
このファイルには上記のデータが含まれています。

時間割だけでなく、「学生便覧」「シラバス」「履修の手引き」「科目変遷表」などで必要な単位数や

授業の情報を確認しながら履修の計画を立ててください。

2023年度時間割【情報学部】



大学　情報学部　情報学部総合　1年
     2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0200970

A0200971

1Q

1Q
月

*物理学及び演習Ⅰ　[ 坪内 健他 八 1S-110安部 芳絵現代教職論　[教職][前期A0700026 A0700038 前期 現代教職論　[教職][ 安部 芳絵 八 1E-106

情報]【A前半】[遠隔( 対面] 対面]

オ)&対面] A1900882 1Q *線形代数学及び演習 荒川 智匡他 八 02-114 A0200970 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 坪内 健他 八 02-114

*物理学及び演習Ⅰ　[ 高瀬 昇他 Ⅰ　[情報]【ABC】[遠 情報]【A前半】[遠隔(

情報]【A後半】[遠隔( 隔(オ)&対面] オ)&対面]

オ)&対面] A1900883 1Q *線形代数学及び演習 岸 俊晴他 八 02-214 A0200971 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 高瀬 昇他 八 1S-209

陸名 雄一他

鈴木 敏行他

面]

]【ABC】[遠隔(オ)&対

*微分及び演習　[情報

面]

]【ABC】[遠隔(オ)&対

*微分及び演習　[情報

1Q

1Q

A0200836

A0200835

大野 雄三

山崎 文重

安 明姫

遠隔(同)]

ドイツ語初級1　[全][

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

前期A0400143

前期A0300073

前期A0300072

八 1W-213

八 02-114

高瀬 昇他

坪内 健他

オ)&対面]

情報]【D後半】[遠隔(

*物理学及び演習Ⅰ　[

オ)&対面]

情報]【D前半】[遠隔(

*物理学及び演習Ⅰ　[

1Q

1Q

A0200976

A0200975

A0200972 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 渡邉 夏輝他 Ⅰ　[情報]【ABC】[遠 情報]【A後半】[遠隔( A0200977 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 渡邉 夏輝他 八 02-264 A0400166 前期 フランス語初級1　[全 沼田 憲治 A0200837 1Q *微分及び演習　[情報 間庭 正明他

情報]【B前半】[遠隔( 隔(オ)&対面] オ)&対面] 情報]【E前半】[遠隔( ][遠隔(同)] ]【ABC】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] A1900884 1Q *線形代数学及び演習 長谷川 研二 八 02-313 A0200972 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 渡邉 夏輝他 八 02-264 オ)&対面] A0400167 前期 フランス語初級1　[全 内山 憲一 面]

A0200973 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 田坂 由貴他 Ⅰ　[情報]【ABC】[遠 他 情報]【B前半】[遠隔( A0200978 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 田坂 由貴他 八 15-204 ][遠隔(同)] A0200838 1Q *微分及び演習　[情報 田村 充司他

情報]【B後半】[遠隔( 隔(オ)&対面] オ)&対面] 情報]【E後半】[遠隔( A0500010 前期 English for Intercul 秋本 隆之 ]【ABC】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] A1900885 1Q *線形代数学及び演習 丹下 稜斗他 八 02-364 A0200973 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 田坂 由貴他 八 15-204 オ)&対面] tural Communication 面]

A0200974 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 今枝 佑輔他 Ⅰ　[情報]【ABC】[遠 情報]【B後半】[遠隔( A0200979 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 今枝 佑輔他 八 02-564 A　[全][遠隔(同)] A0200839 1Q *微分及び演習　[情報 椎名 貴久他

情報]【C前半】[遠隔( 隔(オ)&対面] オ)&対面] 情報]【F前半】[遠隔( A1800093 前期 ロシア語初級1　[全][ 岩崎 理恵 ]【ABC】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] A1900886 1Q *線形代数学及び演習 齋藤 正顕他 八 02-664 A0200974 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 今枝 佑輔他 八 02-564 オ)&対面] 遠隔(同)] 面]

A0200975 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 坪内 健他 Ⅰ　[情報]【ABC】[遠 情報]【C前半】[遠隔( A0201064 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 木村 久美子 八 1W-211 A1100683 1Q *化学及び演習Ⅰ　[情 徳永 健 八 02-164 A0200840 1Q *微分及び演習　[情報 鈴木 敏行他

情報]【D前半】[遠隔( 隔(オ)&対面] オ)&対面] 情報]【F後半】[遠隔( 他 報]【ABC】[遠隔(オ)& ]【DEF】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] A1900894 2Q *線形代数学及び演習 荒川 智匡他 八 02-114 A0201062 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 木村 久美子 八 1W-211 オ)&対面] 対面] 面]

A0200976 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 高瀬 昇他 Ⅱ　[情報]【ABC】[遠 情報]【C後半】[遠隔( 他 A0200993 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 坪内 健他 八 02-114 A0201194 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 田坂 由貴他 八 1E-106 A0200841 1Q *微分及び演習　[情報 陸名 雄一他

情報]【D後半】[遠隔( 隔(オ)&対面] オ)&対面] 情報]【D前半】[遠隔( 先進/工学/情報][遠隔 ]【DEF】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] A1900895 2Q *線形代数学及び演習 岸 俊晴他 八 02-214 A1100685 1Q *化学及び演習Ⅰ　[情 徳永 健 八 02-364 オ)&対面] (オ)&対面] 面]

A0200977 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 渡邉 夏輝他 Ⅱ　[情報]【ABC】[遠 報]【DEF】[遠隔(オ)& A0200994 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 高瀬 昇他 八 1W-213 A1100687 2Q *化学及び演習Ⅱ　[情 徳永 健他 八 02-364 A0200842 1Q *微分及び演習　[情報 田村 充司他

情報]【E前半】[遠隔( 隔(オ)&対面] 対面] 情報]【D後半】[遠隔( 報]【ABC】[遠隔(オ)& ]【DEF】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] A1900896 2Q *線形代数学及び演習 長谷川 研二 八 02-313 A0200988 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 坪内 健他 八 02-114 オ)&対面] 対面] 面]

A0200978 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 田坂 由貴他 Ⅱ　[情報]【ABC】[遠 他 情報]【A前半】[遠隔( A0200995 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 渡邉 夏輝他 八 02-264 A1100695 2Q 化学及び演習Ⅰ　[先 高見 知秀 八 1W-211 A0200843 1Q *微分及び演習　[情報 椎名 貴久他

情報]【E後半】[遠隔( 隔(オ)&対面] オ)&対面] 情報]【E前半】[遠隔( 進/工学/情報][遠隔( ]【DEF】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] A1900897 2Q *線形代数学及び演習 丹下 稜斗他 八 02-364 A0200989 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 高瀬 昇他 八 1S-209 オ)&対面] オ)&対面] 面]

A0200979 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 今枝 佑輔他 Ⅱ　[情報]【ABC】[遠 情報]【A後半】[遠隔( A0200996 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 田坂 由貴他 八 15-204 A0200302 後期 Basic English I　[全 萩原 輝 新 1001 A0200844 1Q *微分及び演習　[情報 菊田 伸他

情報]【F前半】[遠隔( 隔(オ)&対面] オ)&対面] 情報]【E後半】[遠隔( ](再)[ハイ] 八 1N-214 ]【DEF】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] A1900898 2Q *線形代数学及び演習 豊田 哲他 八 02-664 A0200990 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 渡邉 夏輝他 八 02-264 オ)&対面] A0300086 後期 中国語初級1　[全][遠 安 明姫 面]

A0201062 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 木村 久美子 Ⅱ　[情報]【ABC】[遠 情報]【B前半】[遠隔( A0200997 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 今枝 佑輔他 八 02-564 隔(同)] A1100296 1Q 工学院大スタディーズ 二上 武生他

情報]【C後半】[遠隔( 他 隔(オ)&対面] オ)&対面] 情報]【F前半】[遠隔( A0300087 後期 中国語初級1　[全][遠 山崎 文重 [情報][遠隔(オ)]

オ)&対面] A1100195 後期 教育心理学　[教職][ 安部 芳絵 八 1S-208 A0200991 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 田坂 由貴他 八 15-204 オ)&対面] 隔(同)] A0200847 2Q 微分及び演習　[先進/ 大井 周他

A0201064 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 木村 久美子 対面] 情報]【B後半】[遠隔( A0201065 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 木村 久美子 八 1W-211 A0400158 後期 ドイツ語初級1　[全][ 大野 雄三 情報][遠隔(オ)&対面]

情報]【F後半】[遠隔( 他 A0201054 3Q *物理学及び演習ⅢC 吉田 勝彦他 八 02-164 オ)&対面] 情報]【F後半】[遠隔( 他 遠隔(同)] A1100695 2Q 化学及び演習Ⅰ　[先 高見 知秀

オ)&対面] [情報]【DEF】[遠隔( A0200992 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 今枝 佑輔他 八 02-564 オ)&対面] A0400168 後期 フランス語初級1　[全 沼田 憲治 進/工学/情報][遠隔(

A1900882 1Q *線形代数学及び演習 荒川 智匡他 オ)&対面] 情報]【C前半】[遠隔( A0200637 3Q 物理学実験　[情報][ 渡部 隆史他 八 1W-329 ][遠隔(同)] オ)&対面]

Ⅰ　[情報]【ABC】[遠 A0201055 3Q *物理学及び演習ⅢC 高瀬 昇他 八 1W-212 オ)&対面] 連続][対面] A0400169 後期 フランス語初級1　[全 内山 憲一 A0200848 3Q 微分及び演習　[先進/ 齋藤 正顕他

隔(オ)&対面] [情報]【DEF】[遠隔( A0201063 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 木村 久美子 八 1W-211 ][遠隔(同)] 情報][遠隔(オ)&対面]

A1900883 1Q *線形代数学及び演習 岸 俊晴他 オ)&対面] 情報]【C後半】[遠隔( 他 A0500012 後期 English for Intercul 秋本 隆之 A1100694 3Q 化学及び演習Ⅱ　[先 徳永 健

Ⅰ　[情報]【ABC】[遠 A1900430 3Q 総合的な学習の時間の 内山 宗昭 オ)&対面] tural Communication 進/工学/情報][遠隔(

隔(オ)&対面] 理論と方法　[教職][ A1100688 2Q *化学及び演習Ⅱ　[情 徳永 健他 八 1W-111 B　[全][遠隔(同)] オ)&対面]

A1900884 1Q *線形代数学及び演習 長谷川 研二 遠隔(同)] 報]【DEF】[遠隔(オ)& A1800099 後期 ロシア語初級1　[全][ 岩崎 理恵 A0200849 4Q 微分及び演習　[先進/ 間庭 正明他

Ⅰ　[情報]【ABC】[遠 他 A1900906 3Q *線形代数学及び演習 鈴木 敏行他 八 1S-108 対面] 遠隔(同)] 情報][遠隔(オ)&対面]

隔(オ)&対面] Ⅲ　[情報]【ABC】[遠 A1100788 後期 教育心理学　[教職][ 安部 芳絵 八 02-364 A0200998 3Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 吉田 勝彦他 八 1E-203

A1900885 1Q *線形代数学及び演習 丹下 稜斗他 隔(オ)&対面] 対面] 先進/工学/情報][遠隔

Ⅰ　[情報]【ABC】[遠 A1900907 3Q *線形代数学及び演習 荒川 智匡他 八 1S-207 A0200637 3Q 物理学実験　[情報][ 渡部 隆史他 八 1W-329 (オ)&対面]

隔(オ)&対面] Ⅲ　[情報]【ABC】[遠 連続][対面] A1900964 3Q 積分及び演習　[先進/ 間庭 正明他 八 1E-106

A1900886 1Q *線形代数学及び演習 齋藤 正顕他 隔(オ)&対面] 情報][遠隔(オ)&対面]

Ⅰ　[情報]【ABC】[遠 A1900908 3Q *線形代数学及び演習 梅田 典晃他 八 1N-214 A0200818 4Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 吉田 勝彦他 八 1E-206

隔(オ)&対面] Ⅲ　[情報]【ABC】[遠 先進/工学/情報][遠隔

A1900888 1Q *線形代数学及び演習 鈴木 敏行他 隔(オ)&対面] (オ)&対面]

Ⅰ　[情報]【DEF】[遠 A1900909 3Q *線形代数学及び演習 多田 秀樹他 八 1N-216 A0200849 4Q 微分及び演習　[先進/ 間庭 正明他 八 1E-106

隔(オ)&対面] Ⅲ　[情報]【ABC】[遠 情報][遠隔(オ)&対面]

A1900889 1Q *線形代数学及び演習 菊田 伸他 隔(オ)&対面] A0200999 4Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 田坂 由貴他 八 1E-205

Ⅰ　[情報]【DEF】[遠 A0200817 4Q *物理学及び演習ⅢD 吉田 勝彦他 八 02-164 先進/工学/情報][遠隔

隔(オ)&対面] [情報]【DEF】[遠隔( (オ)&対面]

A1900890 1Q *線形代数学及び演習 椎名 貴久他 オ)&対面]

Ⅰ　[情報]【DEF】[遠 A1900918 4Q *線形代数学及び演習 鈴木 敏行他 八 1S-108

隔(オ)&対面] Ⅳ　[情報]【ABC】[遠

A1900891 1Q *線形代数学及び演習 豊田 哲他 隔(オ)&対面]

Ⅰ　[情報]【DEF】[遠 A1900919 4Q *線形代数学及び演習 荒川 智匡他 八 1S-207

隔(オ)&対面] Ⅳ　[情報]【ABC】[遠

A1900892 1Q *線形代数学及び演習 田村 充司他 隔(オ)&対面]

Ⅰ　[情報]【DEF】[遠 A1900920 4Q *線形代数学及び演習 梅田 典晃他 八 1N-214

隔(オ)&対面] Ⅳ　[情報]【ABC】[遠

A0200981 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他 隔(オ)&対面]

先進/工学/情報][遠隔 A1900921 4Q *線形代数学及び演習 多田 秀樹他 八 1N-216

(オ)&対面] Ⅳ　[情報]【ABC】[遠

A0200983 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他 隔(オ)&対面]

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0200985 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 田坂 由貴他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201192 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 高瀬 昇他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201193 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201194 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 田坂 由貴他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201195 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 五十嵐　朱夏

END



大学　情報学部　情報学部総合　1年
2      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

先進/工学/情報][遠隔 他

(オ)&対面]

A1900935 2Q 線形代数学及び演習Ⅰ 陸名 雄一他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A0200986 3Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201075 3Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 吉田 勝彦他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201144 3Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A1900937 3Q 線形代数学及び演習Ⅰ 陸名 雄一他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A0200818 4Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 吉田 勝彦他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0200987 4Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201104 4Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201145 4Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A1900938 4Q 線形代数学及び演習Ⅰ 国定　亮一他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

END



大学　情報学部　情報学部総合　1年
3      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0200988

A0200989

2Q

2Q
火

*物理学及び演習Ⅱ　[ 坪内 健他 八 02-164位野木 万里情報数学および演習11QA1000188 A1000188 1Q 情報数学および演習1 位野木 万里 八 02-164

情報]【A前半】[遠隔( [情報1年生][連続][ 他 八 02-264 [情報1年生][連続][ 他 八 02-264

オ)&対面] 対面] 八 15-204 対面] 八 15-204

*物理学及び演習Ⅱ　[ 高瀬 昇他 八 15-206 八 15-206

情報]【A後半】[遠隔( 八 1N-028 八 1N-028

オ)&対面] 八 1W-026 八 1W-026

陸名 雄一他

鈴木 敏行他

面]

]【ABC】[遠隔(オ)&対

*積分及び演習　[情報

面]

]【ABC】[遠隔(オ)&対

*積分及び演習　[情報

2Q

2Q

A1900954

A1900953

田　芳

閻　瑜

山崎 文重

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

前期A0300107

前期A0300105

前期A0300075

A0200990 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 渡邉 夏輝他 八 1W-111 八 1W-111 A0400144 前期 ドイツ語初級1　[全][ 柳 勝己 A1900955 2Q *積分及び演習　[情報 間庭 正明他

情報]【B前半】[遠隔( A1000195 2Q 情報数学および演習2 位野木 万里 八 15-204 A1000195 2Q 情報数学および演習2 位野木 万里 八 15-204 遠隔(同)] ]【ABC】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] [情報1年生][連続][ 他 八 15-206 [情報1年生][連続][ 他 八 15-206 A0400145 前期 ドイツ語初級1　[全][ 大野 雄三 面]

A0200991 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 田坂 由貴他 対面] 八 1N-028 対面] 八 1N-028 遠隔(同)] A1900956 2Q *積分及び演習　[情報 田村 充司他

情報]【B後半】[遠隔( 八 1W-026 八 1W-026 A0600046 前期 フランス語初級1　[全 沼田 憲治 ]【ABC】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] 八 1W-111 八 1W-111 ][遠隔(同)] 面]

A0200992 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 今枝 佑輔他 A1000271 2Q 情報数学および演習1 位野木 万里 八 02-164 A1000271 2Q 情報数学および演習1 位野木 万里 八 02-164 A0600047 前期 フランス語初級1　[全 内山 憲一 A1900957 2Q *積分及び演習　[情報 椎名 貴久他

情報]【C前半】[遠隔( [情報1年生](再)[連 他 八 02-264 [情報1年生](再)[連 他 八 02-264 ][遠隔(同)] ]【ABC】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] 続][対面] 続][対面] A1000180 前期 *情報学基礎論I　[情 三木 良雄 面]

A0200993 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 坪内 健他 A1000200 3Q 情報数学および演習1 大和 淳司他 八 1S-210 A1000200 3Q 情報数学および演習1 大和 淳司他 八 1S-210 報]【ABC】[遠隔(同)] A1900958 2Q *積分及び演習　[情報 鈴木 敏行他

情報]【D前半】[遠隔( [情報1年生](再)[連 [情報1年生](再)[連 A1000183 前期 *情報学基礎論I　[情 小林 亜樹 ]【DEF】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] 続][対面] 続][対面] 報]【DEF】[遠隔(同)] 面]

A0200994 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 高瀬 昇他 A1000202 3Q 情報数学および演習2 大和 淳司他 八 1E-106 A1000202 3Q 情報数学および演習2 大和 淳司他 八 1E-106 A1400007 前期 日本語中級I　[全][対 酒井 駿多 八 1N-214 A1900959 2Q *積分及び演習　[情報 陸名 雄一他

情報]【D後半】[遠隔( [情報1年生][連続][ 八 1N-215 [情報1年生][連続][ 八 1N-215 面] ]【DEF】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] 対面] 対面] A1800094 前期 ロシア語初級1　[全][ 大月 晶子 面]

