕﾆｯﾄ よろず

(M・C・H・B) 1E 1E 1E 2E・H 2E 2E 2E 2E

専門教育講師 基礎電気回路 (演)基礎 (演)電気 電気電子 電気電子 電気電子 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ

常 端山　喜紀 Ⅰ 電気回路Ⅰ 磁気学Ⅱ 応用ﾕﾆｯﾄ 応用ﾕﾆｯﾄ 応用ﾕﾆｯﾄ 入門 よろず

1E 1E 2E2 2E 2E 2E 1E

＊他共通 ＊FPGA設計講座（春休み集中講義） ＊3年特別プロジェクトの曜日時限は担当教員が定める。

対面授業／リアルタイム授業

ｷｬﾘｱ開発
（教員指示）
[1回](0.1)

ｱﾅﾛｸﾞ
電子回路
（月/土）

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
ﾃﾞｻﾞｲﾝと

生産模倣技術

3M・E・C・B

土 ／ 曜日時限なし

オンデマンド授業

オンデマンド
木 金

ﾊﾟﾜｰ
ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ
（月/土）

2E[2回×3ｺﾏ]（0.4）

月 火 水

電気磁気学Ⅱ
2E・H

（特）電気磁気
学Ⅱ-EB

3E

（演）電気
磁気学Ⅱ
2E・H-1

（特）電気磁気
学Ⅱ-EB　3E

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
ﾃﾞｻﾞｲﾝと

生産模倣技術

3M・E・C・B



2022年度　後期　　教員別時間割表 【工学部】応用化学科

　 　　　　　　　曜日･時限

　　　教員 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

教授 機器分析 機器分析 機器分析 環境化学・ 環境化学 環境化学

常 齋藤　貴 ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 環境生物 実験 実験

3C 3C 3C 2C[1回]（0.1） 1C 1C

教授 機器分析 機器分析 機器分析 基礎有機

常 三枝　康男 ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 化学

3C 3C 3C 1C

教授 機器分析 機器分析 機器分析 医科学概論 2年生特別 1年生特別 環境毒性学 環境化学 環境化学

常 髙村　岳樹 ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ [5回] (0.4) 専攻ｾﾞﾐⅡ 専攻ｾﾞﾐⅡ 実験 実験

（M・E・B） 3C 3C 3C 1C・B 2C・B 1C・B MC 1C 1C

教授 機器分析 機器分析 機器分析 有機化学 医薬・有機

常 山口　淳一 ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 特論（0.5） 合成入門

（B) 3C 3C 3C MC 2C

教授 機器分析 機器分析 機器分析 有機医薬品

常 森川　浩 ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 化学入門

3C 3C 3C 1C

准教授 機器分析 機器分析 機器分析 化学工学 反応工学 ｴﾈﾙｷﾞｰ

常 大庭　武泰 ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 基礎 特論（0.6） ｼｽﾃﾑﾃﾞｻﾞｲﾝ

3C 3C 3C 2C MC 3C

専門教育講師 地球と生命の 総合化学概論 (特）化学基礎 溶液の性質と 環境化学 環境化学

常 長尾　明美 元素 演習 熱力学 実験 実験

（M・E・B） 1C 3C 1C 2C 1C 1C

ﾌﾟﾚ卒業研究 ﾌﾟﾚ卒業研究 ﾌﾟﾚ卒業研究

Ⅰ Ⅲ Ⅴ 担当が決まり次第、コマを入れる

1C（CAP外） 2C（CAP外） 3C

対面授業／リアルタイム授業

物理化学実験ﾕ
ﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･J

2C
(特)物理化学実
験ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗ

ﾑ･J　3C

物理化学実験ﾕ
ﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･J

2C
(特)物理化学実
験ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗ

ﾑ･J　3C

土 ／ 曜日時限なし

オンデマンド授業

オンデマンド

物理化学実験ﾕ
ﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･J

2C
(特)物理化学実
験ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗ

ﾑ･J　3C

(特)物理化学
実験ﾕﾆｯﾄ
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･J

3C

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
ﾃﾞｻﾞｲﾝと

生産模倣技術

3M・E・C・B

月 火 水 木 金

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
ﾃﾞｻﾞｲﾝと

生産模倣技術

3M・E・C・B



2022年度　後期　　教員別時間割表 【創造工学部】自動車ｼｽﾃﾑ開発工学科

　 　　　　　　　曜日･時限

　　　教員 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

教授 ｶｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 次世代自動車 1年生特別 先端知能化 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

常 山門　誠 安全 専攻ｾﾞﾐⅡ ｼｽﾃﾑ特論Ⅱ

3V 3V 2V 3V 1V[8回]（0.6） DS MS[11回]（0.8）

教授 1年生特別 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

常 ｸﾗｲｿﾝ ﾄﾛﾝﾅﾑﾁｬｲ 専攻ｾﾞﾐⅡ

3V 3V 2V 2V 1V[3回]（0.2） MS[11回]（0.8）

教授 次世代自動車 ﾃﾞｰﾀ解析と 1年生特別 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

常 脇田　敏裕 情報通信 人工知能 専攻ｾﾞﾐⅡ

3V 3V 3V MS 2V 1V[5回]（0.4） MS[11回]（0.8）

准教授 電気自動車 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

常 藤澤　徹 要素技術特論

3V 3V 　 MS 2V 2V MS[8回]（0.6）

准教授 熱機関特論 応用熱力学 1年生特別 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

常 岡崎　昭仁 応用熱力学S 専攻ｾﾞﾐⅡ

3V 3V MS 2V 2V 1V[3回]（0.2） MS[8回]（0.6）

助教 1年生特別 海外自動車

常 狩野　芳郎 専攻ｾﾞﾐⅡ 工学研修

3V 3V 2V 2V 1V[3回]（0.2） 2V（CAP外）

助教 材料強度力学 基礎製図 基礎製図

常 加藤　俊二 材料強度力学S

3V 3V 2V 1V 1V 2V 2V

助教 基礎製図 基礎製図 工学基礎

常 川口　隆史 演習Ⅱ

3V 3V 1V 1V 2V 2V 1V

助教 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ 自動車要素 自動車要素

常 小宮　聖司 基礎 設計Ⅱ 設計Ⅱ

3V 3V 1V 2V 2V 2V 2V

＊他共通　輪講・卒業研究

次世代自動車開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ

自動車ｼｽﾃﾑ工学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ

次世代自動車開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ

次世代自動車開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ

自動車ｼｽﾃﾑ工学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ

次世代自動車開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ

自動車ｼｽﾃﾑ工学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ

次世代自動車開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ

2V［6回］（0.4）

自動車ｼｽﾃﾑ
工学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

入門

自動車ｼｽﾃﾑ
工学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

入門

自動車ｼｽﾃﾑ
工学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

入門

自動車ｼｽﾃﾑ
工学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

入門

自動車ｼｽﾃﾑ
工学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

入門

自動車ｼｽﾃﾑ
工学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

入門

2V［2回］（0.2）

自動車設計ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

1V［18回］（1.2）

2V［8回］（0.6）

2V［6回］（0.4）

1V［18回］（1.2）

次世代自動車開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅢ

1V［20回］（1.4）

自動車ｼｽﾃﾑ
工学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

入門

自動車ｼｽﾃﾑ
工学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

入門

自動車ｼｽﾃﾑ
工学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

入門

自動車ｼｽﾃﾑ
工学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

入門

自動車ｼｽﾃﾑ
工学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

入門

自動車ｼｽﾃﾑ
工学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

入門

1V［18回］（1.2）

月 火 水 木

次世代自動車開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅢ

次世代自動車開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅤ

自動車設計ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

次世代自動車開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅢ

自動車設計ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

次世代自動車開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅢ

自動車設計ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

次世代自動車開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅢ

自動車設計ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

次世代自動車開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅢ

2V［6回］（0.4）

2V［6回］（0.4）

金 土 ／ 曜日時限なし

オンデマンド授業

オンデマンド

対面授業／リアルタイム授業

次世代自動車開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅤ

次世代自動車開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ

自動車ｼｽﾃﾑ工学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ

自動車ｼｽﾃﾑ工学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ

次世代自動車開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ

自動車ｼｽﾃﾑ工学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ

1V［14回］（1.0）

自動車ｼｽﾃﾑ工学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ

次世代自動車開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅢ

自動車設計ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

2V［6回］（0.4）

2V［6回］（0.4）

2V［8回］（0.6）

ﾏﾙﾁﾎﾞﾃﾞｨﾀﾞｲ
ﾅﾐｸｽ・ﾏﾙﾁﾎﾞ
ﾃﾞｨﾀﾞｲﾅﾐｸｽS

自動運転要素
技術特論
（火曜1限）

自動車開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ

次世代自動車開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅤ

自動車設計ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

自動車設計ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

次世代自動車開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅢ

自動車設計ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

次世代自動車開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅢ

自動車開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ

次世代自動車開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅤ

自動車開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ

次世代自動車開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅤ

自動車開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ

1V［14回］（1.0）2V［8回］（0.6）

次世代自動車開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅤ

自動車開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ

自動車開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ

次世代自動車開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅤ

自動車開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ

次世代自動車開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅤ

自動車開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ

次世代自動車開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅤ

自動車開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ



2022年度　後期　　教員別時間割表 【創造工学部】ﾛﾎﾞｯﾄ・ﾒｶﾄﾛﾆｸｽ学科

　 　　　　　　　曜日･時限

　　　教員 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

教授 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ ものづくり ものづくり

常 森　勇輔 開発 ﾃﾞｻﾞｲﾝの基礎 ﾃﾞｻﾞｲﾝの基礎

（V） 3R 2V 2R

教授 機構学 研究技術

常 高橋　良彦 開発ﾘﾃﾗｼｰ

2R MR

教授 組み込み Android 知能機械 ﾛﾎﾞｯﾄ製品 研究技術 ﾛﾎﾞｯﾄｸﾘｴｰﾀ

常 兵頭　和人 機器設計 開発実践 設計工学 設計 開発ﾘﾃﾗｼｰ 養成ｾﾞﾐⅥ

3R 3R MR 3R MR  (0.1) 1R（2.0） 2R･3R（2.0） 3R（教員指示）

教授 加齢と 健康開発 研究技術

常 高橋　勝美 運動機能 ｼｽﾃﾑ 開発ﾘﾃﾗｼｰ

2R MR MR  (0.1)

