
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 電気学科電気工学専攻 EE

電気電子工学基礎 　選２ E0204 電気工学セミナー 　必１ E0102 日本語リテラシ 　選２ E0202

（同専攻専用） （同専攻専用） （同学科専用）

鳥井　昭宏 30098 全教員 99991 阿部　裕 54020

前期 教室 <Ｇ２５１> 区分 1 教室 <１２－ゼミ室> 教室 <Ｇ２４０７> 区分 1

電気電子工学基礎 　選２ E0204 日本語リテラシ 　選２ E0202

（同専攻専用） （同学科専用）

月 中野　寛之 38069 永井　圭司 50028

教室 <Ｇ２５２> 区分 2 教室 <Ｇ２５０５> 区分 2

電気回路Ⅰ及び演習　必３ E1037 電気回路Ⅰ及び演習　必３ E1037

森　竜雄 25080 森　竜雄 25080

後期 教室 <Ｇ２５２> 区分 1 教室 <Ｇ２５２> 区分 1

電気回路Ⅰ及び演習　必３ E1037 電気回路Ⅰ及び演習　必３ E1037

村瀬　洋 42026 村瀬　洋 42026

教室 <１－５０１> 区分 2 教室 <１－５０１> 区分 2

英会話Ａ 　必１ G1821 健康・スポーツ科学実習Ⅰ 工学基礎数理 　選２ E2171 時間割Ｂの授業有り 時間割Ｂの授業有り

チャールス　ケリー 21022 　選１ G2008 （１年生用）
教室 <Ｇ３５０１> 区分 1 小原　史朗 10534 田中　諒 54016

英会話Ａ 　必１ G1821 小泉　大亮    堀内　元 教室 <Ｇ２５０５>

前期 ロバート　クレイトン 49056 中原　貴典    赤澤　祐美 物理学（力学） 　必２ E1098

教室 <Ｇ３５０３> 区分 2 教室 <体育館> （１年生用）

英会話Ａ 　必１ G1821 高木　淳 38050

グレン　ケリー 32037 教室 <１－４０１> 区分 1

火 教室 <Ｇ３５０２> 区分 3

英会話Ｂ 　選１ G2825 健康・スポーツ科学実習Ⅱ 電気電子工学基礎 　選２ E0204 時間割Ｂの授業有り

チャールス　ケリー 21022 　選１ G2009 （再履修用）
教室 <Ｇ３５０１> 区分 1 小原　史朗 10534 森　正和 30028

英会話Ｂ 　選１ G2825 小泉　大亮    堀内　元 教室 <８－２０５> 合同

後期 ロバート　クレイトン 49056 中原　貴典    赤澤　祐美 時間割Ｂの授業有り
教室 <Ｇ３５０３> 区分 2 教室 <体育館>

英会話Ｂ 　選１ G2825

グレン　ケリー 32037

教室 <Ｇ３５０２> 区分 3

平成29年4月24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 電気学科電気工学専攻 EE

プログラミングⅠ及び演習 プログラミングⅠ及び演習 英語Ａ：基礎・科学英語Ⅰ 教育原論 教必２ G9122

（同専攻専用） 　必３ E0103 （同専攻専用） 　必３ E0103 （１年生用） 　必１ G1826 川口　洋誉 49036

元谷　卓 44076 元谷　卓 44076 山田　真規 33045 教室 <Ｇ２４０７> 合同

教室 <セ－実習室１> 区分 1 教室 <セ－実習室１> 区分 1 教室 <Ｇ３２０３> 区分 1

プログラミングⅠ及び演習 プログラミングⅠ及び演習 英語Ａ：基礎・科学英語Ⅰ

前期 （同専攻専用） 　必３ E0103 （同専攻専用） 　必３ E0103 （１年生用） 　必１ G1826

雪田　和人 37001 雪田　和人 37001 吉賀　憲夫 10550

教室 <情教実習室Ｂ> 区分 2 教室 <情教実習室Ｂ> 区分 2 教室 <Ｇ３３０２> 区分 2

英語Ａ：基礎・科学英語Ⅰ

　必１ G1826

森　暢子 42186

水 教室 <Ｇ３４０３> 区分 3

プログラミングⅡ及び演習 プログラミングⅡ及び演習 英語Ｂ：基礎・科学英語Ⅱ 電気工学セミナー 　必１ E0102 教育制度論 教必２ G9123

（同専攻専用） 　必３ E1101 （同専攻専用） 　必３ E1101 （１年生用） 　選１ G2826 （再履修用） 川口　洋誉 49036

元谷　卓 44076 元谷　卓 44076 山田　真規 33045 全教員 99991 教室 <Ｇ２４０９> 合同

教室 <セ－実習室> 区分 1 教室 <セ－実習室> 区分 1 教室 <Ｇ３２０３> 区分 1 教室 <１２－ゼミ室>

プログラミングⅡ及び演習 プログラミングⅡ及び演習 英語Ｂ：基礎・科学英語Ⅱ

後期 （同専攻専用） 　必３ E1101 （同専攻専用） 　必３ E1101 （１年生用） 　選１ G2826

雪田　和人 37001 雪田　和人 37001 吉賀　憲夫 10550

教室 <情教実習室Ｂ> 区分 2 教室 <情教実習室Ｂ> 区分 2 教室 <Ｇ３３０２> 区分 2

英語Ｂ：基礎・科学英語Ⅱ

　選１ G2826

森　暢子 42186

教室 <Ｇ３４０３> 区分 3

微分積分Ⅰ及び演習　必３ E1090 微分積分Ⅰ及び演習　必３ E1090 ドイツ語ⅠＡ 　選１ G2801 線形代数Ⅰ 　必２ E1027 時間割Ｂの授業有り

（１年生用） （１年生用） 中村　修 42023 （同学部専用）

大島　和幸 45183 大島　和幸 45183 中川　拓哉 大島　和幸 45183

教室 <Ｇ２５０６> 区分 1 教室 <Ｇ２５０６> 区分 1 教室 <Ｇ２５０６> 教室 <Ｇ２５１> 区分 1

微分積分Ⅰ及び演習　必３ E1090 微分積分Ⅰ及び演習　必３ E1090 フランス語ⅠＡ 　選１ G2805 線形代数Ⅰ 　必２ E1027

前期 （同学部専用） （同学部専用） 小田　麻里名 39146 （同学部専用）

加納　成男 36031 加納　成男 36031 教室 <Ｇ２４０９> 松岡　謙晶 55013

教室 <Ｇ２５０７> 区分 2 教室 <Ｇ２５０７> 区分 2 中国語ⅠＡ 　選１ G2810 教室 <１－３０３> 区分 2

張　新力 46047

楊　竹楠

木 教室 <Ｇ２４０８>

微分積分Ⅱ及び演習　選３ E2172 微分積分Ⅱ及び演習　選３ E2172 ドイツ語ⅠＢ 　選１ G2802 線形代数Ⅱ 　必２ E1028 教育心理学 教必２ G9109