A0200995 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 渡邉 夏輝他 A1000204 3Q 情報数学および演習3 渡邉 桂子 八 1N-216 A1000204 3Q 情報数学および演習3 渡邉 桂子 八 1N-216 遠隔(同)] A1900960 2Q *積分及び演習　[情報 田村 充司他

情報]【E前半】[遠隔( [情報1年生][連続][ [情報1年生][連続][ A0200981 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他 八 1N-028 ]【DEF】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] 対面] 対面] 先進/工学/情報][遠隔 面]

A0200996 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 田坂 由貴他 A1000205 3Q 情報数学および演習3 長嶋 祐二 八 1N-217 A1000205 3Q 情報数学および演習3 長嶋 祐二 八 1N-217 (オ)&対面] A1900961 2Q *積分及び演習　[情報 椎名 貴久他

情報]【E後半】[遠隔( [情報1年生][連続][ [情報1年生][連続][ A0200305 後期 Basic English I　[全 秋本 隆之 新 1001 ]【DEF】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] 対面] 対面] ](再)[ハイ] 八 1E-106 面]

A0200997 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 今枝 佑輔他 A1000206 3Q 情報数学および演習3 高橋 義典 八 1W-111 A1000206 3Q 情報数学および演習3 高橋 義典 八 1W-111 A0300088 後期 中国語初級1　[全][遠 田　芳 A1900962 2Q *積分及び演習　[情報 菊田 伸

情報]【F前半】[遠隔( [情報1年生][連続][ [情報1年生][連続][ 隔(同)] ]【DEF】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] 対面] 対面] A0300089 後期 中国語初級1　[全][遠 山崎 文重 面]

A0201063 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 木村 久美子 A1000207 4Q 情報数学および演習2 大和 淳司他 八 02-564 A1000207 4Q 情報数学および演習2 大和 淳司他 八 02-564 隔(同)] A1100692 3Q 化学及び演習Ⅱ　[先 高見 知秀

情報]【C後半】[遠隔( 他 [情報1年生][連続][ 八 1S-108 [情報1年生][連続][ 八 1S-108 A0300106 後期 中国語初級1　[全][遠 閻　瑜 進/工学/情報][遠隔(

オ)&対面] 対面] 八 1S-210 対面] 八 1S-210 隔(同)] オ)&対面]

A0201065 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 木村 久美子 A1000209 4Q 情報数学および演習4 渡邉 桂子 八 1N-216 A1000209 4Q 情報数学および演習4 渡邉 桂子 八 1N-216 A0400159 後期 ドイツ語初級1　[全][ 柳 勝己 A1900964 3Q 積分及び演習　[先進/ 間庭 正明他

情報]【F後半】[遠隔( 他 [情報1年生][連続][ [情報1年生][連続][ 遠隔(同)] 情報][遠隔(オ)&対面]

オ)&対面] 対面] 対面] A0400160 後期 ドイツ語初級1　[全][ 大野 雄三 A1900965 3Q 積分及び演習　[先進/ 齋藤 正顕他

A1900894 2Q *線形代数学及び演習 荒川 智匡他 A1000210 4Q 情報数学および演習4 長嶋 祐二 八 1N-217 A1000210 4Q 情報数学および演習4 長嶋 祐二 八 1N-217 遠隔(同)] 情報][遠隔(オ)&対面]

Ⅱ　[情報]【ABC】[遠 [情報1年生][連続][ [情報1年生][連続][ A0600057 後期 フランス語初級1　[全 内山 憲一 A1900966 4Q 積分及び演習　[先進/ 田村 充司他

隔(オ)&対面] 対面] 対面] ][遠隔(同)] 情報][遠隔(オ)&対面]

A1900895 2Q *線形代数学及び演習 岸 俊晴他 A1000211 4Q 情報数学および演習4 高木 悟 八 1W-212 A1000211 4Q 情報数学および演習4 高木 悟 八 1W-212 A0600064 後期 フランス語初級1　[全 沼田 憲治

Ⅱ　[情報]【ABC】[遠 [情報1年生][連続][ [情報1年生][連続][ ][遠隔(同)]

隔(オ)&対面] 対面] 対面] A1000184 後期 *情報学基礎論II　[情 木全 英明他 八 1N-028

A1900896 2Q *線形代数学及び演習 長谷川 研二 A1000212 4Q 情報数学および演習4 高橋 義典 八 1W-111 A1000212 4Q 情報数学および演習4 高橋 義典 八 1W-111 報]【AB】[対面]

Ⅱ　[情報]【ABC】[遠 他 [情報1年生][連続][ [情報1年生][連続][ A1000185 後期 *情報学基礎論II　[情 水野 修他 八 1N-029

隔(オ)&対面] 対面] 対面] 報]【CD】[対面]

A1900897 2Q *線形代数学及び演習 丹下 稜斗他 A1000186 後期 *情報学基礎論II　[情 浅野 太他 八 1W-026

Ⅱ　[情報]【ABC】[遠 報]【EF】[対面]

隔(オ)&対面] A1400008 後期 日本語中級II　[全][ 酒井 駿多 八 1N-216

A1900898 2Q *線形代数学及び演習 豊田 哲他 対面]

Ⅱ　[情報]【ABC】[遠 A1800100 後期 ロシア語初級1　[全][ 大月 晶子

隔(オ)&対面] 遠隔(同)]

A1900900 2Q *線形代数学及び演習 鈴木 敏行他 A0201000 3Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 田坂 由貴他 八 1S-207

Ⅱ　[情報]【DEF】[遠 先進/工学/情報][遠隔

隔(オ)&対面] (オ)&対面]

A1900901 2Q *線形代数学及び演習 菊田 伸他 A0201075 3Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 吉田 勝彦他 八 1E-203

Ⅱ　[情報]【DEF】[遠 先進/工学/情報][遠隔

隔(オ)&対面] (オ)&対面]

A1900902 2Q *線形代数学及び演習 椎名 貴久他 A0201001 4Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 田坂 由貴他 八 1S-207

Ⅱ　[情報]【DEF】[遠 先進/工学/情報][遠隔

隔(オ)&対面] (オ)&対面]

A1900903 2Q *線形代数学及び演習 豊田 哲他 A0201056 4Q 物理学及び演習ⅢC　[ 吉田 勝彦他 八 1E-202

Ⅱ　[情報]【DEF】[遠 A1/A2/情報][遠隔(オ)

隔(オ)&対面] &対面]

A1900904 2Q *線形代数学及び演習 田村 充司他 A1900966 4Q 積分及び演習　[先進/ 田村 充司他 八 02-264

Ⅱ　[情報]【DEF】[遠 情報][遠隔(オ)&対面]

隔(オ)&対面]

A0200867 3Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 高瀬 昇他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0200998 3Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 吉田 勝彦他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201000 3Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 田坂 由貴他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201002 3Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 今枝 佑輔他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A1900936 3Q 線形代数学及び演習Ⅱ 国定　亮一他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A0200999 4Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 田坂 由貴他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201001 4Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 田坂 由貴他

END



大学　情報学部　情報学部総合　1年
4      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A1900939 4Q 線形代数学及び演習Ⅱ 陸名 雄一他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

END



大学　情報学部　情報学部総合　1年
5      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A1900906

A1900907

3Q

3Q
水

*線形代数学及び演習 鈴木 敏行他 八 15-202鈴木 敏行他*線形代数学及び演習1QA1900888 A0200132 前期 *Basic Communication 今井 博啓 八 02-114

Ⅲ　[情報]【ABC】[遠 Ⅰ　[情報]【DEF】[遠 I　[情報]【ABC】[対

隔(オ)&対面] 隔(オ)&対面] 面]

*線形代数学及び演習 荒川 智匡他 A1900889 1Q *線形代数学及び演習 菊田 伸他 八 02-214 A0200133 前期 *Basic Communication 南波　慧 八 02-164

Ⅲ　[情報]【ABC】[遠 Ⅰ　[情報]【DEF】[遠 I　[情報]【ABC】[対

隔(オ)&対面] 隔(オ)&対面] 面]

間庭 正明他

陸名 雄一他

対面]

報]【ABC】[遠隔(オ)&

*偏微分及び演習　[情

対面]

報]【ABC】[遠隔(オ)&

*偏微分及び演習　[情

3Q

3Q

A0800063

A0800062

八 1E-206

八 1E-203

八 1E-202

三野 和惠

井上 真理

飯沼 好永

情報]【ABC】[対面]

*Basic English I　[

情報]【ABC】[対面]

*Basic English I　[

情報]【ABC】[対面]

*Basic English I　[

前期A0200225

前期A0200224

前期A0200223

八 02-164

八 02-114

塚田 浩幸

日吉 佑太

面]

I　[情報]【DEF】[対

*Basic Communication

面]

I　[情報]【DEF】[対

*Basic Communication

前期

前期

A0200128

A0200127

A1900908 3Q *線形代数学及び演習 梅田 典晃他 A1900890 1Q *線形代数学及び演習 椎名 貴久他 八 02-313 A0200134 前期 *Basic Communication 未定 八 02-214 A0200129 前期 *Basic Communication 田中 俊雄 八 02-214 A0200226 前期 *Basic English I　[ 田中 聡一郎 八 1N-215 A0800064 3Q *偏微分及び演習　[情 椎名 貴久他

Ⅲ　[情報]【ABC】[遠 Ⅰ　[情報]【DEF】[遠 I　[情報]【ABC】[対 I　[情報]【DEF】[対 情報]【ABC】[対面] 報]【ABC】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 隔(オ)&対面] 面] 面] A0200227 前期 *Basic English I　[ 塚田 浩幸 八 1S-108 対面]

A1900909 3Q *線形代数学及び演習 多田 秀樹他 A1900891 1Q *線形代数学及び演習 豊田 哲他 八 02-364 A0200135 前期 *Basic Communication プリチャード 八 02-264 A0200130 前期 *Basic Communication プリチャード 八 02-264 情報]【ABC】[対面] A0800065 3Q *偏微分及び演習　[情 熊ノ郷 直人

Ⅲ　[情報]【ABC】[遠 Ⅰ　[情報]【DEF】[遠 I　[情報]【ABC】[対 パトリック I　[情報]【DEF】[対 パトリック A0200873 前期 *Basic English I　[ ハウル ポー 八 1W-116 報]【ABC】[遠隔(オ)& 他

隔(オ)&対面] 隔(オ)&対面] 面] ノエル 面] ノエル 情報]【ABC】[対面] ル 対面]

A1900912 3Q *線形代数学及び演習 小林 康麿他 A1900892 1Q *線形代数学及び演習 田村 充司他 八 02-664 A0200136 前期 *Basic Communication 三野 和惠 八 02-313 A0200131 前期 *Basic Communication 三野 和惠 八 02-313 A0201184 前期 Basic English I　[全 南波　慧 新 1001 A0800066 3Q *偏微分及び演習　[情 齋藤 正顕他

Ⅲ　[情報]【DEF】[遠 Ⅰ　[情報]【DEF】[遠 I　[情報]【ABC】[対 I　[情報]【DEF】[対 ](再)[ハイ] 八 1S-107 報]【ABC】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 隔(オ)&対面] 面] 面] A0300076 前期 中国語初級1　[全][遠 川原 勝彦 対面]

A1900913 3Q *線形代数学及び演習 田村 充司他 A1900900 2Q *線形代数学及び演習 鈴木 敏行他 八 15-202 A0200890 前期 *Basic Communication 田中 聡一郎 八 02-364 A0200891 前期 *Basic Communication 未定 八 02-364 隔(同)] A0800068 3Q *偏微分及び演習　[情 陸名 雄一他

Ⅲ　[情報]【DEF】[遠 Ⅱ　[情報]【DEF】[遠 I　[情報]【ABC】[対 I　[情報]【DEF】[対 A0300108 前期 中国語初級1　[全][遠 閻　瑜 報]【DEF】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 隔(オ)&対面] 面] 面] 隔(同)] 対面]

A1900914 3Q *線形代数学及び演習 間庭 正明他 A1900901 2Q *線形代数学及び演習 菊田 伸他 八 02-214 A0200840 1Q *微分及び演習　[情報 鈴木 敏行他 八 1E-106 A0400239 前期 ドイツ語初級1　[全][ 本田 博之 A0400146 前期 ドイツ語初級1　[全][ 本田 博之 A0800069 3Q *偏微分及び演習　[情 間庭 正明他

Ⅲ　[情報]【DEF】[遠 Ⅱ　[情報]【DEF】[遠 ]【DEF】[遠隔(オ)&対 遠隔(同)] 遠隔(同)] 報]【DEF】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 隔(オ)&対面] 面] A0200835 1Q *微分及び演習　[情報 鈴木 敏行他 八 1E-106 A0500011 前期 English for Intercul 山田 朋美 対面]

A1900915 3Q *線形代数学及び演習 陸名 雄一他 A1900902 2Q *線形代数学及び演習 椎名 貴久他 八 02-313 A0200841 1Q *微分及び演習　[情報 陸名 雄一他 八 1W-212 ]【ABC】[遠隔(オ)&対 tural Communication A0800070 3Q *偏微分及び演習　[情 椎名 貴久他

Ⅲ　[情報]【DEF】[遠 Ⅱ　[情報]【DEF】[遠 ]【DEF】[遠隔(オ)&対 面] A　[全][遠隔(同)] 報]【DEF】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 隔(オ)&対面] 面] A0200836 1Q *微分及び演習　[情報 陸名 雄一他 八 1W-212 A0600048 前期 フランス語初級1　[全 内山 憲一 対面]

A1900903 2Q *線形代数学及び演習 豊田 哲他 八 02-364 A0200842 1Q *微分及び演習　[情報 田村 充司他 八 1S-107 ]【ABC】[遠隔(オ)&対 ][遠隔(同)] A0800071 3Q *偏微分及び演習　[情 田村 充司他

Ⅱ　[情報]【DEF】[遠 ]【DEF】[遠隔(オ)&対 面] A1800095 前期 ロシア語初級1　[全][ 粕谷 典子 報]【DEF】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 面] A0200837 1Q *微分及び演習　[情報 間庭 正明他 八 1N-215 遠隔(同)] 対面]

A1900904 2Q *線形代数学及び演習 田村 充司他 八 02-664 A0200843 1Q *微分及び演習　[情報 椎名 貴久他 八 15-204 ]【ABC】[遠隔(オ)&対 A0200983 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他 八 1N-029 A0800072 3Q *偏微分及び演習　[情 小林 康麿他

Ⅱ　[情報]【DEF】[遠 ]【DEF】[遠隔(オ)&対 面] 先進/工学/情報][遠隔 報]【DEF】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 面] A0200838 1Q *微分及び演習　[情報 田村 充司他 八 1S-107 (オ)&対面] 対面]

A0201144 3Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他 八 1S-108 A0200844 1Q *微分及び演習　[情報 菊田 伸他 八 15-202 ]【ABC】[遠隔(オ)&対 A1100689 2Q 化学及び演習Ⅰ　[先 桑村 直人 八 1W-211 A0800074 4Q 偏微分及び演習　[先 齋藤 正顕他

先進/工学/情報][遠隔 ]【DEF】[遠隔(オ)&対 面] 進/工学/情報][遠隔( 進/情報][遠隔(オ)&対

(オ)&対面] 面] A0200839 1Q *微分及び演習　[情報 椎名 貴久他 八 15-204 オ)&対面] 面]

A1900912 3Q *線形代数学及び演習 小林 康麿他 八 1W-027 A1900958 2Q *積分及び演習　[情報 鈴木 敏行他 八 1E-106 ]【ABC】[遠隔(オ)&対 A1900935 2Q 線形代数学及び演習Ⅰ 陸名 雄一他 八 1W-212 A1100696 4Q 化学及び演習Ⅱ　[先 桑村 直人

Ⅲ　[情報]【DEF】[遠 ]【DEF】[遠隔(オ)&対 面] [情報][遠隔(オ)&対 進/工学/情報][遠隔(

隔(オ)&対面] 面] A1900953 2Q *積分及び演習　[情報 鈴木 敏行他 八 1E-106 面] オ)&対面]

A1900913 3Q *線形代数学及び演習 田村 充司他 八 1W-111 A1900959 2Q *積分及び演習　[情報 陸名 雄一他 八 1W-212 ]【ABC】[遠隔(オ)&対 A0200274 後期 *Basic English II　[ 飯沼 好永 八 15-204

Ⅲ　[情報]【DEF】[遠 ]【DEF】[遠隔(オ)&対 面] 情報]【ABC】[対面]

隔(オ)&対面] 面] A1900954 2Q *積分及び演習　[情報 陸名 雄一他 八 1W-212 A0200275 後期 *Basic English II　[ 井上 真理 八 15-206

A1900914 3Q *線形代数学及び演習 間庭 正明他 八 1W-116 A1900960 2Q *積分及び演習　[情報 田村 充司他 八 1S-107 ]【ABC】[遠隔(オ)&対 情報]【ABC】[対面]

Ⅲ　[情報]【DEF】[遠 ]【DEF】[遠隔(オ)&対 面] A0200276 後期 *Basic English II　[ 三野 和惠 八 1E-106

隔(オ)&対面] 面] A1900955 2Q *積分及び演習　[情報 間庭 正明他 八 1N-215 情報]【ABC】[対面]

A1900915 3Q *線形代数学及び演習 陸名 雄一他 八 1W-211 A1900961 2Q *積分及び演習　[情報 椎名 貴久他 八 15-204 ]【ABC】[遠隔(オ)&対 A0200277 後期 *Basic English II　[ 田中 聡一郎 八 1N-401

Ⅲ　[情報]【DEF】[遠 ]【DEF】[遠隔(オ)&対 面] 情報]【ABC】[対面]

隔(オ)&対面] 面] A1900956 2Q *積分及び演習　[情報 田村 充司他 八 1S-107 A0200278 後期 *Basic English II　[ 塚田 浩幸 八 1W-027

A0201145 4Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他 八 1S-108 A1900962 2Q *積分及び演習　[情報 菊田 伸 八 15-202 ]【ABC】[遠隔(オ)&対 情報]【ABC】[対面]

先進/工学/情報][遠隔 ]【DEF】[遠隔(オ)&対 面] A0200682 後期 Basic English I　[全 今井 博啓 新 1001

(オ)&対面] 面] A1900957 2Q *積分及び演習　[情報 椎名 貴久他 八 15-204 ](再)[ハイ] 八 1W-116

A1900924 4Q *線形代数学及び演習 小林 康麿他 八 1W-027 A0200183 後期 *Basic Communication 今井 博啓 八 02-214 ]【ABC】[遠隔(オ)&対 A0200884 後期 *Basic English II　[ ハウル ポー 八 15-208