教授 基礎電気回路 ﾋｭｰﾏﾝ･ﾛﾎﾞｯﾄ 研究技術 ﾛﾎﾞｯﾄｸﾘｴｰﾀ ﾛﾎﾞｯﾄｸﾘｴｰﾀ

常 河原崎　徳之 ｲﾝﾀﾗｸｼｮﾝ 開発ﾘﾃﾗｼｰ 養成ｾﾞﾐⅡ 養成ｾﾞﾐⅣ

1R 3R[14回]（1.0） MR  (0.1) 1R（教員指示） 2R（教員指示）

教授 知能情報処理 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 画像情報処理 ﾛﾎﾞｯﾄ 研究技術 工業概論 海外創造 時間割に

常 吉野　和芳 ｱｰｷﾃｸﾁｬ ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 開発ﾘﾃﾗｼｰ (教職)[2回]0.2 工学研修 記載なし

（教職・工・V・H・Ｌ） 3R 1R 2L 2R MR  (0.1)
1工創情･

MECVRH(Eｺｰｽ)
1～4R

教授 認知行動 研究技術

常 高尾　秀伸 科学論 開発ﾘﾃﾗｼｰ

2R MR  (0.1)

教授 材料力学 応用力学 CAD 研究技術

常 吉満　俊拓 開発ﾘﾃﾗｼｰ

2R 1R 2R MR

准教授 組み込み Android ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ回路 ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄ 研究技術 ﾈｯﾄﾜｰｸ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究 ﾛﾎﾞｯﾄｸﾘｴｰﾀ

常 吉留　忠史 機器設計 開発実践 ｾﾝｼﾝｸﾞ 開発ﾘﾃﾗｼｰ ﾛﾎﾞﾃｨｯｸｽ 実践(CAP外) 養成ｾﾞﾐⅥ

3R 3R 2R MR MR  (0.1) 2R（CAP外） 1～4R 1R（2.0） 2R･3R（2.0） 3R（教員指示）

准教授 人間機械 生活ﾆｰｽﾞと ﾛﾎﾞｯﾄとＡＩ ﾛﾎﾞﾒｶ基礎 ﾛﾎﾞﾒｶ基礎 ﾛﾎﾞﾒｶ基礎 研究技術 ﾛﾎﾞｯﾄｸﾘｴｰﾀ

常 三枝　亮 共生工学 支援技術 ﾕﾆｯﾄⅡ ﾕﾆｯﾄⅡ ﾕﾆｯﾄⅡ 開発ﾘﾃﾗｼｰ 養成ｾﾞﾐⅥ

MR 1R 3R 1R 1R 1R MR 3R（教員指示）

＊他共通　輪講・卒業研究

ﾛﾎﾞｯﾄ開発設計ﾕﾆｯﾄⅣ

次世代ﾛﾎﾞｯﾄ
開発Ⅱ

（教員指示）

次世代ﾛﾎﾞｯﾄ
開発Ⅳ・Ⅵ
（教員指示）

次世代ﾛﾎﾞｯﾄ
開発Ⅱ

（教員指示）

次世代ﾛﾎﾞｯﾄ
開発Ⅳ・Ⅵ
（教員指示）

ﾛﾎﾞｯﾄ開発設計ﾕﾆｯﾄⅡ
ﾛﾎﾞｯﾄ教材開発ﾕﾆｯﾄⅡ
ﾛﾎﾞｯﾄ開発設計ﾕﾆｯﾄⅣ
ﾛﾎﾞｯﾄ教材開発ﾕﾆｯﾄⅣ

2R・3R

ﾛﾎﾞｯﾄ開発設計ﾕﾆｯﾄⅣ

2R・3R

ﾛﾎﾞｯﾄ開発設計ﾕﾆｯﾄⅡ

ﾛﾎﾞｯﾄ開発設計ﾕﾆｯﾄⅣ

2R・3R

ﾛﾎﾞｯﾄ開発設計ﾕﾆｯﾄⅡ

2R・3R

2R・3R

ﾛﾎﾞｯﾄ開発設計ﾕﾆｯﾄⅣ

ﾛﾎﾞｯﾄ開発設計ﾕﾆｯﾄⅡ

ﾛﾎﾞｯﾄ開発設計ﾕﾆｯﾄⅣ

2R・3R

ﾛﾎﾞｯﾄ開発設計ﾕﾆｯﾄⅡ

ﾛﾎﾞｯﾄ開発設計ﾕﾆｯﾄⅣ

ﾛﾎﾞｯﾄ開発設計ﾕﾆｯﾄⅡ

2R・3R

ﾛﾎﾞｯﾄ開発設計ﾕﾆｯﾄⅡ

情報とｺﾝﾋﾟｭｰ
ﾀ概論（教職）
1M・E・R・H・
（Eｺｰｽ含む）

2M・R

土 ／ 曜日時限なし

オンデマンド授業

オンデマンド
月 火 水 木

対面授業／リアルタイム授業

金

ﾛﾎﾞｯﾄ開発設計ﾕﾆｯﾄⅡ

ﾛﾎﾞｯﾄ開発設計ﾕﾆｯﾄⅣ

2R・3R

ﾛﾎﾞｯﾄ開発設計ﾕﾆｯﾄⅡ制御工学
2R

（特）制御工学
4R

ﾛﾎﾞｯﾄ開発設計ﾕﾆｯﾄⅣ

2R・3R



2022年度　後期　　教員別時間割表 【創造工学部】ﾎｰﾑｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ開発学科

　 　　　　　　　曜日･時限

　　　教員 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

教授 C言語 電子回路特論

常 奥村　万規子 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

1H ME

教授

常 黄　啓新

教授

常 金井　徳兼
1全（ULA以外）

教授 （特）電気電子 （特）電気電子 高圧電気工事

常 安部　惠一 数学 数学 技術(実技)0.3

3H 3H 2・3・4H　4回
（集中講義CAP外）

教授 光物性工学 ものづくり ものづくり 2年生特別 工業概論

常 三栖　貴行 特論 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ 専攻ｾﾞﾐⅡ (教職)[2回]0.2

（教職・工・V・R） ME 3H･E 1H 1H 2E・H
1工創情･

MECVRH(Eｺｰｽ)

教授 情報技術の 身の回りの

常 広井　賀子 基礎 数学

1H[7回（]0.5） 1H

准教授 C言語 （特）情報技術 情報技術の

常 杉村　博 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ の基礎 基礎

1H 3H 1H

准教授 ﾛﾎﾞｯﾄ家電と ものづくり ものづくり ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾃﾞｻﾞ ﾒｶﾄﾛﾆｸｽの

常 山崎　洋一 制御 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ ｲﾝと3DCAD 基礎

3H 1H 1H 2H 2H

専門教育講師 ものづくり ものづくり

常 岩城　孝明 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ

1H 1H

＊他共通　

ｷｬﾘｱ開発
（教員指示）
[2回](0.2)

企業連携ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ

3H (2.0)

電気電子回路
Ⅱ　1H

火2･金3合わ
せて

[18回]（1.2）

企業連携ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ

ｽﾎﾟｰﾂ科学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ

3H（2.0）金曜3～5限

電気屋内配線
設計Ⅱ

2H[8回]（0.6）
（集中講義）

企業連携ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ

ｽﾎﾟｰﾂ科学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ

3H（2.0）金曜3～5限

電気電子回路
Ⅱ　1H

火2･金3合わ
せて

[27回]（1.8）

月 火 水 木 金 土 ／ 曜日時限なし

企業連携ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ

ｽﾎﾟｰﾂ科学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ

3H (2.0)

電気電子回路
Ⅱ　1H

火2･金3合わ
せて

[27回]（1.8）

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ
音響機器と
信号処理

企業連携ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ入門/ｽ
ﾎﾟｰﾂ科学ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ入門

2H

企業連携ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ入門/ｽ
ﾎﾟｰﾂ科学ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ入門

2H

3H (2.0)

オンデマンド授業

オンデマンド

対面授業／リアルタイム授業

ｽﾎﾟｰﾂ科学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ

電気電子回路
設計/

健康・美容
家電設計

3H

電気電子回路
設計/

健康・美容
家電設計

3H

ｽﾎﾟｰﾂ科学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ

3H (2.0)

企業連携ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ

ｽﾎﾟｰﾂ科学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ

3H (2.0)

企業連携ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ

ｽﾎﾟｰﾂ科学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ

3H (2.0)

企業連携ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ

電気屋内配線
設計Ⅱ

2H[8回]（0.6）
（集中講義）

企業連携ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ

ｽﾎﾟｰﾂ科学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ

電気電子回路
設計/

健康・美容
家電設計

3H

電気電子回路
設計/

健康・美容
家電設計

3H

企業連携ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ

ｽﾎﾟｰﾂ科学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ

3H (2.0)

電気電子回路
設計/

健康・美容
家電設計

3H

電気電子回路
設計/

健康・美容
家電設計

3H

電気電子回路
設計/

健康・美容
家電設計

3H

電気電子回路
設計/

健康・美容
家電設計

3H

企業連携ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ入門/ｽ
ﾎﾟｰﾂ科学ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ入門

2H

電気電子回路
Ⅱ　1H

火2･金3合わ
せて

[18回]（1.2）

企業連携ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ入門/ｽ
ﾎﾟｰﾂ科学ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ入門

2H

企業連携ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ入門/ｽ
ﾎﾟｰﾂ科学ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ入門

