
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

2018

授業時間割Ａ

年度 大学院工学研究科 博士前期課程 第１年次 電気電子工学専攻 VM

情報伝送工学特論 　選２ V7224 ＬＳＩ設計特論 　選２ V7236

前期 森　正和 30028 五島　敬史郎 38074

教室 <８－２０１> 合同 山田　明宏

月 教室 <８－２０１> 合同

電子情報システム工学基礎論 音声情報処理特論 　選２ V7223

後期 　選２ V7205 星野　博之 54013

古橋　秀夫 25043 教室 <８－２０１> 合同

教室 <８－２０１> 合同

オプトエレクトロニクス特論 情報通信システム工学基礎論 電気電子工学特別講義Ⅰ

前期 Ⅱ 　選２ V7231 　選２ V7203 　選２ V7249

津田　紀生 32077 青木　道宏 54038 上杉　勉 57071

火 教室 <８－２０１> 合同 教室 <８－２０１> 合同 教室 <８－２０１> 合同

電力工学特論Ⅱ 　選２ V7235 電気電子材料特論Ⅱ 　選２ V7227 電気電子工学特別講義Ⅱ

後期 雪田　和人 37001 森　竜雄 25080 　選２ V7250

教室 <８－２０１> 合同 教室 <８－２０１> 合同 五島　敬史郎 38074

教室 <８－２０１> 合同

電気エネルギー工学基礎論 エネルギー工学特論 　選２ V7216

前期 　選２ V7202 松村　年郎 57044

大久保　仁 53028 教室 <８－２０１> 合同

水 教室 <８－２０１> 合同

電気電子計測特論 　選２ V7232 電子デバイス特論Ⅱ 　選２ V7229 先端電気エネルギー工学特別 情報セキュリティ論 　選２ V7251

後期 箕輪　昌幸 51046 澤木　宣彦 31009 講義 　選２ V7252 菱田　隆彰 40015

教室 <８－２０１> 合同 教室 <８－２０１> 合同 内田　克己 58031 合同

教室 <８－２０１> 合同

データベース論 　選２ V7245

前期金 鈴木　晋 28009

合同

2018年9月18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

2018

授業時間割Ａ

年度 大学院工学研究科 博士前期課程 第１年次 材料化学専攻 ZM

先端有機物性化学特論 有機合成・反応化学特論

前期 　選２ Z7248 　選２ Z7253

森田　靖 53242 北村　雅人 52027

月 合同 合同

機器分析化学特論 　選２ Z7217

後期 村上　博哉 54039

手嶋　紀雄
合同

超分子生化学特論 　選２ Z7251 触媒化学特論 　選２ Z7215

前期火 釘宮　愼一 48211 丹羽　幹 51021

合同 合同

高分子材料化学特論 　選２ Z7233 セラミックス化学特論Ⅱ

後期水 山田　英介 10496 　選２ Z7232

合同 小林　雄一 30002

合同

生物化学工学特論 　選２ Z7227 生体機能物質化学特論

後期木 稲垣　雅彦 58017 　選２ Z7250

合同 北出　幸夫 56038

合同

分析化学特論 　選２ Z7216

後期金 手嶋　紀雄 38007

村上　博哉
合同

2018年9月18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

3 頁

2018

授業時間割Ａ

年度 大学院工学研究科 博士前期課程 第１年次 機械工学専攻 PM

自動車工学特論 　選２ P7274 ロボット工学特論 　選２ P7255 制御工学特論 　選２ P7251

前期 谷本　隆一 48226 奥川　雅之 49025 早川　義一 39018

月 教室 <１３－４０１> 合同 教室 <１３－４０２> 合同 教室 <ＰＣ学習室> 合同

機械力学特論 　選２ P7225 伝熱工学特論 　選２ P7223

後期 神谷　恵輔 46007 櫛田　玄一郎 33049

合同 合同

機械工学基礎論Ⅲ 　選２ P7282 熱工学特論 　選２ P7216 ＰＥ機械工学特論Ⅰ 　選２ P7290

