
愛知工業大学

曜 学期 9:00 Ⅰ時限 10:30 10:40 Ⅱ時限 12:10 13:00 Ⅲ時限 14:30 14:40 Ⅳ時限 16:10 16:20 Ⅴ時限 17:50 18:00 Ⅵ時限 19:30 19:40 Ⅶ時限 21:10

1 頁

2017

授業時間割Ａ

年度 工学部 第１年次 応用化学科応用化学専攻 CC

地学概論 　選２ C2178 日本語リテラシ 　選２ C0202 生物学 　選２ C2202

（同専攻専用） （同学科専用） （同学科専用）

川瀬　基弘 52011 永井　圭司 50028 西川　一八 52015

前期 教室 <Ｇ２４０８> 合同 教室 <Ｇ２４０７> 区分 1 教室 <１－４０１> 合同

日本語リテラシ 　選２ C0202

月 （同学科専用）

阿部　裕 54020

教室 <Ｇ２４０８> 区分 2

有機化学Ⅰ 　必２ C1076 工学基礎数理及び演習

後期 森田　靖 53242 （再履修用） 　必３ C0101

教室 <Ｇ２４０９> 真島　一成 36032

教室 <Ｇ２２０９> 合同

健康・スポーツ科学実習Ⅰ 工学基礎数理及び演習 工学基礎数理及び演習 時間割Ｂの授業有り

　選１ G2008 （１年生用） 　必３ C0101 （１年生用） 　必３ C0101

小原　史朗 10534 中村　豪 39019 中村　豪 39019

前期 今井　智子    小泉　大亮 教室 <Ｇ２３１０> 区分 1 合同 教室 <Ｇ２３１０> 区分 1 合同

堀内　元      中原　貴典 工学基礎数理及び演習 工学基礎数理及び演習

赤澤　祐美 （同専攻専用） 　必３ C0101 （同専攻専用） 　必３ C0101

教室 <体育館> 合同 真島　一成 36032 真島　一成 36032

教室 <Ｇ２４０８> 区分 2 合同 教室 <Ｇ２４０８> 区分 2 合同

火 健康・スポーツ科学実習Ⅱ 微分積分Ⅰ及び演習　選３ C2184 微分積分Ⅰ及び演習　選３ C2184 工学基礎数理及び演習

　選１ G2009 （１年生用） （１年生用） （再履修用） 　必３ C0101

今井　智子 56036 谷川　好男 34060 谷川　好男 34060 真島　一成 36032

小原　史朗    小泉　大亮 教室 <Ｇ２５１> 区分 1 合同 教室 <Ｇ２５１> 区分 1 合同 教室 <Ｇ２２０９> 合同

後期 堀内　元      中原　貴典 微分積分Ⅰ及び演習　選３ C2184 微分積分Ⅰ及び演習　選３ C2184 時間割Ｂの授業有り

赤澤　祐美 （同学部専用） （同学部専用）
教室 <体育館> 合同 真島　一成 36032 真島　一成 36032

教室 <Ｇ２５２> 区分 2 合同 教室 <Ｇ２５２> 区分 2 合同

時間割Ｂの授業有り

時間割Ｂの授業有り 基礎化学Ⅰ 　必２ C1024 ソフトウェア 　選２ C0208 教育原論 教必２ G9122

（１年生用） （同専攻専用） 川口　洋誉 49036

梶田　裕二 50021 中村　彩子 55190 教室 <Ｇ２４０７> 合同

前期 教室 <Ｇ２２０８> 区分 1 合同 教室 <セ－実習室１>

基礎化学Ⅰ 　必２ C1024

（同学科専用）

尾之内　千夫 10103

教室 <Ｇ２２０９> 区分 2 合同

水 時間割Ｂの授業有り 基礎化学Ⅱ 　必２ C1025 教育制度論 教必２ G9123

（１年生用） 川口　洋誉 49036

梶田　裕二 50021 教室 <Ｇ２４０９> 合同

教室 <Ｇ１５２> 区分 1 合同

後期 基礎化学Ⅱ 　必２ C1025

（同専攻専用）

手嶋　紀雄 38007

村上　博哉

教室 <Ｇ３５０１> 区分 2 合同

平成29年9月15日時点



愛知工業大学

曜 学期 9:00 Ⅰ時限 10:30 10:40 Ⅱ時限 12:10 13:00 Ⅲ時限 14:30 14:40 Ⅳ時限 16:10 16:20 Ⅴ時限 17:50 18:00 Ⅵ時限 19:30 19:40 Ⅶ時限 21:10