2H



2022年度　後期　　教員別時間割表 【応用ﾊﾞｲｵ科学部】応用ﾊﾞｲｵ科学科

　 　　　　　　　曜日･時限

　　　教員 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

教授 機器分析  科学技術 生命科学 生命科学 生化学実験 生化学実験 有機化学 生命化学演習  有機化学 生命有機 生命科学基礎 生命科学基礎 生命科学基礎  研究実践 生命科学 機器分析

常 野田　毅  英語Ⅱ 実験Ⅰ 実験Ⅰ 特論（0.6）   化学Ⅰ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｾﾞﾐﾅｰﾙ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 特別実験

3B[5回](0.4)  3B 2B 2B MC 3B  1B 2B（金2） 3B 3B（2.0） 3B（2.0） 3B

教授 免疫化学特論 科学技術 生化学Ⅰ ﾊﾞｲｵ総合 生化学Ⅱ ﾊﾞｲｵ基礎 ﾊﾞｲｵ基礎 ﾊﾞｲｵ基礎 研究実践 生命科学 機器分析 化粧品科学

常 栗原　誠 (0.5) 英語Ⅱ 演習Ⅰ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｾﾞﾐﾅｰﾙ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 特別実験 (金/木)

MC 3B 2B 2B[8回]（0.6） 2B 3B 3B（2.0） 3B（2.0） 3B[1回](0.1)

教授 科学技術 生化学実験 生化学実験 医科学概論 2年生特別 生命科学Ⅱ 1年生特別 ﾊﾞｲｵ基礎 ﾊﾞｲｵ基礎 ﾊﾞｲｵ基礎 機器分析

小池　 あゆみ 英語Ⅱ 専攻ｾﾞﾐⅡ 専攻ｾﾞﾐⅡ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 特別実験

（C) 3B 2B 2B 1B[5回](0.4) 2B 1B[8回](0.6)  1B 3B（2.0）

教授 科学技術 生化学実験 生化学実験 医科学概論 2年生特別 生化学入門 先端ﾊﾞｲｵ科学 1年生特別 分子生物学 ﾊﾞｲｵ基礎 ﾊﾞｲｵ基礎 ﾊﾞｲｵ基礎 機器分析 化粧品科学

常 飯田　泰広 英語Ⅱ 専攻ｾﾞﾐⅡ (水曜1限) 専攻ｾﾞﾐⅡ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 特別実験 (金/木)

（Ｃ） 3B 2B 2B 1B[5回](0.4) 2B 1B 3B[1回]（0.1） 1B 2B 3B（2.0） 3B[1回](0.1)

教授 機能性 科学技術 材料工学 ﾊﾞｲｵ機器分析 ﾊﾞｲｵ機器分析 生命科学 生命科学 先端ﾊﾞｲｵ科学 生命科学演習 ﾊﾞｲｵ機器分析 有機化学 生命科学基礎 生命科学基礎 生命科学基礎 ﾊﾞｲｵ製品科学 研究実践 生命科学 機器分析 生命物理化学 食品工学 分子栄養学

常 清水  秀信 高分子特論 英語Ⅱ (火曜2限) ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 実験Ⅰ 実験Ⅰ 生物科学演習 ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ （金曜4限） ｾﾞﾐﾅｰﾙ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 特別実験 （月/日） （火/月） （金/木）

（Ａ） MC 3B 2A[3回]（0.2) 2B 2B 3B[1回]（0.1） 3B 2B 1B 2B [1回](0.1) DC（0.3） 3B 3B（2.0） 3B（2.0） 2B 3B[9回](0.6) 3B[5回]（0.4）

教授  科学技術 ﾊﾞｲｵ機器分析 ﾊﾞｲｵ機器分析   ﾊﾞｲｵ機器分析 ﾊﾞｲｵ ﾊﾞｲｵ基礎 ﾊﾞｲｵ基礎 ﾊﾞｲｵ基礎 機器分析

常 市村  重俊  英語Ⅱ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ   ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 　 ｾﾊﾟﾚｰｼｮﾝ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 特別実験

 3B 2B 2B   2B[5回](0.4) 　 MC 3B（2.0） 1B

教授 科学技術 植物細胞 ﾊﾞｲｵ総合  ﾊﾞｲｵ基礎 ﾊﾞｲｵ基礎 ﾊﾞｲｵ基礎 機器分析 分子栄養学

常 岩本　嗣 英語Ⅱ 工学特論 演習Ⅱ  ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 特別実験 （金/木）

3B MC 3B[8回](0.6)  3B（2.0） 3B[5回]（0.4）

教授 科学技術 生命科学 生命科学 進化生物学Ⅰ 生命科学演習 生命科学基礎 生命科学基礎 生命科学基礎 研究実践 生命科学 機器分析

常 村田　隆 英語Ⅱ 実験Ⅰ 実験Ⅰ 生物科学演習 ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｾﾞﾐﾅｰﾙ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 特別実験

3B 2B 2B 1B 3B DC（0.3） 3B 3B（2.0） 3B（2.0）

准教授   科学技術 ﾊﾞｲｵ機器分析 ﾊﾞｲｵ機器分析   ﾊﾞｲｵ総合 ﾊﾞｲｵ機器分析 ﾊﾞｲｵ基礎 ﾊﾞｲｵ基礎 ﾊﾞｲｵ基礎 機器分析 遺伝子工学 

常 山村　晃   英語Ⅱ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ   演習Ⅰ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 　 ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 特別実験 （水/火）

  3B 2B 2B   2B[8回]（0.6） 2B[6回](0.4) 　 DC（0.3） 3B（2.0） 2B

准教授 科学技術 材料工学 ﾊﾞｲｵ総合 動物ﾊﾞｲｵ 生命科学Ⅱ ﾊﾞｲｵ基礎 ﾊﾞｲｵ基礎 ﾊﾞｲｵ基礎 機器分析 分子栄養学

常 井上　英樹 英語Ⅱ 演習Ⅱ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 特別実験 （金/木）

（Ａ） 3B 2A[1回]（0.1） 3B[8回](0.6) 3B 1B[8回](0.6) 3B（2.0） 3B[5回]（0.4）

准教授 生物工学 機器分析 科学技術 ﾊﾞｲｵ・化学 ﾊﾞｲｵ・化学 ﾊﾞｲｵ基礎 ﾊﾞｲｵ基礎 ﾊﾞｲｵ基礎 ﾊﾞｲｵ製品科学 機器分析 応用微生物学

常 仲亀　誠司 英語Ⅱ 英語 英語 ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ （金曜4限） 特別実験 （木/水）

3B 3B[8回] (0.6) 3B 2B [4回](0.3) 3B（2.0） 2B

准教授 免疫化学特論 科学技術 生化学実験 生化学実験 生物統計学 ﾊﾞｲｵ基礎 ﾊﾞｲｵ基礎 ﾊﾞｲｵ基礎 機器分析

常 小澤　秀夫 (0.5) 英語Ⅱ 基礎 ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 特別実験

MC 3B 2B 2B 1B[3回]（0.2） 3B（2.0）

准教授 機能性 科学技術 ﾊﾞｲｵ機器分析 ﾊﾞｲｵ機器分析 分析化学 ﾊﾞｲｵ機器分析 環境科学 ﾊﾞｲｵ基礎 ﾊﾞｲｵ基礎 ﾊﾞｲｵ基礎 ﾊﾞｲｵ製品科学 機器分析

常 和田　理征 高分子特論 英語Ⅱ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ （金曜2限） ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ （金曜4限） 特別実験

（Ｃ） MC 3B 2B 2B 1B 2B 2B 2B [4回](0.3) 3B（2.0）

准教授 脳科学 科学技術 生命科学 生命科学 生物科学演習 生命科学基礎 生命科学基礎 生命科学基礎 基礎医学 研究実践 生命科学 機器分析

常 山下　直也 英語Ⅱ 実験Ⅰ 実験Ⅰ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ （金曜3限） ｾﾞﾐﾅｰﾙ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 特別実験

3B 3B 2B 2B 3B 2B [4回](0.3) 3B 3B（2.0） 3B（2.0）

助教 発生生物学 科学技術 生命科学 生命科学 生物科学演習 生命科学基礎 生命科学基礎 生命科学基礎 研究実践 生命科学 機器分析

常 山本　一徳 英語Ⅱ 実験Ⅰ 実験Ⅰ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｾﾞﾐﾅｰﾙ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 特別実験

3B 3B 2B 2B 3B 3B 3B（2.0） 3B（2.0）

専門教育講師  ﾊﾞｲｵ機器分析 ﾊﾞｲｵ機器分析 ﾊﾞｲｵ機器分析 ﾊﾞｲｵ基礎 ﾊﾞｲｵ基礎 ﾊﾞｲｵ基礎

常 和田　善成  ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

 2B 2B 2B[5回](0.4)

専門教育講師 ﾊﾞｲｵ機器分析 ﾊﾞｲｵ機器分析 ﾊﾞｲｵ総合 ﾊﾞｲｵ機器分析 ﾊﾞｲｵ基礎 ﾊﾞｲｵ基礎 ﾊﾞｲｵ基礎

常 依田　ひろみ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 演習Ⅰ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾕﾆｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

2B 2B 2B[8回]（0.6） 2B[5回](0.4)