Ⅳ　[情報]【DEF】[遠 II　[情報]【ABC】[ 面] 情報]【ABC】[対面] ル

隔(オ)&対面] 対面] A0200178 後期 *Basic Communication 日吉 佑太 八 02-214 A0201189 後期 Basic English II　[ 南波　慧 新 1001

A1900925 4Q *線形代数学及び演習 田村 充司他 八 1W-111 A0200184 後期 *Basic Communication 南波　慧 八 02-114 II　[情報]【DEF】[ 全](再)[ハイ] 八 1W-211

Ⅳ　[情報]【DEF】[遠 II　[情報]【ABC】[ 対面] A0300090 後期 中国語初級1　[全][遠 川原 勝彦

隔(オ)&対面] 対面] A0200179 後期 *Basic Communication 塚田 浩幸 八 02-114 隔(同)]

A1900926 4Q *線形代数学及び演習 間庭 正明他 八 1W-116 A0200185 後期 *Basic Communication 未定 八 02-164 II　[情報]【DEF】[ A0300091 後期 中国語初級1　[全][遠 閻　瑜

Ⅳ　[情報]【DEF】[遠 II　[情報]【ABC】[ 対面] 隔(同)]

隔(オ)&対面] 対面] A0200180 後期 *Basic Communication 田中 俊雄 八 02-164 A0400161 後期 ドイツ語初級1　[全][ 本田 博之

A1900927 4Q *線形代数学及び演習 陸名 雄一他 八 1W-211 A0200186 後期 *Basic Communication プリチャード 八 02-364 II　[情報]【DEF】[ 遠隔(同)]

Ⅳ　[情報]【DEF】[遠 II　[情報]【ABC】[ パトリック 対面] A0500013 後期 English for Intercul 山田 朋美

隔(オ)&対面] 対面] ノエル A0200181 後期 *Basic Communication プリチャード 八 02-364 tural Communication

A0200187 後期 *Basic Communication 三野 和惠 八 02-264 II　[情報]【DEF】[ パトリック B　[全][遠隔(同)]

II　[情報]【ABC】[ 対面] ノエル A0600058 後期 フランス語初級1　[全 内山 憲一

対面] A0200182 後期 *Basic Communication 三野 和惠 八 02-264 ][遠隔(同)]

A0200899 後期 *Basic Communication 田中 聡一郎 八 02-313 II　[情報]【DEF】[ A1800101 後期 ロシア語初級1　[全][ 粕谷 典子

II　[情報]【ABC】[ 対面] 遠隔(同)]

対面] A0200900 後期 *Basic Communication 未定 八 02-313 A0200848 3Q 微分及び演習　[先進/ 齋藤 正顕他 八 1N-215

A0800068 3Q *偏微分及び演習　[情 陸名 雄一他 八 1W-213 II　[情報]【DEF】[ 情報][遠隔(オ)&対面]

報]【DEF】[遠隔(オ)& 対面] A0201002 3Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 今枝 佑輔他 八 1S-209

対面] A0400240 後期 ドイツ語初級1　[全][ 本田 博之 先進/工学/情報][遠隔

A0800069 3Q *偏微分及び演習　[情 間庭 正明他 八 1N-214 遠隔(同)] (オ)&対面]

報]【DEF】[遠隔(オ)& A0800062 3Q *偏微分及び演習　[情 陸名 雄一他 八 1W-213 A1100691 3Q 化学及び演習Ⅰ　[先 桑村 直人 八 1E-202

対面] 報]【ABC】[遠隔(オ)& 進/工学/情報][遠隔(

A0800070 3Q *偏微分及び演習　[情 椎名 貴久他 八 1S-208 対面] オ)&対面]

報]【DEF】[遠隔(オ)& A0800063 3Q *偏微分及び演習　[情 間庭 正明他 八 1N-214 A1100692 3Q 化学及び演習Ⅱ　[先 高見 知秀 八 1N-214

対面] 報]【ABC】[遠隔(オ)& 進/工学/情報][遠隔(

A0800071 3Q *偏微分及び演習　[情 田村 充司他 八 1W-212 対面] オ)&対面]

報]【DEF】[遠隔(オ)& A0800064 3Q *偏微分及び演習　[情 椎名 貴久他 八 1S-208 A1900937 3Q 線形代数学及び演習Ⅰ 陸名 雄一他 八 1W-213

対面] 報]【ABC】[遠隔(オ)& [情報][遠隔(オ)&対

A0800072 3Q *偏微分及び演習　[情 小林 康麿他 八 1S-209 対面] 面]

報]【DEF】[遠隔(オ)& A0800065 3Q *偏微分及び演習　[情 熊ノ郷 直人 八 1S-209 A0201057 4Q 物理学及び演習ⅢC　[ 吉田 勝彦他 八 1E-205

対面] 報]【ABC】[遠隔(オ)& 他 A1/A2/情報][遠隔(オ)

A1000259 4Q *重積分及び演習　[情 陸名 雄一他 八 1W-213 対面] &対面]

報]【DEF】[遠隔(オ)& A0800066 3Q *偏微分及び演習　[情 齋藤 正顕他 八 1N-215 A1100696 4Q 化学及び演習Ⅱ　[先 桑村 直人 八 1E-202

対面] 報]【ABC】[遠隔(オ)& 進/工学/情報][遠隔(

A1000260 4Q *重積分及び演習　[情 間庭 正明他 八 1N-214 対面] オ)&対面]

END



大学　情報学部　情報学部総合　1年
6      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

報]【DEF】[遠隔(オ)& A1000253 4Q *重積分及び演習　[情 陸名 雄一他 八 1W-213 A1900939 4Q 線形代数学及び演習Ⅱ 陸名 雄一他 八 1W-213

対面] 報]【ABC】[遠隔(オ)& [情報][遠隔(オ)&対

A1000261 4Q *重積分及び演習　[情 椎名 貴久他 八 1S-208 対面] 面]

報]【DEF】[遠隔(オ)& A1000254 4Q *重積分及び演習　[情 間庭 正明他 八 1N-214

対面] 報]【ABC】[遠隔(オ)&

A1000262 4Q *重積分及び演習　[情 田村 充司他 八 1W-212 対面]

報]【DEF】[遠隔(オ)& A1000255 4Q *重積分及び演習　[情 椎名 貴久他 八 1S-208

対面] 報]【ABC】[遠隔(オ)&

A1000263 4Q *重積分及び演習　[情 小林 康麿他 八 1S-209 対面]

報]【DEF】[遠隔(オ)& A1000256 4Q *重積分及び演習　[情 熊ノ郷 直人 八 1S-209

対面] 報]【ABC】[遠隔(オ)& 他

対面]

A1000257 4Q *重積分及び演習　[情 齋藤 正顕他 八 1N-215

報]【ABC】[遠隔(オ)&

対面]

END



大学　情報学部　情報学部総合　1年
7      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A1100687

A1100688

2Q

2Q
木

*化学及び演習Ⅱ　[情 徳永 健他 八 15-103淺野 裕俊*情報処理入門　[情報前期A1000093 A1600053 1Q *プログラミングおよ 保坂 修治 八 15-003

報]【ABC】[遠隔(オ)& ]【A】[対面] び演習1　[情報]【A】

対面] A1000094 前期 *情報処理入門　[情報 吉田 直人 八 15-105 [連続][対面]

*化学及び演習Ⅱ　[情 徳永 健他 ]【B】[対面] A1600054 1Q *プログラミングおよ 坂野 遼平 八 02-664

報]【DEF】[遠隔(オ)& A1000095 前期 *情報処理入門　[情報 坂野 遼平 八 15-001 び演習1　[情報]【B】

対面] ]【C】[対面] [連続][対面]

陸名 雄一他

桑村 直人

対面]

報]【ABC】[遠隔(オ)&

*重積分及び演習　[情

オ)&対面]

進/工学/情報][遠隔(

化学及び演習Ⅰ　[先

4Q

3Q

A1000253

A1100693

八 1N-401

新 1001

田　芳

川原 勝彦

日吉 佑太

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

](再)[ハイ]

Basic English I　[全

前期A0300103

前期A0300078

前期A0201185

八 02-664

八 15-003

坂野 遼平

保坂 修治

[連続][対面]

び演習1　[情報]【B】

*プログラミングおよ

[連続][対面]

び演習1　[情報]【A】

*プログラミングおよ

1Q

1Q

A1600054

A1600053

A1900918 4Q *線形代数学及び演習 鈴木 敏行他 A1000100 前期 *情報処理入門　[情報 京地 清介 八 02-364 A1600055 1Q *プログラミングおよ 張 ジョ 八 02-564 A1600055 1Q *プログラミングおよ 張 ジョ 八 02-564 A0400114 前期 道徳教育の理論と方法 内山 宗昭 A1000254 4Q *重積分及び演習　[情 間庭 正明他

Ⅳ　[情報]【ABC】[遠 ]【D】[対面] び演習1　[情報]【C】 び演習1　[情報]【C】 [教職][遠隔(同)] 報]【ABC】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] A1000103 前期 *情報処理入門　[情報 浅野 太 八 02-564 [連続][対面] [連続][対面] A0400147 前期 ドイツ語初級1　[全][ 柴田 教昭 対面]

A1900919 4Q *線形代数学及び演習 荒川 智匡他 ]【E】[対面] A1600056 1Q *プログラミングおよ 菅谷 奈津子 八 15-005 A1600056 1Q *プログラミングおよ 菅谷 奈津子 八 15-005 遠隔(同)] A1000255 4Q *重積分及び演習　[情 椎名 貴久他

Ⅳ　[情報]【ABC】[遠 A1000104 前期 *情報処理入門　[情報 三上 弾 八 02-664 び演習1　[情報]【D】 び演習1　[情報]【D】 A0400148 前期 ドイツ語初級1　[全][ 柳 勝己 報]【ABC】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] ]【F】[対面] [連続][対面] [連続][対面] 遠隔(同)] 対面]

A1900920 4Q *線形代数学及び演習 梅田 典晃他 A1800083 後期 *論理回路　[情報]【A 木全 英明他 新 1001 A1600057 1Q *プログラミングおよ 藤井 昭宏 八 15-103 A1600057 1Q *プログラミングおよ 藤井 昭宏 八 15-103 A0600049 前期 フランス語初級1　[全 山上 昌子 A1000256 4Q *重積分及び演習　[情 熊ノ郷 直人

Ⅳ　[情報]【ABC】[遠 B】[ハイ] 八 1W-026 び演習1　[情報]【E】 び演習1　[情報]【E】 ][遠隔(同)] 報]【ABC】[遠隔(オ)& 他

隔(オ)&対面] A1800084 後期 *論理回路　[情報]【C 藤川 真樹他 新 1001 [連続][対面] [連続][対面] A0600050 前期 フランス語初級1　[全 内山 憲一 対面]

A1900921 4Q *線形代数学及び演習 多田 秀樹他 D】[ハイ] 八 1W-026 A1600058 1Q *プログラミングおよ 川崎　敏治 八 15-105 A1600058 1Q *プログラミングおよ 川崎　敏治 八 15-105 ][遠隔(同)] A1000257 4Q *重積分及び演習　[情 齋藤 正顕他

Ⅳ　[情報]【ABC】[遠 A1800085 後期 *論理回路　[情報]【E 福田 一帆他 新 1001 び演習1　[情報]【F】 び演習1　[情報]【F】 A0900034 前期 Introduction to Engl 和田 朋子 報]【ABC】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] F】[ハイ] 八 1W-026 [連続][対面] [連続][対面] ish for Global Commu 対面]

A1900924 4Q *線形代数学及び演習 小林 康麿他 A1600059 2Q プログラミングおよび 藤井 昭宏 八 15-103 A1600059 2Q プログラミングおよび 藤井 昭宏 八 15-103 nication I　[全][遠 A1000259 4Q *重積分及び演習　[情 陸名 雄一他

Ⅳ　[情報]【DEF】[遠 演習1　[情報][連続][ 演習1　[情報][連続][ 隔(同)] 報]【DEF】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 対面] 対面] A1800096 前期 ロシア語初級1　[全][ 岩崎 理恵 対面]

A1900925 4Q *線形代数学及び演習 田村 充司他 A1600060 2Q プログラミングおよび 保坂 修治 八 15-003 A1600060 2Q プログラミングおよび 保坂 修治 八 15-003 遠隔(同)] A1000260 4Q *重積分及び演習　[情 間庭 正明他

Ⅳ　[情報]【DEF】[遠 演習2　[情報][連続][ 演習2　[情報][連続][ A0200847 2Q 微分及び演習　[先進/ 大井 周他 八 1W-116 報]【DEF】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 対面] 対面] 情報][遠隔(オ)&対面] 対面]

A1900926 4Q *線形代数学及び演習 間庭 正明他 A1600061 2Q プログラミングおよび 坂野 遼平 八 02-364 A1600061 2Q プログラミングおよび 坂野 遼平 八 02-364 A0201195 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 五十嵐　朱夏 八 1N-215 A1000261 4Q *重積分及び演習　[情 椎名 貴久他

Ⅳ　[情報]【DEF】[遠 演習2　[情報][連続][ 演習2　[情報][連続][ 先進/工学/情報][遠隔 他 報]【DEF】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 対面] 対面] (オ)&対面] 対面]

A1900927 4Q *線形代数学及び演習 陸名 雄一他 A1600062 2Q プログラミングおよび 張 ジョ 八 02-164 A1600062 2Q プログラミングおよび 張 ジョ 八 02-164 A0200729 後期 Basic English I　[全 今井 博啓 新 1001 A1000262 4Q *重積分及び演習　[情 田村 充司他

Ⅳ　[情報]【DEF】[遠 演習2　[情報][連続][ 演習2　[情報][連続][ ](再)[ハイ] 八 1W-211 報]【DEF】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 対面] 対面] A0201190 後期 Basic English II　[ 日吉 佑太 新 1001 対面]

A1600064 2Q プログラミングおよび 川崎　敏治 八 15-108 A1600064 2Q プログラミングおよび 川崎　敏治 八 15-108 全](再)[ハイ] 八 1N-214 A1000263 4Q *重積分及び演習　[情 小林 康麿他

演習2　[情報][連続][ 演習2　[情報][連続][ A0300092 後期 中国語初級1　[全][遠 川原 勝彦 報]【DEF】[遠隔(オ)&

対面] 対面] 隔(同)] 対面]

A1600101 2Q プログラミングおよび 菅谷 奈津子 八 15-005 A1600101 2Q プログラミングおよび 菅谷 奈津子 八 15-005 A0300104 後期 中国語初級1　[全][遠 田　芳 A1100697 4Q 化学及び演習Ⅰ　[先 高見 知秀

演習1　[情報][連続][ 演習1　[情報][連続][ 隔(同)] 進/工学/情報][遠隔(

対面] 対面] A0400115 後期 道徳教育の理論と方法 内山 宗昭 オ)&対面]

A1600063 3Q プログラミングおよび 保坂 修治 八 15-105 A1600063 3Q プログラミングおよび 保坂 修治 八 15-105 [教職][遠隔(同)] A1600067 4Q プログラミングおよび 雨車 和憲

演習2　[情報][連続][ 演習2　[情報][連続][ A0400162 後期 ドイツ語初級1　[全][ 柴田 教昭 演習2　[情報][連続][

対面] 対面] 遠隔(同)] 遠隔(オ)]

A1600065 3Q プログラミングおよび 雨車 和憲 八 02-564 A1600065 3Q プログラミングおよび 雨車 和憲 八 02-564 A0400163 後期 ドイツ語初級1　[全][ 柳 勝己

演習2　[情報][連続][ 演習2　[情報][連続][ 遠隔(同)]

対面] 対面] A0600059 後期 フランス語初級1　[全 山上 昌子

A1600066 3Q プログラミングおよび 三上 弾 八 15-103 A1600066 3Q プログラミングおよび 三上 弾 八 15-103 ][遠隔(同)]

演習2　[情報][連続][ 演習2　[情報][連続][ A0600060 後期 フランス語初級1　[全 内山 憲一

対面] 対面] ][遠隔(同)]

A1600069 3Q プログラミングおよび 淺野 裕俊 新 1001 A1600069 3Q プログラミングおよび 淺野 裕俊 新 1001 A0900035 後期 Introduction to Engl 和田 朋子

演習3　[情報][連続][ 八 1W-026 演習3　[情報][連続][ 八 1W-026 ish for Global Com.

