
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 建築学科建築学専攻 FA

ドイツ語ⅠＡ 　選１ G2801 線形代数Ⅰ 　必２ A1045 建築概説 　必２ A1094 造形（同学科専用）　選２ A2063 造形（同学科専用）　選２ A2063

伊藤　惟 53183 （同学部専用） 岡田　久志 23008 井上　知宏 48047 井上　知宏 48047

大熊　洋行 柳井　裕道 26017 佐野　泰之    宮本　好信 大塚　道男    平松　伸之 大塚　道男    平松　伸之

教室 <Ｇ２５０５> 合同 教室 <Ｇ２３１０> 区分 1 細淵　勇人 教室 <Ｇギャラリー> 合同 教室 <Ｇギャラリー> 合同

フランス語ⅠＡ 　選１ G2805 線形代数Ⅰ 　必２ A1045 教室 <７－２０６>

前期 中島　潤 44046 （同学部専用）
教室 <Ｇ３３０２> 合同 中村　豪 39019

中国語ⅠＡ 　選１ G2810 教室 <Ｇ２３１１> 区分 2

楊　金テイ 57008

陳　悦

月 教室 <Ｇ３４０２> 合同

ドイツ語ⅠＢ 　選１ G2802 線形代数Ⅱ 　選２ A2101 建築構造力学Ⅰ及び演習 建築構造力学Ⅰ及び演習

伊藤　惟 53183 （同学部専用） （同専攻専用） 　必３ A1087 （同専攻専用） 　必３ A1087

大熊　洋行 柳井　裕道 26017 薩川　恵一 55041 薩川　恵一 55041

教室 <Ｇ２５０５> 合同 教室 <１－３０３> 区分 1 教室 <７－２０２> 区分 1 教室 <７－２０２> 区分 1

後期 フランス語ⅠＢ 　選１ G2806 線形代数Ⅱ 　選２ A2101 建築構造力学Ⅰ及び演習 建築構造力学Ⅰ及び演習

中島　潤 44046 （同学部専用） （同専攻専用） 　必３ A1087 （同専攻専用） 　必３ A1087

教室 <Ｇ３４０３> 合同 中村　豪 39019 鈴木　敏志 55042 鈴木　敏志 55042

中国語ⅠＢ 　選１ G2811 教室 <Ｇ２２０９> 区分 2 教室 <７－２０６> 区分 2 教室 <７－２０６> 区分 2

伊藤　静 48039

教室 <Ｇ３４０２> 合同

工学基礎数理 　選２ A2170 建築図学 　必２ A1092 建築図学 　必２ A1092 時間割Ｂの授業有り

前期 （１年生用） 野々垣　篤 38043 野々垣　篤 38043

隅山　孝夫 10649 宮本　好信    伊原　洋光 宮本　好信    伊原　洋光

教室 <Ｇ２５１> 教室 <Ｇギャラリー> 教室 <Ｇギャラリー>

火 日本建築史Ⅰ 　必２ A1084 物理学（電磁気学）　選２ A2105 設計製図Ⅰ 　必２ A1041 設計製図Ⅰ 　必２ A1041 時間割Ｂの授業有り

杉野　丞 10729 伊澤　和義 41016 野々垣　篤 38043 野々垣　篤 38043

後期 教室 <７－２０１> 教室 <Ｇ２４０８> 区分 1 合同 宮本　好信    鈴木　崇真 宮本　好信    鈴木　崇真

物理学（電磁気学）　選２ A2105 小林　功      竹中　秀彦 小林　功      竹中　秀彦

磯部　能麻 56017 伊原　洋光 伊原　洋光

教室 <Ｇ２４０９> 区分 2 合同 教室 <Ｇ２２１０> 教室 <Ｇ２２１０>

平成29年4月24日時点
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授業時間割Ａ

年度 工学部 第１年次 建築学科建築学専攻 FA

建築セミナー 　必１ A0103 時間割Ｂの授業有り 英語Ａ：基礎・科学英語Ⅰ 英会話Ａ 　必１ G1821 教育原論 教必２ G9122

（同専攻専用） （１年生用） 　必１ G1826 ローレンス　ケリー 10720 川口　洋誉 49036

全教員 99991 加藤　治子 51034 教室 <Ｇ３５０１> 区分 1 教室 <Ｇ２４０７> 合同

教室 <１２－３０３> 教室 <Ｇ２４０８> 区分 1 英会話Ａ 　必１ G1821

英語Ａ：基礎・科学英語Ⅰ チャールス　ケリー 21022

前期 （１年生用） 　必１ G1826 教室 <Ｇ３５０２> 区分 2

加藤　くに子 32051 英会話Ａ 　必１ G1821

教室 <Ｇ３２０２> 区分 2 グレン　ケリー 32037

英語Ａ：基礎・科学英語Ⅰ 教室 <Ｇ３５０３> 区分 3

　必１ G1826 英会話Ａ 　必１ G1821

丹嶌　久香 28031 マーク　オフナー 26020

水 教室 <Ｇ３３０３> 区分 3 教室 <Ｇ３５０４> 区分 4

時間割Ｂの授業有り 建築計画学 　必２ A1082 英語Ｂ：基礎・科学英語Ⅱ 英会話Ｂ 　選１ G2825 教育制度論 教必２ G9123

中井　孝幸 46046 （１年生用） 　選１ G2826 ローレンス　ケリー 10720 川口　洋誉 49036

教室 <７－２０１> 合同 加藤　治子 51034 教室 <Ｇ３５０１> 区分 1 教室 <Ｇ２４０９> 合同

教室 <Ｇ２４０８> 区分 1 英会話Ｂ 　選１ G2825

英語Ｂ：基礎・科学英語Ⅱ チャールス　ケリー 21022

後期 （１年生用） 　選１ G2826 教室 <Ｇ３５０２> 区分 2

加藤　くに子 32051 英会話Ｂ 　選１ G2825

教室 <Ｇ３２０２> 区分 2 グレン　ケリー 32037

英語Ｂ：基礎・科学英語Ⅱ 教室 <Ｇ３５０３> 区分 3

　選１ G2826 英会話Ｂ 　選１ G2825

丹嶌　久香 28031 マーク　オフナー 26020

教室 <Ｇ３３０３> 区分 3 教室 <Ｇ３５０４> 区分 4

建築セミナー 　必１ A0103 情報リテラシ 　選１ A0208 微分積分Ⅰ及び演習　必３ A1057 微分積分Ⅰ及び演習　必３ A1057 時間割Ｂの授業有り

（同専攻専用） （同学科専用） （１年生用） （１年生用）

全教員 99991 薩川　恵一 55041 真島　一成 36032 真島　一成 36032

教室 <７－２０１> 教室 <セ－実習室１> 区分 1 教室 <Ｇ２４０７> 区分 1 合同 教室 <Ｇ２４０７> 区分 1 合同

情報リテラシ 　選１ A0208 微分積分Ⅰ及び演習　必３ A1057 微分積分Ⅰ及び演習　必３ A1057

前期 （同学科専用） （１年生用） （１年生用）

鈴木　敏志 55042 金田　行雄 52024 金田　行雄 52024

教室 <セ－実習室２> 区分 2 教室 <１－５０１> 区分 2 合同 教室 <１－５０１> 区分 2 合同

時間割Ｂの授業有り 微分積分Ⅰ及び演習　必３ A1057 微分積分Ⅰ及び演習　必３ A1057

（１年生用） （１年生用）

加納　成男 36031 加納　成男 36031

木 教室 <Ｇ１５１> 区分 3 合同 教室 <Ｇ１５１> 区分 3 合同

時間割Ｂの授業有り 日本語リテラシ 　選２ A0206 微分積分Ⅱ及び演習　選３ A2102 微分積分Ⅱ及び演習　選３ A2102 教育心理学 教必２ G9109