＊大学院　理科特別実験の曜日時限は担当教員が決める

応用化学・
ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ

特論Ⅱ

応用化学・
ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ

特論Ⅱ

1B[36回]（2.4）

1B[3回]（0.2）

1B[3回]（0.2）

1B[36回]（2.4）

1B[27回]（1.8）

1B[36回]（2.4）

1B[36回]（2.4）

1B[3回]（0.2）

MC（隔週）（0.5）

1B[36回]（2.4）

1B[3回]（0.2）

1B[27回]（1.8）

1B[36回]（2.4）

1B[3回]（0.2）

1B[36回]（2.4）

応用化学・
ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ

特論Ⅱ

生命有機
化学Ⅱ
（木/水）

2B[8回]（0.6）（火曜3・4限） 1B[6回]（0.4）

1B[27回]（1.8）

1B[36回]（2.4）

常 [30回中20回]（1.4）

分析化学

生物統計学
基礎
1B

[30回中20回]（1.4）

2B[12回]（0.8）

土 ／ 曜日時限なし

オンデマンド授業

オンデマンド

対面授業／リアルタイム授業

月 火 水 木 金

ﾊﾞｲｵ物理
化学Ⅰ

（教員指示）



2022年度　後期　　教員別時間割表 【情報学部】情報工学科

　 　　　　　　　曜日･時限

　　　教員 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

教授 組み込み 組み込み ｸﾗｳﾄﾞ 情報工学 ﾊｰﾄﾞｳｪｱ基礎

常 陳　幸生 ｼｽﾃﾑﾕﾆｯﾄ ｼｽﾃﾑﾕﾆｯﾄ ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ 特別講義 [8回]（0.6）

3I 3I 3I 2I（0.1） 3I・4I 1I

教授 知能情報 知能情報 ｿﾌﾄｳｪｱ工学 情報工学 情報ﾓﾃﾞﾙ論 C言語基礎 ICTｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

常 松本　一教 処理ﾕﾆｯﾄ 処理ﾕﾆｯﾄ [8回]（0.6） 特別講義 特論 ﾕﾆｯﾄⅢ(演習) ｾﾐﾅｰ

3I 3I 2I 2I（0.1） MI 3I・4I 1I 3I MI 1I

教授 組み込み 組み込み 情報工学 IoTｼｽﾃﾑ ICTｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ

常 田中　博 ｼｽﾃﾑﾕﾆｯﾄ ｼｽﾃﾑﾕﾆｯﾄ 特別講義 ﾃﾞｻﾞｲﾝ特論 ｾﾐﾅｰ

3I 3I 2I（0.1） MI　火3限 3I・4I 3I

教授 情報工学 ﾊｰﾄﾞｳｪｱ基礎 画像処理工学 C言語基礎 ICT特別演習

常 木村　誠聡 特別講義 [7回]（0.5） ﾕﾆｯﾄⅡ(演習) Ⅱ

2I（0.1） 3I・4I 1I 2I 1I 1I

教授 情報工学 C言語基礎 ICTｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ ｼｽﾃﾑ管理論

常 納富　一宏 特別講義 ﾕﾆｯﾄⅢ(演習) ｾﾐﾅｰ （月/翌週月）

2I（0.1） 3I・4I 1I 3I 3I

教授 ｿﾌﾄｳｪｱ工学 情報工学 ｿﾌﾄｳｪｱ C言語基礎

常 田中　哲雄 [8回]（0.6） 特別講義 基礎論 ﾕﾆｯﾄⅢ(演習)

2I 2I（0.1） 1Ｉ 3I・4I 1I

教授 情報工学 情報工学 AI演習 C言語基礎 C言語基礎 ICTｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ

常 辻   裕之 特別講義 ﾘﾃﾗｼｰ （金曜3限） ﾕﾆｯﾄⅠ(講義) ﾕﾆｯﾄⅠ(演習) ｾﾐﾅｰ

2I（0.1） 3I・4I 1I4 M共通（0.3） 1I 1I 3I

教授 情報工学 PBL ﾈｯﾄﾜｰｸ 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1年生特別

常 清原　良三 特別講義 ｾｷｭﾘﾃｨ 専攻ｾﾐﾅｰⅡ

2I（0.1） 3I・4I 3I 2I MI 1I

教授 C++言語ⅠⅡ C++言語ⅠⅡ 情報工学

常 五百蔵　重典 （講義） （演習） 特別講義

2I 2I 2I（0.1） 3I・4I

教授 ﾋﾞｼﾞﾈｽｱﾌﾟﾘｹｰ ﾋﾞｼﾞﾈｽｱﾌﾟﾘｹｰ 情報技術と 情報工学 ICTｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ

常 稲葉　達也 ｼｮﾝﾕﾆｯﾄ ｼｮﾝﾕﾆｯﾄ 企業経営 特別講義 ｾﾐﾅｰ

3I 3I 3I 2I（0.1） 3I・4I 3I

教授 情報工学 情報技術者 情報工学 情報工学 C言語基礎 C言語基礎 ICTｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ

常 宮崎　剛 特別講義 概論 基礎ﾕﾆｯﾄⅡ 基礎ﾕﾆｯﾄⅡ ﾕﾆｯﾄⅢ(講義) ﾕﾆｯﾄⅢ(演習) ｾﾐﾅｰ

2I（0.1） 3I［6回］(0.4) 3I・4I 2I 2I 1I 1I 3I

教授 情報工学 (特)ｽﾎﾟｰﾂ情報(特)ｽﾎﾟｰﾂ情報(特)ｽﾎﾟｰﾂ情報 ICTｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ

常  谷代　一哉 特別講義 科学ﾕﾆｯﾄⅡ 科学ﾕﾆｯﾄⅡ 科学ﾕﾆｯﾄⅡ ｾﾐﾅｰ

2I（0.1） 4I 4I 4I 3I

教授 情報工学 ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ PBL 情報工学 情報工学 AI演習 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

常 鷹野　孝典 特別講義 管理論 基礎ﾕﾆｯﾄⅡ 基礎ﾕﾆｯﾄⅡ

2I（0.1） 2I 3I・4I 3I 2I 2I M共通（0.2） MI

教授 知能情報 知能情報 情報工学 機械学習 ICTｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ

常 森　　稔 処理ﾕﾆｯﾄ 処理ﾕﾆｯﾄ 特別講義 ｾﾐﾅｰ

3I 3I 2I（0.1） 3I・4I 3I 3I

教授 情報工学 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ

常 塩野　直志 特別講義 ﾘｻｰﾁ

2I（0.1） 3I・4I 3I

教授 情報工学 ﾃﾞｰﾀ管理設計

常 大塚　真吾 特別講義 （月/金）

2I（0.1） 3I・4I 3I

准教授 情報工学 情報工学

常 須藤　康裕 特別講義 ﾘﾃﾗｼｰ

2I（0.1） 3I・4I 1I2 2I

准教授 JAVA言語ⅠⅡ 組み込み 組み込み 情報工学 IoTｼｽﾃﾑ 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

常 川喜田　佑介 （演習） ｼｽﾃﾑﾕﾆｯﾄ ｼｽﾃﾑﾕﾆｯﾄ 特別講義 ﾃﾞｻﾞｲﾝ特論

2I 3I 3I 2I（0.1） MI　火3限 3I・4I MI

助教 C++言語ⅠⅡ 情報工学 情報技術者 C言語基礎

常 鈴木　孝幸 （演習） 特別講義 概論 ﾕﾆｯﾄⅡ(演習)

2I 2I（0.1） 3I 3I・4I 1I 2I

専門教育講師 情報工学 情報工学 中級IT国家資格 情報工学 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ 情報工学 情報工学 情報工学 上級IT国家資格

常 石川　敢也 総合ﾕﾆｯﾄⅡ 総合ﾕﾆｯﾄⅡ 取得支援講義 特別講義 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ ﾘﾃﾗｼｰ 基礎ﾕﾆｯﾄⅡ 基礎ﾕﾆｯﾄⅡ 取得支援講義

3I 3I 2I・3B 2I（0.1） 1I・1IT 1I3 2I 2I 3I（CAP外）

専門教育講師 JAVA言語ⅠⅡJAVA言語ⅠⅡ 情報工学 情報工学 情報工学 情報工学 情報工学 C言語基礎

常 段王　れい子 （講義） （演習） 総合ﾕﾆｯﾄⅡ 総合ﾕﾆｯﾄⅡ 特別講義 基礎ﾕﾆｯﾄⅡ 基礎ﾕﾆｯﾄⅡ ﾕﾆｯﾄⅢ(講義)

2I 2I 3I 3I 2I（0.1） 3I・4I 2I 2I 1I

専門教育講師 C++言語ⅠⅡ 情報工学 情報工学 情報工学 情報工学 C言語基礎 C言語基礎 情報工学

常 岡崎　秀俊 （演習） 特別講義 ﾘﾃﾗｼｰ 基礎ﾕﾆｯﾄⅡ 基礎ﾕﾆｯﾄⅡ ﾕﾆｯﾄⅡ(講義) ﾕﾆｯﾄⅡ(演習) ｾﾐﾅｰⅢ

2I 2I（0.1） 3I・4I 1I1 2I 2I 1I 1I 4Ｉ[13回](0.9)