（１年生用） （１年生用） 中村　修 42023 （同学部専用） 東平　彩亜 48209

中川　勇人 51037 中川　勇人 51037 教室 <Ｇ２４０７> 大島　和幸 45183 教室 <Ｇ２４０７> 合同

教室 <Ｇ２５１> 区分 1 教室 <Ｇ２５１> 区分 1 フランス語ⅠＢ 　選１ G2806 教室 <１－４０１> 区分 1

後期 微分積分Ⅱ及び演習　選３ E2172 微分積分Ⅱ及び演習　選３ E2172 小田　麻里名 39146 線形代数Ⅱ 　必２ E1028

（同学部専用） （同学部専用） 教室 <Ｇ３４０３> （同学部専用）

金田　行雄 52024 金田　行雄 52024 中国語ⅠＢ 　選１ G2811 松岡　謙晶 55013

教室 <１－３０３> 区分 2 教室 <１－３０３> 区分 2 張　新力 46047 教室 <Ｇ２２０９> 区分 2

時間割Ｂの授業有り 時間割Ｂの授業有り 教室 <Ｇ２４０８>

平成29年4月24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 電気学科電気工学専攻 EE

時間割Ｂの授業有り 日本語リテラシ 　選２ E0202 化学（同学科専用）　選２ E2015 時間割Ｂの授業有り

（同学科専用） 林　英樹 52017

前期 川端　元子 47196 教室 <１－５０２>

教室 <Ｇ３２０１> 区分 3 時間割Ｂの授業有り

時間割Ｂの授業有り

金 物理学（力学） 　必２ E1098 時間割Ｂの授業有り 電気磁気学Ⅰ及び演習 電気磁気学Ⅰ及び演習 物理学（力学） 　必２ E1098

（同学部専用） 　必３ E1066 　必３ E1066 （再履修用）

高木　淳 38050 村瀬　洋 42026 村瀬　洋 42026 一刀　祐一 49206

後期 教室 <Ｇ２４０８> 区分 2 教室 <Ｇ２５１> 区分 1 教室 <Ｇ２５１> 区分 1 教室 <Ｇ２２０８> 合同

時間割Ｂの授業有り 電気磁気学Ⅰ及び演習 電気磁気学Ⅰ及び演習 時間割Ｂの授業有り

　必３ E1066 　必３ E1066

大久保　仁 53028 大久保　仁 53028

教室 <Ｇ２５２> 区分 2 教室 <Ｇ２５２> 区分 2

平成29年4月24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 電気学科電子情報工学専攻 EV

線形代数Ⅰ 　必２ V1001 プログラミングⅠ及び演習 プログラミングⅠ及び演習

（同学部専用） （同専攻専用） 　必３ V0103 （同専攻専用） 　必３ V0103

柳井　裕道 26017 矢野　良和 37123 矢野　良和 37123

前期 教室 <Ｇ２３１０> 区分 1 教室 <ＥＲ２２２> 合同 教室 <セ－実習室> 合同

線形代数Ⅰ 　必２ V1001

（同学部専用）

中村　豪 39019

月 教室 <Ｇ２３１１> 区分 2

線形代数Ⅱ 　必２ V1002 プログラミングⅡ及び演習 プログラミングⅡ及び演習

（同学部専用） （同専攻専用） 　必３ V1011 （同専攻専用） 　必３ V1011

柳井　裕道 26017 矢野　良和 37123 矢野　良和 37123

後期 教室 <Ｇ２３１０> 区分 1 教室 <ＥＲ２２２> 合同 教室 <情教実習室> 合同

線形代数Ⅱ 　必２ V1002

（同学部専用）

中村　豪 39019

教室 <Ｇ２３１１> 区分 2

工学基礎数理 　選２ V2038 電気電子工学基礎 　選２ V0204 健康・スポーツ科学実習Ⅰ 時間割Ｂの授業有り 時間割Ｂの授業有り

（１年生用） （同専攻専用） 　選１ G2008

真島　一成 36032 谷本　正幸 30027 小原　史朗 10534

前期 教室 <Ｇ２５１> 教室 <Ｇ２３１１> 区分 1 赤澤　祐美    小泉　大亮

物理学（力学） 　必２ V1007 電気電子工学基礎 　選２ V0204 太田　和義

（１年生用） （同専攻専用） 教室 <体育館>

火 一刀　祐一 49206 小西　たつ美 41042

教室 <Ｇ２２０８> 区分 1 教室 <８－２０３> 区分 2

物理学（力学） 　必２ V1007 健康・スポーツ科学実習Ⅱ 電気電子工学基礎 　選２ V0204 時間割Ｂの授業有り

（同学部専用） 　選１ G2009 （再履修用）

後期 一刀　祐一 49206 小原　史朗 10534 森　正和 30028

教室 <Ｇ２２０９> 区分 2 赤澤　祐美    小泉　大亮 教室 <８－２０５> 合同

太田　和義 時間割Ｂの授業有り
教室 <体育館>

時間割Ｂの授業有り 日本語リテラシ 　選２ V0202 英会話Ａ 　必１ G1821 電子情報工学セミナー 教育原論 教必２ G9122

（同学科専用） ローレンス　ケリー 10720 （同専攻専用） 　必１ V0102 川口　洋誉 49036

川端　元子 47196 教室 <Ｇ３５０１> 区分 1 全教員 99991 教室 <Ｇ２４０７> 合同

教室 <Ｇ３４０２> 区分 1 英会話Ａ 　必１ G1821 教室 <１２－ゼミ室> 隔週

時間割Ｂの授業有り チャールス　ケリー 21022

前期 教室 <Ｇ３５０２> 区分 2

英会話Ａ 　必１ G1821

グレン　ケリー 32037

教室 <Ｇ３５０３> 区分 3

英会話Ａ 　必１ G1821

マーク　オフナー 26020

水 教室 <Ｇ３５０４> 区分 4

電気磁気学Ⅰ及び演習 電気磁気学Ⅰ及び演習 英会話Ｂ 　選１ G2825 電子情報工学セミナー 教育制度論 教必２ G9123

　必３ V1012 　必３ V1012 ローレンス　ケリー 10720 （同専攻専用） 　必１ V0102 川口　洋誉 49036

青木　道宏 54038 青木　道宏 54038 教室 <Ｇ３５０１> 区分 1 全教員 99991 教室 <Ｇ２４０９> 合同

教室 <８－２０５> 区分 1 合同 教室 <８－２０５> 区分 1 合同 英会話Ｂ 　選１ G2825 教室 <１２－ゼミ室> 隔週

電気磁気学Ⅰ及び演習 電気磁気学Ⅰ及び演習 チャールス　ケリー 21022

後期 　必３ V1012 　必３ V1012 教室 <Ｇ３５０２> 区分 2

徳田　豊 10495 徳田　豊 10495 英会話Ｂ 　選１ G2825

教室 <８－２０３> 区分 2 合同 教室 <８－２０３> 区分 2 合同 グレン　ケリー 32037

教室 <Ｇ３５０３> 区分 3

英会話Ｂ 　選１ G2825

マーク　オフナー 26020

教室 <Ｇ３５０４> 区分 4

平成29年4月24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１年次 電気学科電子情報工学専攻 EV

微分積分Ⅰ及び演習　必３ V1003 微分積分Ⅰ及び演習　必３ V1003 英語Ａ：基礎・科学英語Ⅰ ドイツ語ⅠＡ 　選１ G2801 時間割Ｂの授業有り

（１年生用） （１年生用） （１年生用） 　必１ G1826 中川　拓哉 54195

橋本　有司 10648 橋本　有司 10648 中根　英登 47012 田邊　織絵    中村　修

教室 <１－４０１> 区分 1 教室 <１－４０１> 区分 1 教室 <Ｇ３２０１> 区分 1 教室 <Ｇ２５０５> 合同

微分積分Ⅰ及び演習　必３ V1003 微分積分Ⅰ及び演習　必３ V1003 英語Ａ：基礎・科学英語Ⅰ フランス語ⅠＡ 　選１ G2805

前期 （同学部専用） （同学部専用） （１年生用） 　必１ G1826 小田　麻里名 39146

真島　一成 36032 真島　一成 36032 大木　ひろみ 34046 教室 <Ｇ３５０２>

教室 <Ｇ３３０３> 区分 2 教室 <Ｇ３３０３> 区分 2 教室 <Ｇ３２０２> 区分 2 中国語ⅠＡ 　選１ G2810

英語Ａ：基礎・科学英語Ⅰ 楊　竹楠 56273

　必１ G1826 教室 <Ｇ３５０１>

安藤　光史 10759 時間割Ｂの授業有り

木 教室 <Ｇ３２０３> 区分 3

微分積分Ⅱ及び演習　選３ V2039 微分積分Ⅱ及び演習　選３ V2039 英語Ｂ：基礎・科学英語Ⅱ ドイツ語ⅠＢ 　選１ G2802 教育心理学 教必２ G9109

（１年生用） （１年生用） （１年生用） 　選１ G2826 田邊　織絵 43040 東平　彩亜 48209

加納　成男 36031 加納　成男 36031 中根　英登 47012 中村　修 教室 <Ｇ２４０７> 合同

教室 <Ｇ１５２> 区分 1 教室 <Ｇ１５２> 区分 1 教室 <Ｇ３２０１> 区分 1 教室 <Ｇ２５０５> 合同

微分積分Ⅱ及び演習　選３ V2039 微分積分Ⅱ及び演習　選３ V2039 英語Ｂ：基礎・科学英語Ⅱ フランス語ⅠＢ 　選１ G2806

後期 （同学部専用） （同学部専用） （１年生用） 　選１ G2826 小田　麻里名 39146

隅山　孝夫 10649 隅山　孝夫 10649 大木　ひろみ 34046 教室 <Ｇ３４０３> 合同

教室 <Ｇ３５０４> 区分 2 教室 <Ｇ３５０４> 区分 2 教室 <Ｇ３２０２> 区分 2 中国語ⅠＢ 　選１ G2811

時間割Ｂの授業有り 時間割Ｂの授業有り 英語Ｂ：基礎・科学英語Ⅱ 張　新力 46047

　選１ G2826 教室 <Ｇ３５０３> 合同

安藤　光史 10759

教室 <Ｇ３２０３> 区分 3

時間割Ｂの授業有り 化学（同学科専用）　選２ V2005 電子情報工学概論 　選２ V2043 時間割Ｂの授業有り

林　英樹 52017 全教員 99991

前期 教室 <１－５０２> 教室 <１－３０３>

時間割Ｂの授業有り 時間割Ｂの授業有り

電気回路Ⅰ及び演習　必３ V1014 電気回路Ⅰ及び演習　必３ V1014 日本語リテラシ 　選２ V0202 物理学（力学） 　必２ V1007

森　正和 30028 森　正和 30028 （同学科専用） （再履修用）

金 教室 <８－２０３> 区分 1 合同 教室 <８－２０３> 区分 1 合同 川端　元子 47196 一刀　祐一 49206

電気回路Ⅰ及び演習　必３ V1014 電気回路Ⅰ及び演習　必３ V1014 教室 <Ｇ３４０２> 区分 2 教室 <Ｇ２２０８> 合同

後期 岩田　博之 28100 岩田　博之 28100 日本語リテラシ 　選２ V0202 時間割Ｂの授業有り
教室 <１２－２０１> 区分 2 合同 教室 <１２－２０１> 区分 2 合同 （同学科専用）