前期 架谷　昌信 44028 牧野　敦 56039 中山　雄行 46042

合同 教室 <１３－４０２> 合同 各教員

火 教室 <１３－４０２> 合同

技術文化論特論 　選２ P7279 機械材料学特論 　選２ P7284 ＰＥ機械工学特論Ⅱ 　選２ P7276

後期 松室　昭仁 44015 高木　誠 35029 中山　雄行 46042

合同 合同 各教員
合同

圧縮性流体力学特論 　選２ P7287 流体力学特論 　選２ P7221 機械工学基礎論Ⅰ 　選２ P7280

前期 北川　一敬 30090 江上　泰広 50059 山下　博史 26050

教室 <１３－４０２> 合同 教室 <１３－４０１> 合同 教室 <１３－４０２> 合同

水 設計工学特論 　選２ P7253 応用材料力学特論 　選２ P7283 機械工学基礎論Ⅱ 　選２ P7281 材料プロセス工学特論

後期 武田　亘平 50148 戸伏　壽昭 10548 田中　浩 57039 　選２ P7286

合同 合同 合同 生津　資大 56034

合同

材料力学特論 　選２ P7213 ＰＥ総合工学特論Ⅰ 　選２ P7277

前期 松井　良介 42095 中山　雄行 46042

教室 <１３－３０１> 合同 各教員

木 教室 <１３－４０２> 合同

計測工学特論 　選２ P7246 エネルギー変換工学特論 機械工学特別講義 　選２ P7248 ＰＥ総合工学特論Ⅱ 　選２ P7278

後期 内田　敬久 35079 　選２ P7272 （Ｗｅｂ不可） 中山　雄行 46042

合同 山下　博史 26050 江上　泰広 50059 各教員
合同 合同 合同

航空宇宙工学特論 　選２ P7275

前期 三宅　慶明 50057

教室 <１３－３０１> 合同

金 動力機械工学特論 　選２ P7291 メカトロニクス工学特論 バイオエンジニアリング特論

後期 藤村　俊夫 51048 　選２ P7288 　選２ P7289

合同 香川　高弘 53004 山田　章 53031

合同 合同

2018年9月18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

2018

授業時間割Ａ

年度 大学院工学研究科 博士前期課程 第１年次 建設システム工学専攻 FM

土木材料学特論 　選２ F7226 建設システム工学基礎論Ⅰ 建築計画特論Ⅰ 　選２ F7238 鋼構造特論 　選２ F7235

岩月　栄治 26076 　選２ F7201 建部　謙治 10690 薩川　恵一 55041

前期 呉　承寧 51051 環境工学特論Ⅰ 　選２ F7240

河路　友也 43189

細淵　勇人

建築構造特論Ⅱ 　選２ F7246 建築設備設計演習Ⅱ 　選２ F7283 建築計画特論Ⅱ 　選２ F7239

月 山本　貴正 58021 河路　友也 43189 中井　孝幸 46046

合同 合同 合同

建設システム工学特別講義Ⅰ

後期 　選２ F7256

赤堀　良介 53032

建築設備設計演習Ⅱ 　選２ F7283

河路　友也 43189

合同

都市計画学特論Ⅱ 　選２ F7248 建築構造特論Ⅰ 　選２ F7245 コンクリート工学特論Ⅰ 基礎地盤工学特論 　選２ F7224

前期 兼田　敏之 53203 山本　貴正 58021 　選２ F7227 奥村　哲夫 10113

合同 呉　承寧 51051 建築材料学特論Ⅰ 　選２ F7254

山田　和夫 11068

応用水文学特論 　選２ F7231 鉄筋コンクリート工学特論 建築設計演習Ｂ 　選２ F7274 建築材料学特論Ⅱ 　選２ F7255

辻本　哲郎 55038 　選２ F7228 宮本　好信 47228 瀬古　繁喜 50072

火 岩月　栄治 26076 合同 合同

建築設計特論 　選２ F7251 構造解析演習 　選２ F7281 建築設計演習Ｂ 　選２ F7274

後期 宮本　好信 47228 曽我部　博之 27009 宮本　好信 47228

合同 鈴木　敏志 合同

合同 構造解析演習 　選２ F7281

曽我部　博之 27009

鈴木　敏志
合同