ICT特別演習 2年生特別 ICT特別演習 ←決定後

Ⅳ 専攻ｾﾐﾅｰⅡ Ⅵ 割当

2I[10回]（0.7） 2I 3I[10回]（0.7）

*情報技術者概論(火曜日4限)　業務委託　（代表：鈴木先生）

*「情報工学ｾﾐﾅｰ」…「情報工学ｾﾐﾅｰⅢ」と同時に実施

ﾋﾞｼﾞﾈｽｱﾌﾟﾘ
ｹｰｼｮﾝﾕﾆｯﾄ

3I　　 (特)情報
工学応用ﾕﾆｯ

ﾄⅡ 4I

ﾋﾞｼﾞﾈｽｱﾌﾟﾘ
ｹｰｼｮﾝﾕﾆｯﾄ

3I　　 (特)情報
工学応用ﾕﾆｯ

ﾄⅡ 4I

ﾃﾞｰﾀの
処理と分析

（月/金）

対面授業／リアルタイム授業 オンデマンド授業

オンデマンド

情報工学
ｾﾐﾅｰⅡ

（特）情報工学
応用ﾕﾆｯﾄⅡ

情報工学
ｾﾐﾅｰⅡ

（特）情報工学
応用ﾕﾆｯﾄⅡ

金 土 ／ 曜日時限なし

AI&IoTｾﾐﾅｰ
(ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ処
理･IoTｾｷｭﾘ

ﾃｨ) 3情

情報工学
ｾﾐﾅｰⅡ

（特）情報工学
応用ﾕﾆｯﾄⅡ

ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ
ｼｽﾃﾑ

（火/金）

WEB
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ
（木/水）

ｽﾎﾟｰﾂ情報科
学ｾﾐﾅｰ（ﾃﾞｰﾀ
計測・収集・評
価手法の基

礎）　3情

AI&IoTｾﾐﾅｰ
(ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ処
理･IoTｾｷｭﾘ

ﾃｨ) 3情

情報工学
ｾﾐﾅｰⅡ

（特）情報工学
応用ﾕﾆｯﾄⅡ

情報工学
ｾﾐﾅｰⅡ

（特）情報工学
応用ﾕﾆｯﾄⅡ

情報工学
ｾﾐﾅｰⅡ

（特）情報工学
応用ﾕﾆｯﾄⅡ

情報工学
ｾﾐﾅｰⅡ

（特）情報工学
応用ﾕﾆｯﾄⅡ

情報工学
ｾﾐﾅｰⅡ

（特）情報工学
応用ﾕﾆｯﾄⅡ

情報工学
ｾﾐﾅｰⅡ

（特）情報工学
応用ﾕﾆｯﾄⅡ

月 火 水 木

情報工学
ｾﾐﾅｰⅡ

（特）情報工学
応用ﾕﾆｯﾄⅡ

情報工学
ｾﾐﾅｰⅡ

（特）情報工学
応用ﾕﾆｯﾄⅡ

情報工学
ｾﾐﾅｰⅡ

（特）情報工学
応用ﾕﾆｯﾄⅡ

情報工学
ｾﾐﾅｰⅡ

（特）情報工学
応用ﾕﾆｯﾄⅡ

情報工学
ｾﾐﾅｰⅡ

（特）情報工学
応用ﾕﾆｯﾄⅡ

情報工学
ｾﾐﾅｰⅡ

（特）情報工学
応用ﾕﾆｯﾄⅡ

情報工学
ｾﾐﾅｰⅡ

（特）情報工学
応用ﾕﾆｯﾄⅡ

情報工学
ｾﾐﾅｰⅡ

（特）情報工学
応用ﾕﾆｯﾄⅡ

情報工学
ｾﾐﾅｰⅡ

（特）情報工学
応用ﾕﾆｯﾄⅡ

情報工学
ｾﾐﾅｰⅡ

（特）情報工学
応用ﾕﾆｯﾄⅡ

情報工学
ｾﾐﾅｰⅡ

（特）情報工学
応用ﾕﾆｯﾄⅡ



2022年度　後期　　教員別時間割表 【情報学部】情報ﾈｯﾄﾜｰｸ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科

　 　　　　　　　曜日･時限

　　　教員 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

教授 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ AI演習

常 上平　員丈 応用ﾕﾆｯﾄ 応用ﾕﾆｯﾄ 応用ﾕﾆｯﾄ

3Ｎ 3Ｎ 3Ｎ M共通（0.2）

教授 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ

常 井上　哲理 応用ﾕﾆｯﾄ 応用ﾕﾆｯﾄ 応用ﾕﾆｯﾄ 基礎ﾕﾆｯﾄⅡ 基礎ﾕﾆｯﾄⅡ 基礎ﾕﾆｯﾄⅡ

3Ｎ 3Ｎ 3Ｎ 2N 2N 2N

教授 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ

常 岡崎　美蘭 応用ﾕﾆｯﾄ 応用ﾕﾆｯﾄ 応用ﾕﾆｯﾄ

3Ｎ 3Ｎ 3Ｎ 3Ｎ

教授 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ ﾈｯﾄﾜｰｸ ﾈｯﾄﾜｰｸ ICT特別演習 1年生特別 ICT特別演習 2年生特別 ICT特別演習 ICTｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

常 丸山　充 応用ﾕﾆｯﾄ 応用ﾕﾆｯﾄ 応用ﾕﾆｯﾄ ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ 解析技法 Ⅱ 専攻ｾﾐﾅｰⅡ Ⅳ 専攻ｾﾐﾅｰⅡ Ⅵ ｾﾐﾅｰ

3Ｎ 3Ｎ 3Ｎ 3Ｎ 3Ｎ 1N[8回]（0.6） 1N[8回]（0.6） 2N[8回]（0.6） 2N[8回]（0.6） 3N[8回]（0.6） 3N[10回]（0.7） MI

教授 移動体通信 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

常 塩川　茂樹 特論 応用ﾕﾆｯﾄ 応用ﾕﾆｯﾄ 応用ﾕﾆｯﾄ

MI 3Ｎ 3Ｎ 3Ｎ MI 2N

教授 ﾜｲﾔﾚｽ通信 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 光通信技術 情報理論

常 鳥井　秀幸 特論 応用ﾕﾆｯﾄ 応用ﾕﾆｯﾄ 応用ﾕﾆｯﾄ （金/木） （月/日）

MI 3Ｎ 3Ｎ 3Ｎ 2N 2N

教授 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ Web技術 ﾒﾃﾞｨｱ表現 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

常 　臼杵　潤　 応用ﾕﾆｯﾄ 応用ﾕﾆｯﾄ 応用ﾕﾆｯﾄ 工学

3Ｎ 3Ｎ 3Ｎ 2N 2N MI

教授 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ

常 岡本　学 応用ﾕﾆｯﾄ 応用ﾕﾆｯﾄ 応用ﾕﾆｯﾄ 導入ﾕﾆｯﾄⅡ

3Ｎ 3Ｎ 3Ｎ 1N

教授 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

常 岡本　剛 応用ﾕﾆｯﾄ 応用ﾕﾆｯﾄ 応用ﾕﾆｯﾄ

3Ｎ 3Ｎ 3Ｎ MI 1N

常 教授 JAVA言語ⅠⅡ 知能情報 知能情報 情報ﾈｯﾄﾜ-ｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ ICT特別演習 1年生特別 ICT特別演習 2年生特別 ICT特別演習 ICTｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ

・ 瀬林　克啓 （演習） 処理ﾕﾆｯﾄ 処理ﾕﾆｯﾄ ﾘﾃﾗｼ- 導入ﾕﾆｯﾄⅡ 基礎ﾕﾆｯﾄⅡ 基礎ﾕﾆｯﾄⅡ 基礎ﾕﾆｯﾄⅡ Ⅱ 専攻ｾﾐﾅｰⅡ Ⅳ 専攻ｾﾐﾅｰⅡ Ⅵ ｾﾐﾅｰ

特 2I 3I 3I 1N 1N 2N 2N 2N 1N[8回]（0.6） 1N[8回]（0.6） 2N[8回]（0.6） 2N[8回]（0.6） 3N[7回]（0.5） 3N[10回]（0.7）

准教授 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 分散処理

常 凌　暁萍 応用ﾕﾆｯﾄ 応用ﾕﾆｯﾄ 応用ﾕﾆｯﾄ 導入ﾕﾆｯﾄⅡ （木/水）

3Ｎ 3Ｎ 3Ｎ 1N 3Ｎ

准教授 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ

常 井家　敦 応用ﾕﾆｯﾄ 応用ﾕﾆｯﾄ 応用ﾕﾆｯﾄ 基礎ﾕﾆｯﾄⅡ 基礎ﾕﾆｯﾄⅡ 基礎ﾕﾆｯﾄⅡ

3Ｎ 3Ｎ 3Ｎ 2N 2N 2N 1N

准教授 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ

常 岩田　一 応用ﾕﾆｯﾄ 応用ﾕﾆｯﾄ 応用ﾕﾆｯﾄ 導入ﾕﾆｯﾄⅡ ｿﾌﾄｳｪｱ特論 基礎ﾕﾆｯﾄⅡ 基礎ﾕﾆｯﾄⅡ 基礎ﾕﾆｯﾄⅡ

3Ｎ 3Ｎ 3Ｎ 1N MI 2N 2N 2N

講師 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ

常 須賀　弘道 応用ﾕﾆｯﾄ 応用ﾕﾆｯﾄ 応用ﾕﾆｯﾄ

3Ｎ 3Ｎ 3Ｎ

助教 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ ｿﾌﾄｳｪｱ工学 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ

常 海野　浩 応用ﾕﾆｯﾄ 応用ﾕﾆｯﾄ 応用ﾕﾆｯﾄ 基礎ﾕﾆｯﾄⅡ 基礎ﾕﾆｯﾄⅡ 基礎ﾕﾆｯﾄⅡ

3Ｎ 3Ｎ 3Ｎ 2N 2N 2N 2N

＊他共通　情報ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾐﾅｰ・卒業研究

月 火 水

オンデマンド授業

オンデマンド

対面授業／リアルタイム授業

情報ﾈｯﾄﾜｰｸ
工学Ⅱ
（金/木）

木 金

AI＆IoTｾﾐﾅｰ
（ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ
処理・IoT
ｾｷｭﾘﾃｨ）

3情

AI＆IoTｾﾐﾅｰ
（ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ
処理・IoT
ｾｷｭﾘﾃｨ）

3情

ﾈｯﾄﾜｰｸ
ｾｷｭﾘﾃｨ
（水/火）

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
技術

（木/水）

情報
ｾｷｭﾘﾃｨ概論

（木/水）

土 ／ 曜日時限なし



2022年度　後期　　教員別時間割表 【情報学部】情報ﾒﾃﾞｨｱ学科

　 　　　　　　　曜日･時限

　　　教員 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

教授 ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ ﾋｭｰﾏﾝ 情報ﾒﾃﾞｨｱ 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