ハイ] ハイ] Ⅱ　[全][遠隔(同)]

A1600068 4Q プログラミングおよび 保坂 修治 八 15-103 A1600068 4Q プログラミングおよび 保坂 修治 八 15-103 A1800102 後期 ロシア語初級1　[全][ 岩崎 理恵

演習3　[情報][連続][ 演習3　[情報][連続][ 遠隔(同)]

対面] 対面] A0200867 3Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 高瀬 昇他 八 1S-208

A1600072 4Q プログラミングおよび 雨車 和憲 八 02-564 A1600072 4Q プログラミングおよび 雨車 和憲 八 02-564 先進/工学/情報][遠隔

演習3　[情報][連続][ 演習3　[情報][連続][ (オ)&対面]

対面] 対面] A1900936 3Q 線形代数学及び演習Ⅱ 国定　亮一他 八 1E-106

A1600073 4Q プログラミングおよび 淺野 裕俊 八 02-364 A1600073 4Q プログラミングおよび 淺野 裕俊 八 02-364 [情報][遠隔(オ)&対

演習3　[情報][連続][ 演習3　[情報][連続][ 面]

対面] 対面] A1900965 3Q 積分及び演習　[先進/ 齋藤 正顕他 八 1W-116

A1600077 4Q プログラミングおよび 三上 弾 新 1001 A1600077 4Q プログラミングおよび 三上 弾 新 1001 情報][遠隔(オ)&対面]

演習4　[情報][連続][ 八 1W-026 演習4　[情報][連続][ 八 1W-026 A0201058 4Q 物理学及び演習ⅢC　[ 田坂 由貴他 八 1E-203

ハイ] ハイ] A1/A2/情報][遠隔(オ)

A1100707 通年 教育原論　[教職][遠 内山 宗昭 &対面]

隔(同)] A0201104 4Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他 八 1S-207

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0800074 4Q 偏微分及び演習　[先 齋藤 正顕他 八 1W-116

進/情報][遠隔(オ)&対

面]

A1900938 4Q 線形代数学及び演習Ⅰ 国定　亮一他 八 1E-106

[情報][遠隔(オ)&対

面]

END
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5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限
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A0201052

A0201053

3Q

3Q
金

*物理学及び演習ⅢC 高瀬 昇他 八 15-202松井 領明*Basic English I　[前期A0200246 A1000041 前期 *情報ロジカルライテ 勝田 由美 八 02-364

[情報]【ABC】[遠隔( 情報]【DEF】[対面] ィングI　[情報]【DEF

オ)&対面] A0200247 前期 *Basic English I　[ 原　将吾 八 15-204 】[対面]

*物理学及び演習ⅢC 吉村 季織他 情報]【DEF】[対面] A1000042 前期 *情報ロジカルライテ 梅津 紀雄 八 02-164

[情報]【ABC】[遠隔( A0200248 前期 *Basic English I　[ 佐々木 恭介 八 15-206 ィングI　[情報]【DEF

オ)&対面] 情報]【DEF】[対面] 】[対面]

桑村 直人

徳永 健

オ)&対面]

進/工学/情報][遠隔(

化学及び演習Ⅱ　[先

オ)&対面]

進/工学/情報][遠隔(

化学及び演習Ⅰ　[先

4Q

2Q

A1100698

A1100690

八 1N-215

新 1001

八 1W-213

新 1001

安 明姫

野口 大斗

田村 幸恵

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

全](再)[ハイ]

Basic English II　[

](再)[ハイ]

Basic English I　[全

前期A0300079

前期A0201188

前期A0201186

八 02-164

八 1N-214

梅津 紀雄

古川 哲

】[対面]

ィングI　[情報]【ABC

*情報ロジカルライテ

】[対面]

ィングI　[情報]【ABC

*情報ロジカルライテ

前期

前期

A1000038

A1000037

A0201054 3Q *物理学及び演習ⅢC 吉田 勝彦他 A0200249 前期 *Basic English I　[ 萩原 さがみ 八 1S-108 A1000043 前期 *情報ロジカルライテ 古川 哲 八 1N-214 A1000039 前期 *情報ロジカルライテ 黒川 悠輔 八 02-264 A0300109 前期 中国語初級1　[全][遠 田　芳

[情報]【DEF】[遠隔( 情報]【DEF】[対面] ィングI　[情報]【DEF ィングI　[情報]【ABC 隔(同)]

オ)&対面] A0200250 前期 *Basic English I　[ 和田 朋子 八 02-164 】[対面] 】[対面] A0400149 前期 ドイツ語初級1　[全][ 大野 雄三

A0201055 3Q *物理学及び演習ⅢC 高瀬 昇他 情報]【DEF】[対面] A1000044 前期 *情報ロジカルライテ 黒川 悠輔 八 02-264 A1000040 前期 *情報ロジカルライテ 勝田 由美 八 02-364 遠隔(同)]

[情報]【DEF】[遠隔( A0200874 前期 *Basic English I　[ 田中 俊雄 八 02-264 ィングI　[情報]【DEF ィングI　[情報]【ABC A0600051 前期 フランス語初級1　[全 内山 憲一

オ)&対面] 情報]【DEF】[対面] 】[対面] 】[対面] ][遠隔(同)]

A0201056 4Q 物理学及び演習ⅢC　[ 吉田 勝彦他 A0200297 後期 *Basic English II　[ 松井 領明 八 1E-201 A1900513 前期 *身体･運動科学演習I 中村 みづき 八 MT-105 A1900546 前期 *身体･運動科学演習I 中村 みづき 八 MT-105 A0200985 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 田坂 由貴他 八 1W-212

A1/A2/情報][遠隔(オ) 情報]【DEF】[対面] [情報]【ABC】[サッ [情報]【DEF】[サッ 先進/工学/情報][遠隔

&対面] A0200298 後期 *Basic English II　[ 原　将吾 八 1E-202 カー][対面] カー][対面] (オ)&対面]

A0201057 4Q 物理学及び演習ⅢC　[ 吉田 勝彦他 情報]【DEF】[対面] A1900514 前期 *身体･運動科学演習I 望月 康司 八 MT-105 A1900547 前期 *身体･運動科学演習I 望月 康司 八 MT-105 A0201192 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 高瀬 昇他 八 1E-106

A1/A2/情報][遠隔(オ) A0200299 後期 *Basic English II　[ 佐々木 恭介 八 1E-203 [情報]【ABC】[バド [情報]【DEF】[バド 先進/工学/情報][遠隔

&対面] 情報]【DEF】[対面] ミントン][対面] ミントン][対面] (オ)&対面]

A0201058 4Q 物理学及び演習ⅢC　[ 田坂 由貴他 A0200300 後期 *Basic English II　[ 萩原 さがみ 八 1E-205 A1900515 前期 *身体･運動科学演習I 白滝　聡 八 MT-105 A1900548 前期 *身体･運動科学演習I 白滝　聡 八 MT-105 A0201193 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他 八 1N-214

A1/A2/情報][遠隔(オ) 情報]【DEF】[対面] [情報]【ABC】[ソフ [情報]【DEF】[ソフ 先進/工学/情報][遠隔

&対面] A0200301 後期 *Basic English II　[ 和田 朋子 八 1E-206 トボール][対面] トボール][対面] (オ)&対面]

情報]【DEF】[対面] A1900516 前期 *身体･運動科学演習I 数馬 広二 八 MT-105 A1900549 前期 *身体･運動科学演習I 数馬 広二 八 MT-105 A1100690 2Q 化学及び演習Ⅰ　[先 徳永 健 八 1N-335

A0200885 後期 *Basic English II　[ 田中 俊雄 八 1S-108 [情報]【ABC】[剣道 [情報]【DEF】[卓球 進/工学/情報][遠隔(

情報]【DEF】[対面] ][対面] ][対面] オ)&対面]

A0201052 3Q *物理学及び演習ⅢC 高瀬 昇他 八 1W-211 A1900517 前期 *身体･運動科学演習I 土肥 啓一郎 八 MT-105 A1900551 前期 *身体･運動科学演習I 土肥 啓一郎 八 MT-105 A0201187 後期 Basic English I　[全 野口 大斗 新 1001

[情報]【ABC】[遠隔( [情報]【ABC】[ハン [情報]【DEF】[ハン ](再)[ハイ] 八 1N-215

オ)&対面] ドボール][対面] ドボール][対面] A0201191 後期 Basic English II　[ 田村 幸恵 新 1001

A0201053 3Q *物理学及び演習ⅢC 吉村 季織他 八 1W-212 A1900545 前期 *身体･運動科学演習I 武田 典子 八 MT-105 A1900552 前期 *身体･運動科学演習I 武田 典子 八 MT-105 全](再)[ハイ] 八 1W-027

[情報]【ABC】[遠隔( [情報]【ABC】[卓球 [情報]【DEF】[ウォ A0300093 後期 中国語初級1　[全][遠 安 明姫

オ)&対面] ][対面] ーキング][対面] 隔(同)]

A0200816 4Q *物理学及び演習ⅢD 高瀬 昇他 八 1W-211 A1000049 後期 *情報ロジカルライテ 梅津 紀雄 八 02-164 A1000045 後期 *情報ロジカルライテ 勝田 由美 八 02-264 A0300094 後期 中国語初級1　[全][遠 田　芳

[情報]【ABC】[遠隔( ィングII　[情報]【DE ィングII　[情報]【AB 隔(同)]

オ)&対面] F】[対面] C】[対面] A0400164 後期 ドイツ語初級1　[全][ 大野 雄三

A1000050 後期 *情報ロジカルライテ 勝田 由美 八 02-264 A1000046 後期 *情報ロジカルライテ 梅津 紀雄 八 02-164 遠隔(同)]

ィングII　[情報]【DE ィングII　[情報]【AB A0600061 後期 フランス語初級1　[全 内山 憲一

F】[対面] C】[対面] ][遠隔(同)]

A1000051 後期 *情報ロジカルライテ 黒川 悠輔 八 1W-212 A1000047 後期 *情報ロジカルライテ 黒川 悠輔 八 1W-212 A0200986 3Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他 八 1S-107

ィングII　[情報]【DE ィングII　[情報]【AB 先進/工学/情報][遠隔

F】[対面] C】[対面] (オ)&対面]

A1000052 後期 *情報ロジカルライテ 古川 哲 八 1W-213 A1000048 後期 *情報ロジカルライテ 古川 哲 八 1W-213 A1100693 3Q 化学及び演習Ⅰ　[先 桑村 直人 八 1E-106

ィングII　[情報]【DE ィングII　[情報]【AB 進/工学/情報][遠隔(

F】[対面] C】[対面] オ)&対面]

A1900669 後期 *身体･運動科学演習II 白滝　聡 八 MT-105 A1900798 後期 *身体･運動科学演習II 白滝　聡 八 MT-105 A1100694 3Q 化学及び演習Ⅱ　[先 徳永 健 八 1N-401

[情報]【ABC】[ソフ [情報]【DEF】[ソフ 進/工学/情報][遠隔(

トボール][対面] トボール][対面] オ)&対面]

A1900674 後期 *身体･運動科学演習II 坂下 博之 八 MT-105 A1900799 後期 *身体･運動科学演習II 坂下 博之 八 MT-105 A0200987 4Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他 八 1S-107

[情報]【ABC】[サッ [情報]【DEF】[サッ 先進/工学/情報][遠隔

カー][対面] カー][対面] (オ)&対面]

A1900793 後期 *身体･運動科学演習II 望月 康司 八 MT-105 A1901174 後期 *身体･運動科学演習II 望月 康司 八 MT-105 A1100697 4Q 化学及び演習Ⅰ　[先 高見 知秀 八 1N-401

[情報]【ABC】[卓球 [情報]【DEF】[卓球 進/工学/情報][遠隔(

][対面] ][対面] オ)&対面]

A1900794 後期 *身体･運動科学演習II 数馬 広二 八 MT-105 A1901175 後期 *身体･運動科学演習II 数馬 広二 八 MT-105 A1100698 4Q 化学及び演習Ⅱ　[先 桑村 直人 八 1S-207

[情報]【ABC】[剣道 [情報]【DEF】[剣道 進/工学/情報][遠隔(

][対面] ][対面] オ)&対面]

A1900795 後期 *身体･運動科学演習II 土肥 啓一郎 八 MT-105 A1901176 後期 *身体･運動科学演習II 土肥 啓一郎 八 MT-105

[情報]【ABC】[バス [情報]【DEF】[バス

ケットボール][対面] ケットボール][対面]

A1900797 後期 *身体･運動科学演習II 高橋　和孝 八 MT-105 A1901177 後期 *身体･運動科学演習II 高橋　和孝 八 MT-105

[情報]【ABC】[テニ [情報]【DEF】[テニ

ス][対面] ス][対面]

END



大学　情報学部　情報学部総合　1年
9      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0200816

A0200817

4Q

4Q
土

*物理学及び演習ⅢD 高瀬 昇他 植松 希久磨中国語初級1　[全][遠前期A0300081 A0300082 前期 中国語初級1　[全][遠 川原 勝彦

[情報]【ABC】[遠隔( 隔(同)] 隔(同)]

オ)&対面] A0400150 前期 ドイツ語初級1　[全][ 柳 勝己 A0300083 前期 中国語初級1　[全][遠 安 明姫

*物理学及び演習ⅢD 吉田 勝彦他 遠隔(同)] 隔(同)]

[情報]【DEF】[遠隔( A0400151 前期 ドイツ語初級1　[全][ 大野 雄三 A0400152 前期 ドイツ語初級1　[全][ 柳 勝己

オ)&対面] 遠隔(同)] 遠隔(同)]

桑村 直人

桑村 直人

オ)&対面]

進/工学/情報][遠隔(

化学及び演習Ⅰ　[先

オ)&対面]

進/工学/情報][遠隔(

化学及び演習Ⅰ　[先

3Q

2Q

A1100691

A1100689

山上 昌子

柴田 教昭

安 明姫

][遠隔(同)]

フランス語初級1　[全

遠隔(同)]

ドイツ語初級1　[全][

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

前期A0600056

前期A0400156

前期A0300068

柳 勝己

安 明姫

川原 勝彦

遠隔(同)]

ドイツ語初級1　[全][

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

前期

前期

前期

A0400154

A0300085

A0300084

A0600052 前期 フランス語初級1　[全 谷口 清彦 A0400153 前期 ドイツ語初級1　[全][ 柴田 教昭 A0400155 前期 ドイツ語初級1　[全][ 柴田 教昭 A0400175 後期 ドイツ語初級1　[全][ 柴田 教昭

][遠隔(同)] 遠隔(同)] 遠隔(同)] 遠隔(同)]

A0900026 前期 Introduction to Engl 和田 朋子 A0600053 前期 フランス語初級1　[全 谷口 清彦 A0600054 前期 フランス語初級1　[全 谷口 清彦 A0600067 後期 フランス語初級1　[全 山上 昌子

ish for Global Commu ][遠隔(同)] ][遠隔(同)] ][遠隔(同)]

nication I　[全][遠 A0300096 後期 中国語初級1　[全][遠 川原 勝彦 A0600055 前期 フランス語初級1　[全 山上 昌子

隔(同)] 隔(同)] ][遠隔(同)]

A1800098 前期 ロシア語初級1　[全][ 大月 晶子 A0300097 後期 中国語初級1　[全][遠 安 明姫 A1900048 前期 社会教育　[教職･学芸 片岡 了

遠隔(同)] 隔(同)] 員][遠隔(同)]

A0300095 後期 中国語初級1　[全][遠 植松 希久磨 A0400171 後期 ドイツ語初級1　[全][ 柳 勝己 A0300098 後期 中国語初級1　[全][遠 川原 勝彦

隔(同)] 遠隔(同)] 隔(同)]

A0400165 後期 ドイツ語初級1　[全][ 柳 勝己 A0400172 後期 ドイツ語初級1　[全][ 柴田 教昭 A0300099 後期 中国語初級1　[全][遠 安 明姫

遠隔(同)] 遠隔(同)] 隔(同)]

A0400170 後期 ドイツ語初級1　[全][ 大野 雄三 A0600063 後期 フランス語初級1　[全 谷口 清彦 A0400173 後期 ドイツ語初級1　[全][ 柳 勝己

遠隔(同)] ][遠隔(同)] 遠隔(同)]

A0600062 後期 フランス語初級1　[全 谷口 清彦 A0400174 後期 ドイツ語初級1　[全][ 柴田 教昭

][遠隔(同)] 遠隔(同)]

A0900027 後期 Introduction to Engl 和田 朋子 A0600065 後期 フランス語初級1　[全 谷口 清彦

ish for Global Com. ][遠隔(同)]

Ⅱ　[全][遠隔(同)] A0600066 後期 フランス語初級1　[全 山上 昌子

A1800104 後期 ロシア語初級1　[全][ 大月 晶子 ][遠隔(同)]

遠隔(同)]

END

集中・実習

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0300024 集中 中国語集中講座A　[個 未定 A0300102 集中 中国語集中講座B　[個 未定 A0400128 集中 道徳教育の理論と方法 浜野 兼一 集中 English for Global C 和田 朋子 A0500015 集中 English for Global C 和田 朋子 A0700036 集中 現代教職論　[教職][ 安部 芳絵 新 A-1161新 A-0865 A0500014

別登録不可:グ][開講 別登録不可:グ][開講 ommunication A　[個 ommunication B　[個 対面][教職][対面]

未定] 未定] 別登録不可:グ][全][ 別登録不可:グ][全][

遠隔(同)] 遠隔(同)]

A0800039 集中 博物館概論　[学芸員] 原 眞麻子 新 A-0862 A0800040 集中 博物館教育論　[学芸 原 眞麻子 新 A-0765 A0800045 集中 博物館情報･メディア 磯崎 咲美 集中 Int.Eng.Course　[個 山田 朋美 A0900017 集中 インターンシップA　[ 二上 武生 A0900018 集中 インターンシップB　[ 二上 武生新 A-0765 A0900002

[対面] 員][対面] 別登録不可:グ][春期H 個別登録不可:教][全] 個別登録不可:教][全]論　[学芸員][対面]

B留学][対面]

A0900020 集中 Int.Eng.Course　[個 山田 朋美 A0900030 集中 Int.Eng.Course　[個 未定 A1100492 集中 教育課程論　[教職][ 丸山 剛史 集中 教育心理学　[教職][ 岩田 泉 A1100727 集中 教育原論　[教職][遠 内山 宗昭 A1900435 集中 社会教育　[教職･学芸 片岡 了A1100653

別登録不可:グ][ネバ 別登録不可:グ][NZ語 遠隔(同)] 隔(同)] 員][遠隔(同)]遠隔(同)]

ダ大学][遠隔] 学研修]

A2000044 集中 特別なニーズ教育入門 尾高 進 新 B-0663

[教職][対面]

END



大学　情報学部　情報学部総合　2年
     2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0200650

A0800035

前期

前期

前期

月

文学A　[全][遠隔(オ) 内山 憲一

A0700011

八 1N-028田中 輝雄他データ構造とアルゴリ前期A0400229 A0400229 前期 データ構造とアルゴリ 田中 輝雄他 八 1N-028

] ズム及び演習　[情報] 八 1N-029 ズム及び演習　[情報] 八 1N-029

芸術学A　[全][遠隔( 吉田 司雄 [連続][対面] 八 1N-214 [連続][対面] 八 1N-214

オ)] 八 1N-217 八 1N-217

法学A(日本国憲法1単 井上 知樹 八 1N-335 八 1N-335

位を含む)　[全][遠隔 A1901259 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 齋藤 正顕他 八 02-664 A0201170 1Q 微分及び演習　[情報] 齋藤 正顕他 八 15-206

田村 充司他

荒川 智匡他

齋藤 正顕他

(再)[遠隔(オ)&対面]

微分及び演習　[情報]

(再)[遠隔(オ)&対面]

微分及び演習　[情報]

(再)[遠隔(オ)&対面]

微分及び演習　[情報]

1Q

1Q

1Q

A0201174

A0201172

A0201170

八 02-564

八 1W-116

新 1001

八 1W-027

新 1001

今枝 佑輔他

萩原 輝

田中 智子

先進/工学/情報][遠隔

物理学及び演習Ⅱ　[

全](再)[ハイ]

Basic English II　[

](再)[ハイ]

Basic English I　[全

1QA0201117

前期A0200254

前期A0200252

八 1N-401

八 1W-026

荒川 智匡他

矢崎 敬人

浅野 太

(再)[遠隔(オ)&対面]

微分及び演習　[情報]

対面]

確率･統計I　[情報][

遠隔(同)]

確率･統計I　[情報][

1Q

前期

前期

A0201172

A1100375

A1100374

(オ)] [情報](再)[遠隔(オ (再)[遠隔(オ)&対面] A1901267 2Q 積分及び演習　[情報] 荒川 智匡他 八 1N-401 (オ)&対面] A0201176 1Q 微分及び演習　[情報] 田村 充司他