河川工学特論 　選２ F7229 水理学特論 　選２ F7230 土木計画学特論 　選２ F7219 交通工学特論 　選２ F7259

赤堀　良介 53032 城戸　由能 55039 小池　則満 40154 安藤　良輔 51059

前期 建築史特論Ⅲ 　選２ F7253 建築史特論Ⅰ 　選２ F7236 建築設備設計演習Ⅰ 　選２ F7282 建築設備設計演習Ⅰ 　選２ F7282

野々垣　篤 38043 杉野　丞 10729 佐野　泰之 34112 佐野　泰之 34112

合同

水 河川環境工学特論 　選２ F7252 防災工学特論 　選２ F7217 都市計画学特論Ⅰ 　選２ F7220 建設システム工学特論Ⅰ

内田　臣一 38042 横田　崇 55043 小池　則満 40154 　選２ F7202

建築構造材料実験演習 建築構造材料実験演習 建築構造特論Ⅲ 　選２ F7247 城戸　由能 55039

後期 　選２ F7279 　選２ F7279 鈴木　敏志 55042 建設システム工学特論Ⅱ

山田　和夫 11068 山田　和夫 11068 合同 　選２ F7204

合同 合同 薩川　恵一 55041

合同

構造力学特論 　選２ F7213 建設システム工学基礎論Ⅱ 建築設計演習Ａ 　選２ F7273 建築設計演習Ａ 　選２ F7273

鈴木　森晶 37003 　選２ F7203 宮本　好信 47228 宮本　好信 47228

前期 建築設備特論Ⅰ 　選２ F7242 建部　謙治 10690

佐野　泰之 34112 構造設計実務演習 　選２ F7278

構造設計実務演習 　選２ F7278 山田　和夫 11068

木 山田　和夫 11068

建築都市環境設計演習 構造設計学特論 　選２ F7214 岩盤力学特論 　選２ F7225 コンクリート工学特論Ⅱ

　選２ F7277 鈴木　森晶 37003 吉田　一也 42043 　選２ F7233

後期 中井　孝幸 46046 建築都市環境設計演習 山田　和夫 11068

合同 　選２ F7277 合同

中井　孝幸 46046

合同

2018年9月18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

2018

授業時間割Ａ

年度 大学院工学研究科 博士前期課程 第１年次 建設システム工学専攻 FM

前期 構造解析特論Ⅰ 　選２ F7215

宗本　理 55040

環境工学特論Ⅱ 　選２ F7241 建築設備特論Ⅱ 　選２ F7243 弾塑性学特論 　選２ F7216 構造解析特論Ⅱ 　選２ F7244

金 佐野　泰之 34112 河路　友也 43189 宗本　理 55040 曽我部　博之 27009

後期 武田　美恵 細淵　勇人 合同

合同 合同

土質力学特論 　選２ F7223

中村　吉男 42042

建築史特論Ⅱ 　選２ F7237 建築史特論Ⅱ 　選２ F7237

後期土 細野　耕司 41006 細野　耕司 41006

隔週 合同 隔週 合同

2018年9月18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

2018

授業時間割Ａ

年度 大学院工学研究科 博士前期課程 第２年次 電気電子工学専攻 VM

情報伝送工学特論 　選２ V7224 ＬＳＩ設計特論 　選２ V7236

前期 森　正和 30028 五島　敬史郎 38074

教室 <８－２０１> 合同 山田　明宏

月 教室 <８－２０１> 合同

電子情報システム工学基礎論 音声情報処理特論 　選２ V7223

後期 　選２ V7205 星野　博之 54013

古橋　秀夫 25043 教室 <８－２０１> 合同

教室 <８－２０１> 合同

オプトエレクトロニクス特論 情報通信システム工学基礎論 電気電子工学特別講義Ⅰ

前期 Ⅱ 　選２ V7231 　選２ V7203 　選２ V7249

津田　紀生 32077 青木　道宏 54038 上杉　勉 57071

火 教室 <８－２０１> 合同 教室 <８－２０１> 合同 教室 <８－２０１> 合同

電力工学特論Ⅱ 　選２ V7235 電気電子材料特論Ⅱ 　選２ V7227 電気電子工学特別講義Ⅱ

後期 雪田　和人 37001 森　竜雄 25080 　選２ V7250