須田　真紀 49040

教室 <Ｇ３２０３> 区分 3

時間割Ｂの授業有り

平成29年4月24日時点
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ドイツ語ⅡＡ 　選１ G2803 アナログ回路Ⅰ 　必２ E1102 確率・統計 　選２ E2020 電気回路Ⅰ及び演習　必３ E1037

中川　拓哉 54195 箕輪　昌幸 51046 （同学部専用） （再履修用）
教室 <Ｇ２４０９> 合同 教室 <Ｇ２４０７> 区分 1 川角　昌吾 36035 村瀬　洋 42026

フランス語ⅡＡ 　選１ G2807 アナログ回路Ⅰ 　必２ E1102 教室 <Ｇ１５２> 森　竜雄

前期 岩野　佳英子 57043 村瀬　洋 42026 教室 <ＥＲ２２２>

教室 <Ｇ３３０３> 合同 教室 <Ｇ２４０８> 区分 2

中国語ⅡＡ 　選１ G2812

伊藤　静 48039

月 教室 <Ｇ２５０６> 合同

ドイツ語ⅡＢ 　選１ G2804 電気電子材料学Ⅰ 　選２ E2160 電気回路Ⅲ及び演習　選３ E2080 教育課程論 教選２ G9223 教育相談 教必２ G9120

中川　拓哉 54195 鈴置　保雄 56037 松村　年郎 57044 山川　法子 54066 毛利　隆宏 53202

教室 <Ｇ２４０９> 合同 教室 <Ｇ２３１０> 教室 <Ｇ２５２> 区分 1 教室 <Ｇ２２０８> 合同 教室 <Ｇ２４０８> 合同

フランス語ⅡＢ 　選１ G2808 電気回路Ⅲ及び演習　選３ E2080 工学基礎数理及び演習

後期 岩野　佳英子 57043 中野　寛之 38069 （再履修用） 　必３ E0101

教室 <Ｇ３３０１> 合同 教室 <Ｇ２５１> 区分 2 真島　一成 36032

中国語ⅡＢ 　選１ G2813 教室 <Ｇ２２０９> 合同

張　新力 46047

教室 <Ｇ２５０７> 合同

電気回路Ⅱ及び演習　必３ E1040 電気回路Ⅱ及び演習　必３ E1040 微分積分Ⅱ及び演習　必３ E1091 微分積分Ⅱ及び演習　必３ E1091 物理学（力学） 　必２ E1098 微分積分Ⅰ及び演習　必３ E1090

道木　加絵 42018 道木　加絵 42018 （２年生用） （２年生用） （再履修用） （再履修用）
教室 <Ｇ２５０５> 区分 1 教室 <Ｇ２５０５> 区分 1 谷川　好男 34060 谷川　好男 34060 上羽　牧夫 56041 加納　成男 36031

電気回路Ⅱ及び演習　必３ E1040 電気回路Ⅱ及び演習　必３ E1040 教室 <Ｇ２５１> 区分 1 教室 <Ｇ２５１> 区分 1 教室 <Ｇ２２０８> 区分 1 合同 教室 <Ｇ２３１１> 合同

鈴置　保雄 56037 鈴置　保雄 56037 微分積分Ⅱ及び演習　必３ E1091 微分積分Ⅱ及び演習　必３ E1091 微分積分Ⅰ及び演習　必３ E1090

教室 <Ｇ２５０６> 区分 2 教室 <Ｇ２５０６> 区分 2 （同学部専用） （同学部専用） （再履修用）

前期 中川　勇人 51037 中川　勇人 51037 加納　成男 36031

教室 <Ｇ２５２> 区分 2 教室 <Ｇ２５２> 区分 2 教室 <Ｇ２３１１> 合同

教職特論Ⅰ 教選２ G9224

長谷川　省一 50065

川口　洋誉

教室 <Ｇ２４０９> 合同

時間割Ｂの授業有り

火

ディジタル回路Ⅰ 　必２ E1103 アナログ回路Ⅱ 　選２ E2154 量子物理 　選２ E2152 時間割Ｂの授業有り 物理学（波動） 　必２ E1099

道木　加絵 42018 道木　加絵 42018 高木　淳 38050 （再履修用）
教室 <Ｇ２４０８> 区分 1 教室 <Ｇ２５１> 教室 <Ｇ３３０３> 巌佐　正智 49205

ディジタル回路Ⅰ 　必２ E1103 教室 <Ｇ２２０８> 合同

箕輪　昌幸 51046 教職特論Ⅱ 教選２ G9225

教室 <Ｇ２４０９> 区分 2 長谷川　省一 50065

後期 教室 <Ｇ２４０８> 合同

工学基礎数理及び演習

（再履修用） 　必３ E0101

真島　一成 36032

教室 <Ｇ２２０９> 合同

時間割Ｂの授業有り

平成29年4月24日時点
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電気磁気学Ⅱ及び演習 電気磁気学Ⅱ及び演習 物理実験 　必２ E1096 物理実験 　必２ E1096 微分積分Ⅰ及び演習　必３ E1090 微分積分Ⅰ及び演習　必３ E1090

　必３ E1070 　必３ E1070 高木　淳 38050 高木　淳 38050 （再履修用） （再履修用）

依田　正之 10591 依田　正之 10591 巌佐　正智 巌佐　正智 加納　成男 36031 加納　成男 36031

前期 教室 <Ｇ２５０５> 区分 1 教室 <Ｇ２５０５> 区分 1 教室 <10号６・７Ｆ> 教室 <10号６・７Ｆ> 教室 <Ｇ２３１０> 合同 教室 <Ｇ２３１０> 合同

電気磁気学Ⅱ及び演習 電気磁気学Ⅱ及び演習

　必３ E1070 　必３ E1070

澤木　宣彦 31009 澤木　宣彦 31009

教室 <Ｇ２５０６> 区分 2 教室 <Ｇ２５０６> 区分 2

水 電気磁気学Ⅲ及び演習 電気磁気学Ⅲ及び演習 電気回路Ⅲ及び演習　選３ E2080 微分積分Ⅱ及び演習　必３ E1091

　選３ E2100 　選３ E2100 松村　年郎 57044 （再履修用）

依田　正之 10591 依田　正之 10591 教室 <Ｇ２５２> 区分 1 橋本　有司 10648

教室 <Ｇ２５０５> 区分 1 教室 <Ｇ２５０５> 区分 1 電気回路Ⅲ及び演習　選３ E2080 教室 <Ｇ２３１１> 区分 A 合同

後期 電気磁気学Ⅲ及び演習 電気磁気学Ⅲ及び演習 中野　寛之 38069 特別活動論 教必２ G9114

　選３ E2100 　選３ E2100 教室 <Ｇ２５１> 区分 2 長谷川　省一 50065

澤木　宣彦 31009 澤木　宣彦 31009 教室 <Ｇ２４０８> 合同

教室 <Ｇ２５０６> 区分 2 教室 <Ｇ２５０６> 区分 2

時間割Ｂの授業有り 時間割Ｂの授業有り

英語Ｃ：ＴＯＥＩＣ・視聴覚 時間割Ｂの授業有り 英語Ｅ：現代比較文化英語Ⅰ 教職論 教必２ G9126

英語Ⅰ（２年生用） 　必１ G1827 （２年生用） 　必１ G1828 小出　禎子 57070

井土　康仁 50052 加藤　久佳 39001 教室 <Ｇ２５０５> 合同

教室 <Ｇ３２０２> 区分 1 教室 <Ｇ３３０２> 区分 1 物理学（力学） 　必２ E1098

英語Ｃ：ＴＯＥＩＣ・視聴覚 英語Ｅ：現代比較文化英語Ⅰ （再履修用）

前期 英語Ⅰ（２年生用） 　必１ G1827 （２年生用） 　必１ G1828 巌佐　正智 49205

加藤　とも子 52042 伊藤　泰子 50051 教室 <Ｇ２２０９> 区分 2 合同

教室 <Ｇ３２０１> 区分 2 教室 <Ｇ３３０３> 区分 2 時間割Ｂの授業有り

英語Ｃ：ＴＯＥＩＣ・視聴覚 英語Ｅ：現代比較文化英語Ⅰ

英語Ⅰ 　必１ G1827 　必１ G1828

土居　峻 49044 古賀　文章 42030

教室 <Ｇ３２０３> 区分 3 教室 <Ｇ３３０１> 区分 3

木 英語Ｄ：ＴＯＥＩＣ・視聴覚 電気機器工学 　選２ E2159 英語Ｆ：現代比較文化英語Ⅱ 微分積分Ⅱ及び演習　必３ E1091 微分積分Ⅱ及び演習　必３ E1091