2 頁

2017

授業時間割Ａ

年度 工学部 第１年次 応用化学科応用化学専攻 CC

時間割Ｂの授業有り 応用化学セミナー 　必１ C0102 線形代数Ⅰ 　必２ C1044 中国語ⅠＡ 　選１ G2810 応用化学セミナー 　必１ C0102

（同専攻専用） （同学部専用） 伊藤　静 48039 （同専攻専用）

全教員 99991 松岡　謙晶 55013 教室 <Ｇ２５０７> 全教員 99991

教室 <１２－２０１> 教室 <１－３０３> 区分 1 合同 フランス語ⅠＡ 　選１ G2805 教室 <１２－２０１>

線形代数Ⅰ 　必２ C1044 岩野　佳英子 57043

前期 （同学部専用） 教室 <Ｇ３４０３> 合同

大島　和幸 45183 ドイツ語ⅠＡ 　選１ G2801

教室 <Ｇ１５２> 区分 2 合同 中川　拓哉 54195

田邊　織絵    中村　修

教室 <Ｇ２５０５> 合同

木 時間割Ｂの授業有り

時間割Ｂの授業有り 無機化学Ⅰ 　必２ C1067 線形代数Ⅱ 　選２ C2080 ドイツ語ⅠＢ 　選１ G2802 教育心理学 教必２ G9109

小林　雄一 30002 （同学部専用） 田邊　織絵 43040 東平　彩亜 48209

教室 <Ｇ２３１１> 松岡　謙晶 55013 中村　修 教室 <Ｇ２４０７> 合同

教室 <Ｇ１５１> 区分 1 合同 教室 <Ｇ２５０５> 合同

後期 線形代数Ⅱ 　選２ C2080 フランス語ⅠＢ 　選１ G2806

（同学部専用） 岩野　佳英子 57043

大島　和幸 45183 教室 <Ｇ２４０８> 合同

教室 <Ｇ１５２> 区分 2 合同 中国語ⅠＢ 　選１ G2811

張　新力 46047

教室 <Ｇ３５０３> 合同

時間割Ｂの授業有り 時間割Ｂの授業有り 英会話Ａ 　必１ G1821 英語Ａ：基礎・科学英語Ⅰ 時間割Ｂの授業有り

ブルース　ボーランド 10774 （１年生用） 　必１ G1826

教室 <Ｇ３５０１> 区分 1 合同 森　ゆかり 33042

英会話Ａ 　必１ G1821 教室 <Ｇ３３０１> 区分 1

マーク　オフナー 26020 英語Ａ：基礎・科学英語Ⅰ
教室 <Ｇ３５０２> 区分 2 合同 　必１ G1826

前期 英会話Ａ 　必１ G1821 竹多　亮子 48061

ローレンス　ヒスロップ 教室 <Ｇ３３０２> 区分 2

50067

教室 <Ｇ３５０３> 区分 3 合同

英会話Ａ 　必１ G1821

ボデル　マーク 55031

教室 <Ｇ３５０４> 区分 4 合同

金 時間割Ｂの授業有り 物理学（力学） 　必２ C1084 英会話Ｂ 　選１ G2825 英語Ｂ：基礎・科学英語Ⅱ 物理学（力学） 　必２ C1084

（１年生用） ブルース　ボーランド 10774 （１年生用） 　選１ G2826 （再履修用）

石渡　龍輔 54153 教室 <Ｇ３５０１> 区分 1 合同 森　ゆかり 33042 一刀　祐一 49206

教室 <Ｇ３４０３> 区分 1 合同 英会話Ｂ 　選１ G2825 教室 <Ｇ３３０３> 区分 1 教室 <Ｇ２２０８> 合同

物理学（力学） 　必２ C1084 マーク　オフナー 26020 英語Ｂ：基礎・科学英語Ⅱ 時間割Ｂの授業有り

（同学部専用） 教室 <Ｇ３５０２> 区分 2 合同 　選１ G2826

上羽　牧夫 56041 英会話Ｂ 　選１ G2825 竹多　亮子 48061

後期 教室 <Ｇ３４０２> 区分 2 合同 ローレンス　ヒスロップ 教室 <Ｇ３４０２> 区分 2

50067

教室 <Ｇ３５０３> 区分 3 合同

英会話Ｂ 　選１ G2825

ボデル　マーク 55031

教室 <Ｇ３５０４> 区分 4 合同

時間割Ｂの授業有り

平成29年9月15日時点



愛知工業大学

曜 学期 9:00 Ⅰ時限 10:30 10:40 Ⅱ時限 12:10 13:00 Ⅲ時限 14:30 14:40 Ⅳ時限 16:10 16:20 Ⅴ時限 17:50 18:00 Ⅵ時限 19:30 19:40 Ⅶ時限 21:10
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2017

授業時間割Ａ

年度 工学部 第１年次 応用化学科バイオ環境化学専攻 CB

地学概論 　選２ B2042 日本語リテラシ 　選２ B0202 生物学 　選２ B2058

（同専攻専用） （同学科専用） （同学科専用）

川瀬　基弘 52011 永井　圭司 50028 西川　一八 52015

前期 教室 <Ｇ２４０８> 合同 教室 <Ｇ３２０２> 区分 1 教室 <１－４０１> 合同

日本語リテラシ 　選２ B0202

月 （同学科専用）

山口　響史 57023

教室 <Ｇ３２０３> 区分 2

有機化学Ⅰ 　必２ B1008 工学基礎数理及び演習

後期 北出　幸夫 56038 （再履修用） 　必３ B0101

教室 <１２－２０２> 真島　一成 36032

教室 <Ｇ２２０９> 合同

健康・スポーツ科学実習Ⅰ 分子生物学Ⅰ 　必２ B1024 工学基礎数理及び演習 工学基礎数理及び演習 時間割Ｂの授業有り

　選１ G2008 （同学科専用） （１年生用） 　必３ B0101 （１年生用） 　必３ B0101

小原　史朗 10534 西村　聡子 51047 中村　豪 39019 中村　豪 39019

前期 今井　智子    小泉　大亮 教室 <１２－２０１> 教室 <Ｇ２３１０> 区分 1 合同 教室 <Ｇ２３１０> 区分 1 合同

堀内　元      中原　貴典 工学基礎数理及び演習 工学基礎数理及び演習

赤澤　祐美 （同専攻専用） 　必３ B0101 （同専攻専用） 　必３ B0101

教室 <体育館> 合同 真島　一成 36032 真島　一成 36032

教室 <Ｇ２４０８> 区分 2 合同 教室 <Ｇ２４０８> 区分 2 合同

火 健康・スポーツ科学実習Ⅱ 分子生物学Ⅱ 　必２ B1025 微分積分Ⅰ及び演習　選３ B2002 微分積分Ⅰ及び演習　選３ B2002 工学基礎数理及び演習

　選１ G2009 （同学科専用） （１年生用） （１年生用） （再履修用） 　必３ B0101

今井　智子 56036 西村　聡子 51047 谷川　好男 34060 谷川　好男 34060 真島　一成 36032

小原　史朗    小泉　大亮 教室 <１２－３０３> 教室 <Ｇ２５１> 区分 1 合同 教室 <Ｇ２５１> 区分 1 合同 教室 <Ｇ２２０９> 合同

後期 堀内　元      中原　貴典 微分積分Ⅰ及び演習　選３ B2002 微分積分Ⅰ及び演習　選３ B2002 時間割Ｂの授業有り

赤澤　祐美 （同学部専用） （同学部専用）
教室 <体育館> 合同 真島　一成 36032 真島　一成 36032

教室 <Ｇ２５２> 区分 2 合同 教室 <Ｇ２５２> 区分 2 合同

時間割Ｂの授業有り

時間割Ｂの授業有り 基礎化学Ⅰ 　必２ B1004 ソフトウェア 　選２ B0208 教育原論 教必２ G9122

（１年生用） （同専攻専用） 川口　洋誉 49036

梶田　裕二 50021 中村　彩子 55190 教室 <Ｇ２４０７> 合同

前期 教室 <Ｇ２２０８> 区分 1 合同 教室 <セ－実習室１>

基礎化学Ⅰ 　必２ B1004

（同学科専用）

尾之内　千夫 10103

教室 <Ｇ２２０９> 区分 2 合同

水 時間割Ｂの授業有り 基礎化学Ⅱ 　必２ B1005 教育制度論 教必２ G9123

（１年生用） 川口　洋誉 49036

梶田　裕二 50021 教室 <Ｇ２４０９> 合同

教室 <Ｇ１５２> 区分 1 合同

後期 基礎化学Ⅱ 　必２ B1005

（同専攻専用）

手嶋　紀雄 38007

村上　博哉

教室 <Ｇ３５０１> 区分 2 合同

平成29年9月15日時点



愛知工業大学

曜 学期 9:00 Ⅰ時限 10:30 10:40 Ⅱ時限 12:10 13:00 Ⅲ時限 14:30 14:40 Ⅳ時限 16:10 16:20 Ⅴ時限 17:50 18:00 Ⅵ時限 19:30 19:40 Ⅶ時限 21:10