A1100097 前期 科学論A　[全][遠隔( 林 真理 )&対面] A1901265 2Q 積分及び演習　[情報] 豊田 哲他 八 15-206 (再)[遠隔(オ)&対面] A1600093 1Q プログラミングおよび 浅野 太 (再)[遠隔(オ)&対面]

オ)] A1901261 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 豊田 哲他 八 02-664 (再)[遠隔(オ)&対面] A0800087 3Q 偏微分及び演習　[情 荒川 智匡他 八 1N-214 演習3　[情報][連続][ A0201178 1Q 微分及び演習　[情報] 梅田 典晃他

A1100209 前期 経営学A　[全][遠隔( 脇 みどり [情報](再)[遠隔(オ A0800085 3Q 偏微分及び演習　[情 丹下 稜斗他 八 1N-217 報](再)[遠隔(オ)&対 遠隔(同)&遠隔(オ)] (再)[遠隔(オ)&対面]

オ)] )&対面] 報](再)[遠隔(オ)&対 面] A1600095 1Q プログラミングおよび 前山 和喜 A0201180 1Q 微分及び演習　[情報] 大井 周他

A1800078 前期 歴史学A　[全][遠隔( 塚本 剛 面] A1000287 4Q 重積分及び演習　[情 荒川 智匡他 八 1N-214 演習4　[情報][連続][ (再)[遠隔(オ)&対面]

オ)] A1000285 4Q 重積分及び演習　[情 丹下 稜斗他 八 1N-217 報](再)[遠隔(オ)&対 遠隔(同)&遠隔(オ)] A1600093 1Q プログラミングおよび 浅野 太

A1900051 前期 社会思想A　[全][遠隔 木下 ちがや 報](再)[遠隔(オ)&対 面] A1901250 1Q 積分及び演習　[先進/ 間庭 正明他 八 15-202 演習3　[情報][連続][

(オ)] 面] 情報][遠隔(オ)&対面] 遠隔(同)&遠隔(オ)]

A1900055 前期 宗教学A　[全][遠隔( 田口 博子 A0800083 2Q 偏微分及び演習　[先 間庭 正明他 八 15-202 A1600095 1Q プログラミングおよび 前山 和喜

オ)] 進/情報][遠隔(オ)&対 演習4　[情報][連続][

A1900107 前期 政治学A　[全][遠隔( 小野 一 面] 遠隔(同)&遠隔(オ)]

オ)] A1600097 2Q プログラミングおよび 前山 和喜 A1600097 2Q プログラミングおよび 前山 和喜

A1901192 前期 社会学A　[全][遠隔( 勝田 由美 演習4　[情報][連続][ 演習4　[情報][連続][

オ)] 遠隔(同)&遠隔(オ)] 遠隔(同)&遠隔(オ)]

A2000015 前期 哲学A　[全][遠隔(オ) 草野 章 A0200306 後期 Basic English II　[ 田中 智子 新 1001

] 全](再)[ハイ] 八 1N-215

A0201116 1Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 田坂 由貴他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A1901259 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 齋藤 正顕他

[情報](再)[遠隔(オ

)&対面]

A1901302 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 高木 悟他

[情報](再)[遠隔(オ

)&対面]

A1901303 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 梅田 典晃他

[情報](再)[遠隔(オ

)&対面]

A1901304 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 小林 康麿他

[情報](再)[遠隔(オ

)&対面]

A1901305 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 小林 康麿他

[情報](再)[遠隔(オ

)&対面]

A1901306 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 小林 康麿他

[情報](再)[遠隔(オ

)&対面]

A1901377 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 森澤 貴之

[情報](再)[遠隔(オ

)&対面]

A0700017 後期 芸術学B　[全][遠隔( 吉田 司雄

オ)]

A0800037 後期 法学B(日本国憲法1単 井上 知樹

位を含む)　[全][遠隔

(オ)]

A1100213 後期 経営学B　[全][遠隔( 脇 みどり

オ)]

A1400013 後期 日本国憲法　[全][遠 辛嶋 了憲

隔(オ)]

A1800077 後期 倫理学B　[全][遠隔( 林 真理

オ)]

A1800080 後期 歴史学B　[全][遠隔( 塚本 剛

オ)]

A1900053 後期 社会思想B　[全][遠隔 木下 ちがや

(オ)]

A1900056 後期 宗教学B　[全][遠隔( 田口 博子

オ)]

A1900110 後期 政治学B　[全][遠隔( 小野 一

オ)]

A1901194 後期 社会学B　[全][遠隔( 勝田 由美

オ)]

A2000019 後期 哲学B　[全][遠隔(オ) 草野 章

]

END

生涯スポーツ1/2[全]
[ヨガ/ピラティス]
[対面]
生涯スポーツ1/2[全]
[バレーボール][対面]
生涯スポーツ1/2[全]
[ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ入門][対
面]
生涯スポーツ1/2[全]
[ソフトボール][対面]

武安 由宇里

桂 良寛

村山 久美子

山本 恵弥里

新

八

新

八

前期

前期

後期

後期

生涯スポーツ1/2[全]
[フットサル、ヨガ/
ピラティス][対面]
生涯スポーツ1/2[全]
[テニス、サッカー、
バレーボール][対面]
生涯スポーツ1/2[全]
[ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ入門、
フットサル][対面]
生涯スポーツ1/2[全]
[テニス、卓球、サッ
カー][対面]

坂下 博之
武安 由宇里

溝口 美貴
中村 隼人
桂 良寛
村山 久美子
坂下 博之

溝口 美貴
山本 恵弥里
中村 隼人

新

八

新

八

前期

前期

後期

後期

生涯スポーツ
1/2[全][フットサ
ル][対面]
生涯スポーツ
1/2[全][テニス、卓
球、サッカー、バ
レーボール][対面]
生涯スポーツ
1/2[全][フットサ
ル][対面]
生涯スポーツ
1/2[全][テニス、ソ
フトボール、サッ
カー][対面]

坂下 博之

溝口 美貴
針ヶ谷 雅子
中村 隼人
桂 良寛
坂下 博之

溝口 美貴
山本 恵弥里
中村 隼人

新

八

新

八

前期

前期

後期

後期



大学　情報学部　情報学部総合　2年
2      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0200651

A0800036

前期

前期

前期

火

文学A　[全][遠隔(オ) 永野 宏志

A0700012

八 1S-208吉田 勝彦他物理学及び演習ⅢC　[1QA0201133 A0200025 前期 *Basic Academic Engl 赤間 主計 八 1E-203

] A1/A2/情報][遠隔(オ) ish I　[情報]【ABC】

芸術学A　[全][遠隔( 吉田 司雄 &対面] [対面]

オ)] A1000272 1Q 情報数学および演習1 位野木 万里 八 02-164 A0200026 前期 *Basic Academic Engl 杉野 早苗月 八 1E-202

法学A(日本国憲法1単 井上 知樹 [情報2年生以上][連 八 02-264 ish I　[情報]【ABC】

位を含む)　[全][遠隔 続][対面] 八 15-204 [対面]

荒川 智匡他

豊田 哲他

間庭 正明他

(再)[遠隔(オ)&対面]

積分及び演習　[情報]

(再)[遠隔(オ)&対面]

積分及び演習　[情報]

情報][遠隔(オ)&対面]

積分及び演習　[先進/

2Q

2Q

1Q

A1901267

A1901265

A1901250

八 1S-209

新 1001

八 1N-215

新 1001

八 1S-210

新 1001

秋本 隆之

今井 博啓

ル

ハウル ポー

全](再)[ハイ]

Basic English II　[

](再)[ハイ]

Basic English I　[全

I　[情報](再)[ハイ]

Basic Communication

前期A0200683

前期A0200255

前期A0200152

八 1E-202

八 1E-201

杉野 早苗月

工藤 秀平

[対面]

ish I　[情報]【DEF】

*Basic Academic Engl

[対面]

ish I　[情報]【DEF】

*Basic Academic Engl

前期

前期

A0200002

A0200001

(オ)] 八 15-206 A0200027 前期 *Basic Academic Engl 田中 智子 八 1E-206 A0200003 前期 *Basic Academic Engl 今井 博啓 八 1E-203 A1000270 前期 情報学基礎論I　[情報 未定 八 1N-029 A1901269 2Q 積分及び演習　[情報] 田村 充司他

A1100098 前期 科学論A　[全][遠隔( 林 真理 八 1N-028 ish I　[情報]【ABC】 ish I　[情報]【DEF】 ](再)[対面] (再)[遠隔(オ)&対面]

オ)] 八 1W-026 [対面] [対面] A0200203 後期 Basic Communication ハウル ポー 新 1001 A1901271 2Q 積分及び演習　[情報] 田村 充司他

A1100210 前期 経営学A　[全][遠隔( 脇 みどり 八 1W-111 A0200028 前期 *Basic Academic Engl 松井 領明 八 1E-205 A0200004 前期 *Basic Academic Engl 松井 領明 八 1E-205 II　[情報](再)[ハイ] ル 八 1N-215 (再)[遠隔(オ)&対面]

オ)] A1000194 2Q 情報数学および演習2 位野木 万里 八 1W-026 ish I　[情報]【ABC】 ish I　[情報]【DEF】 A0200303 後期 Basic English II　[ 今井 博啓 新 1001 A1901273 2Q 積分及び演習　[情報] 梅田 典晃他

A1400012 前期 日本国憲法　[全][遠 辛嶋 了憲 [情報2年生以上][連 [対面] [対面] 全](再)[ハイ] 八 1W-213 (再)[遠隔(オ)&対面]

隔(オ)] 続][対面] A0200029 前期 *Basic Academic Engl 山口 唯 八 1S-110 A0200005 前期 *Basic Academic Engl 赤間 主計 八 1N-214 A1100001 後期 キャリアデザイン　[ 二上 武生 八 1N-338 A1901275 2Q 積分及び演習　[情報] 大井 周他

A1800079 前期 歴史学A　[全][遠隔( 塚本 剛 A1000273 2Q 情報数学および演習1 位野木 万里 八 02-164 ish I　[情報]【ABC】 ish I　[情報]【DEF】 情報][対面] (再)[遠隔(オ)&対面]

オ)] [情報2年生以上][連 他 八 02-264 [対面] [対面] A1000282 3Q 重積分及び演習　[先 田村 充司他 八 02-264 A1100373 後期 確率･統計I　[情報]( 浅野 太

A1900054 前期 宗教学A　[全][遠隔( 田口 博子 続][対面] A0200904 前期 *Basic Academic Engl ハウル ポー 八 1S-210 A0200905 前期 *Basic Academic Engl ハウル ポー 八 1S-210 進/情報][遠隔(オ)&対 再)[遠隔(オ)]

オ)] A1000203 3Q 情報数学および演習2 大和 淳司 八 02-564 ish I　[情報]【ABC】 ル ish I　[情報]【DEF】 ル 面]

A1900108 前期 政治学A　[全][遠隔( 小野 一 [情報2年生以上][連 [対面] [対面]

オ)] 続][対面] A1000272 1Q 情報数学および演習1 位野木 万里 八 02-164 A0200052 後期 *Basic Academic Engl 工藤 秀平 八 1E-201

A1901359 前期 身体健康学　[全][遠 数馬 広二 A1000274 3Q 情報数学および演習1 大和 淳司他 八 1S-210 [情報2年生以上][連 八 02-264 ish II　[情報]【DEF

隔(オ)] [情報2年生以上][連 続][対面] 八 15-204 】[対面]

A2000016 前期 哲学A　[全][遠隔(オ) 草野 章 続][対面] 八 15-206 A0200053 後期 *Basic Academic Engl 杉野 早苗月 八 1S-209

] A1000208 4Q 情報数学および演習2 大和 淳司 八 1S-108 八 1N-028 ish II　[情報]【DEF

A0201117 1Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 今枝 佑輔他 [情報2年生以上][連 八 1W-026 】[対面]

先進/工学/情報][遠隔 続][対面] 八 1W-111 A0200054 後期 *Basic Academic Engl 今井 博啓 八 1S-208

(オ)&対面] A1000194 2Q 情報数学および演習2 位野木 万里 八 1W-026 ish II　[情報]【DEF

A0201118 1Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 金 哲夫他 [情報2年生以上][連 】[対面]

先進/工学/情報][遠隔 続][対面] A0200055 後期 *Basic Academic Engl 松井 領明 八 1E-203

(オ)&対面] A1000273 2Q 情報数学および演習1 位野木 万里 八 02-164 ish II　[情報]【DEF

A1901260 1Q 線形代数学及び演習Ⅱ 陸名 雄一他 [情報2年生以上][連 他 八 02-264 】[対面]

[情報][遠隔(オ)&対 続][対面] A0200056 後期 *Basic Academic Engl 赤間 主計 八 1S-207

面] A0200076 後期 *Basic Academic Engl 赤間 主計 八 1S-208 ish II　[情報]【DEF

A1901261 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 豊田 哲他 ish II　[情報]【ABC 】[対面]

[情報](再)[遠隔(オ 】[対面] A0200913 後期 *Basic Academic Engl ハウル ポー 八 1E-206

)&対面] A0200077 後期 *Basic Academic Engl 杉野 早苗月 八 1S-209 ish II　[情報]【DEF ル

A1901307 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 高木 悟他 ish II　[情報]【ABC 】[対面]

[情報](再)[遠隔(オ 】[対面]

)&対面] A0200078 後期 *Basic Academic Engl 田中 智子 八 1S-207

A1901308 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 梅田 典晃他 ish II　[情報]【ABC

[情報](再)[遠隔(オ 】[対面]

)&対面] A0200079 後期 *Basic Academic Engl 松井 領明 八 1E-203

A1901309 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 小林 康麿他 ish II　[情報]【ABC

[情報](再)[遠隔(オ 】[対面]

)&対面] A0200080 後期 *Basic Academic Engl 山口 唯 八 1E-202

A1901310 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 小林 康麿他 ish II　[情報]【ABC

[情報](再)[遠隔(オ 】[対面]

)&対面] A0200912 後期 *Basic Academic Engl ハウル ポー 八 1E-206

A1901311 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 小林 康麿他 ish II　[情報]【ABC ル

[情報](再)[遠隔(オ 】[対面]

)&対面] A1000203 3Q 情報数学および演習2 大和 淳司 八 02-564

A1901378 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 森澤 貴之他 [情報2年生以上][連

[情報](再)[遠隔(オ 続][対面]

)&対面] A1000274 3Q 情報数学および演習1 大和 淳司他 八 1S-210

A0200654 後期 文学B　[全][遠隔(オ) 永野 宏志 [情報2年生以上][連

] 続][対面]

A0700018 後期 芸術学B　[全][遠隔( 吉田 司雄 A1000208 4Q 情報数学および演習2 大和 淳司 八 1S-108

オ)] [情報2年生以上][連

A0800038 後期 法学B(日本国憲法1単 井上 知樹 続][対面]

位を含む)　[全][遠隔

(オ)]

A1100100 後期 科学論B　[全][遠隔( 林 真理

オ)]

A1100214 後期 経営学B　[全][遠隔( 脇 みどり

オ)]

A1800081 後期 歴史学B　[全][遠隔( 塚本 剛

オ)]

A1900057 後期 宗教学B　[全][遠隔( 田口 博子

オ)]

A1900111 後期 政治学B　[全][遠隔( 小野 一

オ)]

A2000020 後期 哲学B　[全][遠隔(オ) 草野 章

]

END

生涯スポーツ1/2[全]
[ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ入門、卓
球][対面]
生涯スポーツ1/2[全]
[サッカー、ボディ
ワーク、バドミント
ン、テニス、ソフト
ボール、体力トレーニ
ング][対面]
生涯スポーツ1/2[全]
[ヨガ/ピラティス、卓
球][対面]
生涯スポーツ1/2[全]
[サッカー、卓球、バ
レーボール、テニス、
体力トレーニング][対
面]

村山 久美子
二宮 恭子

坂下 博之
針ヶ谷 雅子
望月 康司
内藤 裕子
山本 恵弥里
木内 政孝
武安 由宇里
二宮 恭子

坂下 博之
針ヶ谷 雅子
望月 康司
内藤 裕子
木内 政孝

新

八

新

八

前期

前期

後期

後期

生涯スポーツ1/2[全]
[ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ入門、卓
球][対面]
生涯スポーツ1/2[全]
[ヨガ/ピラティス、
卓球][対面]

村山 久美子
二宮 恭子

武安 由宇里
二宮 恭子

新

新

前期

後期



大学　情報学部　情報学部総合　2年
3      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0200652

A1100183

前期

前期

前期

水

文学A　[全][遠隔(オ) 永野 宏志

A0700014

八 1N-028高橋 泰樹電気回路理論I　[情報前期A0400200 A0400206 前期 電気回路理論演習I　[ 高橋 泰樹 八 1N-028

] ][対面] 情報][対面]

芸術学A　[全][遠隔( 吉田 司雄 A0400201 前期 電気回路理論I　[情報 水野 修 八 1N-029 A0400207 前期 電気回路理論演習I　[ 水野 修 八 1N-029

オ)] ][対面] 情報][対面]

教育学A　[全][遠隔( 長谷川 鷹士 A0400202 前期 電気回路理論I　[情報 工藤 幸寛 八 1N-214 A0400208 前期 電気回路理論演習I　[ 工藤 幸寛 八 1N-214

オ)] ][対面] 情報][対面]

長嶋 祐二

間庭 正明他

BC】[連続][遠隔(オ)]

[情報2年生以上]【A

*情報数学および演習3

面]

進/情報][遠隔(オ)&対

偏微分及び演習　[先

1Q

1Q

A1000229

A0800082

新 1001

八 1N-216

新 1001

八 1N-214

新 1001

田邉 正雄

真鍋 義文

今井 博啓

*コンピュータアーキ

C】[ハイ]

テクチャ　[情報]【AB

*コンピュータアーキ

全](再)[ハイ]

Basic English II　[

A1100013 前期

前期A1100012

前期A0200251

八 1S-107

八 15-103

八 02-664

八 02-564

八 1S-107

田村 充司他

ドラシリ他

ＮＰ チャン

田村 充司他

積分及び演習　[情報]

報][対面]

情報学特別講義　[情

(再)[遠隔(オ)&対面]

微分及び演習　[情報]

2Q

2Q

1Q

A1901271

A1000056

A0201176

A1100219 前期 経済学A　[全][遠隔( 平岩 幸弘 A0400203 前期 電気回路理論I　[情報 淺野 裕俊 八 1N-215 A0400209 前期 電気回路理論演習I　[ 淺野 裕俊 八 1N-215 (再)[遠隔(オ)&対面] テクチャ　[情報]【DE 八 1N-217 A1000230 1Q *情報数学および演習3 福田 一帆