英語Ⅱ（２年生用） 　選１ G2827 一柳　勝宏 10093 （２年生用） 　選１ G2828 （再履修用） （再履修用）

井土　康仁 50052 教室 <ＥＲ２２１> 加藤　久佳 39001 加納　成男 36031 加納　成男 36031

教室 <Ｇ３２０３> 区分 1 時間割Ｂの授業有り 教室 <Ｇ２４０９> 区分 1 教室 <Ｇ２３１０> 区分 B 合同 教室 <Ｇ２３１０> 区分 B 合同

英語Ｄ：ＴＯＥＩＣ・視聴覚 英語Ｆ：現代比較文化英語Ⅱ

英語Ⅱ（２年生用） 　選１ G2827 （２年生用） 　選１ G2828

後期 加藤　とも子 52042 伊藤　泰子 50051

教室 <Ｇ３２０１> 区分 2 教室 <Ｇ３３０３> 区分 2

英語Ｄ：ＴＯＥＩＣ・視聴覚 英語Ｆ：現代比較文化英語Ⅱ

英語Ⅱ 　選１ G2827 　選１ G2828

土居　峻 49044 古賀　文章 42030

教室 <Ｇ３２０２> 区分 3 教室 <Ｇ３３０１> 区分 3

時間割Ｂの授業有り

平成29年4月24日時点
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時間割Ｂの授業有り 英会話Ａ 　必１ G1821 物理学（波動） 　必２ E1099 物理学（波動） 　必２ E1099 電気回路Ⅰ及び演習　必３ E1037

（再履修用） 高木　淳 38050 高木　淳 38050 （再履修用）

ボデル　マーク 55031 教室 <Ｇ１５２> 区分 1 教室 <Ｇ２５１> 区分 2 村瀬　洋 42026

教室 <Ｇ３５０４> 合同 微分方程式 　必２ E1092 微分方程式 　必２ E1092 森　竜雄

英会話Ｂ 　選１ G2825 金田　行雄 52024 金田　行雄 52024 教室 <ＥＲ２２２>

前期 （再履修用） 教室 <Ｇ２５１> 区分 2 教室 <Ｇ１５２> 区分 1 時間割Ｂの授業有り

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

時間割Ｂの授業有り フーリエ解析 　必２ E1007 電気エネルギー工学　選２ E2162 電気電子計測Ⅰ 　選２ E2156 微分積分Ⅱ及び演習　必３ E1091

（同学部専用） 依田　正之 10591 松村　年郎 57044 （再履修用）

橋本　有司 10648 教室 <ＥＲ２２１> 教室 <ＥＲ２２１> 橋本　有司 10648

後期 教室 <Ｇ２４０８> 区分 1 時間割Ｂの授業有り 教室 <Ｇ２３１１> 区分 A 合同

フーリエ解析 　必２ E1007 時間割Ｂの授業有り

（同学部専用）

伊藤　健 34068

教室 <Ｇ２４０９> 区分 2

平成29年4月24日時点
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物理学（波動） 　必２ V1008 確率・統計 　選２ V2001 プログラミングⅠ及び演習

石渡　龍輔 54153 真島　一成 36032 （再履修用） 　必３ V1010

教室 <Ｇ２５１> 区分 1 教室 <Ｇ３５０４> 矢野　良和 37123

前期 物理学（波動） 　必２ V1008 プログラミングⅠ及び演習 教室 <セ－実習室> 合同

古賀　実 53204 （再履修用） 　必３ V1010

教室 <Ｇ１５１> 区分 2 矢野　良和 37123

月 教室 <ＥＲ２２２> 合同

量子物理 　選２ V2003 組込機器工学 　選２ V2020 電気電子計測Ⅰ 　選２ V2011 複素関数論 　選２ V2002 教育課程論 教選２ G9223 教育相談 教必２ G9120

上羽　牧夫 56041 小西　たつ美 41042 小塚　晃透 51045 真島　一成 36032 山川　法子 54066 毛利　隆宏 53202

教室 <Ｇ２５１> 教室 <ＥＲ３２２> 教室 <ＥＲ２２２> 教室 <１－３０３> 教室 <Ｇ２２０８> 合同 教室 <Ｇ２４０８> 合同

後期 プログラミングⅡ及び演習 プログラミングⅡ及び演習 工学基礎数理及び演習

（再履修用） 　必３ V1011 （再履修用） 　必３ V1011 （再履修用） 　必３ V0101

矢野　良和 37123 矢野　良和 37123 真島　一成 36032

教室 <ＥＲ２２２> 合同 教室 <情教実習室> 合同 教室 <Ｇ２２０９> 合同

微分積分Ⅱ及び演習　必３ V1004 微分積分Ⅱ及び演習　必３ V1004 英語Ｃ：ＴＯＥＩＣ・視聴覚 プログラミングⅢ 　選２ V2006 物理学（力学） 　必２ V1007 微分積分Ⅰ及び演習　必３ V1003

（２年生用） （２年生用） 英語Ⅰ（２年生用） 　必１ G1827 （同専攻専用） （再履修用） （再履修用）

田中　諒 54016 田中　諒 54016 野々山　富士江 49046 岡部　直木 54011 上羽　牧夫 56041 加納　成男 36031

教室 <Ｇ２５０７> 区分 1 教室 <Ｇ２５０７> 区分 1 教室 <Ｇ３２０２> 区分 1 教室 <セ－実習室１> 区分 1 教室 <Ｇ２２０８> 区分 1 合同 教室 <Ｇ２３１１> 合同

微分積分Ⅱ及び演習　必３ V1004 微分積分Ⅱ及び演習　必３ V1004 英語Ｃ：ＴＯＥＩＣ・視聴覚 時間割Ｂの授業有り 微分積分Ⅰ及び演習　必３ V1003

（同学部専用） （同学部専用） 英語Ⅰ（２年生用） 　必１ G1827 （再履修用）

前期 金田　行雄 52024 金田　行雄 52024 加藤　久佳 39001 加納　成男 36031

教室 <Ｇ２４０７> 区分 2 教室 <Ｇ２４０７> 区分 2 教室 <Ｇ３２０３> 区分 2 教室 <Ｇ２３１１> 合同

英語Ｃ：ＴＯＥＩＣ・視聴覚 教職特論Ⅰ 教選２ G9224

英語Ⅰ 　必１ G1827 長谷川　省一 50065

太田　晶子 35015 川口　洋誉

教室 <Ｇ３３０３> 区分 3 教室 <Ｇ２４０９> 合同

時間割Ｂの授業有り

火

ディジタル回路Ⅰ 　必２ V1017 英語Ｄ：ＴＯＥＩＣ・視聴覚 電気磁気学Ⅲ 　選２ V2007 物理学（波動） 　必２ V1008

藤岡　良記 51009 英語Ⅱ（２年生用） 　選１ G2827 五島　敬史郎 38074 （再履修用）
教室 <ＥＲ２２２> 区分 1 合同 野々山　富士江 49046 教室 <８－２０３> 巌佐　正智 49205

ディジタル回路Ⅰ 　必２ V1017 教室 <Ｇ３２０２> 区分 1 時間割Ｂの授業有り 教室 <Ｇ２２０８> 合同

五島　敬史郎 38074 英語Ｄ：ＴＯＥＩＣ・視聴覚 教職特論Ⅱ 教選２ G9225

教室 <１２－２０１> 区分 2 合同 英語Ⅱ（２年生用） 　選１ G2827 長谷川　省一 50065

後期 加藤　久佳 39001 教室 <Ｇ２４０８> 合同

教室 <Ｇ３２０３> 区分 2 工学基礎数理及び演習

英語Ｄ：ＴＯＥＩＣ・視聴覚 （再履修用） 　必３ V0101

英語Ⅱ 　選１ G2827 真島　一成 36032

太田　晶子 35015 教室 <Ｇ２２０９> 合同

教室 <Ｇ３２０１> 区分 3 時間割Ｂの授業有り

平成29年4月24日時点
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時間割Ｂの授業有り 時間割Ｂの授業有り アナログ回路Ⅰ 　必２ V1016 微分方程式 　必２ V1005 微分積分Ⅰ及び演習　必３ V1003 微分積分Ⅰ及び演習　必３ V1003

