
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Ｂ

年度 工学部 全学年 全学科 

日本国憲法 　選２ G2048

前期月 日比　拓也 48015

教室 <自－３１１> 区分 F 合同

現代社会の探究 　選２ G2014 英語ワークショップＣ：ＴＯ 英語ワークショップＣ：ＴＯ

北村　陽子 48033 ＥＩＣ演習 　選１ G2831 ＥＩＣ演習 　選１ G2831

教室 <自－２０１> 区分 H 合同 （Ｗｅｂ不可） （Ｗｅｂ不可）

前期 加藤　久佳 39001 磯部　哲也 27012

教室 <Ｇ３３０１> 区分 D 合同 教室 <Ｇ２３１０> 区分 C 合同

人間性の探究 　選２ G2036

北村　陽子 48033

火 教室 <自－２０１> 区分 I 合同

人間性の探究 　選２ G2036 英語ワークショップＣ：ＴＯ 英語ワークショップＣ：ＴＯ

北村　陽子 48033 ＥＩＣ演習 　選１ G2831 ＥＩＣ演習 　選１ G2831

教室 <自－２０１> 区分 I 合同 （Ｗｅｂ不可） （Ｗｅｂ不可）

後期 加藤　久佳 39001 磯部　哲也 27012

教室 <Ｇ３３０１> 区分 C 合同 教室 <Ｇ２３１０> 区分 G 合同

現代社会の探究 　選２ G2014

北村　陽子 48033

教室 <自－２０１> 区分 H 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

2 頁

2017

授業時間割Ｂ

年度 工学部 全学年 全学科 

人間性の探究 　選２ G2036 人間性の探究 　選２ G2036

長谷川　紀子 52043 岩野　佳英子 57043

教室 <１－５０１> 区分 A 合同 教室 <Ｇ３５０４> 区分 B 合同

人間の行動 　選２ G2026 人間の行動 　選２ G2026

應治　麻美 56019 應治　麻美 56019

教室 <Ｇ２５２> 区分 A 合同 教室 <Ｇ２５２> 区分 B 合同

科学技術と自然と人間 科学技術と自然と人間

　選２ G2064 　選２ G2064

長谷川　省一 50065 長谷川　省一 50065

教室 <Ｇ２４０９> 区分 A 合同 教室 <Ｇ２４０９> 区分 B 合同

現代社会の探究 　選２ G2014 表現文化 　選２ G2065

市川　紀美 46056 中山　俊樹 48009

教室 <Ｇ３４０３> 区分 A 合同 教室 <Ｇ２３１１> 区分 B 合同

現代の経済 　選２ G2013 現代の経済 　選２ G2013

前期水 酒井　愛 57036 酒井　愛 57036

教室 <Ｇ２５１> 区分 A 合同 教室 <Ｇ２５１> 区分 B 合同

日本国憲法 　選２ G2048 現代社会の探究 　選２ G2014

高木　健太郎 42188 市川　紀美 46056

教室 <１－４０１> 区分 A 合同 教室 <Ｇ３４０３> 区分 B 合同

健康の科学 　選２ G2010 現代社会と法 　選２ G2066

服部　洋兒 44031 高木　健太郎 42188

教室 <Ｇ２５０７> 区分 A 合同 教室 <１－４０１> 区分 B 合同

現代社会と法 　選２ G2066 健康の科学 　選２ G2010

川合　政仁 49011 岡本　昌也 25013

教室 <Ｇ２２０８> 区分 A 合同 教室 <Ｇ２５０７> 区分 B 合同

英語ワークショップＢ：リー

ディング（Ｗｅｂ不可）　選１ G2830

阿部　幸一 10731

教室 <自－２０２> 区分 H 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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2017