（同学科専用） （１年生用） （１年生用） 東平　彩亜 48209

川端　元子 47196 松原　洋 54007 松原　洋 54007 教室 <Ｇ２４０７> 合同

教室 <Ｇ２５０６> 区分 2 教室 <Ｇ２５０６> 区分 1 合同 教室 <Ｇ２５０６> 区分 1 合同

日本語リテラシ 　選２ A0206 微分積分Ⅱ及び演習　選３ A2102 微分積分Ⅱ及び演習　選３ A2102

後期 （同学科専用） （１年生用） （１年生用）

須田　真紀 49040 金田　行雄 52024 金田　行雄 52024

教室 <Ｇ２２０９> 区分 3 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 微分積分Ⅱ及び演習　選３ A2102 微分積分Ⅱ及び演習　選３ A2102

（同学部専用） （同学部専用）

中村　豪 39019 中村　豪 39019

教室 <Ｇ３５０１> 区分 3 合同 教室 <Ｇ３５０１> 区分 3 合同

平成29年4月24日時点
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授業時間割Ａ

年度 工学部 第１年次 建築学科建築学専攻 FA

時間割Ｂの授業有り 物理学（力学） 　必２ A1064 日本語リテラシ 　選２ A0206 健康・スポーツ科学実習Ⅰ 時間割Ｂの授業有り

（１年生用） （同学科専用） 　選１ G2008

久木田　真吾 55012 川端　元子 47196 今井　智子 56036

教室 <Ｇ３２０３> 区分 1 合同 教室 <Ｇ３４０３> 区分 1 小原　史朗    石垣　享

物理学（力学） 　必２ A1064 時間割Ｂの授業有り 小泉　大亮    和田　拓也

前期 （１年生用） 太田　和義

上羽　牧夫 56041 教室 <体育館> 合同

教室 <Ｇ３４０２> 区分 2 合同

物理学（力学） 　必２ A1064

金 （同学部専用）

一刀　祐一 49206

教室 <Ｇ２２０８> 区分 3 合同

時間割Ｂの授業有り 化学Ⅰ 　選２ A2106 環境工学Ⅰ 　必２ A1093 健康・スポーツ科学実習Ⅱ 物理学（力学） 　必２ A1064

（同学科専用） 河路　友也 43189 　選１ G2009 （再履修用）

阪井　博明 54025 教室 <７－２０６> 合同 今井　智子 56036 一刀　祐一 49206

後期 教室 <Ｇ３２０１> 小原　史朗    石垣　享 教室 <Ｇ２２０８> 合同

時間割Ｂの授業有り 小泉　大亮    太田　和義 時間割Ｂの授業有り

和田　拓也

教室 <体育館> 合同

平成29年4月24日時点



愛知工業大学
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授業時間割Ａ

年度 工学部 第１年次 建築学科住居デザイン専攻 FL

ドイツ語ⅠＡ 　選１ G2801 線形代数Ⅰ 　選２ L2001 日本語リテラシ 　選２ L0206 造形（同学科専用）　選２ L2027 造形（同学科専用）　選２ L2027