オ)] ][対面] 情報][対面] A0800091 3Q 偏微分及び演習　[情 齋藤 正顕他 八 1N-215 F】[ハイ] [情報2年生以上]【D

A1100337 前期 国際関係論A　[全][遠 小野 一 A0400204 前期 電気回路理論I　[情報 高見 一正 八 15-206 A0400210 前期 電気回路理論演習I　[ 高見 一正 八 1N-216 報](再)[遠隔(オ)&対 A0800082 1Q 偏微分及び演習　[先 間庭 正明他 八 1S-208 EF】[連続][遠隔(オ)]

隔(オ)] ][対面] 情報][対面] 面] 進/情報][遠隔(オ)&対 A0800083 2Q 偏微分及び演習　[先 間庭 正明他

A1400011 前期 日本国憲法　[全][遠 辛嶋 了憲 A0400205 前期 電気回路理論I　[情報 永井 謙治 八 1W-211 A0400211 前期 電気回路理論演習I　[ 永井 謙治 八 1W-211 A1000291 4Q 重積分及び演習　[情 齋藤 正顕他 八 1N-215 面] 進/情報][遠隔(オ)&対

隔(オ)] ][対面] 情報][対面] 報](再)[遠隔(オ)&対 A1901260 1Q 線形代数学及び演習Ⅱ 陸名 雄一他 八 1W-212 面]

A1800070 前期 倫理学A　[全][遠隔( 真達 大輔 A1901302 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 高木 悟他 八 1S-108 A0201174 1Q 微分及び演習　[情報] 田村 充司他 八 1S-107 面] [情報][遠隔(オ)&対 A1000231 2Q *情報数学および演習4 長嶋 祐二

オ)] [情報](再)[遠隔(オ (再)[遠隔(オ)&対面] 面] [情報2年生以上]【A

A1800088 前期 論理学A　[全][遠隔( 草野 章 )&対面] A1901269 2Q 積分及び演習　[情報] 田村 充司他 八 1S-107 A1000281 2Q 重積分及び演習　[先 間庭 正明他 八 1S-208 BC】[連続][遠隔(オ)]

オ)] A1901307 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 高木 悟他 八 1S-108 (再)[遠隔(オ)&対面] 進/情報][遠隔(オ)&対 A1000232 2Q *情報数学および演習4 福田 一帆

A1900091 前期 身体健康学　[全][遠 桂 良寛 [情報](再)[遠隔(オ A0800089 3Q 偏微分及び演習　[情 椎名 貴久他 八 1S-208 面] [情報2年生以上]【D

隔(オ)] )&対面] 報](再)[遠隔(オ)&対 EF】[連続][遠隔(オ)]

A0200655 後期 文学B　[全][遠隔(オ) 永野 宏志 面] A0800085 3Q 偏微分及び演習　[情 丹下 稜斗他

] A1000289 4Q 重積分及び演習　[情 椎名 貴久他 八 1S-208 報](再)[遠隔(オ)&対

A0700015 後期 芸術学B　[全][遠隔( 吉田 司雄 報](再)[遠隔(オ)&対 面]

オ)] 面] A0800087 3Q 偏微分及び演習　[情 荒川 智匡他

A1100099 後期 科学論B　[全][遠隔( 林 真理 報](再)[遠隔(オ)&対

オ)] 面]

A1100122 後期 環境経済学　[全][遠 平岩 幸弘 A0800089 3Q 偏微分及び演習　[情 椎名 貴久他

隔(オ)] 報](再)[遠隔(オ)&対

A1100186 後期 教育学B　[全][遠隔( 長谷川 鷹士 面]

オ)] A0800091 3Q 偏微分及び演習　[情 齋藤 正顕他

A1100342 後期 国際関係論B　[全][遠 小野 一 報](再)[遠隔(オ)&対

隔(オ)] 面]

A1800074 後期 倫理学B　[全][遠隔( 真達 大輔 A0800093 3Q 偏微分及び演習　[情 岸 俊晴他

オ)] 報](再)[遠隔(オ)&対

A1800090 後期 論理学B　[全][遠隔( 草野 章 面]

オ)] A0800095 3Q 偏微分及び演習　[情 大井 周他

A1900028 後期 スポーツ科学　[全][ 武田 典子 報](再)[遠隔(オ)&対

遠隔(オ)] 面]

A1901324 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 立井 博子他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A1901326 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 森澤 貴之他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A1901328 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 岸 俊晴他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A1901330 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 小林 康麿他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A1901332 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 岸 俊晴他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

END

生涯スポーツ1/2[全]
[ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ入門、卓
球、テニス、体力ト
レーニング][対面]
生涯スポーツ1/2[全]
[ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ入門、剣
道、テニス、ソフト
ボール][対面]

村山 久美子
古谷 崇子
内藤 裕子
木内 政孝
村山 久美子
古谷 崇子
内藤 裕子
木内 政孝

八

八

前期

後期



大学　情報学部　情報学部総合　2年
4      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0700030

A1100220

前期

前期

前期

木

現代文化論A　[全][遠 吉田 司雄

A1100184

八 1N-215梅田 典晃他線形代数学及び演習Ⅰ1QA1901303 A0200467 前期 美術A　[全][対面] 市原 恭代他 八 03-201

隔(オ)] [情報](再)[遠隔(オ A0201178 1Q 微分及び演習　[情報] 梅田 典晃他 八 1S-208

教育学A　[全][遠隔( 長谷川 鷹士 )&対面] (再)[遠隔(オ)&対面]

オ)] A0201142 2Q 物理学及び演習ⅢD　[ 小麥 真也他 八 1W-213 A1901273 2Q 積分及び演習　[情報] 梅田 典晃他 八 1S-208

経済学A　[全][遠隔( 平岩 幸弘 情報][遠隔(オ)&対面] (再)[遠隔(オ)&対面]

オ)] A1901308 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 梅田 典晃他 八 1N-215 A0200475 後期 美術B　[全][対面] 市原 恭代他 八 03-201

徳永 健

大井 周他

オ)&対面]

進/工学/情報][遠隔(

化学及び演習Ⅱ　[先

面]

進/情報][遠隔(オ)&対

重積分及び演習　[先

1Q

1Q

A1100791

A1000280

八 1S-207

八 1W-116

八 1E-106

新 1001

吉田 勝彦他

大井 周他

今井 博啓

物理学及び演習ⅢC　[

面]

進/情報][遠隔(オ)&対

重積分及び演習　[先

全](再)[ハイ]

Basic English II　[

A0201137 3Q

1QA1000280

前期A0200728

八 1S-208

八 1E-206

八 03-201

森澤 貴之

大井 周他

市原 恭代他

)&対面]

[情報](再)[遠隔(オ

線形代数学及び演習Ⅰ

(再)[遠隔(オ)&対面]

微分及び演習　[情報]

美術A　[全][対面]

1Q

1Q

前期

A1901377

A0201180

A0200468

A1100340 前期 国際関係論A　[全][遠 大和田 悠太 [情報](再)[遠隔(オ A0800093 3Q 偏微分及び演習　[情 岸 俊晴他 八 1S-107 A1901275 2Q 積分及び演習　[情報] 大井 周他 八 1E-206 A1/A2/情報][遠隔(オ) A1000281 2Q 重積分及び演習　[先 間庭 正明他

隔(オ)] )&対面] 報](再)[遠隔(オ)&対 (再)[遠隔(オ)&対面] &対面] 進/情報][遠隔(オ)&対

A1800071 前期 倫理学A　[全][遠隔( 真達 大輔 A1901324 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 立井 博子他 八 15-204 面] A1901378 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 森澤 貴之他 八 1S-208 面]

オ)] [情報][遠隔(オ)&対 A1901326 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 森澤 貴之他 八 15-202 [情報](再)[遠隔(オ A1000282 3Q 重積分及び演習　[先 田村 充司他

A1800087 前期 論理学A　[全][遠隔( 草野 章 面] [情報][遠隔(オ)&対 )&対面] 進/情報][遠隔(オ)&対

オ)] A1901344 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 立井 博子他 八 15-204 面] A0200476 後期 美術B　[全][対面] 市原 恭代他 八 03-201 面]

A1900068 前期 心理学A　[全][遠隔( 山田 豊明 [情報][遠隔(オ)&対 A1000293 4Q 重積分及び演習　[情 岸 俊晴他 八 1S-107 A0800095 3Q 偏微分及び演習　[情 大井 周他 八 1W-116 A1000285 4Q 重積分及び演習　[情 丹下 稜斗他

オ)] 面] 報](再)[遠隔(オ)&対 報](再)[遠隔(オ)&対 報](再)[遠隔(オ)&対

A1901204 前期 政治学A　[全][遠隔( 小野 一 面] 面] 面]

オ)] A1901346 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 森澤 貴之 八 15-202 A1000295 4Q 重積分及び演習　[情 大井 周他 八 1W-116 A1000287 4Q 重積分及び演習　[情 荒川 智匡他

A1901360 前期 身体健康学　[全][遠 数馬 広二 [情報][遠隔(オ)&対 報](再)[遠隔(オ)&対 報](再)[遠隔(オ)&対

隔(オ)] 面] 面] 面]

A0700032 後期 現代文化論B　[全][遠 吉田 司雄 A1000289 4Q 重積分及び演習　[情 椎名 貴久他

隔(オ)] 報](再)[遠隔(オ)&対

A1100123 後期 環境経済学　[全][遠 平岩 幸弘 面]

隔(オ)] A1000291 4Q 重積分及び演習　[情 齋藤 正顕他

A1100185 後期 教育学B　[全][遠隔( 長谷川 鷹士 報](再)[遠隔(オ)&対

オ)] 面]

A1100344 後期 国際関係論B　[全][遠 大和田 悠太 A1000293 4Q 重積分及び演習　[情 岸 俊晴他

隔(オ)] 報](再)[遠隔(オ)&対

A1800075 後期 倫理学B　[全][遠隔( 真達 大輔 面]

オ)] A1000295 4Q 重積分及び演習　[情 大井 周他

A1800089 後期 論理学B　[全][遠隔( 草野 章 報](再)[遠隔(オ)&対

オ)] 面]

A1900070 後期 心理学B　[全][遠隔( 山田 豊明

オ)]

A1901205 後期 政治学B　[全][遠隔( 小野 一

オ)]

A1901344 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 立井 博子他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A1901346 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 森澤 貴之

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A1901348 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 小林 康麿他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A1901350 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 岸 俊晴他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A1901352 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 小林 康麿他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

END

生涯スポーツ
1/2[全][卓球][対
面]
生涯スポーツ
1/2[全][剣道][対
面]

二宮 恭子

数馬 広二

新

新

前期

後期

生涯スポーツ1/2[全]
[卓球、ヨガ/ピラティ
ス][対面]
生涯スポーツ1/2[全]
[卓球、ヨガ/ピラティ
ス][対面]

二宮 恭子
武安 由宇里

数馬 広二
武安 由宇里

新

新

前期

後期

生涯スポーツ1/2[全]
[ヨガ/ピラティス]
[対面]
生涯スポーツ1/2[全]
[サッカー、バレー
ボール、卓球、テニ
ス][対面]
生涯スポーツ1/2[全]
[ボディワーク][対
面]
生涯スポーツ1/2[全]
[ソフトボール、サッ
カー、バスケット
ボール、卓球、テニ
ス][対面]

武安 由宇里

中村 みづき
桂 良寛
武田 典子
白石 洋隆
針ヶ谷 雅子

桂 良寛
中村 みづき
二宮 恭子
武田 典子
白石 洋隆

新

八

新

八

前期

前期

後期

後期



大学　情報学部　情報学部総合　2年
5      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0200653

A1100339

前期

前期

前期

金

文学A　[全][遠隔(オ) 内山 憲一

A0700042

八 02-564真鍋 義文他*情報学実験　[情報]前期A1000171 A1000171 前期 *情報学実験　[情報] 真鍋 義文他 八 02-564

] 【DEF】[連続][対面] 八 02-664 【DEF】[連続][対面] 八 02-664

現代文化論A　[全][遠 吉田 司雄 八 05-301 八 05-301

隔(オ)] A0201118 1Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 金 哲夫他 八 1S-107 A1901305 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 小林 康麿他 八 1W-116

国際関係論A　[全][遠 大和田 悠太 先進/工学/情報][遠隔 [情報](再)[遠隔(オ

隔(オ)] (オ)&対面] )&対面]

中島 弘史

[遠隔(オ)]

論理回路　[情報](再)前期A1800086

八 1W-212

八 05-301

八 02-664

八 02-564

田坂 由貴他

真鍋 義文他

(オ)&対面]

先進/工学/情報][遠隔

物理学及び演習Ⅰ　[

【ABC】[連続][対面]

*情報学実験　[情報]

A0201116 1Q

前期A1000172

八 1N-215

八 05-301

八 02-664

八 02-564

小林 康麿他

真鍋 義文他

)&対面]

[情報](再)[遠隔(オ

線形代数学及び演習Ⅰ

【ABC】[連続][対面]

*情報学実験　[情報]

1Q

前期

A1901306

A1000172

A1900050 前期 社会思想A　[全][遠隔 木下 ちがや A0201135 1Q 物理学及び演習ⅢC　[ 田坂 由貴他 八 1N-215 A1901310 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 小林 康麿他 八 1W-116 A1901311 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 小林 康麿他 八 1N-215 A1100791 1Q 化学及び演習Ⅱ　[先 徳永 健 八 1E-106

(オ)] A1/A2/情報][遠隔(オ) [情報](再)[遠隔(オ [情報](再)[遠隔(オ 進/工学/情報][遠隔(

A1900069 前期 心理学A　[全][遠隔( 山田 豊明 &対面] )&対面] )&対面] オ)&対面]

オ)] A1901304 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 小林 康麿他 八 1S-207 A1901330 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 小林 康麿他 八 1N-214 A0400066 後期 *電気回路理論I　[情 坂野 遼平 八 1N-216 A0400075 後期 *電気回路理論演習I 坂野 遼平 八 1N-216

A1900092 前期 身体健康学　[全][遠 桂 良寛 [情報](再)[遠隔(オ [情報][遠隔(オ)&対 報]【ABC】(再)[対面] [情報]【ABC】(再)[対

隔(オ)] )&対面] 面] A0400067 後期 *電気回路理論I　[情 牛田 啓太 八 1N-217 面]

A1900109 前期 政治学A　[全][遠隔( 小野 一 A0201136 2Q 物理学及び演習ⅢC　[ 田坂 由貴他 八 1N-215 A1901350 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 岸 俊晴他 八 1N-401 報]【DEF】(再)[対面] A0400076 後期 *電気回路理論演習I 牛田 啓太 八 1N-217

オ)] A1/A2/情報][遠隔(オ) [情報][遠隔(オ)&対 A1901332 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 岸 俊晴他 八 1N-401 [情報]【DEF】(再)[対

A1900214 前期 *生物学基礎論　[情報 松村 義隆 &対面] 面] [情報][遠隔(オ)&対 面]

]【ABC】[遠隔(オ)] A1901309 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 小林 康麿他 八 1S-207 面]

A1900215 前期 *生物学基礎論　[情報 篠山 浩文 [情報](再)[遠隔(オ A1901352 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 小林 康麿他 八 1N-214

]【DEF】[遠隔(オ)] )&対面] [情報][遠隔(オ)&対

A2000017 前期 哲学A　[全][遠隔(オ) 草野 章 A1901328 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 岸 俊晴他 八 1S-207 面]

] [情報][遠隔(オ)&対

A0201133 1Q 物理学及び演習ⅢC　[ 吉田 勝彦他 面]

A1/A2/情報][遠隔(オ) A1901348 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 小林 康麿他 八 1N-401

&対面] [情報][遠隔(オ)&対

A0201135 1Q 物理学及び演習ⅢC　[ 田坂 由貴他 面]

A1/A2/情報][遠隔(オ)

&対面]

A0201136 2Q 物理学及び演習ⅢC　[ 田坂 由貴他

A1/A2/情報][遠隔(オ)

&対面]

A0700033 後期 現代文化論B　[全][遠 吉田 司雄

隔(オ)]

A1100343 後期 国際関係論B　[全][遠 大和田 悠太

隔(オ)]

A1800076 後期 倫理学B　[全][遠隔( 林 真理

オ)]

A1900029 後期 スポーツ科学　[全][ 武田 典子

遠隔(オ)]

A1900052 後期 社会思想B　[全][遠隔 木下 ちがや

(オ)]

A1900071 後期 心理学B　[全][遠隔( 山田 豊明

オ)]

A1900112 後期 政治学B　[全][遠隔( 小野 一

オ)]

A1900216 後期 *生物学基礎論　[情報 篠山 浩文

]【ABC】[遠隔(オ)]

A1900217 後期 *生物学基礎論　[情報 松村 義隆

]【DEF】[遠隔(オ)]

A2000021 後期 哲学B　[全][遠隔(オ) 草野 章

]

A0201137 3Q 物理学及び演習ⅢC　[ 吉田 勝彦他

A1/A2/情報][遠隔(オ)

&対面]

A0700031

A1900046

前期

前期

前期

土

現代文化論A　[全][遠 吉田 司雄

A1100338

隔(オ)]

国際関係論A　[全][遠 小野 一

隔(オ)]

社会学A　[全][遠隔( 勝田 由美

オ)]

安 明姫

隔(同)]

中国語中級B　[全][遠後期A0300069

A2000018 前期 哲学A　[全][遠隔(オ) 草野 章

]

A0201142 2Q 物理学及び演習ⅢD　[ 小麥 真也他

情報][遠隔(オ)&対面]

A0700043 後期 現代文化論B　[全][遠 吉田 司雄

隔(オ)]

A1100341 後期 国際関係論B　[全][遠 小野 一

隔(オ)]

A1901193 後期 社会学B　[全][遠隔( 勝田 由美

オ)]

A2000022 後期 哲学B　[全][遠隔(オ) 草野 章

]

END

集中・実習

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0800041 集中 博物館経営論　[学芸 濱村 伸治 新 A-0715 A0800042 集中 博物館資料保存論　[ 米倉 立子 新 A-1015 A0800046 集中 博物館展示論　[学芸 太田 美喜子 集中 海外総合文化A　[個別 吉田 司雄新 A-0862 A1100792

員][対面] 学芸員][対面] 登録不可:グ][先進/情員][対面]

報][遠隔(オ)]

END

生涯スポーツ1/2[全]
[サッカー、バドミン
トン、卓球、ソフト
ボール][対面]
生涯スポーツ1/2[全]
[テニス、バドミント
ン、ソフトボール]
[対面]