常 谷中　一寿 入門 ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ 導入ﾕﾆｯﾄ

（Ｉ） 1I 3D 1D MI

教授 情報ﾒﾃﾞｨｱ

常 佐藤　尚 導入ﾕﾆｯﾄ

1D

教授 ｹﾞｰﾑAI ICTｽﾍﾟｼｬ 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

常 服部　元史 ﾘｽﾄｾﾐﾅｰ

3D 3D MI

常 教授 ｷｬﾗｸﾀ制作 ｷｬﾗｸﾀ概論Ⅱ 情報ﾒﾃﾞｨｱ 情報ﾒﾃﾞｨｱ

・ 梶　研吾 基礎ﾕﾆｯﾄⅡ 基礎ﾕﾆｯﾄⅡ

特 3D 2D 2D 2D

教授 CGﾃﾞｻﾞｲﾝ 映像ﾒﾃﾞｨｱ 情報ﾒﾃﾞｨｱ 情報ﾒﾃﾞｨｱ ﾒﾃﾞｨｱ実践講座

常 福本　隆司 [1回]（0.1） ﾘﾃﾗｼ 基礎ﾕﾆｯﾄⅡ 基礎ﾕﾆｯﾄⅡ
(CAP科目)

(時間割に記
5・6限1ｺﾏ

2D 2D 2D 2D 1D

教授 連続体ｼﾐｭ 音響 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

常 西口　磯春 ﾚｰｼｮﾝ特論 ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ

MI 3D MI

教授 情報ﾒﾃﾞｨｱ 情報ﾒﾃﾞｨｱ 文字認識特論 ICTｽﾍﾟｼｬ 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

常 西村　広光 導入ﾕﾆｯﾄ 導入ﾕﾆｯﾄ ﾘｽﾄｾﾐﾅｰ

1D・1DT 1D MI 3D MI

教授 情報ﾒﾃﾞｨｱ 情報ﾒﾃﾞｨｱ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞB ﾒﾃﾞｨｱ・

常 春日　秀雄 基礎ﾕﾆｯﾄⅡ 基礎ﾕﾆｯﾄⅡ  (演習) ｾｷｭﾘﾃｨ

2D 2D 2D[1回]（0.1） 3D

准教授 音楽論 ﾒﾃﾞｨｱ実践講座 1年生特別 ICT特別演習 2年生特別 ICT特別演習 ICTｽﾍﾟｼｬ ICT特別演習

常 黒川　真毅 (CAP科目)
時間割記載なし

5・6限1ｺﾏ 専攻ｾﾐﾅｰⅡ Ⅱ 専攻ｾﾐﾅｰⅡ Ⅳ ﾘｽﾄｾﾐﾅｰ Ⅵ

2D 1D 1D[1回]（0.1） 1D[1回]（0.1） 2D[1回]（0.1） 2D[1回]（0.1） 3D 3D[1回]（0.1）

常 准教授 ｹﾞｰﾑ制作論 ｹﾞｰﾑｸﾘｴｰﾀ

・ 中村　隆之 特訓 

特 1D[14回](1.0) 1～4D（4.0）

准教授 ｲﾝﾀﾗｸｼｮﾝ 情報ﾒﾃﾞｨｱ 情報ﾒﾃﾞｨｱ

常 鈴木　浩 ﾃﾞｻﾞｲﾝ特論 基礎ﾕﾆｯﾄⅡ 基礎ﾕﾆｯﾄⅡ

MI 2D 2D

准教授 音・音声の ｽﾎﾟｰﾂ音響学 情報ﾒﾃﾞｨｱ 情報ﾒﾃﾞｨｱ ICTｽﾍﾟｼｬ 総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

常 上田　麻理 基礎と応用 概論 基礎ﾕﾆｯﾄⅡ 基礎ﾕﾆｯﾄⅡ ﾘｽﾄｾﾐﾅｰ

（I) 2D 2I・2D 2D 2D 3D MI

准教授 情報ﾒﾃﾞｨｱ 情報ﾒﾃﾞｨｱ

常 酒井　雅裕 導入ﾕﾆｯﾄ 導入ﾕﾆｯﾄ

1D 1D

助教

常 山内　俊明

専門教育講師 情報科 情報ﾒﾃﾞｨｱ 情報ﾒﾃﾞｨｱ 情報ﾒﾃﾞｨｱ 情報ﾒﾃﾞｨｱ

常 大庭　孝則 教育法Ⅱ 基礎ﾕﾆｯﾄⅡ 基礎ﾕﾆｯﾄⅡ 導入ﾕﾆｯﾄ 導入ﾕﾆｯﾄ

（教職） 3情（教職） 2D 2D 1D 1D

専門教育講師 情報ﾒﾃﾞｨｱ 情報ﾒﾃﾞｨｱ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞB 情報ﾒﾃﾞｨｱ 情報ﾒﾃﾞｨｱ ﾒﾃﾞｨｱ実践講座

常 長　聖 基礎ﾕﾆｯﾄⅡ 基礎ﾕﾆｯﾄⅡ  (演習) 導入ﾕﾆｯﾄ 導入ﾕﾆｯﾄ 5・6限1ｺﾏ

2D 2D 2D 1D 1D 1D

専門教育講師 CGﾃﾞｻﾞｲﾝ 情報ﾒﾃﾞｨｱ 情報ﾒﾃﾞｨｱ ﾒﾃﾞｨｱ実践講座 ｹﾞｰﾑｸﾘｴｰﾀ

常 村上　依子 [14回]（1.0） 基礎ﾕﾆｯﾄⅡ 基礎ﾕﾆｯﾄⅡ 5・6限1ｺﾏ 特訓

2D 2D 2D 1D 1～4D

専門教育講師 情報ﾒﾃﾞｨｱ 情報ﾒﾃﾞｨｱ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞB 情報ﾒﾃﾞｨｱ 情報ﾒﾃﾞｨｱ

常 金森　克洋 基礎ﾕﾆｯﾄⅡ 基礎ﾕﾆｯﾄⅡ  (演習) 導入ﾕﾆｯﾄ 導入ﾕﾆｯﾄ

2D 2D 2D 1D 1D

専門教育講師 情報ﾒﾃﾞｨｱ 情報ﾒﾃﾞｨｱ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞB 情報ﾒﾃﾞｨｱ 情報ﾒﾃﾞｨｱ