伊藤　惟 53183 （同学部専用） （同学科専用） 井上　知宏 48047 井上　知宏 48047

大熊　洋行 伊藤　健 34068 山口　響史 57023 大塚　道男    平松　伸之 大塚　道男    平松　伸之

教室 <Ｇ２５０５> 合同 教室 <Ｇ２４０９> 教室 <Ｇ２５０５> 区分 1 教室 <Ｇギャラリー> 合同 教室 <Ｇギャラリー> 合同

前期 フランス語ⅠＡ 　選１ G2805 日本語リテラシ 　選２ L0206

河津　邦喜 34050 （同学科専用）
教室 <Ｇ１５２> 合同 須田　真紀 49040

中国語ⅠＡ 　選１ G2810 教室 <Ｇ２４０９> 区分 2

楊　竹楠 56273

月 教室 <Ｇ２４０７> 合同

ドイツ語ⅠＢ 　選１ G2802 線形代数Ⅱ 　選２ L2002 建築構造力学Ⅰ及び演習 建築構造力学Ⅰ及び演習

伊藤　惟 53183 （同学部専用） 　必３ L1015 　必３ L1015

大熊　洋行 伊藤　健 34068 曽我部　博之 27009 曽我部　博之 27009

教室 <Ｇ２５０５> 合同 教室 <Ｇ３２０３> 教室 <１２－３０３> 教室 <１２－３０３>

後期 フランス語ⅠＢ 　選１ G2806

河津　邦喜 34050

教室 <Ｇ１５２> 合同

中国語ⅠＢ 　選１ G2811

楊　竹楠 56273

教室 <Ｇ３２０３> 合同

工学基礎数理 　必２ L1025 化学Ⅰ 　選２ L2010 建築図学 　必２ L1026 建築図学 　必２ L1026 時間割Ｂの授業有り

前期 （１年生用） （同学科専用） 武田　美恵 48046 武田　美恵 48046

隅山　孝夫 10649 松田　仁樹 24014 深澤　創一 深澤　創一

教室 <１－３０３> 教室 <Ｇ３３０１> 教室 <２－Ｂ１０１> 合同 教室 <２－Ｂ１０１> 合同

火 住居建築史 　必２ L1029 物理学（電磁気学）　選２ L2008 設計製図Ⅰ 　必２ L1003 設計製図Ⅰ 　必２ L1003 時間割Ｂの授業有り

野々垣　篤 38043 伊澤　和義 41016 武田　美恵 48046 武田　美恵 48046

後期 教室 <１２－２０２> 教室 <Ｇ２４０８> 区分 1 合同 藤堂　藍      塩田　有紀 藤堂　藍      塩田　有紀

物理学（電磁気学）　選２ L2008 深澤　創一 深澤　創一

磯部　能麻 56017 教室 <２－Ｂ１０１> 教室 <２－Ｂ１０１>

教室 <Ｇ２４０９> 区分 2 合同

建築セミナー 　必１ L0103 情報リテラシ 　選１ L0208 英語Ａ：基礎・科学英語Ⅰ 建築概説 　必２ L1031 教育原論 教必２ G9122

（同専攻専用） （同学科専用） （１年生用） 　必１ G1826 岡田　久志 23008 川口　洋誉 49036

全教員 99991 曽我部　博之 27009 武田　尚子 46024 佐野　泰之    宮本　好信 教室 <Ｇ２４０７> 合同

前期 教室 <１２－３０３> 教室 <セ－実習室２> 教室 <Ｇ３４０２> 区分 1 細淵　勇人

時間割Ｂの授業有り 英語Ａ：基礎・科学英語Ⅰ 教室 <Ｇ２３１１>

　必１ G1826

石川　淳子 48034

水 教室 <Ｇ２４０７> 区分 2

時間割Ｂの授業有り 生活デザイン 　選２ L2020 英語Ｂ：基礎・科学英語Ⅱ 教育制度論 教必２ G9123

（同学科専用） （１年生用） 　選１ G2826 川口　洋誉 49036

武田　美恵 48046 武田　尚子 46024 教室 <Ｇ２４０９> 合同

後期 教室 <１２－２０１> 教室 <Ｇ３４０２> 区分 1

時間割Ｂの授業有り 英語Ｂ：基礎・科学英語Ⅱ

　選１ G2826

石川　淳子 48034

教室 <Ｇ２２０９> 区分 2

平成29年4月24日時点
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授業時間割Ａ

年度 工学部 第１年次 建築学科住居デザイン専攻 FL

建築セミナー 　必１ L0103 英会話Ａ 　必１ G1821 微分積分Ⅰ及び演習　選３ L2003 微分積分Ⅰ及び演習　選３ L2003 時間割Ｂの授業有り

（同専攻専用） ローレンス　ケリー 10720 （１年生用） （１年生用）

全教員 99991 教室 <Ｇ３５０１> 区分 1 真島　一成 36032 真島　一成 36032

教室 <７－２０１> 英会話Ａ 　必１ G1821 教室 <Ｇ２４０７> 区分 1 合同 教室 <Ｇ２４０７> 区分 1 合同

ブルース　ボーランド 10774 微分積分Ⅰ及び演習　選３ L2003 微分積分Ⅰ及び演習　選３ L2003

教室 <Ｇ３５０２> 区分 2 （１年生用） （１年生用）

前期 英会話Ａ 　必１ G1821 金田　行雄 52024 金田　行雄 52024

ロバート　クレイトン 49056 教室 <１－５０１> 区分 2 合同 教室 <１－５０１> 区分 2 合同

教室 <Ｇ３５０３> 区分 3 微分積分Ⅰ及び演習　選３ L2003 微分積分Ⅰ及び演習　選３ L2003

（同学部専用） （同学部専用）

加納　成男 36031 加納　成男 36031

教室 <Ｇ１５１> 区分 3 合同 教室 <Ｇ１５１> 区分 3 合同

木 時間割Ｂの授業有り

時間割Ｂの授業有り 英会話Ｂ 　選１ G2825 微分積分Ⅱ及び演習　選３ L2004 微分積分Ⅱ及び演習　選３ L2004 教育心理学 教必２ G9109

ローレンス　ケリー 10720 （１年生用） （１年生用） 東平　彩亜 48209

教室 <Ｇ３５０１> 区分 1 松原　洋 54007 松原　洋 54007 教室 <Ｇ２４０７> 合同

英会話Ｂ 　選１ G2825 教室 <Ｇ２５０６> 区分 1 合同 教室 <Ｇ２５０６> 区分 1 合同

ブルース　ボーランド 10774 微分積分Ⅱ及び演習　選３ L2004 微分積分Ⅱ及び演習　選３ L2004

後期 教室 <Ｇ３５０２> 区分 2 （１年生用） （１年生用）

英会話Ｂ 　選１ G2825 金田　行雄 52024 金田　行雄 52024

ロバート　クレイトン 49056 教室 <Ｇ２５２> 区分 2 合同 教室 <Ｇ２５２> 区分 2 合同

教室 <Ｇ３５０３> 区分 3 微分積分Ⅱ及び演習　選３ L2004 微分積分Ⅱ及び演習　選３ L2004

時間割Ｂの授業有り （同学部専用） （同学部専用）

中村　豪 39019 中村　豪 39019

教室 <Ｇ３５０１> 区分 3 合同 教室 <Ｇ３５０１> 区分 3 合同

時間割Ｂの授業有り 物理学（力学） 　必２ L1001 時間割Ｂの授業有り 健康・スポーツ科学実習Ⅰ 時間割Ｂの授業有り

（１年生用） 　選１ G2008

久木田　真吾 55012 今井　智子 56036

教室 <Ｇ３２０３> 区分 1 合同 小原　史朗    石垣　享

物理学（力学） 　必２ L1001 小泉　大亮    和田　拓也

前期 （１年生用） 太田　和義

上羽　牧夫 56041 教室 <体育館> 合同

教室 <Ｇ３４０２> 区分 2 合同

物理学（力学） 　必２ L1001

金 （同学部専用）

一刀　祐一 49206

教室 <Ｇ２２０８> 区分 3 合同

時間割Ｂの授業有り 建築計画学 　必２ L1006 住環境工学Ⅰ 　必２ L1030 健康・スポーツ科学実習Ⅱ 物理学（力学） 　必２ L1001

中井　孝幸 46046 佐野　泰之 34112 　選１ G2009 （再履修用）
教室 <７－２０５> 合同 細淵　勇人 今井　智子 56036 一刀　祐一 49206

後期 教室 <７－２０２> 合同 小原　史朗    石垣　享 教室 <Ｇ２２０８> 合同

小泉　大亮    和田　拓也 時間割Ｂの授業有り

太田　和義

教室 <体育館> 合同

平成29年4月24日時点
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住居計画 　必２ A1070 物理学（波動） 　選２ A2104 建築構造材料 　必２ A1011 住居計画 　必２ A1070

松本　壮一郎 10115 石渡　龍輔 54153 山田　和夫 11068 松本　壮一郎 10115

前期 教室 <７－２０１> 区分 1 教室 <Ｇ２２０９> 区分 1 合同 教室 <１－４０１> 教室 <７－２０１> 区分 2

物理学（波動） 　選２ A2104

古賀　実 53204

教室 <Ｇ２２０８> 区分 2 合同

物理学（電磁気学）　選２ A2105 確率・統計 　選２ A2003 西洋建築史 　必２ A1079 鉄筋コンクリート構造 微分方程式 　選２ A2103 教育相談 教必２ G9120

古賀　実 53204 （同学部専用） 野々垣　篤 38043 　必２ A1052 （同学部専用） 毛利　隆宏 53202

教室 <１－４０１> 合同 川角　昌吾 36035 教室 <Ｇ２１１０> 山田　和夫 11068 川角　昌吾 36035 教室 <Ｇ２４０８> 合同

教室 <Ｇ３３０３> 教室 <７－２０１> 教室 <Ｇ２５０６> 合同 建築構造力学Ⅰ及び演習

月 教育課程論 教選２ G9223 （再履修用） 　必３ A1087

山川　法子 54066 薩川　恵一 55041

教室 <Ｇ２２０８> 合同 教室 <７－２０２>

後期 建築構造力学Ⅰ及び演習

（再履修用） 　必３ A1087

薩川　恵一 55041

教室 <７－２０２>

工学基礎数理及び演習

（再履修用） 　必３ A0101

真島　一成 36032

教室 <Ｇ２２０９> 合同

建築設備Ⅰ 　必２ A1030 日本建築史Ⅱ 　選２ A2148 時間割Ｂの授業有り 物理学（力学） 　必２ A1064 微分積分Ⅰ及び演習　必３ A1057

河路　友也 43189 杉野　丞 10729 （再履修用） （再履修用）
教室 <７－２０１> 教室 <Ｇ２３１１> 上羽　牧夫 56041 加納　成男 36031