4 頁

2017

授業時間割Ａ

年度 工学部 第１年次 応用化学科バイオ環境化学専攻 CB

時間割Ｂの授業有り 応用化学セミナー 　必１ B0102 線形代数Ⅰ 　必２ B1001 中国語ⅠＡ 　選１ G2810 応用化学セミナー 　必１ B0102

（同専攻専用） （同学部専用） 張　新力 46047 （同専攻専用）

全教員 99991 松岡　謙晶 55013 教室 <Ｇ３５０３> 合同 全教員 99991

教室 <１２－２０２> 教室 <１－３０３> 区分 1 合同 フランス語ⅠＡ 　選１ G2805 教室 <１２－２０２>

線形代数Ⅰ 　必２ B1001 岩野　佳英子 57043

前期 （同学部専用） 教室 <Ｇ３４０３> 合同

大島　和幸 45183 ドイツ語ⅠＡ 　選１ G2801

教室 <Ｇ１５２> 区分 2 合同 中川　拓哉 54195

田邊　織絵    中村　修

教室 <Ｇ２５０５> 合同

木 時間割Ｂの授業有り

無機化学Ⅰ 　必２ B1006 時間割Ｂの授業有り 線形代数Ⅱ 　選２ B2001 ドイツ語ⅠＢ 　選１ G2802 教育心理学 教必２ G9109

平野　正典 34007 （同学部専用） 田邊　織絵 43040 東平　彩亜 48209

教室 <Ｇ２５０５> 松岡　謙晶 55013 中村　修 教室 <Ｇ２４０７> 合同

教室 <Ｇ１５１> 区分 1 合同 教室 <Ｇ２５０５> 合同

後期 線形代数Ⅱ 　選２ B2001 フランス語ⅠＢ 　選１ G2806

（同学部専用） 岩野　佳英子 57043

大島　和幸 45183 教室 <Ｇ２４０８> 合同

教室 <Ｇ１５２> 区分 2 合同 中国語ⅠＢ 　選１ G2811

張　新力 46047

教室 <Ｇ３５０３> 合同

時間割Ｂの授業有り 時間割Ｂの授業有り 英会話Ａ 　必１ G1821 英語Ａ：基礎・科学英語Ⅰ 時間割Ｂの授業有り

ブルース　ボーランド 10774 （１年生用） 　必１ G1826

教室 <Ｇ３５０１> 区分 1 合同 安藤　光史 10759

英会話Ａ 　必１ G1821 教室 <Ｇ３２０３> 区分 1

マーク　オフナー 26020 英語Ａ：基礎・科学英語Ⅰ
教室 <Ｇ３５０２> 区分 2 合同 　必１ G1826

前期 英会話Ａ 　必１ G1821 加藤　久佳 39001

ローレンス　ヒスロップ 教室 <Ｇ３３０３> 区分 2

50067

教室 <Ｇ３５０３> 区分 3 合同

英会話Ａ 　必１ G1821

ボデル　マーク 55031

教室 <Ｇ３５０４> 区分 4 合同

金 時間割Ｂの授業有り 物理学（力学） 　必２ B1002 英会話Ｂ 　選１ G2825 英語Ｂ：基礎・科学英語Ⅱ 物理学（力学） 　必２ B1002

（１年生用） ブルース　ボーランド 10774 （１年生用） 　選１ G2826 （再履修用）

石渡　龍輔 54153 教室 <Ｇ３５０１> 区分 1 合同 安藤　光史 10759 一刀　祐一 49206

教室 <Ｇ３４０３> 区分 1 合同 英会話Ｂ 　選１ G2825 教室 <Ｇ３２０３> 区分 1 教室 <Ｇ２２０８> 合同

物理学（力学） 　必２ B1002 マーク　オフナー 26020 英語Ｂ：基礎・科学英語Ⅱ 時間割Ｂの授業有り

（同学部専用） 教室 <Ｇ３５０２> 区分 2 合同 　選１ G2826

上羽　牧夫 56041 英会話Ｂ 　選１ G2825 加藤　久佳 39001

後期 教室 <Ｇ３４０２> 区分 2 合同 ローレンス　ヒスロップ 教室 <Ｇ２２０８> 区分 2

50067

教室 <Ｇ３５０３> 区分 3 合同

英会話Ｂ 　選１ G2825

ボデル　マーク 55031

教室 <Ｇ３５０４> 区分 4 合同

時間割Ｂの授業有り

平成29年9月15日時点



愛知工業大学

曜 学期 9:00 Ⅰ時限 10:30 10:40 Ⅱ時限 12:10 13:00 Ⅲ時限 14:30 14:40 Ⅳ時限 16:10 16:20 Ⅴ時限 17:50 18:00 Ⅵ時限 19:30 19:40 Ⅶ時限 21:10

5 頁

2017

授業時間割Ａ

年度 工学部 第２年次 応用化学科応用化学専攻 CC

物理学（電磁気学）　選２ C2185 無機化学Ⅱ 　必２ C1068 生物化学概論 　選２ C2073

巌佐　正智 49205 小林　雄一 30002 金岡　英徳 53010

前期 教室 <Ｇ２２０９> 区分 1 合同 教室 <Ｇ２５０６> 教室 <Ｇ２２０９>

物理学（電磁気学）　選２ C2185

村中　正 34004

教室 <Ｇ２２０８> 区分 2 合同

ドイツ語ⅡＢ 　選１ G2804 物理学（波動） 　選２ C2162 固体構造化学 　選２ C2167 教育課程論 教選２ G9223 教育相談 教必２ G9120

月 中川　拓哉 54195 巌佐　正智 49205 小林　雄一 30002 山川　法子 54066 毛利　隆宏 53202

教室 <Ｇ２４０９> 合同 教室 <Ｇ２３１１> 合同 教室 <Ｇ１５１> 合同 教室 <Ｇ２２０８> 合同 教室 <Ｇ２４０８> 合同

フランス語ⅡＢ 　選１ G2808

後期 岩野　佳英子 57043

教室 <Ｇ３３０１> 合同

中国語ⅡＢ 　選１ G2813

張　新力 46047

教室 <Ｇ２５０７> 合同

分析化学Ⅰ 　必２ C1062 物理実験 　必２ C1060 物理実験 　必２ C1060 物理学（力学） 　必２ C1084 微分積分Ⅰ及び演習　選３ C2184

手嶋　紀雄 38007 巌佐　正智 49205 巌佐　正智 49205 （再履修用） （再履修用）
教室 <Ｇ２２０９> 一刀　祐一 一刀　祐一 上羽　牧夫 56041 加納　成男 36031

教室 <10号６・７Ｆ> 合同 教室 <10号６・７Ｆ> 合同 教室 <Ｇ２２０８> 区分 1 合同 教室 <Ｇ２３１１> 合同

微分積分Ⅰ及び演習　選３ C2184

（再履修用）

前期 加納　成男 36031

教室 <Ｇ２３１１> 合同

教職特論Ⅰ 教選２ G9224

火 長谷川　省一 50065

川口　洋誉

教室 <Ｇ２４０９> 合同

時間割Ｂの授業有り

高分子化学Ⅱ 　選２ C2164 物理化学演習 　選１ C2105 物理化学Ⅱ 　必２ C1056 生物無機化学 　選２ C2187 教職特論Ⅱ 教選２ G9225

（同学科専用） 大澤　善美 35009 糸井　弘行 53029 （同学科専用） 長谷川　省一 50065

後期 尾之内　千夫 10103 教室 <１－４０１> 教室 <１－４０１> 合同 中根　大輔 54026 教室 <Ｇ２４０８> 合同

教室 <１－３０３> 合同 教室 <Ｇ１５２> 合同 時間割Ｂの授業有り

時間割Ｂの授業有り

有機化学Ⅱ 　必２ C1078 英語Ｅ：現代比較文化英語Ⅰ 微分積分Ⅱ及び演習　選３ C2102 微分積分Ⅱ及び演習　選３ C2102 微分積分Ⅰ及び演習　選３ C2184 微分積分Ⅰ及び演習　選３ C2184

森田　靖 53242 （２年生用） 　必１ G1828 （２年生用） （２年生用） （再履修用） （再履修用）
教室 <Ｇ１５１> 安藤　光史 10759 隅山　孝夫 10649 隅山　孝夫 10649 加納　成男 36031 加納　成男 36031

前期 教室 <Ｇ３３０２> 区分 1 合同 教室 <Ｇ２２０９> 区分 1 合同 教室 <Ｇ２２０９> 区分 1 合同 教室 <Ｇ２３１０> 合同 教室 <Ｇ２３１０> 合同

英語Ｅ：現代比較文化英語Ⅰ 微分積分Ⅱ及び演習　選３ C2102 微分積分Ⅱ及び演習　選３ C2102

　必１ G1828 （同学部専用） （同学部専用）

森　暢子 42186 伊藤　健 34068 伊藤　健 34068

教室 <Ｇ３３０１> 区分 2 合同 教室 <Ｇ２２０８> 区分 2 合同 教室 <Ｇ２２０８> 区分 2 合同

水 時間割Ｂの授業有り 英語Ｆ：現代比較文化英語Ⅱ 微分積分Ⅱ及び演習　選３ C2102

（２年生用） 　選１ G2828 （再履修用）

森　ゆかり 33042 橋本　有司 10648

教室 <Ｇ３３０２> 区分 1 合同 教室 <Ｇ２３１１> 区分 A 合同

後期 英語Ｆ：現代比較文化英語Ⅱ 特別活動論 教必２ G9114

　選１ G2828 長谷川　省一 50065

森　暢子 42186 教室 <Ｇ２４０８> 合同

教室 <Ｇ３３０１> 区分 2 合同

時間割Ｂの授業有り

平成29年9月15日時点



愛知工業大学

曜 学期 9:00 Ⅰ時限 10:30 10:40 Ⅱ時限 12:10 13:00 Ⅲ時限 14:30 14:40 Ⅳ時限 16:10 16:20 Ⅴ時限 17:50 18:00 Ⅵ時限 19:30 19:40 Ⅶ時限 21:10