古橋　秀夫 25043 金田　行雄 52024 （再履修用） （再履修用）

前期 教室 <８－２０３> 区分 1 合同 教室 <Ｇ１５１> 区分 1 加納　成男 36031 加納　成男 36031

アナログ回路Ⅰ 　必２ V1016 微分方程式 　必２ V1005 教室 <Ｇ２３１０> 合同 教室 <Ｇ２３１０> 合同

河野　明廣 54009 矢代　好克 57015

教室 <８－２０５> 区分 2 合同 教室 <Ｇ１５２> 区分 2

水 電気磁気学Ⅰ及び演習 電気磁気学Ⅰ及び演習 物理実験 　必２ V1009 物理実験 　必２ V1009 特別活動論 教必２ G9114

（再履修用） 　必３ V1012 （再履修用） 　必３ V1012 巌佐　正智 49205 巌佐　正智 49205 長谷川　省一 50065

青木　道宏 54038 青木　道宏 54038 上羽　牧夫 上羽　牧夫 教室 <Ｇ２４０８> 合同

後期 教室 <８－２０５> 区分 1 合同 教室 <８－２０５> 区分 1 合同 教室 <10号６・７Ｆ> 教室 <10号６・７Ｆ> 微分積分Ⅱ及び演習　必３ V1004

電気磁気学Ⅰ及び演習 電気磁気学Ⅰ及び演習 （再履修用）

（再履修用） 　必３ V1012 （再履修用） 　必３ V1012 橋本　有司 10648

徳田　豊 10495 徳田　豊 10495 教室 <Ｇ２３１１> 区分 A 合同

教室 <８－２０３> 区分 2 合同 教室 <８－２０３> 区分 2 合同

電気回路Ⅱ及び演習　必３ V1015 電気回路Ⅱ及び演習　必３ V1015 英語Ｅ：現代比較文化英語Ⅰ プログラミングⅢ 　選２ V2006 教職論 教必２ G9126

飯吉　僚 10491 飯吉　僚 10491 （２年生用） 　必１ G1828 （同専攻専用） 小出　禎子 57070

教室 <８－２０５> 区分 1 合同 教室 <８－２０５> 区分 1 合同 古賀　文章 42030 岡部　直木 54011 教室 <Ｇ２５０５> 合同

電気回路Ⅱ及び演習　必３ V1015 電気回路Ⅱ及び演習　必３ V1015 教室 <Ｇ３３０３> 区分 1 教室 <セ－実習室１> 区分 2 物理学（力学） 　必２ V1007

岩田　博之 28100 岩田　博之 28100 英語Ｅ：現代比較文化英語Ⅰ 時間割Ｂの授業有り （再履修用）

前期 教室 <８－２０３> 区分 2 合同 教室 <８－２０３> 区分 2 合同 （２年生用） 　必１ G1828 巌佐　正智 49205

井土　康仁 50052 教室 <Ｇ２２０９> 区分 2 合同

教室 <Ｇ２５０７> 区分 2 時間割Ｂの授業有り

英語Ｅ：現代比較文化英語Ⅰ

　必１ G1828

多田　典子 55019

木 教室 <Ｇ３４０２> 区分 3

時間割Ｂの授業有り アナログ回路Ⅱ 　選２ V2009 英語Ｆ：現代比較文化英語Ⅱ 電気回路Ⅲ 　選２ V2008 微分積分Ⅱ及び演習　必３ V1004 微分積分Ⅱ及び演習　必３ V1004

竹下　鉄夫 53208 （２年生用） 　選１ G2828 曽和　国容 43036 （再履修用） （再履修用）
教室 <ＥＲ２２２> 古賀　文章 42030 教室 <ＥＲ２２２> 加納　成男 36031 加納　成男 36031

時間割Ｂの授業有り 教室 <Ｇ２２０９> 区分 1 教室 <Ｇ２３１０> 区分 B 合同 教室 <Ｇ２３１０> 区分 B 合同

英語Ｆ：現代比較文化英語Ⅱ

後期 （２年生用） 　選１ G2828

井土　康仁 50052

教室 <Ｇ３４０２> 区分 2

英語Ｆ：現代比較文化英語Ⅱ

　選１ G2828

多田　典子 55019

教室 <Ｇ３３０３> 区分 3

平成29年4月24日時点
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電気磁気学Ⅱ及び演習 電気磁気学Ⅱ及び演習 時間割Ｂの授業有り ドイツ語ⅡＡ 　選１ G2803 時間割Ｂの授業有り

　必３ V1013 　必３ V1013 中村　修 42023

桑原　竜弥 55011 桑原　竜弥 55011 教室 <Ｇ２５０６> 合同

教室 <８－２０５> 区分 1 合同 教室 <８－２０５> 区分 1 合同 フランス語ⅡＡ 　選１ G2807

前期 電気磁気学Ⅱ及び演習 電気磁気学Ⅱ及び演習 下村　武 40190

　必３ V1013 　必３ V1013 教室 <Ｇ３２０１> 合同

津田　紀生 32077 津田　紀生 32077 中国語ⅡＡ 　選１ G2812

教室 <８－２０３> 区分 2 合同 教室 <８－２０３> 区分 2 合同 張　新力 46047

教室 <Ｇ２５０５> 合同

計算機システムⅡ 　選２ V2019 統計物理 　選２ V2004 フーリエ解析 　必２ V1006 ドイツ語ⅡＢ 　選１ G2804 微分積分Ⅱ及び演習　必３ V1004

藤枝　直輝 57013 村中　正 34004 （同学部専用） 中村　修 42023 （再履修用）
教室 <８－２０５> 教室 <１－３０３> 伊藤　健 34068 教室 <Ｇ２５０６> 合同 橋本　有司 10648

計算機システムⅠ 　選２ V2018 電気回路Ⅰ及び演習　必３ V1014 教室 <Ｇ１５１> 区分 1 フランス語ⅡＢ 　選１ G2808 教室 <Ｇ２３１１> 区分 A 合同

（Ｗｅｂ不可） （再履修用） フーリエ解析 　必２ V1006 下村　武 40190 時間割Ｂの授業有り

藤枝　直輝 57013 森　正和 30028 （同学部専用） 教室 <Ｇ２４０８> 合同

金 教室 <８－２０５> 教室 <８－２０３> 区分 1 合同 橋本　有司 10648 中国語ⅡＢ 　選１ G2813

電気回路Ⅰ及び演習　必３ V1014 電気回路Ⅰ及び演習　必３ V1014 教室 <Ｇ１５２> 区分 2 張　新力 46047

（再履修用） （再履修用） 教室 <Ｇ２５０５> 合同

森　正和 30028 岩田　博之 28100

後期 教室 <８－２０３> 区分 1 合同 教室 <１２－２０１> 区分 2 合同

電気回路Ⅰ及び演習　必３ V1014 英会話Ａ 　必１ G1821

（再履修用） （再履修用）

岩田　博之 28100 ボデル　マーク 55031

教室 <１２－２０１> 区分 2 合同 教室 <Ｇ３５０４> 合同

時間割Ｂの授業有り 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4月24日時点
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電子デバイス工学 　選２ E2158 ディジタル回路Ⅱ 　選２ E2155 制御工学 　選２ E2165

前期 森　竜雄 25080 清家　善之 31094 合田　忠弘 53057

教室 <ＥＲ２２１> 教室 <ＥＲ２２１> 教室 <ＥＲ２２１>

キャリア意識形成 　選２ E0203 高電圧工学 　選２ E2035

（同学科専用） 大久保　仁 53028

月 本間　英彦 54022 教室 <ＥＲ２２１>

後期 教室 <Ｇ２４０８> 区分 1

キャリア意識形成 　選２ E0203

（同学科専用）

角田　伸彦 54021

教室 <Ｇ２２０８> 区分 2

電気電子計測Ⅱ 　選２ E2157 電気技術英語 　選２ E0205 時間割Ｂの授業有り 教職特論Ⅲ 教選２ G9226

松村　年郎 57044 （同学科専用） 長谷川　省一 50065

前期 教室 <ＥＲ２２１> 鳥井　昭宏 30098 川口　洋誉

教室 <ＥＲ２２１> 教室 <Ｇ２４０９> 合同

時間割Ｂの授業有り

火

新エネルギー工学 　選２ E2163 メカトロニクス 　選２ E2012 電気機器設計 　選２ E2090 教職特論Ⅳ 教選２ G9227

鈴置　保雄 56037 美頭　甲子雄 38047 北川　文孝 54018 長谷川　省一 50065

後期 教室 <ＥＲ２２１> 教室 <ＥＲ２２１> 教室 <ＥＲ２２１> 教室 <Ｇ２４０８> 合同

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 時間割Ｂの授業有り 電気電子材料学Ⅱ 　選２ E2161 情報科教育法Ⅰ 教必２ G9119 教育の方法と技術 教必２ G9115