教室 <Ｇ２２０８> 区分 1 合同 教室 <Ｇ２３１１> 合同

微分積分Ⅰ及び演習　必３ A1057

（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

長谷川　省一 50065

川口　洋誉

火 教室 <Ｇ２４０９> 合同

時間割Ｂの授業有り

建築ＣＡＤ 　選２ A0205 建築ＣＡＤ 　選２ A0205 物理実験 　選２ A2093 物理実験 　選２ A2093 教職特論Ⅱ 教選２ G9225

（同専攻専用） （同専攻専用） 村中　正 34004 村中　正 34004 長谷川　省一 50065

岡本　佳代 46179 岡本　佳代 46179 教室 <10号６・７Ｆ> 合同 教室 <10号６・７Ｆ> 合同 教室 <Ｇ２４０８> 合同

鈴木　崇真    藤堂　藍 鈴木　崇真    藤堂　藍 時間割Ｂの授業有り 工学基礎数理及び演習

後期 未決定 未決定 （再履修用） 　必３ A0101

教室 <セ－実習室１> 区分 1 合同 教室 <セ－実習室１> 区分 1 合同 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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時間割Ｂの授業有り 木構造 　選２ A2160 微分積分Ⅱ及び演習　選３ A2102 微分積分Ⅱ及び演習　選３ A2102 微分積分Ⅰ及び演習　必３ A1057 微分積分Ⅰ及び演習　必３ A1057

瀬古　繁喜 50072 （同学部専用） （同学部専用） （再履修用） （再履修用）

前期 教室 <Ｇ２２１０> 加納　成男 36031 加納　成男 36031 加納　成男 36031 加納　成男 36031

時間割Ｂの授業有り 教室 <１－５０１> 教室 <１－５０１> 教室 <Ｇ２３１０> 合同 教室 <Ｇ２３１０> 合同

建築構造力学Ⅱ及び演習 建築構造力学Ⅱ及び演習 建築一般材料 　選２ A2164 建築設備Ⅱ 　選２ A2043 特別活動論 教必２ G9114

水 　必３ A1088 　必３ A1088 瀬古　繁喜 50072 佐野　泰之 34112 長谷川　省一 50065

岡田　久志 23008 岡田　久志 23008 教室 <７－２０６> 細淵　勇人 教室 <Ｇ２４０８> 合同

後期 教室 <７－２０２> 区分 1 教室 <７－２０２> 区分 1 教室 <７－２０６> 微分積分Ⅱ及び演習　選３ A2102

建築構造力学Ⅱ及び演習 建築構造力学Ⅱ及び演習 （再履修用）

　必３ A1088 　必３ A1088 橋本　有司 10648

鈴木　敏志 55042 鈴木　敏志 55042 教室 <Ｇ２３１１> 区分 A 合同

教室 <７－２０６> 区分 2 教室 <７－２０６> 区分 2

英語Ｃ：ＴＯＥＩＣ・視聴覚 空間デザイン 　選２ A2146 ドイツ語ⅡＡ 　選１ G2803 環境工学Ⅰ 　選２ A2151 教職論 教必２ G9126

英語Ⅰ（２年生用） 　必１ G1827 宮本　好信 47228 田邊　織絵 43040 細淵　勇人 57040 小出　禎子 57070

中根　英登 47012 教室 <１－３０１> 教室 <Ｇ２５０５> 合同 教室 <７－２０６> 教室 <Ｇ２５０５> 合同

教室 <Ｇ２４０９> 区分 1 時間割Ｂの授業有り フランス語ⅡＡ 　選１ G2807 時間割Ｂの授業有り 物理学（力学） 　必２ A1064

英語Ｃ：ＴＯＥＩＣ・視聴覚 岩野　佳英子 57043 （再履修用）

前期 英語Ⅰ（２年生用） 　必１ G1827 教室 <Ｇ３４０３> 合同 巌佐　正智 49205

森　ゆかり 33042 中国語ⅡＡ 　選１ G2812 教室 <Ｇ２２０９> 区分 2 合同

教室 <Ｇ３３０２> 区分 2 伊藤　静 48039 時間割Ｂの授業有り

英語Ｃ：ＴＯＥＩＣ・視聴覚 教室 <Ｇ３５０３> 合同

英語Ⅰ 　必１ G1827

相川　由美 49047

教室 <Ｇ２３０９> 区分 3

木 英語Ｄ：ＴＯＥＩＣ・視聴覚 施設計画Ⅰ 　必２ A1083 ドイツ語ⅡＢ 　選１ G2804 建築ＣＡＤ 　選２ A0205 建築ＣＡＤ 　選２ A0205 微分積分Ⅱ及び演習　選３ A2102

英語Ⅱ（２年生用） 　選１ G2827 建部　謙治 10690 田邊　織絵 43040 （同専攻専用） （同専攻専用） （再履修用）

中根　英登 47012 教室 <７－２０１> 教室 <Ｇ２５０５> 合同 岡本　佳代 46179 岡本　佳代 46179 加納　成男 36031

教室 <Ｇ３３０３> 区分 1 フランス語ⅡＢ 　選１ G2808 鈴木　崇真    藤堂　藍 鈴木　崇真    藤堂　藍 教室 <Ｇ２３１０> 区分 B 合同

英語Ｄ：ＴＯＥＩＣ・視聴覚 岩野　佳英子 57043 未決定 未決定

英語Ⅱ（２年生用） 　選１ G2827 教室 <Ｇ２４０９> 合同 教室 <セ－実習室２> 区分 2 合同 教室 <セ－実習室２> 区分 2 合同

後期 森　ゆかり 33042 中国語ⅡＢ 　選１ G2813 微分積分Ⅱ及び演習　選３ A2102

教室 <Ｇ２５０７> 区分 2 伊藤　静 48039 （再履修用）

英語Ｄ：ＴＯＥＩＣ・視聴覚 教室 <Ｇ３５０３> 合同 加納　成男 36031

英語Ⅱ 　選１ G2827 教室 <Ｇ２３１０> 区分 B 合同

相川　由美 49047

教室 <Ｇ２３０９> 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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英語Ｅ：現代比較文化英語Ⅰ 英会話Ａ 　必１ G1821 設計製図Ⅱ 　必３ A1067 設計製図Ⅱ 　必３ A1067 設計製図Ⅱ 　必３ A1067