6 頁

2017

授業時間割Ａ

年度 工学部 第２年次 応用化学科応用化学専攻 CC

時間割Ｂの授業有り 物理化学Ⅰ 　必２ C1055 ドイツ語ⅡＡ 　選１ G2803 英語Ｃ：ＴＯＥＩＣ・視聴覚 教職論 教必２ G9126

大澤　善美 35009 田邊　織絵 43040 英語Ⅰ（２年生用） 　必１ G1827 小出　禎子 57070

教室 <Ｇ１５２> 合同 教室 <Ｇ２５０５> 合同 大木　ひろみ 34046 教室 <Ｇ２５０５> 合同

フランス語ⅡＡ 　選１ G2807 教室 <Ｇ３２０２> 区分 1 合同 物理学（力学） 　必２ C1084

前期 岩野　佳英子 57043 英語Ｃ：ＴＯＥＩＣ・視聴覚 （再履修用）
教室 <Ｇ３４０３> 合同 英語Ⅰ 　必１ G1827 巌佐　正智 49205

中国語ⅡＡ 　選１ G2812 安藤　光史 10759 教室 <Ｇ２２０９> 区分 2 合同

伊藤　静 48039 教室 <Ｇ３２０１> 区分 2 合同 時間割Ｂの授業有り

木 教室 <Ｇ３５０３> 合同

生物有機化学 　選２ C2188 時間割Ｂの授業有り 分析化学Ⅱ 　選２ C2115 英語Ｄ：ＴＯＥＩＣ・視聴覚 微分積分Ⅱ及び演習　選３ C2102 微分積分Ⅱ及び演習　選３ C2102

（同学科専用） 西川　治光 48021 英語Ⅱ（２年生用） 　選１ G2827 （再履修用） （再履修用）

吉田　久美 52014 教室 <Ｇ２１１０> 合同 大木　ひろみ 34046 加納　成男 36031 加納　成男 36031

後期 教室 <Ｇ２２０９> 合同 教室 <Ｇ３２０２> 区分 1 合同 教室 <Ｇ２３１０> 区分 B 合同 教室 <Ｇ２３１０> 区分 B 合同

時間割Ｂの授業有り 英語Ｄ：ＴＯＥＩＣ・視聴覚

英語Ⅱ 　選１ G2827

安藤　光史 10759

教室 <Ｇ３２０１> 区分 2 合同

高分子化学Ⅰ 　必２ C1036 超分子化学概論 　選２ C2186 基礎化学実験 　必２ C1092 基礎化学実験 　必２ C1092 時間割Ｂの授業有り

（２年生用） 釘宮　愼一 48211 梶田　裕二 50021 梶田　裕二 50021

前期 尾之内　千夫 10103 教室 <情教実習室Ｂ> 糸井　弘行    村上　博哉 糸井　弘行    村上　博哉

教室 <１２－３０３> 時間割Ｂの授業有り 村田　剛志 村田　剛志

教室 <Ｃ２１０１> 合同 教室 <Ｃ２１０１> 合同

有機反応化学 　選２ C2144 有機化学演習 　選１ C2129 環境・分析化学実験　必２ C1088 環境・分析化学実験　必２ C1088 微分積分Ⅱ及び演習　選３ C2102

早川　芳宏 49015 村田　剛志 54254 手嶋　紀雄 38007 手嶋　紀雄 38007 （再履修用）
教室 <Ｃ１４１１> 合同 教室 <１２－２０２> 立木　次郎    大澤　善美 立木　次郎    大澤　善美 橋本　有司 10648

時間割Ｂの授業有り 英会話Ａ 　必１ G1821 村上　博哉 村上　博哉 教室 <Ｇ２３１１> 区分 A 合同

金 （再履修用） 教室 <Ｃ２１０１> 合同 教室 <Ｃ２１０１> 合同 時間割Ｂの授業有り

ボデル　マーク 55031

後期 教室 <Ｇ３５０４> 合同

英会話Ｂ 　選１ G2825

（再履修用）

ローレンス　ヒスロップ

50067

教室 <Ｇ３５０３> 合同

時間割Ｂの授業有り

平成29年9月15日時点
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物理学（電磁気学）　選２ B2004 分析化学Ⅰ 　必２ B1012 有機化学Ⅱ 　必２ B1009

巌佐　正智 49205 手嶋　紀雄 38007 北出　幸夫 56038

前期 教室 <Ｇ２２０９> 区分 1 合同 教室 <１２－２０１> 教室 <Ｃ１４１１>

物理学（電磁気学）　選２ B2004

村中　正 34004

教室 <Ｇ２２０８> 区分 2 合同

ドイツ語ⅡＢ 　選１ G2804 物理学（波動） 　選２ B2005 固体構造化学 　選２ B2015 教育課程論 教選２ G9223 教育相談 教必２ G9120

月 中川　拓哉 54195 巌佐　正智 49205 小林　雄一 30002 山川　法子 54066 毛利　隆宏 53202

教室 <Ｇ２４０９> 合同 教室 <Ｇ２３１１> 合同 教室 <Ｇ１５１> 合同 教室 <Ｇ２２０８> 合同 教室 <Ｇ２４０８> 合同

フランス語ⅡＢ 　選１ G2808

後期 岩野　佳英子 57043

教室 <Ｇ３３０１> 合同

中国語ⅡＢ 　選１ G2813

張　新力 46047

教室 <Ｇ２５０７> 合同

物理化学Ⅰ 　必２ B1010 物理実験 　必２ B1003 物理実験 　必２ B1003 物理学（力学） 　必２ B1002 微分積分Ⅰ及び演習　選３ B2002

大澤　善美 35009 巌佐　正智 49205 巌佐　正智 49205 （再履修用） （再履修用）
教室 <Ｇ２２０８> 一刀　祐一 一刀　祐一 上羽　牧夫 56041 加納　成男 36031

教室 <10号６・７Ｆ> 合同 教室 <10号６・７Ｆ> 合同 教室 <Ｇ２２０８> 区分 1 合同 教室 <Ｇ２３１１> 合同

微分積分Ⅰ及び演習　選３ B2002

（再履修用）

前期 加納　成男 36031

教室 <Ｇ２３１１> 合同

教職特論Ⅰ 教選２ G9224

火 長谷川　省一 50065

川口　洋誉

教室 <Ｇ２４０９> 合同

時間割Ｂの授業有り

高分子化学Ⅱ 　選２ B2010 物理化学Ⅱ 　必２ B1011 物理化学演習 　選１ B2052 生物無機化学 　選２ B2021 教職特論Ⅱ 教選２ G9225

（同学科専用） 糸井　弘行 53029 丹羽　幹 51021 （同学科専用） 長谷川　省一 50065

後期 尾之内　千夫 10103 教室 <１－３０３> 教室 <Ｇ２４０８> 中根　大輔 54026 教室 <Ｇ２４０８> 合同

教室 <１－３０３> 合同 教室 <Ｇ１５２> 合同 時間割Ｂの授業有り

時間割Ｂの授業有り

平成29年9月15日時点



愛知工業大学

曜 学期 9:00 Ⅰ時限 10:30 10:40 Ⅱ時限 12:10 13:00 Ⅲ時限 14:30 14:40 Ⅳ時限 16:10 16:20 Ⅴ時限 17:50 18:00 Ⅵ時限 19:30 19:40 Ⅶ時限 21:10