教室 <８－２０１> 合同 教室 <８－２０１> 合同 五島　敬史郎 38074

教室 <８－２０１> 合同

電気エネルギー工学基礎論 エネルギー工学特論 　選２ V7216

前期 　選２ V7202 松村　年郎 57044

大久保　仁 53028 教室 <８－２０１> 合同

水 教室 <８－２０１> 合同

電気電子計測特論 　選２ V7232 電子デバイス特論Ⅱ 　選２ V7229 情報システム工学特論Ⅱ

後期 箕輪　昌幸 51046 澤木　宣彦 31009 　選２ V7238

教室 <８－２０１> 合同 教室 <８－２０１> 合同 菱田　隆彰 40015

データベース論 　選２ V7245

前期金 鈴木　晋 28009

合同

2018年9月18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

2018

授業時間割Ａ

年度 大学院工学研究科 博士前期課程 第２年次 材料化学専攻 ZM

先端有機物性化学特論 有機合成・反応化学特論

前期 　選２ Z7248 　選２ Z7253

森田　靖 53242 北村　雅人 52027

月 合同 合同

機器分析化学特論 　選２ Z7217

後期 村上　博哉 54039

手嶋　紀雄
合同

超分子生化学特論 　選２ Z7251 触媒化学特論 　選２ Z7215

前期火 釘宮　愼一 48211 丹羽　幹 51021

合同 合同

高分子材料化学特論 　選２ Z7233 セラミックス化学特論Ⅱ

後期水 山田　英介 10496 　選２ Z7232

合同 小林　雄一 30002

合同

生物化学工学特論 　選２ Z7227 生体機能物質化学特論

後期木 稲垣　雅彦 58017 　選２ Z7250

合同 北出　幸夫 56038

合同

分析化学特論 　選２ Z7216

後期金 手嶋　紀雄 38007

村上　博哉
合同

2018年9月18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

2018

授業時間割Ａ

年度 大学院工学研究科 博士前期課程 第２年次 機械工学専攻 PM

自動車工学特論 　選２ P7274 ロボット工学特論 　選２ P7255 制御工学特論 　選２ P7251

前期 谷本　隆一 48226 奥川　雅之 49025 早川　義一 39018

月 教室 <１３－４０１> 合同 教室 <１３－４０２> 合同 教室 <ＰＣ学習室> 合同

機械力学特論 　選２ P7225 伝熱工学特論 　選２ P7223

後期 神谷　恵輔 46007 櫛田　玄一郎 33049

合同 合同

機械工学基礎論Ⅲ 　選２ P7282 熱工学特論 　選２ P7216 ＰＥ機械工学特論Ⅰ 　選２ P7290

前期 架谷　昌信 44028 牧野　敦 56039 中山　雄行 46042

合同 教室 <１３－４０２> 合同 各教員

火 教室 <１３－４０２> 合同

技術文化論特論 　選２ P7279 機械材料学特論 　選２ P7284 ＰＥ機械工学特論Ⅱ 　選２ P7276

後期 松室　昭仁 44015 高木　誠 35029 中山　雄行 46042

合同 合同 各教員
合同

圧縮性流体力学特論 　選２ P7287 流体力学特論 　選２ P7221 機械工学基礎論Ⅰ 　選２ P7280

前期 北川　一敬 30090 江上　泰広 50059 山下　博史 26050

教室 <１３－４０２> 合同 教室 <１３－４０１> 合同 教室 <１３－４０２> 合同

水 設計工学特論 　選２ P7253 応用材料力学特論 　選２ P7283 機械工学基礎論Ⅱ 　選２ P7281 材料プロセス工学特論

後期 武田　亘平 50148 戸伏　壽昭 10548 田中　浩 57039 　選２ P7286

合同 合同 合同 生津　資大 56034

合同

材料力学特論 　選２ P7213 ＰＥ総合工学特論Ⅰ 　選２ P7277

前期 松井　良介 42095 中山　雄行 46042

教室 <１３－３０１> 合同 各教員

木 教室 <１３－４０２> 合同