（２年生用） 　必１ G1828 （再履修用） 宮本　好信 47228 宮本　好信 47228 宮本　好信 47228

阿部　幸一 10731 ボデル　マーク 55031 内藤　正隆    鈴木　崇真 内藤　正隆    鈴木　崇真 内藤　正隆    鈴木　崇真

教室 <Ｇ３３０３> 区分 1 教室 <Ｇ３５０４> 合同 中渡瀬　拡司  竹山　明英 中渡瀬　拡司  竹山　明英 中渡瀬　拡司  竹山　明英

英語Ｅ：現代比較文化英語Ⅰ 英会話Ｂ 　選１ G2825 伴　尚憲 伴　尚憲 伴　尚憲

前期 （２年生用） 　必１ G1828 （再履修用） 教室 <Ｇギャラリー> 教室 <Ｇギャラリー> 教室 <７－２０１>

松原　知津子 37032 ローレンス　ヒスロップ

教室 <Ｇ３３０２> 区分 2 50067

英語Ｅ：現代比較文化英語Ⅰ 教室 <Ｇ３５０３> 合同

　必１ G1828 時間割Ｂの授業有り

船井　純平 46178

教室 <Ｇ３２０２> 区分 3

英語Ｆ：現代比較文化英語Ⅱ 環境工学Ⅱ 　選２ A2152 設計製図Ⅲ 　必３ A1068 設計製図Ⅲ 　必３ A1068 設計製図Ⅲ 　必３ A1068

（２年生用） 　選１ G2828 佐野　泰之 34112 中井　孝幸 46046 中井　孝幸 46046 中井　孝幸 46046

阿部　幸一 10731 細淵　勇人 宮本　好信    栗原　健太郎 宮本　好信    栗原　健太郎 宮本　好信    栗原　健太郎

金 教室 <Ｇ３３０３> 区分 1 教室 <７－２０１> 内藤　正隆    竹山　明英 内藤　正隆    竹山　明英 内藤　正隆    竹山　明英

英語Ｆ：現代比較文化英語Ⅱ 建築計画学 　必２ A1082 上野　英二 上野　英二 上野　英二

（２年生用） 　選１ G2828 （再履修用） 教室 <Ｇギャラリー> 教室 <Ｇギャラリー> 教室 <Ｇギャラリー>

松原　知津子 37032 中井　孝幸 46046 微分積分Ⅱ及び演習　選３ A2102

教室 <Ｇ３２０３> 区分 2 教室 <７－２０５> 合同 （再履修用）

英語Ｆ：現代比較文化英語Ⅱ 英会話Ａ 　必１ G1821 橋本　有司 10648

後期 　選１ G2828 （再履修用） 教室 <Ｇ２３１１> 区分 A 合同

船井　純平 46178 ボデル　マーク 55031

教室 <Ｇ３３０１> 区分 3 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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物理学（波動） 　選２ L2007 住デザインサーベイ　選１ L2023 英語Ｅ：現代比較文化英語Ⅰ

石渡　龍輔 54153 武田　美恵 48046 （２年生用） 　必１ G1828

教室 <Ｇ２２０９> 区分 1 合同 教室 <１２－２０１> 船井　純平 46178

前期 物理学（波動） 　選２ L2007 教室 <Ｇ３３０３> 区分 1

古賀　実 53204 英語Ｅ：現代比較文化英語Ⅰ
教室 <Ｇ２２０８> 区分 2 合同 　必１ G1828

平山　千鶴子 49043

教室 <Ｇ２３０９> 区分 2

物理学（電磁気学）　選２ L2008 確率・統計 　選２ L2006 西洋建築史 　必２ L1012 英語Ｆ：現代比較文化英語Ⅱ 微分方程式 　選２ L2005 教育相談 教必２ G9120

月 古賀　実 53204 （同学部専用） 杉野　丞 10729 （２年生用） 　選１ G2828 （同学部専用） 毛利　隆宏 53202

教室 <１－４０１> 合同 真島　一成 36032 教室 <Ｇ２２０９> 船井　純平 46178 川角　昌吾 36035 教室 <Ｇ２４０８> 合同

教室 <Ｇ２４０７> 教室 <Ｇ３３０３> 区分 1 教室 <Ｇ２５０６> 合同

英語Ｆ：現代比較文化英語Ⅱ 教育課程論 教選２ G9223

後期 　選１ G2828 山川　法子 54066

平山　千鶴子 49043 教室 <Ｇ２２０８> 合同

教室 <Ｇ２３０９> 区分 2 工学基礎数理及び演習

（再履修用） 　必３ L0101

真島　一成 36032

教室 <Ｇ２２０９> 合同

日本建築史Ⅱ 　選２ L2025 住居計画 　必２ L1007 建築構造材料 　必２ L1019 物理学（力学） 　必２ L1001 微分積分Ⅰ及び演習　選３ L2003

野々垣　篤 38043 松本　壮一郎 10115 山田　和夫 11068 （再履修用） （再履修用）
教室 <７－２０２> 教室 <７－２０２> 教室 <７－２０３> 上羽　牧夫 56041 加納　成男 36031

教室 <Ｇ２２０８> 区分 1 合同 教室 <Ｇ２３１１> 合同

微分積分Ⅰ及び演習　選３ L2003

（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

長谷川　省一 50065

川口　洋誉

火 教室 <Ｇ２４０９> 合同

時間割Ｂの授業有り

建築ＣＡＤ 　選２ L0205 建築ＣＡＤ 　選２ L0205 物理実験 　選２ L2009 物理実験 　選２ L2009 教職特論Ⅱ 教選２ G9225

（同専攻専用） （同専攻専用） 村中　正 34004 村中　正 34004 長谷川　省一 50065

岡本　佳代 46179 岡本　佳代 46179 教室 <10号６・７Ｆ> 合同 教室 <10号６・７Ｆ> 合同 教室 <Ｇ２４０８> 合同

鈴木　崇真    藤堂　藍 鈴木　崇真    藤堂　藍 時間割Ｂの授業有り 工学基礎数理及び演習

後期 未決定 未決定 （再履修用） 　必３ L0101

教室 <セ－実習室１> 区分 1 合同 教室 <セ－実習室１> 区分 1 合同 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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英語Ｃ：ＴＯＥＩＣ・視聴覚 住居計画演習 　選１ L2017 木構造 　必２ L1018 微分積分Ⅰ及び演習　選３ L2003 微分積分Ⅰ及び演習　選３ L2003

英語Ⅰ（２年生用） 　必１ G1827 安井　秀夫 51066 瀬古　繁喜 50072 （再履修用） （再履修用）

森　暢子 42186 教室 <７－２０１> 教室 <７－２０５> 加納　成男 36031 加納　成男 36031

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

英語Ｃ：ＴＯＥＩＣ・視聴覚

英語Ⅰ 　必１ G1827

森　豪 10693

教室 <Ｇ３２０２> 区分 2

水 英語Ｄ：ＴＯＥＩＣ・視聴覚 インテリア材料 　選２ L2035 住居設備Ⅰ 　必２ L1014 施設計画Ⅰ 　必２ L1008 特別活動論 教必２ G9114