中村 みづき
望月 康司
武田 典子
白滝 聡
髙橋 和孝
望月 康司
白滝 聡

八

八

前期

後期



大学　情報学部　情報通信工学科　1年
     2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0200970

A0200971

1Q

1Q
月

*物理学及び演習Ⅰ　[ 坪内 健他 八 1S-110安部 芳絵現代教職論　[教職][前期A0700026 A0700038 前期 現代教職論　[教職][ 安部 芳絵 八 1E-106

情報]【A前半】[遠隔( 対面] 対面]

オ)&対面] A1900882 1Q *線形代数学及び演習 荒川 智匡他 八 02-114 A0200970 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 坪内 健他 八 02-114

*物理学及び演習Ⅰ　[ 高瀬 昇他 Ⅰ　[情報]【ABC】[遠 情報]【A前半】[遠隔(

情報]【A後半】[遠隔( 隔(オ)&対面] オ)&対面]

オ)&対面] A1900883 1Q *線形代数学及び演習 岸 俊晴他 八 02-214 A0200971 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 高瀬 昇他 八 1S-209

陸名 雄一他

鈴木 敏行他

面]

]【ABC】[遠隔(オ)&対

*微分及び演習　[情報

面]

]【ABC】[遠隔(オ)&対

*微分及び演習　[情報

1Q

1Q

A0200836

A0200835

大野 雄三

山崎 文重

安 明姫

遠隔(同)]

ドイツ語初級1　[全][

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

前期A0400143

前期A0300073

前期A0300072

八 1W-213

八 02-114

高瀬 昇他

坪内 健他

オ)&対面]

情報]【D後半】[遠隔(

*物理学及び演習Ⅰ　[

オ)&対面]

情報]【D前半】[遠隔(

*物理学及び演習Ⅰ　[

1Q

1Q

A0200976

A0200975

A0200972 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 渡邉 夏輝他 Ⅰ　[情報]【ABC】[遠 情報]【A後半】[遠隔( A0200977 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 渡邉 夏輝他 八 02-264 A0400166 前期 フランス語初級1　[全 沼田 憲治 A0200837 1Q *微分及び演習　[情報 間庭 正明他

情報]【B前半】[遠隔( 隔(オ)&対面] オ)&対面] 情報]【E前半】[遠隔( ][遠隔(同)] ]【ABC】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] A1900884 1Q *線形代数学及び演習 長谷川 研二 八 02-313 A0200972 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 渡邉 夏輝他 八 02-264 オ)&対面] A0400167 前期 フランス語初級1　[全 内山 憲一 面]

A0200973 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 田坂 由貴他 Ⅰ　[情報]【ABC】[遠 他 情報]【B前半】[遠隔( A0200978 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 田坂 由貴他 八 15-204 ][遠隔(同)] A0200838 1Q *微分及び演習　[情報 田村 充司他

情報]【B後半】[遠隔( 隔(オ)&対面] オ)&対面] 情報]【E後半】[遠隔( A0500010 前期 English for Intercul 秋本 隆之 ]【ABC】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] A1900885 1Q *線形代数学及び演習 丹下 稜斗他 八 02-364 A0200973 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 田坂 由貴他 八 15-204 オ)&対面] tural Communication 面]

A0200974 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 今枝 佑輔他 Ⅰ　[情報]【ABC】[遠 情報]【B後半】[遠隔( A0200979 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 今枝 佑輔他 八 02-564 A　[全][遠隔(同)] A0200839 1Q *微分及び演習　[情報 椎名 貴久他

情報]【C前半】[遠隔( 隔(オ)&対面] オ)&対面] 情報]【F前半】[遠隔( A1800093 前期 ロシア語初級1　[全][ 岩崎 理恵 ]【ABC】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] A1900886 1Q *線形代数学及び演習 齋藤 正顕他 八 02-664 A0200974 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 今枝 佑輔他 八 02-564 オ)&対面] 遠隔(同)] 面]

A0200975 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 坪内 健他 Ⅰ　[情報]【ABC】[遠 情報]【C前半】[遠隔( A0201064 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 木村 久美子 八 1W-211 A1100683 1Q *化学及び演習Ⅰ　[情 徳永 健 八 02-164 A0200840 1Q *微分及び演習　[情報 鈴木 敏行他

情報]【D前半】[遠隔( 隔(オ)&対面] オ)&対面] 情報]【F後半】[遠隔( 他 報]【ABC】[遠隔(オ)& ]【DEF】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] A1900894 2Q *線形代数学及び演習 荒川 智匡他 八 02-114 A0201062 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 木村 久美子 八 1W-211 オ)&対面] 対面] 面]

A0200976 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 高瀬 昇他 Ⅱ　[情報]【ABC】[遠 情報]【C後半】[遠隔( 他 A0200993 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 坪内 健他 八 02-114 A0201194 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 田坂 由貴他 八 1E-106 A0200841 1Q *微分及び演習　[情報 陸名 雄一他

情報]【D後半】[遠隔( 隔(オ)&対面] オ)&対面] 情報]【D前半】[遠隔( 先進/工学/情報][遠隔 ]【DEF】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] A1900895 2Q *線形代数学及び演習 岸 俊晴他 八 02-214 A1100685 1Q *化学及び演習Ⅰ　[情 徳永 健 八 02-364 オ)&対面] (オ)&対面] 面]

A0200977 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 渡邉 夏輝他 Ⅱ　[情報]【ABC】[遠 報]【DEF】[遠隔(オ)& A0200994 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 高瀬 昇他 八 1W-213 A1100687 2Q *化学及び演習Ⅱ　[情 徳永 健他 八 02-364 A0200842 1Q *微分及び演習　[情報 田村 充司他

情報]【E前半】[遠隔( 隔(オ)&対面] 対面] 情報]【D後半】[遠隔( 報]【ABC】[遠隔(オ)& ]【DEF】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] A1900896 2Q *線形代数学及び演習 長谷川 研二 八 02-313 A0200988 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 坪内 健他 八 02-114 オ)&対面] 対面] 面]

A0200978 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 田坂 由貴他 Ⅱ　[情報]【ABC】[遠 他 情報]【A前半】[遠隔( A0200995 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 渡邉 夏輝他 八 02-264 A1100695 2Q 化学及び演習Ⅰ　[先 高見 知秀 八 1W-211 A0200843 1Q *微分及び演習　[情報 椎名 貴久他

情報]【E後半】[遠隔( 隔(オ)&対面] オ)&対面] 情報]【E前半】[遠隔( 進/工学/情報][遠隔( ]【DEF】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] A1900897 2Q *線形代数学及び演習 丹下 稜斗他 八 02-364 A0200989 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 高瀬 昇他 八 1S-209 オ)&対面] オ)&対面] 面]

A0200979 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 今枝 佑輔他 Ⅱ　[情報]【ABC】[遠 情報]【A後半】[遠隔( A0200996 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 田坂 由貴他 八 15-204 A0200302 後期 Basic English I　[全 萩原 輝 新 1001 A0200844 1Q *微分及び演習　[情報 菊田 伸他

情報]【F前半】[遠隔( 隔(オ)&対面] オ)&対面] 情報]【E後半】[遠隔( ](再)[ハイ] 八 1N-214 ]【DEF】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] A1900898 2Q *線形代数学及び演習 豊田 哲他 八 02-664 A0200990 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 渡邉 夏輝他 八 02-264 オ)&対面] A0300086 後期 中国語初級1　[全][遠 安 明姫 面]

A0201062 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 木村 久美子 Ⅱ　[情報]【ABC】[遠 情報]【B前半】[遠隔( A0200997 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 今枝 佑輔他 八 02-564 隔(同)] A1100296 1Q 工学院大スタディーズ 二上 武生他

情報]【C後半】[遠隔( 他 隔(オ)&対面] オ)&対面] 情報]【F前半】[遠隔( A0300087 後期 中国語初級1　[全][遠 山崎 文重 [情報][遠隔(オ)]

オ)&対面] A1100195 後期 教育心理学　[教職][ 安部 芳絵 八 1S-208 A0200991 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 田坂 由貴他 八 15-204 オ)&対面] 隔(同)] A0200847 2Q 微分及び演習　[先進/ 大井 周他

A0201064 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 木村 久美子 対面] 情報]【B後半】[遠隔( A0201065 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 木村 久美子 八 1W-211 A0400158 後期 ドイツ語初級1　[全][ 大野 雄三 情報][遠隔(オ)&対面]

情報]【F後半】[遠隔( 他 A0201054 3Q *物理学及び演習ⅢC 吉田 勝彦他 八 02-164 オ)&対面] 情報]【F後半】[遠隔( 他 遠隔(同)] A1100695 2Q 化学及び演習Ⅰ　[先 高見 知秀

オ)&対面] [情報]【DEF】[遠隔( A0200992 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 今枝 佑輔他 八 02-564 オ)&対面] A0400168 後期 フランス語初級1　[全 沼田 憲治 進/工学/情報][遠隔(

A1900882 1Q *線形代数学及び演習 荒川 智匡他 オ)&対面] 情報]【C前半】[遠隔( A0200637 3Q 物理学実験　[情報][ 渡部 隆史他 八 1W-329 ][遠隔(同)] オ)&対面]

Ⅰ　[情報]【ABC】[遠 A0201055 3Q *物理学及び演習ⅢC 高瀬 昇他 八 1W-212 オ)&対面] 連続][対面] A0400169 後期 フランス語初級1　[全 内山 憲一 A0200848 3Q 微分及び演習　[先進/ 齋藤 正顕他

隔(オ)&対面] [情報]【DEF】[遠隔( A0201063 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 木村 久美子 八 1W-211 ][遠隔(同)] 情報][遠隔(オ)&対面]

A1900883 1Q *線形代数学及び演習 岸 俊晴他 オ)&対面] 情報]【C後半】[遠隔( 他 A0500012 後期 English for Intercul 秋本 隆之 A1100694 3Q 化学及び演習Ⅱ　[先 徳永 健

Ⅰ　[情報]【ABC】[遠 A1900430 3Q 総合的な学習の時間の 内山 宗昭 オ)&対面] tural Communication 進/工学/情報][遠隔(

隔(オ)&対面] 理論と方法　[教職][ A1100688 2Q *化学及び演習Ⅱ　[情 徳永 健他 八 1W-111 B　[全][遠隔(同)] オ)&対面]

A1900884 1Q *線形代数学及び演習 長谷川 研二 遠隔(同)] 報]【DEF】[遠隔(オ)& A1800099 後期 ロシア語初級1　[全][ 岩崎 理恵 A0200849 4Q 微分及び演習　[先進/ 間庭 正明他

Ⅰ　[情報]【ABC】[遠 他 A1900906 3Q *線形代数学及び演習 鈴木 敏行他 八 1S-108 対面] 遠隔(同)] 情報][遠隔(オ)&対面]

隔(オ)&対面] Ⅲ　[情報]【ABC】[遠 A1100788 後期 教育心理学　[教職][ 安部 芳絵 八 02-364 A0200998 3Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 吉田 勝彦他 八 1E-203

A1900885 1Q *線形代数学及び演習 丹下 稜斗他 隔(オ)&対面] 対面] 先進/工学/情報][遠隔

Ⅰ　[情報]【ABC】[遠 A1900907 3Q *線形代数学及び演習 荒川 智匡他 八 1S-207 A0200637 3Q 物理学実験　[情報][ 渡部 隆史他 八 1W-329 (オ)&対面]

隔(オ)&対面] Ⅲ　[情報]【ABC】[遠 連続][対面] A1900964 3Q 積分及び演習　[先進/ 間庭 正明他 八 1E-106

A1900886 1Q *線形代数学及び演習 齋藤 正顕他 隔(オ)&対面] 情報][遠隔(オ)&対面]

Ⅰ　[情報]【ABC】[遠 A1900908 3Q *線形代数学及び演習 梅田 典晃他 八 1N-214 A0200818 4Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 吉田 勝彦他 八 1E-206

隔(オ)&対面] Ⅲ　[情報]【ABC】[遠 先進/工学/情報][遠隔

A1900888 1Q *線形代数学及び演習 鈴木 敏行他 隔(オ)&対面] (オ)&対面]

Ⅰ　[情報]【DEF】[遠 A1900909 3Q *線形代数学及び演習 多田 秀樹他 八 1N-216 A0200849 4Q 微分及び演習　[先進/ 間庭 正明他 八 1E-106

隔(オ)&対面] Ⅲ　[情報]【ABC】[遠 情報][遠隔(オ)&対面]

A1900889 1Q *線形代数学及び演習 菊田 伸他 隔(オ)&対面] A0200999 4Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 田坂 由貴他 八 1E-205

Ⅰ　[情報]【DEF】[遠 A0200817 4Q *物理学及び演習ⅢD 吉田 勝彦他 八 02-164 先進/工学/情報][遠隔

隔(オ)&対面] [情報]【DEF】[遠隔( (オ)&対面]

A1900890 1Q *線形代数学及び演習 椎名 貴久他 オ)&対面]

Ⅰ　[情報]【DEF】[遠 A1900918 4Q *線形代数学及び演習 鈴木 敏行他 八 1S-108

隔(オ)&対面] Ⅳ　[情報]【ABC】[遠

A1900891 1Q *線形代数学及び演習 豊田 哲他 隔(オ)&対面]

Ⅰ　[情報]【DEF】[遠 A1900919 4Q *線形代数学及び演習 荒川 智匡他 八 1S-207

隔(オ)&対面] Ⅳ　[情報]【ABC】[遠

A1900892 1Q *線形代数学及び演習 田村 充司他 隔(オ)&対面]

Ⅰ　[情報]【DEF】[遠 A1900920 4Q *線形代数学及び演習 梅田 典晃他 八 1N-214

隔(オ)&対面] Ⅳ　[情報]【ABC】[遠

A0200981 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他 隔(オ)&対面]

先進/工学/情報][遠隔 A1900921 4Q *線形代数学及び演習 多田 秀樹他 八 1N-216

(オ)&対面] Ⅳ　[情報]【ABC】[遠

A0200983 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他 隔(オ)&対面]

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0200985 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 田坂 由貴他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201192 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 高瀬 昇他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201193 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201194 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 田坂 由貴他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201195 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 五十嵐　朱夏

END



大学　情報学部　情報通信工学科　1年
2      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

先進/工学/情報][遠隔 他

(オ)&対面]

A1900935 2Q 線形代数学及び演習Ⅰ 陸名 雄一他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A0200986 3Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201075 3Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 吉田 勝彦他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201144 3Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A1900937 3Q 線形代数学及び演習Ⅰ 陸名 雄一他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A0200818 4Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 吉田 勝彦他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0200987 4Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201104 4Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201145 4Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A1900938 4Q 線形代数学及び演習Ⅰ 国定　亮一他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

END



大学　情報学部　情報通信工学科　1年
3      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0200988

A0200989

2Q

2Q
火

*物理学及び演習Ⅱ　[ 坪内 健他 八 02-164位野木 万里情報数学および演習11QA1000188 A1000188 1Q 情報数学および演習1 位野木 万里 八 02-164

情報]【A前半】[遠隔( [情報1年生][連続][ 他 八 02-264 [情報1年生][連続][ 他 八 02-264

オ)&対面] 対面] 八 15-204 対面] 八 15-204

*物理学及び演習Ⅱ　[ 高瀬 昇他 八 15-206 八 15-206

情報]【A後半】[遠隔( 八 1N-028 八 1N-028

オ)&対面] 八 1W-026 八 1W-026

陸名 雄一他

鈴木 敏行他

面]

]【ABC】[遠隔(オ)&対

*積分及び演習　[情報

面]

]【ABC】[遠隔(オ)&対

*積分及び演習　[情報

2Q

2Q

A1900954

A1900953

田　芳

閻　瑜

山崎 文重

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

前期A0300107

前期A0300105

前期A0300075

A0200990 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 渡邉 夏輝他 八 1W-111 八 1W-111 A0400144 前期 ドイツ語初級1　[全][ 柳 勝己 A1900955 2Q *積分及び演習　[情報 間庭 正明他

情報]【B前半】[遠隔( A1000195 2Q 情報数学および演習2 位野木 万里 八 15-204 A1000195 2Q 情報数学および演習2 位野木 万里 八 15-204 遠隔(同)] ]【ABC】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] [情報1年生][連続][ 他 八 15-206 [情報1年生][連続][ 他 八 15-206 A0400145 前期 ドイツ語初級1　[全][ 大野 雄三 面]

A0200991 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 田坂 由貴他 対面] 八 1N-028 対面] 八 1N-028 遠隔(同)] A1900956 2Q *積分及び演習　[情報 田村 充司他

情報]【B後半】[遠隔( 八 1W-026 八 1W-026 A0600046 前期 フランス語初級1　[全 沼田 憲治 ]【ABC】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] 八 1W-111 八 1W-111 ][遠隔(同)] 面]

A0200992 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 今枝 佑輔他 A1000271 2Q 情報数学および演習1 位野木 万里 八 02-164 A1000271 2Q 情報数学および演習1 位野木 万里 八 02-164 A0600047 前期 フランス語初級1　[全 内山 憲一 A1900957 2Q *積分及び演習　[情報 椎名 貴久他

情報]【C前半】[遠隔( [情報1年生](再)[連 他 八 02-264 [情報1年生](再)[連 他 八 02-264 ][遠隔(同)] ]【ABC】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] 続][対面] 続][対面] A1000180 前期 *情報学基礎論I　[情 三木 良雄 面]

A0200993 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 坪内 健他 A1000200 3Q 情報数学および演習1 大和 淳司他 八 1S-210 A1000200 3Q 情報数学および演習1 大和 淳司他 八 1S-210 報]【ABC】[遠隔(同)] A1900958 2Q *積分及び演習　[情報 鈴木 敏行他

情報]【D前半】[遠隔( [情報1年生](再)[連 [情報1年生](再)[連 A1000183 前期 *情報学基礎論I　[情 小林 亜樹 ]【DEF】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] 続][対面] 続][対面] 報]【DEF】[遠隔(同)] 面]

A0200994 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 高瀬 昇他 A1000202 3Q 情報数学および演習2 大和 淳司他 八 1E-106 A1000202 3Q 情報数学および演習2 大和 淳司他 八 1E-106 A1400007 前期 日本語中級I　[全][対 酒井 駿多 八 1N-214 A1900959 2Q *積分及び演習　[情報 陸名 雄一他

情報]【D後半】[遠隔( [情報1年生][連続][ 八 1N-215 [情報1年生][連続][ 八 1N-215 面] ]【DEF】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] 対面] 対面] A1800094 前期 ロシア語初級1　[全][ 大月 晶子 面]