計測工学特論 　選２ P7246 エネルギー変換工学特論 機械工学特別講義 　選２ P7248 ＰＥ総合工学特論Ⅱ 　選２ P7278

後期 内田　敬久 35079 　選２ P7272 （Ｗｅｂ不可） 中山　雄行 46042

合同 山下　博史 26050 江上　泰広 50059 各教員
合同 合同 合同

航空宇宙工学特論 　選２ P7275

前期 三宅　慶明 50057

教室 <１３－３０１> 合同

金 動力機械工学特論 　選２ P7291 メカトロニクス工学特論 バイオエンジニアリング特論

後期 藤村　俊夫 51048 　選２ P7288 　選２ P7289

合同 香川　高弘 53004 山田　章 53031

合同 合同

2018年9月18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

9 頁

2018

授業時間割Ａ

年度 大学院工学研究科 博士前期課程 第２年次 建設システム工学専攻 FM

前期 建築設備設計演習Ⅲ 　選２ F7284 建築設備設計演習Ⅲ 　選２ F7284

佐野　泰之 34112 佐野　泰之 34112

建築構造特論Ⅱ 　選２ F7246 建築設備設計演習Ⅱ 　選２ F7283 建築計画特論Ⅱ 　選２ F7239

月 山本　貴正 58021 河路　友也 43189 中井　孝幸 46046

後期 合同 合同 合同

建築設備設計演習Ⅱ 　選２ F7283

河路　友也 43189

合同

都市計画学特論Ⅱ 　選２ F7248 建設システム工学特別講義Ⅱ 建築都市防災設計演習 建築都市防災設計演習

前期 兼田　敏之 53203 　選２ F7257 　選２ F7276 　選２ F7276

合同 倉橋　奨 43104 建部　謙治 10690 建部　謙治 10690

建築設計特論 　選２ F7251 建築設計演習Ｂ 　選２ F7274 建築材料学特論Ⅱ 　選２ F7255

宮本　好信 47228 宮本　好信 47228 瀬古　繁喜 50072

合同 合同 合同

火 構造解析演習 　選２ F7281 建築設計演習Ｂ 　選２ F7274

後期 曽我部　博之 27009 宮本　好信 47228

鈴木　敏志 合同

合同 構造解析演習 　選２ F7281

曽我部　博之 27009

鈴木　敏志
合同

建築構造実験演習 　選２ F7280 建築構造実験演習 　選２ F7280

山田　和夫 11068 山田　和夫 11068

前期 建築史特論Ⅲ 　選２ F7253

野々垣　篤 38043

水 合同

建築構造材料実験演習 建築構造材料実験演習 建築構造特論Ⅲ 　選２ F7247 建設システム工学特論Ⅱ

後期 　選２ F7279 　選２ F7279 鈴木　敏志 55042 　選２ F7204

山田　和夫 11068 山田　和夫 11068 合同 薩川　恵一 55041

合同 合同 合同

建築歴史意匠設計演習 建築設備設計演習Ⅳ 　選２ F7285 建築設備設計演習Ⅳ 　選２ F7285

前期 　選２ F7275 河路　友也 43189 河路　友也 43189

杉野　丞 10729

木 建築都市環境設計演習 建築都市環境設計演習 コンクリート工学特論Ⅱ

後期 　選２ F7277 　選２ F7277 　選２ F7233

中井　孝幸 46046 中井　孝幸 46046 山田　和夫 11068

合同 合同 合同

建築歴史意匠設計演習 環境調整設計学 　選２ F7260

前期 　選２ F7275 武田　美恵 48046

杉野　丞 10729

金 環境工学特論Ⅱ 　選２ F7241 建築設備特論Ⅱ 　選２ F7243 構造解析特論Ⅱ 　選２ F7244

後期 佐野　泰之 34112 河路　友也 43189 曽我部　博之 27009

武田　美恵 細淵　勇人 合同

合同 合同

建築史特論Ⅱ 　選２ F7237 建築史特論Ⅱ 　選２ F7237

後期土 細野　耕司 41006 細野　耕司 41006

隔週 合同 隔週 合同

2018年9月18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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2018