英語Ⅱ（２年生用） 　選１ G2827 瀬古　繁喜 50072 河路　友也 43189 建部　謙治 10690 長谷川　省一 50065

森　暢子 42186 教室 <７－２０５> 教室 <７－２０２> 教室 <７－２０２> 教室 <Ｇ２４０８> 合同

教室 <Ｇ３２０３> 区分 1 建築計画学 　必２ L1006 微分積分Ⅱ及び演習　選３ L2004

後期 英語Ｄ：ＴＯＥＩＣ・視聴覚 （再履修用） （再履修用）

英語Ⅱ 　選１ G2827 中井　孝幸 46046 橋本　有司 10648

森　豪 10693 教室 <７－２０１> 合同 教室 <Ｇ２３１１> 区分 A 合同

教室 <Ｇ３２０２> 区分 2 時間割Ｂの授業有り

時間割Ｂの授業有り

微分積分Ⅱ及び演習　選３ L2004 微分積分Ⅱ及び演習　選３ L2004 ドイツ語ⅡＡ 　選１ G2803 時間割Ｂの授業有り 教職論 教必２ G9126

（同学部専用） （同学部専用） 田邊　織絵 43040 小出　禎子 57070

松原　洋 54007 松原　洋 54007 教室 <Ｇ２５０５> 合同 教室 <Ｇ２５０５> 合同

教室 <Ｇ１５１> 教室 <Ｇ１５１> フランス語ⅡＡ 　選１ G2807 物理学（力学） 　必２ L1001

前期 時間割Ｂの授業有り 時間割Ｂの授業有り 岩野　佳英子 57043 （再履修用）
教室 <Ｇ３４０３> 合同 巌佐　正智 49205

中国語ⅡＡ 　選１ G2812 教室 <Ｇ２２０９> 区分 2 合同

伊藤　静 48039 時間割Ｂの授業有り
教室 <Ｇ３５０３> 合同

木 建築構造力学Ⅱ及び演習 建築構造力学Ⅱ及び演習 ドイツ語ⅡＢ 　選１ G2804 建築ＣＡＤ 　選２ L0205 建築ＣＡＤ 　選２ L0205 微分積分Ⅱ及び演習　選３ L2004

　必３ L1016 　必３ L1016 田邊　織絵 43040 （同専攻専用） （同専攻専用） （再履修用）

薩川　恵一 55041 薩川　恵一 55041 教室 <Ｇ２５０５> 合同 岡本　佳代 46179 岡本　佳代 46179 加納　成男 36031

教室 <７－２０２> 教室 <７－２０２> フランス語ⅡＢ 　選１ G2808 鈴木　崇真    藤堂　藍 鈴木　崇真    藤堂　藍 教室 <Ｇ２３１０> 区分 B 合同

後期 岩野　佳英子 57043 未決定 未決定

教室 <Ｇ２４０９> 合同 教室 <セ－実習室２> 区分 2 合同 教室 <セ－実習室２> 区分 2 合同

中国語ⅡＢ 　選１ G2813 微分積分Ⅱ及び演習　選３ L2004

伊藤　静 48039 （再履修用）
教室 <Ｇ３５０３> 合同 加納　成男 36031

教室 <Ｇ２３１０> 区分 B 合同

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 設計製図Ⅱ 　必３ L1004 設計製図Ⅱ 　必３ L1004 設計製図Ⅱ 　必３ L1004

（再履修用） 建部　謙治 10690 建部　謙治 10690 建部　謙治 10690

ボデル　マーク 55031 杉野　丞      藤堂　藍 杉野　丞      藤堂　藍 杉野　丞      藤堂　藍

教室 <Ｇ３５０４> 合同 上野　英二 上野　英二 上野　英二

英会話Ｂ 　選１ G2825 教室 <２－Ｂ１０１> 教室 <２－Ｂ１０１> 教室 <２－Ｂ１０１>

前期 （再履修用） 図学（再履修用） 　選２ L2021

ローレンス　ヒスロップ 武田　美恵 48046

50067 教室 <７－２０６>

教室 <Ｇ３５０３> 合同

金 時間割Ｂの授業有り

鉄筋コンクリート構造 住居デザイン 　必２ L1010 設計製図Ⅲ 　必３ L1005 設計製図Ⅲ 　必３ L1005 設計製図Ⅲ 　必３ L1005

　選２ L2044 宮本　好信 47228 安井　秀夫 51066 安井　秀夫 51066 安井　秀夫 51066

山田　和夫 11068 教室 <１－３０１> 丹羽　哲矢    中渡瀬　拡司 丹羽　哲矢    中渡瀬　拡司 丹羽　哲矢    中渡瀬　拡司

教室 <７－２０５> 伴　尚憲 伴　尚憲 伴　尚憲

後期 時間割Ｂの授業有り 教室 <２－Ｂ１０１> 教室 <２－Ｂ１０１> 教室 <２－Ｂ１０１>

微分積分Ⅱ及び演習　選３ L2004

（再履修用）

橋本　有司 10648

教室 <Ｇ２３１１> 区分 A 合同

平成29年4月24日時点
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近代建築史 　選２ A2125 建築法規及び行政 　必２ A1080 鉄骨構造 　必２ A1054

前期 野々垣　篤 38043 松本　壮一郎 10115 薩川　恵一 55041

教室 <Ｇ２１１０> 合同 粉川　秀次 教室 <７－２０１>

月 教室 <７－２０５>

地球環境 　選２ A0203 都市計画Ⅱ 　選２ A2088

後期 （同学科専用） 松本　壮一郎 10115

八木　明彦 45008 教室 <７－２０１>

教室 <７－２０２> 合同

情報処理演習 　選２ A2108 情報処理演習 　選２ A2108 都市計画Ⅰ 　必２ A1056 建築設備Ⅲ 　選２ A2044 教職特論Ⅲ 教選２ G9226

（同学科専用） （同学科専用） 松本　壮一郎 10115 河路　友也 43189 長谷川　省一 50065

曽我部　博之 27009 曽我部　博之 27009 教室 <７－２０６> 合同 教室 <７－２０５> 川口　洋誉

教室 <情教実習室Ｂ> 合同 教室 <情教実習室Ｂ> 合同 建築構造材料 　必２ A1011 教室 <Ｇ２４０９> 合同

前期 （再履修用） 時間割Ｂの授業有り

山田　和夫 11068

教室 <７－２０３>

火 時間割Ｂの授業有り

キャリア意識形成 　選２ A0204 環境行動計画 　選２ A2145 建築設備設計Ⅰ 　選２ A2155 建築設備設計Ⅰ 　選２ A2155 教職特論Ⅳ 教選２ G9227

（同学科専用） 建部　謙治 10690 河路　友也 43189 河路　友也 43189 長谷川　省一 50065

後期 山崎　直美 56300 教室 <７－２０６> 石川　正人    細淵　勇人 石川　正人    細淵　勇人 教室 <Ｇ２４０８> 合同

教室 <Ｇ２４０７> 合同 教室 <情教実習室Ｂ> 教室 <情教実習室Ｂ> 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 設計製図Ⅳ 　必３ A1044 設計製図Ⅳ 　必３ A1044 設計製図Ⅳ 　必３ A1044 教育の方法と技術 教必２ G9115

中井　孝幸 46046 中井　孝幸 46046 中井　孝幸 46046 川口　洋誉 49036

前期 松本　壮一郎  小林　功 松本　壮一郎  小林　功 松本　壮一郎  小林　功 教室 <Ｇ２４０９> 合同

降旗　範行    丹羽　哲矢 降旗　範行    丹羽　哲矢 降旗　範行    丹羽　哲矢

久保　久志 久保　久志 久保　久志

水 教室 <Ｇギャラリー> 教室 <Ｇギャラリー> 教室 <Ｇギャラリー>

時間割Ｂの授業有り 建築意匠論 　選２ A2149 建築設計Ⅰ 　選２ A2134 建築設計Ⅰ 　選２ A2134

杉野　丞 10729 安井　秀夫 51066 安井　秀夫 51066

後期 教室 <１２－２０２> 合同 吉村　昭範    高橋　政志 吉村　昭範    高橋　政志

時間割Ｂの授業有り 教室 <Ｇギャラリー> 教室 <Ｇギャラリー>

時間割Ｂの授業有り 施設計画Ⅱ 　選２ A2144 建築施工Ⅰ 　必２ A1091 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