授業時間割Ｂ

年度 工学部 全学年 全学科 

人間性の探究 　選２ G2036 人間性の探究 　選２ G2036 現代社会と法 　選２ G2066 日本国憲法 　選２ G2048

長谷川　紀子 52043 岩野　佳英子 57043 日比　拓也 48015 日比　拓也 48015

教室 <Ｇ２３１０> 区分 A 合同 教室 <Ｇ２３１０> 区分 B 合同 教室 <自－２０１> 区分 G 合同 教室 <自－２０１> 区分 F 合同

人間の行動 　選２ G2026 人間の行動 　選２ G2026

應治　麻美 56019 應治　麻美 56019

教室 <Ｇ２４０８> 区分 A 合同 教室 <Ｇ２４０８> 区分 B 合同

科学技術と自然と人間 科学技術と自然と人間

　選２ G2064 　選２ G2064

長谷川　省一 50065 長谷川　省一 50065

教室 <Ｇ２３１１> 区分 A 合同 教室 <Ｇ２３１１> 区分 B 合同

現代社会の探究 　選２ G2014 表現文化 　選２ G2065

市川　紀美 46056 中山　俊樹 48009

教室 <Ｇ２５２> 区分 A 合同 教室 <Ｇ２２０９> 区分 B 合同

現代の経済 　選２ G2013 現代社会の探究 　選２ G2014

酒井　愛 57036 市川　紀美 46056

教室 <Ｇ２４０９> 区分 A 合同 教室 <Ｇ１５１> 区分 B 合同

現代社会と法 　選２ G2066 現代の経済 　選２ G2013

高木　健太郎 42188 酒井　愛 57036

後期水 教室 <Ｇ１５１> 区分 A 合同 教室 <Ｇ２４０９> 区分 B 合同

現代社会と法 　選２ G2066 日本国憲法 　選２ G2048

川合　政仁 49011 高木　健太郎 42188

教室 <１－４０１> 区分 B 合同 教室 <Ｇ２１１０> 区分 A 合同

健康の科学 　選２ G2010 健康の科学 　選２ G2010

服部　洋兒 44031 岡本　昌也 25013

教室 <Ｇ２５０７> 区分 A 合同 教室 <Ｇ２５０７> 区分 B 合同

英語ワークショップＢ：リー

ディング（Ｗｅｂ不可）　選１ G2830

安藤　光史 10759

教室 <Ｇ２２０８> 区分 A 合同

こころの科学 　選２ G2001

東平　彩亜 48209

教室 <自－２０２> 区分 G 合同

英語ワークショップＣ：ＴＯ

ＥＩＣ演習 　選１ G2831

（Ｗｅｂ不可）

阿部　幸一 10731

教室 <自－３０６> 区分 E 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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2017

授業時間割Ｂ

年度 工学部 全学年 全学科 

人間性の探究 　選２ G2036 人間性の探究 　選２ G2036 人間の行動 　選２ G2026 現代社会の探究 　選２ G2014 創造と倫理 　選２ G2069

長谷川　紀子 52043 長谷川　紀子 52043 海上　智昭 48067 小林　優太 54217 森　豪 10693

教室 <Ｇ２５２> 区分 C 合同 教室 <Ｇ２５２> 区分 D 合同 教室 <自－２０２> 区分 J 合同 教室 <自－２０３> 区分 L 合同 その他

こころの科学 　選２ G2001 表現文化 　選２ G2065 現代社会の探究 　選２ G2014 環境と地域共創 　選２ G2821 教室 <Ｇ２２１０> 合同