前期 清家　善之 31094 小出　禎子 57070 川口　洋誉 49036

教室 <ＥＲ２２１> 教室 <Ｇ２４０９> 合同 教室 <Ｇ２４０９> 合同

水 時間割Ｂの授業有り 時間割Ｂの授業有り パワーエレクトロニクス 応用制御工学 　選２ E2166 情報科教育法Ⅱ 教必２ G9129

後期 　選２ E2010 合田　忠弘 53057 小出　禎子 57070

藤田　秀紀 56012 教室 <ＥＲ２２１> 教室 <Ｇ３４０１> 合同

教室 <ＥＲ２２１>

電気工学実験ⅠＡ 　必２ E1104 電気工学実験ⅠＡ 　必２ E1104 電気工学実験ⅠＡ 　必２ E1104 電気工学実験ⅠＡ 　必２ E1104 時間割Ｂの授業有り 工業科教育法Ⅰ 教必２ G9116

中野　寛之 38069 中野　寛之 38069 中野　寛之 38069 中野　寛之 38069 小出　禎子 57070

教室 <計測実験室> 教室 <計測実験室> 教室 <計測実験室> 教室 <計測実験室> 教室 <Ｇ２４０８> 合同

電気工学実験ⅡＡ 　必２ E1105 電気工学実験ⅡＡ 　必２ E1105 電気工学実験ⅡＡ 　必２ E1105 電気工学実験ⅡＡ 　必２ E1105

前期 近藤　茂之 27023 近藤　茂之 27023 近藤　茂之 27023 近藤　茂之 27023

教室 <機器実験室> 教室 <機器実験室> 教室 <機器実験室> 教室 <機器実験室>

電気工学実験ⅢＡ 　必２ E1106 電気工学実験ⅢＡ 　必２ E1106 電気工学実験ⅢＡ 　必２ E1106 電気工学実験ⅢＡ 　必２ E1106

雪田　和人 37001 雪田　和人 37001 雪田　和人 37001 雪田　和人 37001

教室 <８－３０４> 教室 <８－３０４> 教室 <８－３０４> 教室 <８－３０４>

電気工学実験ⅠＢ 　必２ E1107 電気工学実験ⅠＢ 　必２ E1107 電気工学実験ⅠＢ 　必２ E1107 電気工学実験ⅠＢ 　必２ E1107 工業科教育法Ⅱ 教必２ G9128 電気工学実験ⅠＡ 　必２ E1104

木 清家　善之 31094 清家　善之 31094 清家　善之 31094 清家　善之 31094 小出　禎子 57070 （再履修用）
教室 <計測実験室> 教室 <計測実験室> 教室 <計測実験室> 教室 <計測実験室> 教室 <Ｇ２４０９> 合同 清家　善之 31094

電気工学実験ⅡＢ 　必２ E1108 電気工学実験ⅡＢ 　必２ E1108 電気工学実験ⅡＢ 　必２ E1108 電気工学実験ⅡＢ 　必２ E1108 教室 <計測実験室>

元谷　卓 44076 元谷　卓 44076 元谷　卓 44076 元谷　卓 44076 電気工学実験ⅡＡ 　必２ E1105

後期 教室 <機器実験室> 教室 <機器実験室> 教室 <機器実験室> 教室 <機器実験室> （再履修用）

電気工学実験ⅢＢ 　必２ E1109 電気工学実験ⅢＢ 　必２ E1109 電気工学実験ⅢＢ 　必２ E1109 電気工学実験ⅢＢ 　必２ E1109 箕輪　昌幸 51046

鳥井　昭宏 30098 鳥井　昭宏 30098 鳥井　昭宏 30098 鳥井　昭宏 30098 教室 <機器実験室>

教室 <８－３０４> 教室 <８－３０４> 教室 <８－３０４> 教室 <８－３０４> 電気工学実験ⅢＡ 　必２ E1106

（再履修用）

雪田　和人 37001

教室 <８－３０４>

平成29年4月24日時点
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電気工学実験ⅠＡ 　必２ E1104 電気工学実験ⅠＡ 　必２ E1104 電気工学実験ⅠＡ 　必２ E1104 電気工学実験ⅠＡ 　必２ E1104 時間割Ｂの授業有り

近藤　茂之 27023 近藤　茂之 27023 近藤　茂之 27023 近藤　茂之 27023

教室 <計測実験室> 教室 <計測実験室> 教室 <計測実験室> 教室 <計測実験室>

電気工学実験ⅡＡ 　必２ E1105 電気工学実験ⅡＡ 　必２ E1105 電気工学実験ⅡＡ 　必２ E1105 電気工学実験ⅡＡ 　必２ E1105

前期 箕輪　昌幸 51046 箕輪　昌幸 51046 箕輪　昌幸 51046 箕輪　昌幸 51046

教室 <機器実験室> 教室 <機器実験室> 教室 <機器実験室> 教室 <機器実験室>

電気工学実験ⅢＡ 　必２ E1106 電気工学実験ⅢＡ 　必２ E1106 電気工学実験ⅢＡ 　必２ E1106 電気工学実験ⅢＡ 　必２ E1106

一柳　勝宏 10093 一柳　勝宏 10093 一柳　勝宏 10093 一柳　勝宏 10093

教室 <８－３０４> 教室 <８－３０４> 教室 <８－３０４> 教室 <８－３０４>

電気工学実験ⅠＢ 　必２ E1107 電気工学実験ⅠＢ 　必２ E1107 電気工学実験ⅠＢ 　必２ E1107 電気工学実験ⅠＢ 　必２ E1107 時間割Ｂの授業有り 電気工学実験ⅠＡ 　必２ E1104

金 一柳　勝宏 10093 一柳　勝宏 10093 一柳　勝宏 10093 一柳　勝宏 10093 （再履修用）
教室 <計測実験室> 教室 <計測実験室> 教室 <計測実験室> 教室 <計測実験室> 中野　寛之 38069

電気工学実験ⅡＢ 　必２ E1108 電気工学実験ⅡＢ 　必２ E1108 電気工学実験ⅡＢ 　必２ E1108 電気工学実験ⅡＢ 　必２ E1108 教室 <計測実験室>

近藤　茂之 27023 近藤　茂之 27023 近藤　茂之 27023 近藤　茂之 27023 電気工学実験ⅡＡ 　必２ E1105

後期 教室 <機器実験室> 教室 <機器実験室> 教室 <機器実験室> 教室 <機器実験室> （再履修用）

電気工学実験ⅢＢ 　必２ E1109 電気工学実験ⅢＢ 　必２ E1109 電気工学実験ⅢＢ 　必２ E1109 電気工学実験ⅢＢ 　必２ E1109 箕輪　昌幸 51046

道木　加絵 42018 道木　加絵 42018 道木　加絵 42018 道木　加絵 42018 教室 <機器実験室>

教室 <情教実習室Ｂ> 教室 <情教実習室Ｂ> 教室 <情教実習室Ｂ> 教室 <情教実習室Ｂ> 電気工学実験ⅢＡ 　必２ E1106

（再履修用）

一柳　勝宏 10093

教室 <８－３０４>

平成29年4月24日時点
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年度 工学部 第３年次 電気学科電子情報工学専攻 EV

情報理論 　選２ V2027 ディジタル信号処理　選２ V2023

前期 大西　昇 34036 大西　昇 34036

教室 <８－２０５> 教室 <８－２０５>

キャリア意識形成 　選２ V0203 プラズマ工学 　選２ V2015 真空電子工学 　選２ V2014

（同学科専用） 桑原　竜弥 55011 飯吉　僚 10491

月 本間　英彦 54022 教室 <８－２０５> 教室 <８－２０５>

後期 教室 <Ｇ２４０８> 区分 1

キャリア意識形成 　選２ V0203

（同学科専用）

角田　伸彦 54021

教室 <Ｇ２２０８> 区分 2

通信システムⅠ 　選２ V2028 電気電子計測Ⅱ 　選２ V2037 電子情報工学実験１　必２ V1018 電子情報工学実験１　必２ V1018 教職特論Ⅲ 教選２ G9226