中井　孝幸 46046 瀬古　繁喜 50072 小出　禎子 57070

前期 教室 <７－２０６> 合同 野中　知秀 教室 <Ｇ２４０８> 合同

時間割Ｂの授業有り 教室 <７－２０６>

木

建築施工Ⅱ 　選２ A2121 時間割Ｂの授業有り 工業科教育法Ⅱ 教必２ G9128

瀬古　繁喜 50072 小出　禎子 57070

後期 教室 <７－２０６> 教室 <Ｇ２４０９> 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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時間割Ｂの授業有り 時間割Ｂの授業有り 建築工学実験 　必２ A1090 建築工学実験 　必２ A1090 時間割Ｂの授業有り

山田　和夫 11068 山田　和夫 11068

岡田　久志    瀬古　繁喜 岡田　久志    瀬古　繁喜

前期 河路　友也    佐野　泰之 河路　友也    佐野　泰之

薩川　恵一    鈴木　敏志 薩川　恵一    鈴木　敏志

細淵　勇人 細淵　勇人

教室 <７－２０６> 教室 <７－２０６>

建築構造力学Ⅲ及び演習 建築構造力学Ⅲ及び演習 建築構造設計Ⅰ 　選２ A2162 建築構造設計Ⅰ 　選２ A2162 時間割Ｂの授業有り

金 　選３ A2157 　選３ A2157 岡田　久志 23008 岡田　久志 23008

曽我部　博之 27009 曽我部　博之 27009 志水　和宏 志水　和宏

教室 <１２－３０３> 教室 <１２－３０３> 教室 <７－２０１> 合同 教室 <７－２０１> 合同

後期 鉄筋コンクリート構造 時間割Ｂの授業有り 技術者倫理 　選２ A0202

（再履修用） 　必２ A1052 （同学科専用）

山田　和夫 11068 森　豪 10693

教室 <７－２０５> 教室 <１－３０３> 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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近代建築史 　選２ L2024 建築法規及び行政 　必２ L1021 鉄骨構造 　選２ L2032 インテリアデザイン　選２ L2019

前期 野々垣　篤 38043 松本　壮一郎 10115 岡田　久志 23008 安井　秀夫 51066

教室 <Ｇ２１１０> 合同 粉川　秀次 教室 <７－２０２> 教室 <１２－２０２>

月 教室 <Ｇ２３１１>

地球環境 　選２ L0203 住居設備設計 　選２ L2030 住居設備設計 　選２ L2030

後期 （同学科専用） 佐野　泰之 34112 佐野　泰之 34112

八木　明彦 45008 細淵　勇人 細淵　勇人

教室 <７－２０２> 合同 教室 <セ－実習室１> 教室 <セ－実習室１>

情報処理演習 　選２ L2042 情報処理演習 　選２ L2042 住居設備Ⅱ 　選２ L2029 都市計画Ⅰ 　必２ L1009 教職特論Ⅲ 教選２ G9226

（同学科専用） （同学科専用） 佐野　泰之 34112 松本　壮一郎 10115 長谷川　省一 50065

曽我部　博之 27009 曽我部　博之 27009 教室 <７－２０２> 教室 <７－２０６> 川口　洋誉

前期 教室 <情教実習室Ｂ> 合同 教室 <情教実習室Ｂ> 合同 都市計画Ⅰ 　必２ L1009 教室 <Ｇ２４０９> 合同

（Ｗｅｂ不可） 時間割Ｂの授業有り

松本　壮一郎 10115

教室 <７－２０６> 合同

火 キャリア意識形成 　選２ L0204 都市計画Ⅱ 　選２ L2016 環境行動計画 　選２ L2022 空間設計演習 　選１ L2014

（同学科専用） 建部　謙治 10690 建部　謙治 10690 中井　孝幸 46046

山崎　直美 56300 教室 <７－２０２> 教室 <７－２０２> 教室 <２－Ｂ１０１>

後期 教室 <Ｇ２４０７> 合同 時間割Ｂの授業有り 教職特論Ⅳ 教選２ G9227

長谷川　省一 50065

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 住空間設計Ⅰ 　選３ L2011 住空間設計Ⅰ 　選３ L2011 住空間設計Ⅰ 　選３ L2011 教育の方法と技術 教必２ G9115

前期 安井　秀夫 51066 安井　秀夫 51066 安井　秀夫 51066 川口　洋誉 49036

佐々木　勝敏  船橋　仁奈 佐々木　勝敏  船橋　仁奈 佐々木　勝敏  船橋　仁奈 教室 <Ｇ２４０９> 合同

教室 <２－Ｂ１０１> 教室 <２－Ｂ１０１> 教室 <２－Ｂ１０１>

水 時間割Ｂの授業有り 建築意匠論 　選２ L2026 住空間設計Ⅱ 　選２ L2012 住空間設計Ⅱ 　選２ L2012

杉野　丞 10729 松本　壮一郎 10115 松本　壮一郎 10115

後期 教室 <１２－２０２> 合同 諸江　一紀 諸江　一紀

時間割Ｂの授業有り 教室 <２－Ｂ１０１> 教室 <２－Ｂ１０１>

時間割Ｂの授業有り 施設計画Ⅱ 　選２ L2015 建築施工Ⅰ 　必２ L1024 時間割Ｂの授業有り 工業科教育法Ⅰ 教必２ G9116

中井　孝幸 46046 瀬古　繁喜 50072 小出　禎子 57070

前期 教室 <７－２０６> 合同 天野　秀樹 教室 <Ｇ２４０８> 合同

時間割Ｂの授業有り 教室 <７－２０２>

木 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 住宅生産 　選２ L2037 工業科教育法Ⅱ 教必２ G9128

後期 宇野　眞司 50244 小出　禎子 57070

教室 <７－２０３> 教室 <Ｇ２４０９> 合同

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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授業時間割Ａ

年度 工学部 第３年次 建築学科住居デザイン専攻 FL

建築工学実験 　必２ L1023 建築工学実験 　必２ L1023 時間割Ｂの授業有り 時間割Ｂの授業有り

山田　和夫 11068 山田　和夫 11068

岡田　久志    瀬古　繁喜 岡田　久志    瀬古　繁喜

前期 河路　友也    佐野　泰之 河路　友也    佐野　泰之

薩川　恵一    鈴木　敏志 薩川　恵一    鈴木　敏志

細淵　勇人 細淵　勇人

教室 <７－２０２> 教室 <７－２０２>

時間割Ｂの授業有り 英会話Ａ 　必１ G1821 建築構造設計Ⅰ 　選２ L2033 建築構造設計Ⅰ 　選２ L2033 時間割Ｂの授業有り

金 （再履修用） 岡田　久志 23008 岡田　久志 23008

ボデル　マーク 55031 教室 <７－２０１> 合同 教室 <７－２０１> 合同

教室 <Ｇ３５０４> 合同 技術者倫理 　選２ L0202

英会話Ｂ 　選１ G2825 （同学科専用）

後期 （再履修用） 森　豪 10693

ローレンス　ヒスロップ 教室 <１－３０３> 合同

50067 時間割Ｂの授業有り
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
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授業時間割Ａ