授業時間割Ａ

年度 大学院経営情報科学研究科 博士前期課程 第１年次 経営情報科学専攻 BM

管理会計論 　選２ B7209 国際会計論 　選２ B7229

前期 大倉　雄次郎 50209 大倉　雄次郎 50209

合同 合同

月 ロジスティクス・システム論 信頼性情報論 　選２ B7226 ネットワーク論 　選２ B7244

後期 　選２ B7215 中川　覃夫 23023 水野　忠則 45079

野村　重信 33007 合同 田　学軍
合同 合同

経営組織論 　選２ B7208 経済性分析論 　選２ B7231 ベンチャー・ビジネス論

吉成　亮 48023 田村　隆善 36003 　選２ B7218

合同 合同 富田　茂 51053

前期 合同

システム・セーフティー論

火 　選２ B7253

中條　直也 50070

合同

オペレーションズ・リサーチ 技術経営戦略論 　選２ B7245 ワークショップ 　選２ B7236 マクロ経済学 　選２ B7201

後期 　選２ B7217 後藤　時政 40026 各教員 99992 原田　峻平 58030

水谷　聡志 39095 石井　成美 合同 合同

合同 合同

経営原理論 　選２ B7205 ファイナンシャル・マネジメ 経営システム論 　選２ B7211 ミクロ経済学 　選２ B7202

羽田　裕 57041 ント論 　選２ B7233 鈴木　達夫 10063 小林　富雄 53059

合同 丸山　恭司 56035 近藤　高司 合同

合同 合同

前期 メディアコンピューティング

　選２ B7222

末永　康仁 49023

北坂　孝幸

水 合同

システム・マネジメント論 コンピュータビジョン 情報セキュリティ論 　選２ B7249

　選２ B7240 　選２ B7252 菱田　隆彰 40015

山本　勝 48022 森本　正志 51032 合同

史　文珍 澤野　弘明

後期 合同 合同

応用確率統計論 　選２ B7242 監査論 　選２ B7232

内藤　克浩 40136 小森　清久 47046

梶　克彦 合同

合同

生産マネジメント・システム 経営分析論 　選２ B7230

前期 論 　選２ B7213 小森　清久 47046

田村　隆善 36003 合同

合同

木 原価計算論 　選２ B7250 リスクマネジメント論 財務会計システム論 　選２ B7228 品質マネジメント・システム

柊　紫乃 49029 　選２ B7234 岡崎　一浩 29113 論 　選２ B7212

後期 合同 岡崎　一浩 29113 合同 仁科　健 57074

柊　紫乃 合同

合同

2018年9月18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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2018

授業時間割Ａ

年度 大学院経営情報科学研究科 博士前期課程 第１年次 経営情報科学専攻 BM

ヒューマンリソース・マネジ ソフトウェアデザイン論 データベース論 　選２ B7224 コンピュータ基礎論 　選２ B7243

メント論 　選２ B7214 　選２ B7247 鈴木　晋 28009 伊藤　暢浩 46043

加藤　里美 54040 小林　正 49048 合同 合同

前期 合同 合同

情報システム論 　選２ B7219

石井　直宏 43033

合同

マーケティング・マネジメン マーケティング・マネジメン コンピュータ・グラフィック 数理計画法 　選２ B7227

金 ト論 　選２ B7216 ト論 　選２ B7216 ス論 　選２ B7248 伊藤　雅 33008

小磯　正樹 49226 小磯　正樹 49226 水野　慎士 49049 合同

隔週 合同 隔週 合同 松河　剛司

財務諸表論 　選２ B7241 財務諸表論 　選２ B7241 合同

後期 坂本　孝司 52033 坂本　孝司 52033 意思決定論 　選２ B7246

隔週 合同 隔週 合同 小田　哲久 10595

コミュニケーションとコンピ 合同

ューテーション 　選２ B7237

河辺　義信 48024

合同

国際経営論 　選２ B7206 知的財産権 　選２ B7239 知的財産権 　選２ B7239

竹内　弘之 11061 日比野　香 45065 日比野　香 45065

前期 佐々木　賢治  加藤　典孝 隔週 合同 隔週 合同

神尾　隆

土 合同

経営戦略論 　選２ B7207

竹内　弘之 11061

後期 佐々木　賢治  蛇川　忠暉

柘植　映二    大西　匡
合同

2018年9月18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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2018