神谷　幸宏 51242 小塚　晃透 51045 徳田　豊 10495 徳田　豊 10495 長谷川　省一 50065

教室 <ＥＲ２２２> 教室 <ＥＲ２２２> 足立　茂美 足立　茂美 川口　洋誉

教室 <ＥＲ３２４> 区分 1 教室 <ＥＲ３２４> 区分 1 教室 <Ｇ２４０９> 合同

電子情報工学実験２　必２ V1019 電子情報工学実験２　必２ V1019 時間割Ｂの授業有り

古橋　秀夫 25043 古橋　秀夫 25043

成田　憲一 成田　憲一

前期 教室 <８－３０４> 区分 2 教室 <８－３０４> 区分 2

電子情報工学実験５　必２ V1022 電子情報工学実験５　必２ V1022

小塚　晃透 51045 小塚　晃透 51045

竹下　鉄夫 竹下　鉄夫

教室 <８－１０４> 区分 3 教室 <８－１０４> 区分 3

電子情報工学実験６　必２ V1023 電子情報工学実験６　必２ V1023

青木　道宏 54038 青木　道宏 54038

坂井　秀次 坂井　秀次

火 教室 <８－３０３> 区分 4 教室 <８－３０３> 区分 4

レーザ工学 　選２ V2016 画像情報工学 　選２ V2025 電子情報工学実験１　必２ V1018 電子情報工学実験１　必２ V1018 教職特論Ⅳ 教選２ G9227

津田　紀生 32077 星野　博之 54013 徳田　豊 10495 徳田　豊 10495 長谷川　省一 50065

教室 <８－２０５> 教室 <８－２０５> 足立　茂美 足立　茂美 教室 <Ｇ２４０８> 合同

ディジタル回路Ⅰ 　必２ V1017 教室 <ＥＲ３２４> 区分 2 教室 <ＥＲ３２４> 区分 2 時間割Ｂの授業有り

（再履修用） 電子情報工学実験２　必２ V1019 電子情報工学実験２　必２ V1019

藤岡　良記 51009 古橋　秀夫 25043 古橋　秀夫 25043

教室 <ＥＲ２２２> 区分 1 合同 成田　憲一 成田　憲一

後期 ディジタル回路Ⅰ 　必２ V1017 教室 <８－３０４> 区分 1 教室 <８－３０４> 区分 1

（再履修用） 電子情報工学実験５　必２ V1022 電子情報工学実験５　必２ V1022

五島　敬史郎 38074 小塚　晃透 51045 小塚　晃透 51045

教室 <１２－２０１> 区分 2 合同 竹下　鉄夫    大友　直樹 竹下　鉄夫    大友　直樹

教室 <８－１０４> 区分 4 教室 <８－１０４> 区分 4

電子情報工学実験６　必２ V1023 電子情報工学実験６　必２ V1023

青木　道宏 54038 青木　道宏 54038

坂井　秀次 坂井　秀次

教室 <８－３０３> 区分 3 教室 <８－３０３> 区分 3

平成29年4月24日時点
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年度 工学部 第３年次 電気学科電子情報工学専攻 EV

電子情報工学実験２　必２ V1019 電子情報工学実験２　必２ V1019 アナログ回路Ⅰ 　必２ V1016 情報科教育法Ⅰ 教必２ G9119 教育の方法と技術 教必２ G9115

星野　博之 54013 星野　博之 54013 （再履修用） 小出　禎子 57070 川口　洋誉 49036

成田　憲一 成田　憲一 古橋　秀夫 25043 教室 <Ｇ２４０９> 合同 教室 <Ｇ２４０９> 合同

教室 <８－３０４> 区分 3 教室 <８－３０４> 区分 3 教室 <８－２０３> 区分 1 合同

電子情報工学実験３　必２ V1020 電子情報工学実験３　必２ V1020 アナログ回路Ⅰ 　必２ V1016

小西　たつ美 41042 小西　たつ美 41042 （再履修用）

矢野　良和    足立　茂美 矢野　良和    足立　茂美 河野　明廣 54009

前期 教室 <８－１０２> 区分 4 教室 <８－１０２> 区分 4 教室 <８－２０５> 区分 2 合同

電子情報工学実験４　必２ V1021 電子情報工学実験４　必２ V1021

津田　紀生 32077 津田　紀生 32077

勇　惠一 勇　惠一

教室 <ＥＲ３２３> 区分 1 教室 <ＥＲ３２３> 区分 1

電子情報工学実験６　必２ V1023 電子情報工学実験６　必２ V1023

飯吉　僚 10491 飯吉　僚 10491

坂井　秀次 坂井　秀次

水 教室 <８－３０３> 区分 2 教室 <８－３０３> 区分 2

電子情報工学実験２　必２ V1019 電子情報工学実験２　必２ V1019 情報科教育法Ⅱ 教必２ G9129

星野　博之 54013 星野　博之 54013 小出　禎子 57070

成田　憲一 成田　憲一 教室 <Ｇ３４０１> 合同

教室 <８－３０４> 区分 4 教室 <８－３０４> 区分 4

電子情報工学実験３　必２ V1020 電子情報工学実験３　必２ V1020

小西　たつ美 41042 小西　たつ美 41042

矢野　良和    足立　茂美 矢野　良和    足立　茂美

後期 教室 <８－１０２> 区分 3 教室 <８－１０２> 区分 3

電子情報工学実験４　必２ V1021 電子情報工学実験４　必２ V1021

津田　紀生 32077 津田　紀生 32077

勇　惠一 勇　惠一

教室 <ＥＲ３２３> 区分 2 教室 <ＥＲ３２３> 区分 2

電子情報工学実験６　必２ V1023 電子情報工学実験６　必２ V1023

飯吉　僚 10491 飯吉　僚 10491

坂井　秀次 坂井　秀次

教室 <８－３０３> 区分 1 教室 <８－３０３> 区分 1

制御工学 　選２ V2021 音響情報工学 　選２ V2024 時間割Ｂの授業有り 時間割Ｂの授業有り 工業科教育法Ⅰ 教必２ G9116

山崎　耕造 53007 星野　博之 54013 小出　禎子 57070

教室 <ＥＲ２２２> 教室 <ＥＲ２２２> 教室 <Ｇ２４０８> 合同

電気回路Ⅱ及び演習　必３ V1015 電気回路Ⅱ及び演習　必３ V1015

（再履修用） （再履修用）

飯吉　僚 10491 飯吉　僚 10491

前期 教室 <８－２０５> 区分 1 合同 教室 <８－２０５> 区分 1 合同

電気回路Ⅱ及び演習　必３ V1015 電気回路Ⅱ及び演習　必３ V1015

木 （再履修用） （再履修用）

岩田　博之 28100 岩田　博之 28100

教室 <８－２０３> 区分 2 合同 教室 <８－２０３> 区分 2 合同

時間割Ｂの授業有り 時間割Ｂの授業有り

電子デバイス工学 　選２ V2013 センシング工学 　選２ V2022 工業科教育法Ⅱ 教必２ G9128

徳田　豊 10495 古橋　秀夫 25043 小出　禎子 57070

後期 教室 <８－２０３> 教室 <８－２０３> 教室 <Ｇ２４０９> 合同

時間割Ｂの授業有り 時間割Ｂの授業有り

平成29年4月24日時点
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年度 工学部 第３年次 電気学科電子情報工学専攻 EV

ディジタル回路Ⅱ 　選２ V2010 半導体工学 　選２ V2012 電子情報工学実験１　必２ V1018 電子情報工学実験１　必２ V1018 時間割Ｂの授業有り