年度 工学部 第４年次 建築学科建築学専攻 FA

耐震耐風構造 　選２ A2158 建築基礎構造 　選２ A2161 測量学 　選２ A2165 卒業研究 　必４ A1048

鈴木　敏志 55042 矢尾　誠 55017 平出　美則 47037 各教員 99992

前期 教室 <７－２０６> 教室 <１２－２０２> 教室 <１２－３０３> 合同

月 卒業研究 　必４ A1048

各教員 99992

後期 卒業研究 　必４ A1048 卒業研究 　必４ A1048 卒業研究 　必４ A1048 卒業研究 　必４ A1048

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

建築設備設計Ⅱ 　選２ A2156 建築設備設計Ⅱ 　選２ A2156 建築設計Ⅱ 　選２ A2135 建築設計Ⅱ 　選２ A2135 時間割Ｂの授業有り

佐野　泰之 34112 佐野　泰之 34112 安井　秀夫 51066 安井　秀夫 51066

前期 石川　正人 石川　正人 教室 <１２－３０３> 教室 <１２－３０３>

教室 <情教実習室Ａ> 教室 <情教実習室Ａ> 時間割Ｂの授業有り

火

卒業研究 　必４ A1048 卒業研究 　必４ A1048 卒業研究 　必４ A1048 卒業研究 　必４ A1048 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

建築構造設計Ⅱ 　選２ A2163 建築構造設計Ⅱ 　選２ A2163 測量実習 　選２ A2166 測量実習 　選２ A2166 教育実習演習 教必１ G9124

山田　和夫 11068 山田　和夫 11068 平出　美則 47037 平出　美則 47037 長谷川　省一 50065

前期 道倉　隆夫 道倉　隆夫 教室 <１２－２０２> 合同 教室 <１２－２０２> 合同 教室 <Ｇ２４０８> 合同

教室 <７－２０６> 合同 教室 <７－２０６> 合同

水 時間割Ｂの授業有り 時間割Ｂの授業有り

卒業研究 　必４ A1048 卒業研究 　必４ A1048 卒業研究 　必４ A1048 卒業研究 　必４ A1048 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 A1048 ランドスケープデザイン 環境保全論 　選２ A2150 時間割Ｂの授業有り 時間割Ｂの授業有り

各教員 99992 　選２ A2147 杉野　丞 10729

前期 時間割Ｂの授業有り 樋口　豊 45037 澤田　多喜二

教室 <２－Ｂ１０１> 合同 教室 <１２－２０２> 合同

時間割Ｂの授業有り

木

卒業研究 　必４ A1048 卒業研究 　必４ A1048 卒業研究 　必４ A1048 卒業研究 　必４ A1048

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

後期 時間割Ｂの授業有り 時間割Ｂの授業有り 職業指導 　選２ A2107

東平　彩亜 48209

教室 <Ｇ１５１> 合同

卒業研究 　必４ A1048 建築経済 　選２ A2027 卒業研究 　必４ A1048 卒業研究 　必４ A1048 生徒指導論 教必２ G9111

各教員 99992 宇野　眞司 50244 各教員 99992 各教員 99992 東平　彩亜 48209

前期 時間割Ｂの授業有り 教室 <７－２０６> 合同 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

金

卒業研究 　必４ A1048 卒業研究 　必４ A1048 卒業研究 　必４ A1048 時間割Ｂの授業有り

後期 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 A1048 卒業研究 　必４ A1048

土 各教員 99992 各教員 99992

後期 卒業研究 　必４ A1048 卒業研究 　必４ A1048

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
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授業時間割Ａ

年度 工学部 第４年次 建築学科住居デザイン専攻 FL

卒業研究 　必４ L1022 卒業研究 　必４ L1022 測量学 　選２ L2038 卒業研究 　必４ L1022

前期 各教員 99992 各教員 99992 平出　美則 47037 各教員 99992

月 教室 <１２－３０３> 合同

後期 卒業研究 　必４ L1022 卒業研究 　必４ L1022 卒業研究 　必４ L1022 卒業研究 　必４ L1022

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

卒業研究 　必４ L1022 卒業研究 　必４ L1022 住空間設計Ⅲ 　選２ L2013 住空間設計Ⅲ 　選２ L2013 時間割Ｂの授業有り

各教員 99992 各教員 99992 栗原　健太郎 53026 栗原　健太郎 53026

前期 教室 <１２－２０１> 教室 <１２－２０１>

時間割Ｂの授業有り

火

卒業研究 　必４ L1022 卒業研究 　必４ L1022 卒業研究 　必４ L1022 卒業研究 　必４ L1022 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

建築構造設計Ⅱ 　選２ L2034 建築構造設計Ⅱ 　選２ L2034 測量実習 　選２ L2039 測量実習 　選２ L2039 教育実習演習 教必１ G9124

山田　和夫 11068 山田　和夫 11068 平出　美則 47037 平出　美則 47037 長谷川　省一 50065

前期 道倉　隆夫 道倉　隆夫 教室 <１２－２０２> 合同 教室 <１２－２０２> 合同 教室 <Ｇ２４０８> 合同

教室 <７－２０６> 合同 教室 <７－２０６> 合同

水 時間割Ｂの授業有り 時間割Ｂの授業有り

卒業研究 　必４ L1022 卒業研究 　必４ L1022 卒業研究 　必４ L1022 卒業研究 　必４ L1022 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 L1022 ランドスケープデザイン 環境保全論 　選２ L2028 卒業研究 　必４ L1022 時間割Ｂの授業有り

各教員 99992 　選２ L2018 杉野　丞 10729 各教員 99992

前期 時間割Ｂの授業有り 樋口　豊 45037 澤田　多喜二 時間割Ｂの授業有り
教室 <２－Ｂ１０１> 合同 教室 <１２－２０２> 合同

時間割Ｂの授業有り

木

卒業研究 　必４ L1022 卒業研究 　必４ L1022 卒業研究 　必４ L1022 卒業研究 　必４ L1022

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

後期 時間割Ｂの授業有り 時間割Ｂの授業有り 職業指導 　選２ L2040

東平　彩亜 48209

教室 <Ｇ１５１> 合同

卒業研究 　必４ L1022 建築経済 　選２ L2041 卒業研究 　必４ L1022 卒業研究 　必４ L1022 生徒指導論 教必２ G9111

各教員 99992 宇野　眞司 50244 各教員 99992 各教員 99992 東平　彩亜 48209

前期 時間割Ｂの授業有り 教室 <７－２０６> 合同 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

金

卒業研究 　必４ L1022 卒業研究 　必４ L1022 卒業研究 　必４ L1022 時間割Ｂの授業有り

後期 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 L1022 卒業研究 　必４ L1022

土 各教員 99992 各教員 99992

後期 卒業研究 　必４ L1022 卒業研究 　必４ L1022

各教員 99992 各教員 99992

平成29年4月24日時点