佐部利　真吾 47030 岩野　佳英子 57043 小林　優太 54217 海上　智昭 48067

教室 <Ｇ２３１０> 区分 A 合同 教室 <Ｇ２４０８> 区分 E 合同 教室 <自－２０３> 区分 J 合同 教室 <自－２０２> 合同

表現文化 　選２ G2065 こころの科学 　選２ G2001 日本語コミュニケーション

中山　俊樹 48009 佐部利　真吾 47030 （Ｗｅｂ不可） 　選２ G2823

教室 <Ｇ２３１１> 区分 D 合同 教室 <Ｇ２３１０> 区分 B 合同 川端　元子 47196

現代の経済 　選２ G2013 現代社会の探究 　選２ G2014 教室 <Ｇ２４０９> 合同

大塚　雄太 57050 北村　陽子 48033

教室 <Ｇ３５０４> 区分 C 合同 教室 <Ｇ２４０７> 区分 D 合同

現代社会の探究 　選２ G2014 現代社会と法 　選２ G2066

北村　陽子 48033 高木　健太郎 42188

前期木 教室 <Ｇ２４０７> 区分 C 合同 教室 <Ｇ２５１> 区分 D 合同

現代社会と法 　選２ G2066 日本国憲法 　選２ G2048

高木　健太郎 42188 日比　拓也 48015

教室 <Ｇ１５２> 区分 C 合同 教室 <Ｇ２２０８> 区分 C 合同

日本国憲法 　選２ G2048 健康の科学 　選２ G2010

日比　拓也 48015 今井　智子 56036

教室 <Ｇ２２０８> 区分 B 合同 教室 <１－３０３> 区分 D 合同

健康の科学 　選２ G2010 現代の経済 　選２ G2013

小原　史朗 10534 大塚　雄太 57050

教室 <Ｇ２４０８> 区分 C 合同 教室 <Ｇ３５０４> 区分 D 合同

英語ワークショップＡ：プレ

ゼンテーション 　選１ G2829

（Ｗｅｂ不可）

森　ゆかり 33042

教室 <Ｇ３３０２> 区分 C 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

5 頁

2017

授業時間割Ｂ

年度 工学部 全学年 全学科 

人間性の探究 　選２ G2036 人間性の探究 　選２ G2036 現代の経済 　選２ G2013 人間の行動 　選２ G2026

大村　隆史 55198 大村　隆史 55198 杉浦　晶子 50014 米岡　秀眞 56015

教室 <Ｇ２５０６> 区分 C 合同 教室 <Ｇ２２０８> 区分 D 合同 教室 <自－２０４> 区分 G 合同 教室 <自－２０２> 区分 F 合同

こころの科学 　選２ G2001 表現文化 　選２ G2065 現代の経済 　選２ G2013

佐部利　真吾 47030 岩野　佳英子 57043 杉浦　晶子 50014

教室 <Ｇ２４０９> 区分 A 合同 教室 <Ｇ２５２> 区分 E 合同 教室 <自－２０４> 区分 H 合同

こころの科学 　選２ G2001 こころの科学 　選２ G2001

松尾　朗子 55206 佐部利　真吾 47030

教室 <１－５０１> 区分 C 合同 教室 <Ｇ２４０９> 区分 B 合同

表現文化 　選２ G2065 こころの科学 　選２ G2001

中山　俊樹 48009 松尾　朗子 55206

教室 <Ｇ２２０８> 区分 D 合同 教室 <１－５０１> 区分 D 合同

現代の経済 　選２ G2013 現代社会の探究 　選２ G2014

後期木 杉浦　晶子 50014 北村　陽子 48033

教室 <Ｇ２２１０> 区分 C 合同 教室 <Ｇ２４０７> 区分 D 合同

現代社会の探究 　選２ G2014 現代の経済 　選２ G2013

北村　陽子 48033 杉浦　晶子 50014

教室 <Ｇ２４０７> 区分 C 合同 教室 <Ｇ２２１０> 区分 D 合同

現代社会と法 　選２ G2066 日本国憲法 　選２ G2048

高木　健太郎 42188 日比　拓也 48015

教室 <Ｇ２１１０> 区分 C 合同 教室 <Ｇ２３１０> 区分 D 合同

日本国憲法 　選２ G2048 健康の科学 　選２ G2010

日比　拓也 48015 今井　智子 56036

教室 <Ｇ２３１０> 区分 C 合同 教室 <Ｇ２４０８> 区分 D 合同

健康の科学 　選２ G2010

小原　史朗 10534

教室 <Ｇ２４０８> 区分 C 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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2017