授業時間割Ａ

年度 大学院経営情報科学研究科 博士前期課程 第２年次 経営情報科学専攻 BM

管理会計論 　選２ B7209 国際会計論 　選２ B7229

前期 大倉　雄次郎 50209 大倉　雄次郎 50209

合同 合同

月 ロジスティクス・システム論 信頼性情報論 　選２ B7226 ネットワーク論 　選２ B7244

後期 　選２ B7215 中川　覃夫 23023 水野　忠則 45079

野村　重信 33007 合同 田　学軍
合同 合同

経営組織論 　選２ B7208 経済性分析論 　選２ B7231 ベンチャー・ビジネス論

吉成　亮 48023 田村　隆善 36003 　選２ B7218

合同 合同 富田　茂 51053

前期 合同

システム・セーフティー論

火 　選２ B7253

中條　直也 50070

合同

オペレーションズ・リサーチ 技術経営戦略論 　選２ B7245 ワークショップ 　選２ B7236 マクロ経済学 　選２ B7201

後期 　選２ B7217 後藤　時政 40026 各教員 99992 原田　峻平 58030

水谷　聡志 39095 石井　成美 合同 合同

合同 合同

経営原理論 　選２ B7205 ファイナンシャル・マネジメ 経営システム論 　選２ B7211 ミクロ経済学 　選２ B7202

羽田　裕 57041 ント論 　選２ B7233 鈴木　達夫 10063 小林　富雄 53059

合同 丸山　恭司 56035 近藤　高司 合同

合同 合同

前期 メディアコンピューティング

　選２ B7222

末永　康仁 49023

北坂　孝幸

水 合同

システム・マネジメント論 コンピュータビジョン 情報セキュリティ論 　選２ B7249

　選２ B7240 　選２ B7252 菱田　隆彰 40015

山本　勝 48022 森本　正志 51032 合同

史　文珍 澤野　弘明

後期 合同 合同

応用確率統計論 　選２ B7242 監査論 　選２ B7232

内藤　克浩 40136 小森　清久 47046

梶　克彦 合同

合同

生産マネジメント・システム 経営分析論 　選２ B7230

前期 論 　選２ B7213 小森　清久 47046

田村　隆善 36003 合同

合同

木 原価計算論 　選２ B7250 リスクマネジメント論 財務会計システム論 　選２ B7228 品質マネジメント・システム

柊　紫乃 49029 　選２ B7234 岡崎　一浩 29113 論 　選２ B7212

後期 合同 岡崎　一浩 29113 合同 仁科　健 57074

柊　紫乃 合同

合同

2018年9月18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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2018

授業時間割Ａ

年度 大学院経営情報科学研究科 博士前期課程 第２年次 経営情報科学専攻 BM

ヒューマンリソース・マネジ ソフトウェアデザイン論 データベース論 　選２ B7224 コンピュータ基礎論 　選２ B7243

メント論 　選２ B7214 　選２ B7247 鈴木　晋 28009 伊藤　暢浩 46043

加藤　里美 54040 小林　正 49048 合同 合同

前期 合同 合同

情報システム論 　選２ B7219

石井　直宏 43033

合同

マーケティング・マネジメン マーケティング・マネジメン コンピュータ・グラフィック 数理計画法 　選２ B7227

金 ト論 　選２ B7216 ト論 　選２ B7216 ス論 　選２ B7248 伊藤　雅 33008

小磯　正樹 49226 小磯　正樹 49226 水野　慎士 49049 合同

隔週 合同 隔週 合同 松河　剛司

財務諸表論 　選２ B7241 財務諸表論 　選２ B7241 合同

後期 坂本　孝司 52033 坂本　孝司 52033 意思決定論 　選２ B7246

隔週 合同 隔週 合同 小田　哲久 10595

コミュニケーションとコンピ 合同

ューテーション 　選２ B7237

河辺　義信 48024

合同

国際経営論 　選２ B7206 知的財産権 　選２ B7239 知的財産権 　選２ B7239

竹内　弘之 11061 日比野　香 45065 日比野　香 45065

前期 佐々木　賢治  加藤　典孝 隔週 合同 隔週 合同

神尾　隆

土 合同

経営戦略論 　選２ B7207

竹内　弘之 11061

後期 佐々木　賢治  蛇川　忠暉

柘植　映二    大西　匡
合同

2018年9月18日時点