常 津布久　直樹 基礎ﾕﾆｯﾄⅡ 基礎ﾕﾆｯﾄⅡ  (演習) 導入ﾕﾆｯﾄ 導入ﾕﾆｯﾄ

2D 2D 2D 1D 1D

ｹﾞｰﾑｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ

常 A
2D

ﾒﾃﾞｨｱｱｰﾄ

常 B
3D

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ

常 C ﾃﾞｻﾞｲﾝ

2D

＊他共通　情報ﾒﾃﾞｨｱｾﾐﾅｰ・卒業研究

情報ﾒﾃﾞｨｱ専
門ﾕﾆｯﾄⅡ

3D/(特)ｻｳﾝﾄﾞ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ﾕﾆｯﾄⅡ4D

情報ﾒﾃﾞｨｱ専
門ﾕﾆｯﾄⅡ

3D/(特)ｻｳﾝﾄﾞ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ﾕﾆｯﾄⅡ4D

情報ﾒﾃﾞｨｱ専
門ﾕﾆｯﾄⅡ

3D/(特)ｻｳﾝﾄﾞ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ﾕﾆｯﾄⅡ4D

情報ﾒﾃﾞｨｱ専
門ﾕﾆｯﾄⅡ

3D/(特)ｻｳﾝﾄﾞ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ﾕﾆｯﾄⅡ4D

情報ﾒﾃﾞｨｱ専
門ﾕﾆｯﾄⅡ

3D/(特)ｻｳﾝﾄﾞ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ﾕﾆｯﾄⅡ4D

情報ﾒﾃﾞｨｱ専
門ﾕﾆｯﾄⅡ

3D/(特)ｻｳﾝﾄﾞ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ﾕﾆｯﾄⅡ4D

情報ﾒﾃﾞｨｱ専
門ﾕﾆｯﾄⅡ

3D/(特)ｻｳﾝﾄﾞ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ﾕﾆｯﾄⅡ4D

情報ﾒﾃﾞｨｱ専
門ﾕﾆｯﾄⅡ

3D/(特)ｻｳﾝﾄﾞ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ﾕﾆｯﾄⅡ4D

情報ﾒﾃﾞｨｱ専
門ﾕﾆｯﾄⅡ

3D/(特)ｻｳﾝﾄﾞ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ﾕﾆｯﾄⅡ4D

情報ﾒﾃﾞｨｱ専
門ﾕﾆｯﾄⅡ

3D/(特)ｻｳﾝﾄﾞ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ﾕﾆｯﾄⅡ4D

情報ﾒﾃﾞｨｱ専
門ﾕﾆｯﾄⅡ

3D/(特)ｻｳﾝﾄﾞ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ﾕﾆｯﾄⅡ4D

情報ﾒﾃﾞｨｱ専
門ﾕﾆｯﾄⅡ

3D/(特)ｻｳﾝﾄﾞ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ﾕﾆｯﾄⅡ4D

情報ﾒﾃﾞｨｱ専
門ﾕﾆｯﾄⅡ

3D/(特)ｻｳﾝﾄﾞ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ﾕﾆｯﾄⅡ4D

情報ﾒﾃﾞｨｱ専
門ﾕﾆｯﾄⅡ

3D/(特)ｻｳﾝﾄﾞ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ﾕﾆｯﾄⅡ4D

情報ﾒﾃﾞｨｱ専
門ﾕﾆｯﾄⅡ

3D/(特)ｻｳﾝﾄﾞ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ﾕﾆｯﾄⅡ4D

情報ﾒﾃﾞｨｱ専
門ﾕﾆｯﾄⅡ

3D/(特)ｻｳﾝﾄﾞ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ﾕﾆｯﾄⅡ4D

情報ﾒﾃﾞｨｱ専
門ﾕﾆｯﾄⅡ

3D/(特)ｻｳﾝﾄﾞ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ﾕﾆｯﾄⅡ4D

情報ﾒﾃﾞｨｱ専
門ﾕﾆｯﾄⅡ

3D/(特)ｻｳﾝﾄﾞ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ﾕﾆｯﾄⅡ4D

情報ﾒﾃﾞｨｱ専
門ﾕﾆｯﾄⅡ

3D/(特)ｻｳﾝﾄﾞ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ﾕﾆｯﾄⅡ4D

(CAP科目)
(時間割に記

載なし）

(CAP科目)
(時間割に記

載なし）

(CAP科目)
(時間割に記
載なし）

月 火 水 木 金 土 ／ 曜日時限なし

オンデマンド授業

オンデマンド

対面授業／リアルタイム授業

情報ﾒﾃﾞｨｱ専
門ﾕﾆｯﾄⅡ

3D/(特)ｻｳﾝﾄﾞ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ﾕﾆｯﾄⅡ4D

ＡＩ＆ＩoＴｾﾐﾅｰ
（ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ処
理・IoTｾｷｭﾘ

ﾃｨ）　3情

ｽﾎﾟｰﾂ情報科
学ｾﾐﾅｰ（ﾃﾞｰﾀ
計測・収集・評
価手法の基

礎）　3情

情報ﾒﾃﾞｨｱ専
門ﾕﾆｯﾄⅡ

3D/(特)ｻｳﾝﾄﾞ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ﾕﾆｯﾄⅡ4D

情報ﾒﾃﾞｨｱ専
門ﾕﾆｯﾄⅡ

3D/(特)ｻｳﾝﾄﾞ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ﾕﾆｯﾄⅡ4D

情報ﾒﾃﾞｨｱ専
門ﾕﾆｯﾄⅡ

3D/(特)ｻｳﾝﾄﾞ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ﾕﾆｯﾄⅡ4D

情報ﾒﾃﾞｨｱ専
門ﾕﾆｯﾄⅡ

3D/(特)ｻｳﾝﾄﾞ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ﾕﾆｯﾄⅡ4D

情報ﾒﾃﾞｨｱ専
門ﾕﾆｯﾄⅡ

3D/(特)ｻｳﾝﾄﾞ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ﾕﾆｯﾄⅡ4D

情報ﾒﾃﾞｨｱ専
門ﾕﾆｯﾄⅡ

3D/(特)ｻｳﾝﾄﾞ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ﾕﾆｯﾄⅡ4D

(CAP科目)
(時間割に記

載なし）

情報ﾒﾃﾞｨｱ専
門ﾕﾆｯﾄⅡ

3D/(特)ｻｳﾝﾄﾞ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ﾕﾆｯﾄⅡ4D

情報ﾒﾃﾞｨｱ専
門ﾕﾆｯﾄⅡ

3D/(特)ｻｳﾝﾄﾞ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ﾕﾆｯﾄⅡ4D

情報ﾒﾃﾞｨｱ専
門ﾕﾆｯﾄⅡ

3D/(特)ｻｳﾝﾄﾞ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ﾕﾆｯﾄⅡ4D

情報ﾒﾃﾞｨｱ専
門ﾕﾆｯﾄⅡ

3D/(特)ｻｳﾝﾄﾞ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ﾕﾆｯﾄⅡ4D

情報ﾒﾃﾞｨｱ専
門ﾕﾆｯﾄⅡ

3D/(特)ｻｳﾝﾄﾞ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ﾕﾆｯﾄⅡ4D

情報ﾒﾃﾞｨｱ専
門ﾕﾆｯﾄⅡ

3D/(特)ｻｳﾝﾄﾞ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ﾕﾆｯﾄⅡ4D

情報ﾒﾃﾞｨｱ専
門ﾕﾆｯﾄⅡ

3D/(特)ｻｳﾝﾄﾞ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ﾕﾆｯﾄⅡ4D

情報ﾒﾃﾞｨｱ専
門ﾕﾆｯﾄⅡ

3D/(特)ｻｳﾝﾄﾞ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ﾕﾆｯﾄⅡ4D

情報ﾒﾃﾞｨｱ専
門ﾕﾆｯﾄⅡ

3D/(特)ｻｳﾝﾄﾞ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ﾕﾆｯﾄⅡ4D

情報ﾒﾃﾞｨｱ専
門ﾕﾆｯﾄⅡ

3D/(特)ｻｳﾝﾄﾞ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ﾕﾆｯﾄⅡ4D

情報ﾒﾃﾞｨｱ専
門ﾕﾆｯﾄⅡ

3D/(特)ｻｳﾝﾄﾞ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ﾕﾆｯﾄⅡ4D

情報ﾒﾃﾞｨｱ専
門ﾕﾆｯﾄⅡ

3D/(特)ｻｳﾝﾄﾞ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ﾕﾆｯﾄⅡ4D

情報ﾒﾃﾞｨｱ専
門ﾕﾆｯﾄⅡ

3D/(特)ｻｳﾝﾄﾞ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ﾕﾆｯﾄⅡ4D

情報ﾒﾃﾞｨｱ専
門ﾕﾆｯﾄⅡ

3D/(特)ｻｳﾝﾄﾞ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ﾕﾆｯﾄⅡ4D

情報ﾒﾃﾞｨｱ専
門ﾕﾆｯﾄⅡ

3D/(特)ｻｳﾝﾄﾞ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ﾕﾆｯﾄⅡ4D

情報ﾒﾃﾞｨｱ専
門ﾕﾆｯﾄⅡ

3D/(特)ｻｳﾝﾄﾞ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ﾕﾆｯﾄⅡ4D



2022年度　後期　　教員別時間割表 【健康医療科学部】看護学科

　 　　　　　　　曜日･時限

　　　教員 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

常 教授 看護倫理 看護倫理 専門職間連携

・ 新実　絹代 活動論

特 1U[8回]（0.6） 2U[8回]（0.6） 4U

常 教授 母性看護

・ 前山　直美 活動論Ⅰ

特 2U

教授 保健医療福祉 公衆衛生学 公衆衛生

常 入江　慎治 行政論Ⅱ 看護技術論

3U 2U[8回]（0.6） 3U

教授 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論 精神看護

常 柴田　真紀 活動論Ⅰ

1U 2U[10回]（0.7）

教授 ｽﾋﾟﾘﾁｭｱﾙ 成人看護 成人看護学 老年看護 老年看護学

常 金子　直美 ｹｱ論 活動論Ⅲ 概論（水1限） 活動論Ⅱ 概論

4U[8回]（0.6） 2U 1U[8回]（0.6） 2U 1U[8回]（0.6）

教授 在宅看護 地域看護論

常 西田　幸典 活動論Ⅰ

2U 1U[8回]（0.6）

教授 小児看護

常 濵邉　富美子 活動論Ⅰ

2U[13回]（0.9）

常 教授 生活援助 健康教育 ﾍﾙｽ

・ 鈴木　久美子 技術Ⅱ ｱｾｽﾒﾝﾄ

特 1U 1U[8回]（0.6） 1U

准教授 生活援助 ﾍﾙｽ

常 猪又　克子 技術Ⅱ ｱｾｽﾒﾝﾄ

1U 1U

講師 生活援助 ﾍﾙｽ

常 水谷　郷美 技術Ⅱ ｱｾｽﾒﾝﾄ

1U 1U

講師 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論 精神看護

常 田代　誠 活動論Ⅰ

1U[6回]0.4） 2U[6回]（0.4）

講師 老年看護

常 髙野　真由美 活動論Ⅱ

2U[4回]（0.3）

講師 小児看護

常 欠ノ下　郁子 活動論Ⅰ

2U[4回]（0.3）

講師 不合格

常 青木　真希子 活動論Ⅰ

2U［4回］（0.3）

講師 災害看護 災害看護学 成人看護

常 奈良　唯唯子 活動論 （火曜1限） 活動論Ⅲ

3U 2U[8回](0.6) 2U[4回]（0.3）

講師 災害看護 成人看護

常 久松　桂子 活動論 活動論Ⅲ

3U[3回]（0.2） 2U[14回]（1.0）

助教 老年看護

常 佐口　清美 活動論Ⅱ

2U[4回]（0.3）

助教 看護倫理 専門職間連携

常 辻田　幸子 活動論

2U［1回］（0.1） 4U[1回]（0.1）

助教 公衆衛生

常 鈴木　大地 看護技術論

3U[2回]（0.2）

基礎看護学

実習Ⅱ 未定　決まり次第コマを入れる

2U

成人看護学 成人看護学 老年看護学 老年看護学 小児看護学

実習Ⅰ 実習Ⅱ 実習Ⅱ 実習Ⅲ 実習Ⅱ

3U 3U 3U 3U 3U

母性看護学 精神看護学 在宅看護学 看護統合実習 公衆衛生

実習 実習 実習 看護学実習

3U 3U 3U 4U 4U

＊卒業研究Ⅱ・・・通年30回（前期15回・後期15回）実施、担当教員に前後期1ｺﾏずつ付与

金 土 ／ 曜日時限なし

オンデマンド授業

オンデマンド

対面授業／リアルタイム授業

水 木月 火



2022年度　後期　　教員別時間割表 【健康医療科学部】管理栄養学科

　 　　　　　　　曜日･時限

　　　教員 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

常 教授 専門演習Ⅱ 健康管理論 病理病態学Ⅰ

・ 鮎澤　衛 [12回]（0.8）

特 4L 2L 2L

教授 専門演習Ⅱ 生化学Ⅰ 分子栄養学 生化学実験Ⅰ 生化学実験Ⅰ 生化学実験Ⅰ +α資格取得

常 清瀬　千佳子 [12回]（0.8） ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ

4L 1L 3L 3L（CAP外） DC（0.3）

教授 専門演習Ⅱ 栄養教育論Ⅲ 栄養教育論 栄養教育論 栄養教育論 栄養教育実習 栄養教育論Ⅰ 教職実践演習 栄養教育論 栄養教育論 栄養教育論

常 饗場　直美 [12回]（0.8） 実習Ⅱ 実習Ⅱ 実習Ⅱ 実習Ⅱ 実習Ⅱ 実習Ⅱ

（教職） 4L 3L 計1.5ｺﾏ 3L1[7.5回] 3L1[7.5回] 3L1[7.5回] 3L（教職） 2L 4L（教職） 3L2[7.5回] 3L2[7.5回] 3L2[7.5回] 計1.5ｺﾏ