藤枝　直輝 57013 加納　浩之 45202 岩田　博之 28100 岩田　博之 28100

教室 <ＥＲ２２２> 教室 <ＥＲ２２２> 岡本　美昭    鈴木　悌二 岡本　美昭    鈴木　悌二

電気磁気学Ⅱ及び演習 電気磁気学Ⅱ及び演習 教室 <ＥＲ３２４> 区分 3 教室 <ＥＲ３２４> 区分 3

（再履修用） 　必３ V1013 （再履修用） 　必３ V1013 電子情報工学実験３　必２ V1020 電子情報工学実験３　必２ V1020

桑原　竜弥 55011 桑原　竜弥 55011 小西　たつ美 41042 小西　たつ美 41042

教室 <８－２０５> 区分 1 合同 教室 <８－２０５> 区分 1 合同 矢野　良和    藤岡　良記 矢野　良和    藤岡　良記

電気磁気学Ⅱ及び演習 電気磁気学Ⅱ及び演習 教室 <８－１０２> 区分 2 教室 <８－１０２> 区分 2

（再履修用） 　必３ V1013 （再履修用） 　必３ V1013 電子情報工学実験４　必２ V1021 電子情報工学実験４　必２ V1021

津田　紀生 32077 津田　紀生 32077 五島　敬史郎 38074 五島　敬史郎 38074

前期 教室 <８－２０３> 区分 2 合同 教室 <８－２０３> 区分 2 合同 若林　良多 若林　良多

時間割Ｂの授業有り 英会話Ａ 　必１ G1821 教室 <ＥＲ３２３> 区分 4 教室 <ＥＲ３２３> 区分 4

（再履修用） 電子情報工学実験５　必２ V1022 電子情報工学実験５　必２ V1022

ボデル　マーク 55031 森　正和 30028 森　正和 30028

教室 <Ｇ３５０４> 合同 成田　憲一    大友　直樹 成田　憲一    大友　直樹

英会話Ｂ 　選１ G2825 教室 <８－１０４> 区分 1 教室 <８－１０４> 区分 1

（再履修用）

ローレンス　ヒスロップ

金 50067

教室 <Ｇ３５０３> 合同

時間割Ｂの授業有り

時間割Ｂの授業有り 通信システムⅡ 　選２ V2029 電子情報工学実験１　必２ V1018 電子情報工学実験１　必２ V1018 時間割Ｂの授業有り

神谷　幸宏 51242 岩田　博之 28100 岩田　博之 28100

教室 <ＥＲ２２２> 岡本　美昭    鈴木　悌二 岡本　美昭    鈴木　悌二

時間割Ｂの授業有り 教室 <ＥＲ３２４> 区分 4 教室 <ＥＲ３２４> 区分 4

電子情報工学実験３　必２ V1020 電子情報工学実験３　必２ V1020

小西　たつ美 41042 小西　たつ美 41042

矢野　良和    藤岡　良記 矢野　良和    藤岡　良記

後期 教室 <８－１０２> 区分 1 教室 <８－１０２> 区分 1

電子情報工学実験４　必２ V1021 電子情報工学実験４　必２ V1021

五島　敬史郎 38074 五島　敬史郎 38074

若林　良多 若林　良多

教室 <ＥＲ３２３> 区分 3 教室 <ＥＲ３２３> 区分 3

電子情報工学実験５　必２ V1022 電子情報工学実験５　必２ V1022

森　正和 30028 森　正和 30028

曽和　国容    岡部　直木 曽和　国容    岡部　直木

教室 <８－１０４> 区分 2 教室 <８－１０４> 区分 2

平成29年4月24日時点
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年度 工学部 第４年次 電気学科電気工学専攻 EE

卒業研究 　必４ E1031 技術者倫理 　選２ E0201 卒業研究 　必４ E1031 卒業研究 　必４ E1031

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

月 森　豪 10693

教室 <１－４０１> 合同

後期 卒業研究 　必４ E1031 卒業研究 　必４ E1031 卒業研究 　必４ E1031 卒業研究 　必４ E1031

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

卒業研究 　必４ E1031 卒業研究 　必４ E1031 機械工学概論 　選２ E2147 卒業研究 　必４ E1031 電力システム工学 　選２ E2125

各教員 99992 各教員 99992 （同学科専用） 各教員 99992 鹿島　直二 57010

前期 安藤　健志 55021 時間割Ｂの授業有り 教室 <ＥＲ３２２>

教室 <ＥＲ３２２> 時間割Ｂの授業有り

火

卒業研究 　必４ E1031 卒業研究 　必４ E1031 卒業研究 　必４ E1031 卒業研究 　必４ E1031 時間割Ｂの授業有り

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

電機システム工学 　選２ E2167 時間割Ｂの授業有り 電気電子応用工学 　選２ E2164 卒業研究 　必４ E1031 教育実習演習 教必１ G9124

竹下　隆晴 55026 中右　盛計 55022 各教員 99992 長谷川　省一 50065

前期 教室 <ＥＲ３２２> 教室 <ＥＲ３２２> 教室 <Ｇ２４０８> 合同

時間割Ｂの授業有り

水

卒業研究 　必４ E1031 卒業研究 　必４ E1031 卒業研究 　必４ E1031 卒業研究 　必４ E1031 教職実践演習（高）教必２ G9127

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

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

教室 <Ｇ２４０８> 合同

卒業研究 　必４ E1031 卒業研究 　必４ E1031 電気法規 　選２ E2103 職業指導 　選２ E2148 時間割Ｂの授業有り

各教員 99992 各教員 99992 藤田　秀紀 56012 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 教室 <ＥＲ３２２> 教室 <Ｇ２３０９> 合同

時間割Ｂの授業有り

木

卒業研究 　必４ E1031 卒業研究 　必４ E1031 卒業研究 　必４ E1031 卒業研究 　必４ E1031

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

電気製図 　選２ E2101 電気製図 　選２ E2101 卒業研究 　必４ E1031 卒業研究 　必４ E1031 生徒指導論 教必２ G9111

北川　文孝 54018 北川　文孝 54018 各教員 99992 各教員 99992 東平　彩亜 48209

前期 教室 <ＥＲ２２１> 教室 <ＥＲ２２１> 時間割Ｂの授業有り 教室 <Ｇ２４０７> 合同

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

卒業研究 　必４ E1031 卒業研究 　必４ E1031 卒業研究 　必４ E1031 卒業研究 　必４ E1031 時間割Ｂの授業有り

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 英会話Ａ 　必１ G1821 時間割Ｂの授業有り

金 （再履修用）

ボデル　マーク 55031

教室 <Ｇ３５０４> 合同

後期 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4月24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

18 頁

2017

授業時間割Ａ

年度 工学部 第４年次 電気学科電気工学専攻 EE

前期 卒業研究 　必４ E1031 卒業研究 　必４ E1031

土 各教員 99992 各教員 99992

後期 卒業研究 　必４ E1031 卒業研究 　必４ E1031

各教員 99992 各教員 99992

平成29年4月24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

19 頁

2017

授業時間割Ａ

年度 工学部 第４年次 電気学科電子情報工学専攻 EV

卒業研究 　必４ V1024 技術者倫理 　選２ V0201 電波・通信法規 　選２ V2031 卒業研究 　必４ V1024

各教員 99992 （同学科専用） 小西　たつ美 41042 各教員 99992

前期 森　豪 10693 教室 <８－２０３>

月 教室 <１－４０１> 合同 卒業研究 　必４ V1024

卒業研究 　必４ V1024 各教員 99992

各教員 99992

後期 卒業研究 　必４ V1024 卒業研究 　必４ V1024 卒業研究 　必４ V1024 卒業研究 　必４ V1024

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

卒業研究 　必４ V1024 通信ネットワーク 　選２ V2030 卒業研究 　必４ V1024 卒業研究 　必４ V1024 時間割Ｂの授業有り

各教員 99992 青木　道宏 54038 各教員 99992 各教員 99992

前期 教室 <８－２０５> 時間割Ｂの授業有り

卒業研究 　必４ V1024

火 各教員 99992

卒業研究 　必４ V1024 卒業研究 　必４ V1024 卒業研究 　必４ V1024 卒業研究 　必４ V1024 時間割Ｂの授業有り

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

卒業研究 　必４ V1024 光エレクトロニクス　選２ V2017 電気製図 　選２ V2032 電気製図 　選２ V2032 教育実習演習 教必１ G9124

各教員 99992 五島　敬史郎 38074 北川　文孝 54018 北川　文孝 54018 長谷川　省一 50065

時間割Ｂの授業有り 教室 <ＥＲ３２１> 教室 <ＥＲ３２１> 教室 <ＥＲ３２１> 教室 <Ｇ２４０８> 合同

前期 卒業研究 　必４ V1024 卒業研究 　必４ V1024 卒業研究 　必４ V1024

各教員 99992 各教員 99992 各教員 99992

水 時間割Ｂの授業有り

卒業研究 　必４ V1024 卒業研究 　必４ V1024 卒業研究 　必４ V1024 卒業研究 　必４ V1024 教職実践演習（高）教必２ G9127

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

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

教室 <Ｇ２４０８> 合同

卒業研究 　必４ V1024 電磁波工学 　選２ V2026 卒業研究 　必４ V1024 職業指導 　選２ V2033 時間割Ｂの授業有り

各教員 99992 古橋　秀夫 25043 各教員 99992 東平　彩亜 48209

時間割Ｂの授業有り 教室 <ＥＲ３２２> 教室 <Ｇ２３０９> 合同

前期 卒業研究 　必４ V1024 卒業研究 　必４ V1024

各教員 99992 各教員 99992

木 時間割Ｂの授業有り 時間割Ｂの授業有り

卒業研究 　必４ V1024 卒業研究 　必４ V1024 卒業研究 　必４ V1024 卒業研究 　必４ V1024

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 V1024 卒業研究 　必４ V1024 卒業研究 　必４ V1024 卒業研究 　必４ V1024 生徒指導論 教必２ G9111

各教員 99992 各教員 99992 各教員 99992 各教員 99992 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 <Ｇ２４０７> 合同

時間割Ｂの授業有り

金

卒業研究 　必４ V1024 卒業研究 　必４ V1024 卒業研究 　必４ V1024 卒業研究 　必４ V1024 時間割Ｂの授業有り

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 時間割Ｂの授業有り

前期 卒業研究 　必４ V1024 卒業研究 　必４ V1024

土 各教員 99992 各教員 99992

後期 卒業研究 　必４ V1024 卒業研究 　必４ V1024

各教員 99992 各教員 99992

平成29年4月24日時点