8 頁

2017

授業時間割Ａ

年度 工学部 第２年次 応用化学科バイオ環境化学専攻 CB

時間割Ｂの授業有り 英語Ｅ：現代比較文化英語Ⅰ 微分積分Ⅱ及び演習　選３ B2003 微分積分Ⅱ及び演習　選３ B2003 微分積分Ⅰ及び演習　選３ B2002 微分積分Ⅰ及び演習　選３ B2002

（２年生用） 　必１ G1828 （２年生用） （２年生用） （再履修用） （再履修用）

加藤　とも子 52042 隅山　孝夫 10649 隅山　孝夫 10649 加納　成男 36031 加納　成男 36031

教室 <Ｇ３３０３> 区分 1 合同 教室 <Ｇ２２０９> 区分 1 合同 教室 <Ｇ２２０９> 区分 1 合同 教室 <Ｇ２３１０> 合同 教室 <Ｇ２３１０> 合同

前期 英語Ｅ：現代比較文化英語Ⅰ 微分積分Ⅱ及び演習　選３ B2003 微分積分Ⅱ及び演習　選３ B2003

　必１ G1828 （同学部専用） （同学部専用）

森　豪 10693 伊藤　健 34068 伊藤　健 34068

教室 <Ｇ３２０２> 区分 2 合同 教室 <Ｇ２２０８> 区分 2 合同 教室 <Ｇ２２０８> 区分 2 合同

時間割Ｂの授業有り

水

有機化学演習 　選１ B2051 英語Ｆ：現代比較文化英語Ⅱ 生物化学 　選２ B2059 微分積分Ⅱ及び演習　選３ B2003

井上　真一 10104 （２年生用） 　選１ G2828 西川　一八 52015 （再履修用）
教室 <１２－２０１> 加藤　とも子 52042 教室 <Ｇ２４０７> 橋本　有司 10648

時間割Ｂの授業有り 教室 <Ｇ３３０３> 区分 1 合同 教室 <Ｇ２３１１> 区分 A 合同

後期 英語Ｆ：現代比較文化英語Ⅱ 特別活動論 教必２ G9114

　選１ G2828 長谷川　省一 50065

森　豪 10693 教室 <Ｇ２４０８> 合同

教室 <Ｇ３４０２> 区分 2 合同

時間割Ｂの授業有り

超分子化学概論 　必２ B1016 無機化学Ⅱ 　必２ B1007 ドイツ語ⅡＡ 　選１ G2803 英語Ｃ：ＴＯＥＩＣ・視聴覚 教職論 教必２ G9126

釘宮　愼一 48211 平野　正典 34007 田邊　織絵 43040 英語Ⅰ（２年生用） 　必１ G1827 小出　禎子 57070

教室 <セ－実習室１> 教室 <Ｇ３４０３> 教室 <Ｇ２５０５> 合同 多田　典子 55019 教室 <Ｇ２５０５> 合同

物理化学Ⅰ 　必２ B1010 フランス語ⅡＡ 　選１ G2807 教室 <Ｇ３２０３> 区分 1 合同 物理学（力学） 　必２ B1002

前期 （Ｗｅｂ不可） 岩野　佳英子 57043 英語Ｃ：ＴＯＥＩＣ・視聴覚 （再履修用）

大澤　善美 35009 教室 <Ｇ３４０３> 合同 英語Ⅰ 　必１ G1827 巌佐　正智 49205

教室 <Ｇ１５２> 合同 中国語ⅡＡ 　選１ G2812 川端　理恵 55020 教室 <Ｇ２２０９> 区分 2 合同

伊藤　静 48039 教室 <Ｇ２３１０> 区分 2 合同 時間割Ｂの授業有り

木 教室 <Ｇ３５０３> 合同

生物有機化学 　選２ B2022 時間割Ｂの授業有り 分析化学Ⅱ 　選２ B2009 英語Ｄ：ＴＯＥＩＣ・視聴覚 微分積分Ⅱ及び演習　選３ B2003 微分積分Ⅱ及び演習　選３ B2003

（同学科専用） 西川　治光 48021 英語Ⅱ（２年生用） 　選１ G2827 （再履修用） （再履修用）

吉田　久美 52014 教室 <Ｇ２１１０> 合同 多田　典子 55019 加納　成男 36031 加納　成男 36031

後期 教室 <Ｇ２２０９> 合同 教室 <Ｇ３２０３> 区分 1 合同 教室 <Ｇ２３１０> 区分 B 合同 教室 <Ｇ２３１０> 区分 B 合同

時間割Ｂの授業有り 英語Ｄ：ＴＯＥＩＣ・視聴覚

英語Ⅱ 　選１ G2827

川端　理恵 55020

教室 <Ｇ２５０７> 区分 2 合同

平成29年9月15日時点
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時間割Ｂの授業有り 高分子化学Ⅰ 　選２ B2043 基礎化学実験 　必２ B1022 基礎化学実験 　必２ B1022 時間割Ｂの授業有り

山田　英介 10496 梶田　裕二 50021 梶田　裕二 50021

教室 <１２－３０３> 合同 糸井　弘行    村上　博哉 糸井　弘行    村上　博哉

英会話Ａ 　必１ G1821 村田　剛志 村田　剛志

（再履修用） 教室 <Ｃ２１０１> 合同 教室 <Ｃ２１０１> 合同

ボデル　マーク 55031

前期 教室 <Ｇ３５０４> 合同

英会話Ｂ 　選１ G2825

（再履修用）

ローレンス　ヒスロップ

50067

教室 <Ｇ３５０３> 合同

金 時間割Ｂの授業有り

有機反応化学 　選２ B2017 英会話Ａ 　必１ G1821 環境・分析化学実験　必２ B1017 環境・分析化学実験　必２ B1017 微分積分Ⅱ及び演習　選３ B2003

早川　芳宏 49015 （再履修用） 手嶋　紀雄 38007 手嶋　紀雄 38007 （再履修用）
教室 <Ｃ１４１１> 合同 ボデル　マーク 55031 立木　次郎    大澤　善美 立木　次郎    大澤　善美 橋本　有司 10648

時間割Ｂの授業有り 教室 <Ｇ３５０４> 合同 村上　博哉 村上　博哉 教室 <Ｇ２３１１> 区分 A 合同

英会話Ｂ 　選１ G2825 教室 <Ｃ２１０１> 合同 教室 <Ｃ２１０１> 合同 時間割Ｂの授業有り

後期 （再履修用）

ローレンス　ヒスロップ

50067

教室 <Ｇ３５０３> 合同

時間割Ｂの授業有り

平成29年9月15日時点



愛知工業大学

曜 学期 9:00 Ⅰ時限 10:30 10:40 Ⅱ時限 12:10 13:00 Ⅲ時限 14:30 14:40 Ⅳ時限 16:10 16:20 Ⅴ時限 17:50 18:00 Ⅵ時限 19:30 19:40 Ⅶ時限 21:10
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授業時間割Ａ

年度 工学部 第３年次 応用化学科応用化学専攻 CC

応用物理化学 　選２ C2196 電気化学 　選２ C2166 キャリア意識形成 　選２ C0203

丹羽　幹 51021 糸井　弘行 53029 （同学科専用）
教室 <Ｃ１４１１> 教室 <Ｃ１４１１> 本間　英彦 54022

前期 教室 <Ｇ２５０６> 区分 1

キャリア意識形成 　選２ C0203

月 （同学科専用）

角田　伸彦 54021

教室 <１－５０２> 区分 2

エネルギー材料化学　選２ C2172 機能性高分子化学 　選２ C2175 安全工学 　選２ C2003 生産管理入門 　選２ C2197

後期 大澤　善美 35009 栗山　晃 56242 （同学科専用） （同学科専用）
教室 <Ｃ１４１１> 教室 <Ｃ１４１１> 合同 奥居　隆 50016 奥居　隆 50016