教授 専門演習Ⅱ 臨床栄養学Ⅱ 総合演習 臨床栄養B

常 横山　知永子 [12回]（0.8）
(臨床栄養
臨地実習)

臨地実習

4L 2L [7回]（0.5） 3L（2.4） 4L（0） DC（0.3）

教授 管理栄養士 専門演習Ⅱ 材料工学 食品衛生学 食品衛生学 食品衛生学 +α資格取得 食品工学 食品工学

常 澤井　淳 基礎ｾﾐﾅｰ [12回]（0.8） 実験 実験 実験 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅢ （金/木） （火/月）

（A） 2L [1回](0.1) 4L 2A[2回]（0.2) 3L（CAP外） DC（0.3） 3L 3B[6回](0.4)

教授 栄養科学特論 専門演習Ⅱ 基礎栄養学

常 花井　美保 [12回]（0.8） 概論

MC 4L 1L

教授 専門演習Ⅱ NST論 臨床栄養学 臨床栄養学 臨床栄養学 臨床栄養学Ⅱ 臨床栄養学 臨床栄養学 臨床栄養学 総合演習 臨床栄養B

常 菅野　丈夫 [12回]（0.8） 実習Ⅱ 実習Ⅱ 実習Ⅱ 実習Ⅱ 実習Ⅱ 実習Ⅱ
(臨床栄養
臨地実習)

臨地実習

4L 3L 2L [6回]（0.4） 3L（2.6） 4L（0）

准教授 公衆栄養学Ⅰ 専門演習Ⅱ 公衆栄養 +α資格取得 総合演習

常 原島　恵美子 [12回]（0.8） 臨地実習 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅤ
(公衆栄養
臨地実習)

2L 4L 4L（1.6） 3L（CAP外） 4L（1.9）

准教授 栄養科学特論 専門演習Ⅱ 臨床栄養学 臨床栄養学 臨床栄養学 臨床栄養学Ⅱ 臨床栄養学 臨床栄養学 臨床栄養学 臨床栄養B +α資格取得 総合演習

常 澤井　明香 [12回]（0.8） 実習Ⅱ 実習Ⅱ 実習Ⅱ 実習Ⅱ 実習Ⅱ 実習Ⅱ 臨地実習 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅣ
（臨床栄養
臨地実習)

MC 4L 2L [4回]（0.3） 4L（0） 4L（CAP外） 3L（2.8）

准教授 給食経営 管理栄養士 専門演習Ⅱ 給食経営 給食経営 給食経営 給食経営 給食経営 給食経営 給食経営 総合演習 総合演習

常 大澤　絢子 管理論Ⅱ 基礎ｾﾐﾅｰ [12回]（0.8） 管理実習 管理実習 管理実習 ←2L1をさらに2分割し、前半・後半で行う 2L2をさらに2分割し、前半・後半で行う→ 管理実習 管理実習 管理実習 臨地実習
（給食運営
臨地実習)

(給食経営
臨地実習)

2L 2L[1回](0.1) 4L 3L（0.1） 2L（1.5） 3L（0.8）

准教授 応用栄養学Ⅲ 専門演習Ⅱ 生命科学 応用栄養学Ⅰ +α資格取得

常 三宅　理江子 [12回]（0.8） 概論 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ

3L[13回](0.9) 4L 1L 2L 3L（CAP外）

准教授 専門演習Ⅱ 食品学Ⅰ 食品分析学 食品学実験Ⅰ 食品学実験Ⅰ 食品学実験Ⅰ

常 宮本　理人 [12回]（0.8）

4L 1L 3L

准教授 専門演習Ⅱ 調理学実習Ⅱ 調理学実習Ⅱ 調理学実習Ⅱ 食品官能

常 野村　知未 [12回]（0.8） 評価論

4L 3L

＊他共通  輪講・卒業研究 ＊+α資格取得ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ CAP外
＊大学院　理科特別実験の曜日時限は担当教員が決める

1L1（前半）・1L2（後半）

応用化学・
ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ

特論Ⅱ

3L2[水・金27回]（1.8） 3L1[水・金27回]（1.8）

3L2[水・金27回]（1.8） 3L1[水・金27回]（1.8）

応用化学・
ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ

特論Ⅱ

応用化学・
ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ

特論Ⅱ

オンデマンド授業

オンデマンド

対面授業／リアルタイム授業

水 木 金 土 ／ 曜日時限なし月 火

2L1（前半）・2L1（後半）[42回]（2.8） 2L2(前半)・2L2(後半)[42回]（2.8）

1L1（後半）・1L2（前半）

1L1（前半）・1L2（後半）

2L1（後半)・2L2(前半）



2022年度　後期　　教員別時間割表 【健康医療科学部】臨床工学科

　 　　　　　　　曜日･時限

　　　教員 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

常 教授

・ 松尾　崇

特

常 教授 医用治療 医用治療 生体機能代行 関係法規 生体機能代行 生体機能代行 生体機能代行 血液浄化 医療機器 基礎医学実習 基礎医学実習 研究技術

・ 山家　敏彦 機器学実習 機器学実習 装置学Ⅱ 装置学実習Ⅰ 装置学実習Ⅰ 装置学実習Ⅱ 装置学 構成要素論 開発ﾘﾃﾗｼｰ

特 2A[6回]（0.4） 2A 3A[7回](0.5) 2A MR MR (0.1)

教授 機械工学 情報処理工学 情報処理工学 生体物性工学 機械工学演習 研究技術

常 松田　康広 実習 開発ﾘﾃﾗｼｰ

1A 1A 1A 3A 1A MR (0.1)

教授 救急救命医学 救急救命医学 医用治療 医用治療 生体機能代行 生体機能代行 生体機能代行 臨床人間 人間工学 基礎医学実習 基礎医学実習 研究技術

常 鈴木　聡 機器学実習 機器学実習 装置学実習Ⅰ 装置学実習Ⅰ 装置学実習Ⅱ 工学特論 開発ﾘﾃﾗｼｰ

3A[7回](0.5) MR 2A MR (0.1)

教授 健康科学 生理学 基礎医学実習 基礎医学実習 研究技術

常 渡邉　紳一 特論 開発ﾘﾃﾗｼｰ

MR 1A MR (0.1)

教授 電気工学Ⅱ ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ ｼｽﾃﾑ制御 研究技術

常 河口　進一 ｼｽﾃﾑ 工学Ⅱ 開発ﾘﾃﾗｼｰ

1A MR 3A MR  (0.1)

特 教授 基礎医学実習 基礎医学実習

・ 馬嶋　正隆

常

特 教授 医用治療 医用治療 生体機能代行 生体機能代行 生体機能代行 生体機能代行

・ 深澤　伸慈 機器学実習 機器学実習 装置学Ⅱ 装置学実習Ⅰ 装置学実習Ⅰ 装置学実習Ⅱ

常 2A[4回]（0.3） 3A[9回](0.6)

教授 材料工学 画像診断

常 金　大永 機器学

9月着任予定 2A[3回]（0.2) 3A

准教授 生体計測 材料工学 生体計測 基礎医学実習 基礎医学実習 電子工学Ⅱ 研究技術

常 大瀧　保明 工学 機器学Ⅰ 開発ﾘﾃﾗｼｰ

MR 2A[5回]（0.4) 1A 2A MR  (0.1)

准教授 医用治療 医用治療 生体機能代行 生体機能代行 生体機能代行 生体機能代行 基礎医学実習 基礎医学実習

常 酒井　徳昭 機器学実習 機器学実習 装置学Ⅱ 装置学実習Ⅰ 装置学実習Ⅰ 装置学実習Ⅱ

2A[5回]（0.4） 3A[9回](0.6)

助教 生体機能代行 生体機能代行 生体機能代行 基礎医学実習 基礎医学実習 医用治療

常 西村　宗修 装置学実習Ⅰ 装置学実習Ⅰ 装置学実習Ⅱ 機器学Ⅱ

3A[7回](0.5) 2A

助教 医用治療 医用治療 生体機能代行 生体機能代行 生体機能代行 基礎医学実習 基礎医学実習 臨床医学

常 川﨑　路浩 機器学実習 機器学実習 装置学実習Ⅰ 装置学実習Ⅰ 装置学実習Ⅱ 総論Ⅰ（木4・5）

3A 3A 3A 2A[1回]（0.1）1A[26回](1.8)

2A[18回](1.2)

月 火 水 木

3A[2回]（0.2）

1A[28回](1.9)

2A[16回](1.1)

2A[16回](1.1)

3A[14回](1.0) 1A[6回](0.4)

1A[24回](1.6)

1A[14回](1.0)

2A[28回](1.9)

2A[16回](1.1)

土 ／ 曜日時限なし

オンデマンド授業

オンデマンド
金

3A[14回](1.0)

1A[4回] (0.3)

3A[14回](1.0)

1A[26回](1.8)

1A[16回](1.1)3A[18回](1.2)

対面授業／リアルタイム授業

3A[18回](1.2)
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