授業時間割Ｂ

年度 工学部 全学年 全学科 

人間性の探究 　選２ G2036 人間性の探究 　選２ G2036 表現文化 　選２ G2065 ものづくり文化 　選２ G2067

日比野　光敏 57024 日比野　光敏 57024 畠中　愛美 57022 森　豪 10693

教室 <Ｇ１５１> 区分 F 合同 教室 <Ｇ１５１> 区分 G 合同 教室 <自－２０３> 区分 H 合同 その他

こころの科学 　選２ G2001 人間性の探究 　選２ G2036 英語ワークショップＤ：海外 教室 <Ｇ２２１０> 合同

東平　彩亜 48209 北村　陽子 48033 留学英語（Ｗｅｂ不可）　選１ G2832

教室 <Ｇ２４０９> 区分 E 合同 教室 <Ｇ１５２> 区分 H 合同 加藤　久佳 39001

人間の行動 　選２ G2026 こころの科学 　選２ G2001 教室 <Ｇ２５０５> 区分 A 合同

木村　ゆみ 56020 東平　彩亜 48209

教室 <Ｇ２２０８> 区分 C 合同 教室 <Ｇ２５０５> 区分 F 合同

科学技術と自然と人間 人間の行動 　選２ G2026

　選２ G2064 木村　ゆみ 56020

海上　智昭 48067 教室 <Ｇ２４０９> 区分 D 合同

教室 <Ｇ２３１１> 区分 E 合同 科学技術と自然と人間

表現文化 　選２ G2065 　選２ G2064

松浦　由起 35020 海上　智昭 48067

教室 <Ｇ２５０５> 区分 I 合同 教室 <Ｇ２３１１> 区分 F 合同

現代社会の探究 　選２ G2014 現代社会の探究 　選２ G2014

市川　紀美 46056 市川　紀美 46056

教室 <Ｇ２２０９> 区分 E 合同 教室 <Ｇ２２０９> 区分 G 合同

現代社会の探究 　選２ G2014 現代の経済 　選２ G2013

北村　陽子 48033 劉　震 49039

教室 <Ｇ１５２> 区分 F 合同 教室 <Ｇ２５１> 区分 F 合同

前期金 現代の経済 　選２ G2013 現代社会と法 　選２ G2066

劉　震 49039 川合　政仁 49011

教室 <Ｇ２５１> 区分 E 合同 教室 <Ｇ２４０８> 区分 E 合同

健康の科学 　選２ G2010 表現文化 　選２ G2065

今井　智子 56036 松浦　由起 35020

教室 <Ｇ２５０７> 区分 E 合同 教室 <Ｇ２４０７> 区分 G 合同

日本国憲法 　選２ G2048 日本国憲法 　選２ G2048

高木　健太郎 42188 高木　健太郎 42188

教室 <Ｇ２１１０> 区分 E 合同 教室 <Ｇ２３１０> 区分 G 合同

日本国憲法 　選２ G2048 日本国憲法 　選２ G2048

小牧　亮也 57025 小牧　亮也 57025

教室 <Ｇ３３０１> 区分 I 合同 教室 <Ｇ３３０１> 区分 H 合同

英語ワークショップＣ：ＴＯ

ＥＩＣ演習 　選１ G2831

（Ｗｅｂ不可）

磯部　哲也 27012

教室 <Ｇ２５０７> 区分 F 合同

健康の科学 　選２ G2010

小原　史朗 10534

教室 <自－３１１> 区分 F 合同

表現文化 　選２ G2065

畠中　愛美 57022

教室 <自－２０３> 区分 C 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

7 頁

2017

授業時間割Ｂ

年度 工学部 全学年 全学科 

人間性の探究 　選２ G2036 人間性の探究 　選２ G2036 英語ワークショップＣ：ＴＯ 人間の行動 　選２ G2026 環境と地域共創 　選２ G2821

日比野　光敏 57024 日比野　光敏 57024 ＥＩＣ演習 　選１ G2831 東平　彩亜 48209 海上　智昭 48067

教室 <Ｇ２５２> 区分 F 合同 教室 <Ｇ２５２> 区分 G 合同 （Ｗｅｂ不可） 教室 <自－３０１> 区分 E 合同 教室 <Ｇ２３１０> 区分 B 合同

人間の行動 　選２ G2026 人間性の探究 　選２ G2036 加藤　久佳 39001

木村　ゆみ 56020 北村　陽子 48033 教室 <Ｇ３３０１> 区分 B 合同

教室 <Ｇ２４０７> 区分 C 合同 教室 <Ｇ１５１> 区分 H 合同

科学技術と自然と人間 人間の行動 　選２ G2026

　選２ G2064 木村　ゆみ 56020

海上　智昭 48067 教室 <Ｇ２４０７> 区分 D 合同

教室 <Ｇ２３１１> 区分 E 合同 科学技術と自然と人間

表現文化 　選２ G2065 　選２ G2064

松浦　由起 35020 海上　智昭 48067

教室 <Ｇ２５０６> 区分 I 合同 教室 <Ｇ２３１１> 区分 F 合同

現代社会の探究 　選２ G2014 現代社会の探究 　選２ G2014

市川　紀美 46056 市川　紀美 46056

教室 <Ｇ２２０９> 区分 E 合同 教室 <Ｇ２２０９> 区分 G 合同

現代社会の探究 　選２ G2014 現代の経済 　選２ G2013

北村　陽子 48033 劉　震 49039

教室 <Ｇ１５１> 区分 F 合同 教室 <Ｇ１５２> 区分 F 合同

現代の経済 　選２ G2013 日本国憲法 　選２ G2048

後期金 劉　震 49039 高木　健太郎 42188

教室 <Ｇ１５２> 区分 E 合同 教室 <Ｇ２１１０> 区分 E 合同

現代社会と法 　選２ G2066 日本国憲法 　選２ G2048

高木　健太郎 42188 小牧　亮也 57025

教室 <Ｇ２１１０> 区分 E 合同 教室 <Ｇ２５１> 区分 G 合同

健康の科学 　選２ G2010 現代社会と法 　選２ G2066

今井　智子 56036 川合　政仁 49011

教室 <Ｇ２５０７> 区分 E 合同 教室 <Ｇ２５０６> 区分 F 合同

日本国憲法 　選２ G2048 表現文化 　選２ G2065

小牧　亮也 57025 松浦　由起 35020

教室 <Ｇ２３１０> 区分 B 合同 教室 <Ｇ２５０７> 区分 G 合同

日本語コミュニケーション 英語ワークショップＣ：ＴＯ

（Ｗｅｂ不可） 　選２ G2823 ＥＩＣ演習 　選１ G2831

畠中　愛美 57022 （Ｗｅｂ不可）
教室 <自－２０１> 合同 磯部　哲也 27012

教室 <Ｇ２３１０> 区分 A 合同

健康の科学 　選２ G2010

小原　史朗 10534

教室 <自－３１１> 区分 F 合同

表現文化 　選２ G2065

畠中　愛美 57022

教室 <自－２０３> 区分 H 合同

平成29年4月24日時点