教室 <１－４０１> 合同 教室 <１－４０１> 合同

化学計測学 　必２ C1083 化学工学Ⅰ 　選２ C2021 時間割Ｂの授業有り 教職特論Ⅲ 教選２ G9226

村上　博哉 54039 椿　淳一郎 52012 長谷川　省一 50065

前期 教室 <Ｃ１４１１> 合同 教室 <Ｇ１５１> 合同 川口　洋誉

教室 <Ｇ２４０９> 合同

時間割Ｂの授業有り

環境分析化学 　選２ C2030 無機材料化学 　選２ C2125 化学工学Ⅱ 　選２ C2022 応用材料化学演習 　必１ C1093 金属材料化学概論 　選２ C2201

武吉　研治 50015 山口　十志明 51217 椿　淳一郎 52012 小林　雄一 30002 （同学科専用）
教室 <Ｃ１４１１> 合同 教室 <Ｃ１４１１> 教室 <Ｃ１４１１> 合同 教室 <１２－ゼミ室> 区分 1 土井　稔 50046

応用材料化学演習 　必１ C1093 教室 <Ｃ１４１１>

平野　正典 34007 教職特論Ⅳ 教選２ G9227

火 教室 <１２－ゼミ室> 区分 2 長谷川　省一 50065

応用材料化学演習 　必１ C1093 教室 <Ｇ２４０８> 合同

大澤　善美 35009 時間割Ｂの授業有り

後期 糸井　弘行

教室 <１２－ゼミ室> 区分 3

応用材料化学演習 　必１ C1093

山田　英介 10496

尾之内　千夫

教室 <１２－ゼミ室> 区分 4

応用材料化学演習 　必１ C1093

森田　靖 53242

村田　剛志

教室 <１２－ゼミ室> 区分 5

時間割Ｂの授業有り 時間割Ｂの授業有り 応用材料化学実験Ⅰ　必２ C1089 応用材料化学実験Ⅰ　必２ C1089 教育の方法と技術 教必２ G9115

森田　靖 53242 森田　靖 53242 川口　洋誉 49036

前期 大澤　善美    糸井　弘行 大澤　善美    糸井　弘行 教室 <Ｇ２４０９> 合同

村田　剛志 村田　剛志

水 教室 <Ｃ１３１５> 教室 <Ｃ１３１５>

時間割Ｂの授業有り 時間割Ｂの授業有り 応用材料化学実験Ⅱ　必２ C1090 応用材料化学実験Ⅱ　必２ C1090

山田　英介 10496 山田　英介 10496

後期 小林　雄一    尾之内　千夫 小林　雄一    尾之内　千夫

平野　正典    高橋　紳矢 平野　正典    高橋　紳矢

教室 <Ｃ１３１５> 教室 <Ｃ１３１５>

平成29年9月15日時点



愛知工業大学

曜 学期 9:00 Ⅰ時限 10:30 10:40 Ⅱ時限 12:10 13:00 Ⅲ時限 14:30 14:40 Ⅳ時限 16:10 16:20 Ⅴ時限 17:50 18:00 Ⅵ時限 19:30 19:40 Ⅶ時限 21:10
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授業時間割Ａ

年度 工学部 第３年次 応用化学科応用化学専攻 CC

有機合成化学 　選２ C2138 時間割Ｂの授業有り 環境化学 　選２ C2026 理科教育法Ⅰ 教必２ G9117 時間割Ｂの授業有り

井上　真一 10104 西川　治光 48021 長谷川　省一 50065

前期 教室 <Ｃ１４０１> 合同 教室 <Ｇ２２１０> 合同 教室 <Ｇ３４０１> 合同

時間割Ｂの授業有り 時間割Ｂの授業有り

木 時間割Ｂの授業有り グリーンケミストリー 機械工学概論 　選２ C2032 統計処理 　選２ C2198

　選２ C2170 （同学科専用） 中村　彩子 55190

立木　次郎 10497 稲川　弘行 49037 教室 <情教実習室Ｂ> 合同

後期 教室 <Ｃ１４１１> 合同 教室 <Ｇ２３１０> 合同

時間割Ｂの授業有り 理科教育法Ⅱ 教必２ G9130

長谷川　省一 50065

教室 <Ｇ３４０１> 合同

時間割Ｂの授業有り 高分子化学Ⅰ 　必２ C1036 固体反応化学 　選２ C2168 高分子材料物性 　選２ C2169 時間割Ｂの授業有り

（再履修用） 平野　正典 34007 福森　健三 42012

山田　英介 10496 教室 <Ｃ１４１１> 教室 <Ｃ１４１１> 合同

教室 <１２－３０３> 合同 時間割Ｂの授業有り

英会話Ａ 　必１ G1821

（再履修用）

前期 ボデル　マーク 55031

教室 <Ｇ３５０４> 合同

英会話Ｂ 　選１ G2825

（再履修用）

ローレンス　ヒスロップ

50067

教室 <Ｇ３５０３> 合同

機能性セラミックス化学 有機構造解析 　選２ C2189 応用材料化学演習 　必１ C1093 電気工学概論 　選２ C2090 時間割Ｂの授業有り

　選２ C2174 井上　真一 10104 小林　雄一 30002 （同学科専用）

金 橋本　忍 54024 教室 <Ｃ１４１１> 合同 教室 <１２－ゼミ室> 区分 1 森　千鶴夫 38056

教室 <１２－２０２> 時間割Ｂの授業有り 応用材料化学演習 　必１ C1093 教室 <Ｃ１４１１> 合同

時間割Ｂの授業有り 平野　正典 34007

教室 <１２－ゼミ室> 区分 2

応用材料化学演習 　必１ C1093

大澤　善美 35009

後期 糸井　弘行

教室 <１２－ゼミ室> 区分 3

応用材料化学演習 　必１ C1093

山田　英介 10496

尾之内　千夫

教室 <１２－ゼミ室> 区分 4

応用材料化学演習 　必１ C1093

森田　靖 53242

村田　剛志

教室 <１２－ゼミ室> 区分 5

平成29年9月15日時点



愛知工業大学

曜 学期 9:00 Ⅰ時限 10:30 10:40 Ⅱ時限 12:10 13:00 Ⅲ時限 14:30 14:40 Ⅳ時限 16:10 16:20 Ⅴ時限 17:50 18:00 Ⅵ時限 19:30 19:40 Ⅶ時限 21:10
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授業時間割Ａ

年度 工学部 第３年次 応用化学科バイオ環境化学専攻 CB

生体物質合成化学 　選２ B2029 化学計測学 　必２ B1013 キャリア意識形成 　選２ B0203

村山　恵司 56028 村上　博哉 54039 （同学科専用）
教室 <Ｃ１４０１> 教室 <Ｃ１４０１> 合同 本間　英彦 54022

前期 教室 <Ｇ２５０６> 区分 1

キャリア意識形成 　選２ B0203

月 （同学科専用）

角田　伸彦 54021

教室 <１－５０２> 区分 2

バイオミメティック化学 安全工学 　選２ B2033 生産管理入門 　選２ B2054

後期 　選２ B2032 （同学科専用） 奥居　隆 50016

釘宮　愼一 48211 奥居　隆 50016 教室 <１－４０１> 合同

教室 <セ－実習室２> 教室 <１－４０１> 合同

化学計測学 　必２ B1013 化学工学Ⅰ 　選２ B2011 時間割Ｂの授業有り 教職特論Ⅲ 教選２ G9226

（Ｗｅｂ不可） 椿　淳一郎 52012 長谷川　省一 50065

前期 村上　博哉 54039 教室 <Ｇ１５１> 合同 川口　洋誉

教室 <Ｃ１４１１> 合同 教室 <Ｇ２４０９> 合同

時間割Ｂの授業有り

環境分析化学 　選２ B2024 化学工学Ⅱ 　選２ B2012 バイオ環境化学演習　必１ B1023 教職特論Ⅳ 教選２ G9227

武吉　研治 50015 椿　淳一郎 52012 手嶋　紀雄 38007 長谷川　省一 50065

教室 <Ｃ１４１１> 合同 教室 <Ｃ１４１１> 合同 村上　博哉 教室 <Ｇ２４０８> 合同

物理化学Ⅱ 　必２ B1011 教室 <１２－ゼミ室> 区分 1 時間割Ｂの授業有り

（再履修用） バイオ環境化学演習　必１ B1023

火 糸井　弘行 53029 北出　幸夫 56038

教室 <１－４０１> 合同 宮本　寛子

教室 <１２－ゼミ室> 区分 2

後期 バイオ環境化学演習　必１ B1023

西村　聡子 51047

教室 <１２－ゼミ室> 区分 3

バイオ環境化学演習　必１ B1023

釘宮　愼一 48211

教室 <１２－ゼミ室> 区分 4

バイオ環境化学演習　必１ B1023

梶田　裕二 50021

教室 <１２－ゼミ室> 区分 5

時間割Ｂの授業有り 時間割Ｂの授業有り バイオ環境化学実験Ⅰ バイオ環境化学実験Ⅰ 教育の方法と技術 教必２ G9115

　必２ B1018 　必２ B1018 川口　洋誉 49036

井上　真一 10104 井上　真一 10104 教室 <Ｇ２４０９> 合同

前期 北出　幸夫    釘宮　愼一 北出　幸夫    釘宮　愼一

西村　聡子    白岩　善治 西村　聡子    白岩　善治

佐藤　克哉    喜多村　徳昭 佐藤　克哉    喜多村　徳昭

宮本　寛子 宮本　寛子

水 教室 <Ｃ２１０１> 教室 <Ｃ２１０１>

時間割Ｂの授業有り 生体情報化学 　選２ B2031 バイオ環境化学実験Ⅱ バイオ環境化学実験Ⅱ

伊藤　正樹 53215 　必２ B1019 　必２ B1019

西川　一八 北出　幸夫 56038 北出　幸夫 56038

後期 教室 <Ｃ１４０１> 井上　真一    釘宮　愼一 井上　真一    釘宮　愼一

時間割Ｂの授業有り 西村　聡子    白岩　善治 西村　聡子    白岩　善治

宮本　寛子    古山　浩子 宮本　寛子    古山　浩子

小縣　綾 小縣　綾

教室 <Ｃ２１０１> 教室 <Ｃ２１０１>

平成29年9月15日時点



愛知工業大学

曜 学期 9:00 Ⅰ時限 10:30 10:40 Ⅱ時限 12:10 13:00 Ⅲ時限 14:30 14:40 Ⅳ時限 16:10 16:20 Ⅴ時限 17:50 18:00 Ⅵ時限 19:30 19:40 Ⅶ時限 21:10
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授業時間割Ａ

年度 工学部 第３年次 応用化学科バイオ環境化学専攻 CB

有機合成化学 　選２ B2016 時間割Ｂの授業有り 環境化学 　選２ B2023 理科教育法Ⅰ 教必２ G9117 時間割Ｂの授業有り

井上　真一 10104 西川　治光 48021 長谷川　省一 50065

前期 教室 <Ｃ１４０１> 合同 教室 <Ｇ２２１０> 合同 教室 <Ｇ３４０１> 合同

時間割Ｂの授業有り 時間割Ｂの授業有り

木 応用生物工学 　選２ B2047 グリーンケミストリー 機械工学概論 　選２ B2036 統計処理 　選２ B2055

岩城　壮一郎 57332 　選２ B2020 （同学科専用） 中村　彩子 55190

朝霧　成挙 立木　次郎 10497 稲川　弘行 49037 教室 <情教実習室Ｂ> 合同

後期 教室 <Ｃ１４０１> 教室 <Ｃ１４１１> 合同 教室 <Ｇ２３１０> 合同

時間割Ｂの授業有り 時間割Ｂの授業有り 理科教育法Ⅱ 教必２ G9130

長谷川　省一 50065

教室 <Ｇ３４０１> 合同

食品化学 　選２ B2025 時間割Ｂの授業有り 生体機能物質分子論　選２ B2030 分子認識化学 　選２ B2028 時間割Ｂの授業有り

（同学科専用） 西川　一八 52015 釘宮　愼一 48211

前期 寺田　久屋 51002 教室 <Ｃ１４０１> 教室 <セ－実習室２>

教室 <１－４０１> 時間割Ｂの授業有り

時間割Ｂの授業有り

時間割Ｂの授業有り 有機構造解析 　選２ B2018 バイオ環境化学演習　必１ B1023 微生物学 　選２ B2026 時間割Ｂの授業有り

井上　真一 10104 手嶋　紀雄 38007 岡本　陽 51004

教室 <Ｃ１４１１> 合同 村上　博哉 教室 <Ｃ１４０１>

時間割Ｂの授業有り 教室 <１２－ゼミ室> 区分 1

バイオ環境化学演習　必１ B1023

金 北出　幸夫 56038

宮本　寛子

教室 <１２－ゼミ室> 区分 2

後期 バイオ環境化学演習　必１ B1023

西村　聡子 51047

教室 <１２－ゼミ室> 区分 3

バイオ環境化学演習　必１ B1023

釘宮　愼一 48211

教室 <１２－ゼミ室> 区分 4

バイオ環境化学演習　必１ B1023

梶田　裕二 50021

教室 <１２－ゼミ室> 区分 5

平成29年9月15日時点



愛知工業大学

曜 学期 9:00 Ⅰ時限 10:30 10:40 Ⅱ時限 12:10 13:00 Ⅲ時限 14:30 14:40 Ⅳ時限 16:10 16:20 Ⅴ時限 17:50 18:00 Ⅵ時限 19:30 19:40 Ⅶ時限 21:10
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授業時間割Ａ

年度 工学部 第４年次 応用化学科応用化学専攻 CC

卒業研究 　必４ C1047 卒業研究 　必４ C1047 化学計測学 　必２ C1083 卒業研究 　必４ C1047

各教員 99992 各教員 99992 （再履修用） 各教員 99992

前期 村上　博哉 54039

月 教室 <Ｃ１４０１> 合同

卒業研究 　必４ C1047

各教員 99992

後期 卒業研究 　必４ C1047 卒業研究 　必４ C1047 卒業研究 　必４ C1047 卒業研究 　必４ C1047

各教員 99992 各教員 99992 各教員 99992 各教員 99992

卒業研究 　必４ C1047 卒業研究 　必４ C1047 有機光化学 　選２ C2171 卒業研究 　必４ C1047 時間割Ｂの授業有り

前期 各教員 99992 各教員 99992 立木　次郎 10497 各教員 99992

教室 <Ｃ１４１１> 合同 時間割Ｂの授業有り

火

卒業研究 　必４ C1047 卒業研究 　必４ C1047 ＣＡＤ 　選２ C2200 卒業研究 　必４ C1047 時間割Ｂの授業有り

後期 各教員 99992 各教員 99992 （同学部専用） 各教員 99992

加藤　肇 54006 時間割Ｂの授業有り
教室 <セ－実習室１> 合同

卒業研究 　必４ C1047 時間割Ｂの授業有り 卒業研究 　必４ C1047 知的財産権 　選２ C2199 教育実習演習 教必１ G9124

前期 全教員 99991 各教員 99992 寺坂　真貴子 53009 長谷川　省一 50065

時間割Ｂの授業有り 教室 <Ｇ２３１０> 合同 教室 <Ｇ２４０８> 合同

水 卒業研究 　必４ C1047 卒業研究 　必４ C1047 卒業研究 　必４ C1047 卒業研究 　必４ C1047 教職実践演習（高）教必２ G9127

各教員 99992 各教員 99992 各教員 99992 各教員 99992 長谷川　省一 50065

後期 時間割Ｂの授業有り 時間割Ｂの授業有り 川口　洋誉    東平　彩亜

小出　禎子

教室 <Ｇ２４０８> 合同

卒業研究 　必４ C1047 卒業研究 　必４ C1047 化学英語 　選２ C2179 卒業研究 　必４ C1047 時間割Ｂの授業有り

前期 各教員 99992 各教員 99992 平出　正孝 52170 各教員 99992

時間割Ｂの授業有り 時間割Ｂの授業有り 教室 <Ｇ３５０１> 合同 時間割Ｂの授業有り

木

卒業研究 　必４ C1047 卒業研究 　必４ C1047 卒業研究 　必４ C1047 卒業研究 　必４ C1047

後期 各教員 99992 各教員 99992 各教員 99992 各教員 99992

時間割Ｂの授業有り 時間割Ｂの授業有り

卒業研究 　必４ C1047 卒業研究 　必４ C1047 卒業研究 　必４ C1047 化学関係法規 　選２ C2018 生徒指導論 教必２ G9111

各教員 99992 各教員 99992 各教員 99992 武吉　研治 50015 東平　彩亜 48209

前期 時間割Ｂの授業有り 時間割Ｂの授業有り 時間割Ｂの授業有り 教室 <Ｃ１４０１> 合同 教室 <Ｇ２４０７> 合同

時間割Ｂの授業有り

金

卒業研究 　必４ C1047 卒業研究 　必４ C1047 卒業研究 　必４ C1047 現代社会と倫理 　選２ C0201 時間割Ｂの授業有り

後期 各教員 99992 各教員 99992 各教員 99992 （同学科専用）

時間割Ｂの授業有り 時間割Ｂの授業有り 時間割Ｂの授業有り 森　豪 10693

教室 <１－３０３> 合同

複合材料化学 　選２ C2177 卒業研究 　必４ C1047

佐藤　暢也 57011 各教員 99992

前期 教室 <Ｃ１４１１>

土 卒業研究 　必４ C1047

各教員 99992

後期 卒業研究 　必４ C1047 卒業研究 　必４ C1047

各教員 99992 各教員 99992

平成29年9月15日時点



愛知工業大学

曜 学期 9:00 Ⅰ時限 10:30 10:40 Ⅱ時限 12:10 13:00 Ⅲ時限 14:30 14:40 Ⅳ時限 16:10 16:20 Ⅴ時限 17:50 18:00 Ⅵ時限 19:30 19:40 Ⅶ時限 21:10

15 頁

2017

授業時間割Ａ

年度 工学部 第４年次 応用化学科バイオ環境化学専攻 CB

前期 卒業研究 　必４ B1021 卒業研究 　必４ B1021 卒業研究 　必４ B1021 卒業研究 　必４ B1021

月 各教員 99992 各教員 99992 各教員 99992 各教員 99992

後期 卒業研究 　必４ B1021 卒業研究 　必４ B1021 卒業研究 　必４ B1021 卒業研究 　必４ B1021

各教員 99992 各教員 99992 各教員 99992 各教員 99992

卒業研究 　必４ B1021 卒業研究 　必４ B1021 有機光化学 　選２ B2019 卒業研究 　必４ B1021 時間割Ｂの授業有り

各教員 99992 各教員 99992 立木　次郎 10497 各教員 99992

前期 教室 <Ｃ１４１１> 合同 時間割Ｂの授業有り

卒業研究 　必４ B1021

各教員 99992

火 卒業研究 　必４ B1021 卒業研究 　必４ B1021 ＣＡＤ 　選２ B2057 卒業研究 　必４ B1021 時間割Ｂの授業有り

各教員 99992 各教員 99992 （同学部専用） 各教員 99992

後期 加藤　肇 54006 時間割Ｂの授業有り
教室 <セ－実習室１> 合同

卒業研究 　必４ B1021

各教員 99992

卒業研究 　必４ B1021 卒業研究 　必４ B1021 卒業研究 　必４ B1021 知的財産権 　選２ B2056 教育実習演習 教必１ G9124

各教員 99992 各教員 99992 各教員 99992 寺坂　真貴子 53009 長谷川　省一 50065

前期 時間割Ｂの授業有り 時間割Ｂの授業有り 教室 <Ｇ２３１０> 合同 教室 <Ｇ２４０８> 合同

卒業研究 　必４ B1021

水 各教員 99992

卒業研究 　必４ B1021 卒業研究 　必４ B1021 卒業研究 　必４ B1021 卒業研究 　必４ B1021 教職実践演習（高）教必２ G9127

各教員 99992 各教員 99992 各教員 99992 各教員 99992 長谷川　省一 50065

後期 時間割Ｂの授業有り 時間割Ｂの授業有り 川口　洋誉    東平　彩亜

小出　禎子

教室 <Ｇ２４０８> 合同

卒業研究 　必４ B1021 卒業研究 　必４ B1021 化学英語 　選２ B2053 薬理学 　選２ B2027 時間割Ｂの授業有り

各教員 99992 各教員 99992 平出　正孝 52170 大澤　匡弘 55048

時間割Ｂの授業有り 時間割Ｂの授業有り 教室 <Ｇ３５０１> 合同 教室 <１２－２０２>

前期 卒業研究 　必４ B1021 卒業研究 　必４ B1021

各教員 99992 各教員 99992

木 時間割Ｂの授業有り

卒業研究 　必４ B1021 卒業研究 　必４ B1021 卒業研究 　必４ B1021 卒業研究 　必４ B1021

後期 各教員 99992 各教員 99992 各教員 99992 各教員 99992

時間割Ｂの授業有り 時間割Ｂの授業有り

卒業研究 　必４ B1021 卒業研究 　必４ B1021 卒業研究 　必４ B1021 化学関係法規 　選２ B2034 生徒指導論 教必２ G9111

各教員 99992 各教員 99992 各教員 99992 武吉　研治 50015 東平　彩亜 48209

前期 時間割Ｂの授業有り 時間割Ｂの授業有り 時間割Ｂの授業有り 教室 <Ｃ１４０１> 合同 教室 <Ｇ２４０７> 合同

卒業研究 　必４ B1021 時間割Ｂの授業有り

各教員 99992

金 卒業研究 　必４ B1021 卒業研究 　必４ B1021 卒業研究 　必４ B1021 現代社会と倫理 　選２ B0201 時間割Ｂの授業有り

各教員 99992 各教員 99992 各教員 99992 （同学科専用）

後期 時間割Ｂの授業有り 時間割Ｂの授業有り 時間割Ｂの授業有り 森　豪 10693

教室 <１－３０３> 合同

卒業研究 　必４ B1021

各教員 99992

前期 卒業研究 　必４ B1021 卒業研究 　必４ B1021

土 各教員 99992 各教員 99992

後期 卒業研究 　必４ B1021 卒業研究 　必４ B1021

各教員 99992 各教員 99992

平成29年9月15日時点