A0200995 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 渡邉 夏輝他 A1000204 3Q 情報数学および演習3 渡邉 桂子 八 1N-216 A1000204 3Q 情報数学および演習3 渡邉 桂子 八 1N-216 遠隔(同)] A1900960 2Q *積分及び演習　[情報 田村 充司他

情報]【E前半】[遠隔( [情報1年生][連続][ [情報1年生][連続][ A0200981 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他 八 1N-028 ]【DEF】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] 対面] 対面] 先進/工学/情報][遠隔 面]

A0200996 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 田坂 由貴他 A1000205 3Q 情報数学および演習3 長嶋 祐二 八 1N-217 A1000205 3Q 情報数学および演習3 長嶋 祐二 八 1N-217 (オ)&対面] A1900961 2Q *積分及び演習　[情報 椎名 貴久他

情報]【E後半】[遠隔( [情報1年生][連続][ [情報1年生][連続][ A0200305 後期 Basic English I　[全 秋本 隆之 新 1001 ]【DEF】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] 対面] 対面] ](再)[ハイ] 八 1E-106 面]

A0200997 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 今枝 佑輔他 A1000206 3Q 情報数学および演習3 高橋 義典 八 1W-111 A1000206 3Q 情報数学および演習3 高橋 義典 八 1W-111 A0300088 後期 中国語初級1　[全][遠 田　芳 A1900962 2Q *積分及び演習　[情報 菊田 伸

情報]【F前半】[遠隔( [情報1年生][連続][ [情報1年生][連続][ 隔(同)] ]【DEF】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] 対面] 対面] A0300089 後期 中国語初級1　[全][遠 山崎 文重 面]

A0201063 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 木村 久美子 A1000207 4Q 情報数学および演習2 大和 淳司他 八 02-564 A1000207 4Q 情報数学および演習2 大和 淳司他 八 02-564 隔(同)] A1100692 3Q 化学及び演習Ⅱ　[先 高見 知秀

情報]【C後半】[遠隔( 他 [情報1年生][連続][ 八 1S-108 [情報1年生][連続][ 八 1S-108 A0300106 後期 中国語初級1　[全][遠 閻　瑜 進/工学/情報][遠隔(

オ)&対面] 対面] 八 1S-210 対面] 八 1S-210 隔(同)] オ)&対面]

A0201065 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 木村 久美子 A1000209 4Q 情報数学および演習4 渡邉 桂子 八 1N-216 A1000209 4Q 情報数学および演習4 渡邉 桂子 八 1N-216 A0400159 後期 ドイツ語初級1　[全][ 柳 勝己 A1900964 3Q 積分及び演習　[先進/ 間庭 正明他

情報]【F後半】[遠隔( 他 [情報1年生][連続][ [情報1年生][連続][ 遠隔(同)] 情報][遠隔(オ)&対面]

オ)&対面] 対面] 対面] A0400160 後期 ドイツ語初級1　[全][ 大野 雄三 A1900965 3Q 積分及び演習　[先進/ 齋藤 正顕他

A1900894 2Q *線形代数学及び演習 荒川 智匡他 A1000210 4Q 情報数学および演習4 長嶋 祐二 八 1N-217 A1000210 4Q 情報数学および演習4 長嶋 祐二 八 1N-217 遠隔(同)] 情報][遠隔(オ)&対面]

Ⅱ　[情報]【ABC】[遠 [情報1年生][連続][ [情報1年生][連続][ A0600057 後期 フランス語初級1　[全 内山 憲一 A1900966 4Q 積分及び演習　[先進/ 田村 充司他

隔(オ)&対面] 対面] 対面] ][遠隔(同)] 情報][遠隔(オ)&対面]

A1900895 2Q *線形代数学及び演習 岸 俊晴他 A1000211 4Q 情報数学および演習4 高木 悟 八 1W-212 A1000211 4Q 情報数学および演習4 高木 悟 八 1W-212 A0600064 後期 フランス語初級1　[全 沼田 憲治

Ⅱ　[情報]【ABC】[遠 [情報1年生][連続][ [情報1年生][連続][ ][遠隔(同)]

隔(オ)&対面] 対面] 対面] A1000184 後期 *情報学基礎論II　[情 木全 英明他 八 1N-028

A1900896 2Q *線形代数学及び演習 長谷川 研二 A1000212 4Q 情報数学および演習4 高橋 義典 八 1W-111 A1000212 4Q 情報数学および演習4 高橋 義典 八 1W-111 報]【AB】[対面]

Ⅱ　[情報]【ABC】[遠 他 [情報1年生][連続][ [情報1年生][連続][ A1000185 後期 *情報学基礎論II　[情 水野 修他 八 1N-029

隔(オ)&対面] 対面] 対面] 報]【CD】[対面]

A1900897 2Q *線形代数学及び演習 丹下 稜斗他 A1000186 後期 *情報学基礎論II　[情 浅野 太他 八 1W-026

Ⅱ　[情報]【ABC】[遠 報]【EF】[対面]

隔(オ)&対面] A1400008 後期 日本語中級II　[全][ 酒井 駿多 八 1N-216

A1900898 2Q *線形代数学及び演習 豊田 哲他 対面]

Ⅱ　[情報]【ABC】[遠 A1800100 後期 ロシア語初級1　[全][ 大月 晶子

隔(オ)&対面] 遠隔(同)]

A1900900 2Q *線形代数学及び演習 鈴木 敏行他 A0201000 3Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 田坂 由貴他 八 1S-207

Ⅱ　[情報]【DEF】[遠 先進/工学/情報][遠隔

隔(オ)&対面] (オ)&対面]

A1900901 2Q *線形代数学及び演習 菊田 伸他 A0201075 3Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 吉田 勝彦他 八 1E-203

Ⅱ　[情報]【DEF】[遠 先進/工学/情報][遠隔

隔(オ)&対面] (オ)&対面]

A1900902 2Q *線形代数学及び演習 椎名 貴久他 A0201001 4Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 田坂 由貴他 八 1S-207

Ⅱ　[情報]【DEF】[遠 先進/工学/情報][遠隔

隔(オ)&対面] (オ)&対面]

A1900903 2Q *線形代数学及び演習 豊田 哲他 A0201056 4Q 物理学及び演習ⅢC　[ 吉田 勝彦他 八 1E-202

Ⅱ　[情報]【DEF】[遠 A1/A2/情報][遠隔(オ)

隔(オ)&対面] &対面]

A1900904 2Q *線形代数学及び演習 田村 充司他 A1900966 4Q 積分及び演習　[先進/ 田村 充司他 八 02-264

Ⅱ　[情報]【DEF】[遠 情報][遠隔(オ)&対面]

隔(オ)&対面]

A0200867 3Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 高瀬 昇他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0200998 3Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 吉田 勝彦他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201000 3Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 田坂 由貴他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201002 3Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 今枝 佑輔他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A1900936 3Q 線形代数学及び演習Ⅱ 国定　亮一他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A0200999 4Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 田坂 由貴他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201001 4Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 田坂 由貴他

END



大学　情報学部　情報通信工学科　1年
4      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A1900939 4Q 線形代数学及び演習Ⅱ 陸名 雄一他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

END



大学　情報学部　情報通信工学科　1年
5      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A1900906

A1900907

3Q

3Q
水

*線形代数学及び演習 鈴木 敏行他 八 15-202鈴木 敏行他*線形代数学及び演習1QA1900888 A0200132 前期 *Basic Communication 今井 博啓 八 02-114

Ⅲ　[情報]【ABC】[遠 Ⅰ　[情報]【DEF】[遠 I　[情報]【ABC】[対

隔(オ)&対面] 隔(オ)&対面] 面]

*線形代数学及び演習 荒川 智匡他 A1900889 1Q *線形代数学及び演習 菊田 伸他 八 02-214 A0200133 前期 *Basic Communication 南波　慧 八 02-164

Ⅲ　[情報]【ABC】[遠 Ⅰ　[情報]【DEF】[遠 I　[情報]【ABC】[対

隔(オ)&対面] 隔(オ)&対面] 面]

間庭 正明他

陸名 雄一他

対面]

報]【ABC】[遠隔(オ)&

*偏微分及び演習　[情

対面]

報]【ABC】[遠隔(オ)&

*偏微分及び演習　[情

3Q

3Q

A0800063

A0800062

八 1E-206

八 1E-203

八 1E-202

三野 和惠

井上 真理

飯沼 好永

情報]【ABC】[対面]

*Basic English I　[

情報]【ABC】[対面]

*Basic English I　[

情報]【ABC】[対面]

*Basic English I　[

前期A0200225

前期A0200224

前期A0200223

八 02-164

八 02-114

塚田 浩幸

日吉 佑太

面]

I　[情報]【DEF】[対

*Basic Communication

面]

I　[情報]【DEF】[対

*Basic Communication

前期

前期

A0200128

A0200127

A1900908 3Q *線形代数学及び演習 梅田 典晃他 A1900890 1Q *線形代数学及び演習 椎名 貴久他 八 02-313 A0200134 前期 *Basic Communication 未定 八 02-214 A0200129 前期 *Basic Communication 田中 俊雄 八 02-214 A0200226 前期 *Basic English I　[ 田中 聡一郎 八 1N-215 A0800064 3Q *偏微分及び演習　[情 椎名 貴久他

Ⅲ　[情報]【ABC】[遠 Ⅰ　[情報]【DEF】[遠 I　[情報]【ABC】[対 I　[情報]【DEF】[対 情報]【ABC】[対面] 報]【ABC】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 隔(オ)&対面] 面] 面] A0200227 前期 *Basic English I　[ 塚田 浩幸 八 1S-108 対面]

A1900909 3Q *線形代数学及び演習 多田 秀樹他 A1900891 1Q *線形代数学及び演習 豊田 哲他 八 02-364 A0200135 前期 *Basic Communication プリチャード 八 02-264 A0200130 前期 *Basic Communication プリチャード 八 02-264 情報]【ABC】[対面] A0800065 3Q *偏微分及び演習　[情 熊ノ郷 直人

Ⅲ　[情報]【ABC】[遠 Ⅰ　[情報]【DEF】[遠 I　[情報]【ABC】[対 パトリック I　[情報]【DEF】[対 パトリック A0200873 前期 *Basic English I　[ ハウル ポー 八 1W-116 報]【ABC】[遠隔(オ)& 他

隔(オ)&対面] 隔(オ)&対面] 面] ノエル 面] ノエル 情報]【ABC】[対面] ル 対面]

A1900912 3Q *線形代数学及び演習 小林 康麿他 A1900892 1Q *線形代数学及び演習 田村 充司他 八 02-664 A0200136 前期 *Basic Communication 三野 和惠 八 02-313 A0200131 前期 *Basic Communication 三野 和惠 八 02-313 A0201184 前期 Basic English I　[全 南波　慧 新 1001 A0800066 3Q *偏微分及び演習　[情 齋藤 正顕他

Ⅲ　[情報]【DEF】[遠 Ⅰ　[情報]【DEF】[遠 I　[情報]【ABC】[対 I　[情報]【DEF】[対 ](再)[ハイ] 八 1S-107 報]【ABC】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 隔(オ)&対面] 面] 面] A0300076 前期 中国語初級1　[全][遠 川原 勝彦 対面]

A1900913 3Q *線形代数学及び演習 田村 充司他 A1900900 2Q *線形代数学及び演習 鈴木 敏行他 八 15-202 A0200890 前期 *Basic Communication 田中 聡一郎 八 02-364 A0200891 前期 *Basic Communication 未定 八 02-364 隔(同)] A0800068 3Q *偏微分及び演習　[情 陸名 雄一他

Ⅲ　[情報]【DEF】[遠 Ⅱ　[情報]【DEF】[遠 I　[情報]【ABC】[対 I　[情報]【DEF】[対 A0300108 前期 中国語初級1　[全][遠 閻　瑜 報]【DEF】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 隔(オ)&対面] 面] 面] 隔(同)] 対面]

A1900914 3Q *線形代数学及び演習 間庭 正明他 A1900901 2Q *線形代数学及び演習 菊田 伸他 八 02-214 A0200840 1Q *微分及び演習　[情報 鈴木 敏行他 八 1E-106 A0400239 前期 ドイツ語初級1　[全][ 本田 博之 A0400146 前期 ドイツ語初級1　[全][ 本田 博之 A0800069 3Q *偏微分及び演習　[情 間庭 正明他

Ⅲ　[情報]【DEF】[遠 Ⅱ　[情報]【DEF】[遠 ]【DEF】[遠隔(オ)&対 遠隔(同)] 遠隔(同)] 報]【DEF】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 隔(オ)&対面] 面] A0200835 1Q *微分及び演習　[情報 鈴木 敏行他 八 1E-106 A0500011 前期 English for Intercul 山田 朋美 対面]

A1900915 3Q *線形代数学及び演習 陸名 雄一他 A1900902 2Q *線形代数学及び演習 椎名 貴久他 八 02-313 A0200841 1Q *微分及び演習　[情報 陸名 雄一他 八 1W-212 ]【ABC】[遠隔(オ)&対 tural Communication A0800070 3Q *偏微分及び演習　[情 椎名 貴久他

Ⅲ　[情報]【DEF】[遠 Ⅱ　[情報]【DEF】[遠 ]【DEF】[遠隔(オ)&対 面] A　[全][遠隔(同)] 報]【DEF】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 隔(オ)&対面] 面] A0200836 1Q *微分及び演習　[情報 陸名 雄一他 八 1W-212 A0600048 前期 フランス語初級1　[全 内山 憲一 対面]

A1900903 2Q *線形代数学及び演習 豊田 哲他 八 02-364 A0200842 1Q *微分及び演習　[情報 田村 充司他 八 1S-107 ]【ABC】[遠隔(オ)&対 ][遠隔(同)] A0800071 3Q *偏微分及び演習　[情 田村 充司他

Ⅱ　[情報]【DEF】[遠 ]【DEF】[遠隔(オ)&対 面] A1800095 前期 ロシア語初級1　[全][ 粕谷 典子 報]【DEF】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 面] A0200837 1Q *微分及び演習　[情報 間庭 正明他 八 1N-215 遠隔(同)] 対面]

A1900904 2Q *線形代数学及び演習 田村 充司他 八 02-664 A0200843 1Q *微分及び演習　[情報 椎名 貴久他 八 15-204 ]【ABC】[遠隔(オ)&対 A0200983 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他 八 1N-029 A0800072 3Q *偏微分及び演習　[情 小林 康麿他

Ⅱ　[情報]【DEF】[遠 ]【DEF】[遠隔(オ)&対 面] 先進/工学/情報][遠隔 報]【DEF】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 面] A0200838 1Q *微分及び演習　[情報 田村 充司他 八 1S-107 (オ)&対面] 対面]

A0201144 3Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他 八 1S-108 A0200844 1Q *微分及び演習　[情報 菊田 伸他 八 15-202 ]【ABC】[遠隔(オ)&対 A1100689 2Q 化学及び演習Ⅰ　[先 桑村 直人 八 1W-211 A0800074 4Q 偏微分及び演習　[先 齋藤 正顕他

先進/工学/情報][遠隔 ]【DEF】[遠隔(オ)&対 面] 進/工学/情報][遠隔( 進/情報][遠隔(オ)&対

(オ)&対面] 面] A0200839 1Q *微分及び演習　[情報 椎名 貴久他 八 15-204 オ)&対面] 面]

A1900912 3Q *線形代数学及び演習 小林 康麿他 八 1W-027 A1900958 2Q *積分及び演習　[情報 鈴木 敏行他 八 1E-106 ]【ABC】[遠隔(オ)&対 A1900935 2Q 線形代数学及び演習Ⅰ 陸名 雄一他 八 1W-212 A1100696 4Q 化学及び演習Ⅱ　[先 桑村 直人

Ⅲ　[情報]【DEF】[遠 ]【DEF】[遠隔(オ)&対 面] [情報][遠隔(オ)&対 進/工学/情報][遠隔(

隔(オ)&対面] 面] A1900953 2Q *積分及び演習　[情報 鈴木 敏行他 八 1E-106 面] オ)&対面]

A1900913 3Q *線形代数学及び演習 田村 充司他 八 1W-111 A1900959 2Q *積分及び演習　[情報 陸名 雄一他 八 1W-212 ]【ABC】[遠隔(オ)&対 A0200274 後期 *Basic English II　[ 飯沼 好永 八 15-204

Ⅲ　[情報]【DEF】[遠 ]【DEF】[遠隔(オ)&対 面] 情報]【ABC】[対面]

隔(オ)&対面] 面] A1900954 2Q *積分及び演習　[情報 陸名 雄一他 八 1W-212 A0200275 後期 *Basic English II　[ 井上 真理 八 15-206

A1900914 3Q *線形代数学及び演習 間庭 正明他 八 1W-116 A1900960 2Q *積分及び演習　[情報 田村 充司他 八 1S-107 ]【ABC】[遠隔(オ)&対 情報]【ABC】[対面]

Ⅲ　[情報]【DEF】[遠 ]【DEF】[遠隔(オ)&対 面] A0200276 後期 *Basic English II　[ 三野 和惠 八 1E-106

隔(オ)&対面] 面] A1900955 2Q *積分及び演習　[情報 間庭 正明他 八 1N-215 情報]【ABC】[対面]

A1900915 3Q *線形代数学及び演習 陸名 雄一他 八 1W-211 A1900961 2Q *積分及び演習　[情報 椎名 貴久他 八 15-204 ]【ABC】[遠隔(オ)&対 A0200277 後期 *Basic English II　[ 田中 聡一郎 八 1N-401

Ⅲ　[情報]【DEF】[遠 ]【DEF】[遠隔(オ)&対 面] 情報]【ABC】[対面]

隔(オ)&対面] 面] A1900956 2Q *積分及び演習　[情報 田村 充司他 八 1S-107 A0200278 後期 *Basic English II　[ 塚田 浩幸 八 1W-027

A0201145 4Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他 八 1S-108 A1900962 2Q *積分及び演習　[情報 菊田 伸 八 15-202 ]【ABC】[遠隔(オ)&対 情報]【ABC】[対面]

先進/工学/情報][遠隔 ]【DEF】[遠隔(オ)&対 面] A0200682 後期 Basic English I　[全 今井 博啓 新 1001

(オ)&対面] 面] A1900957 2Q *積分及び演習　[情報 椎名 貴久他 八 15-204 ](再)[ハイ] 八 1W-116

A1900924 4Q *線形代数学及び演習 小林 康麿他 八 1W-027 A0200183 後期 *Basic Communication 今井 博啓 八 02-214 ]【ABC】[遠隔(オ)&対 A0200884 後期 *Basic English II　[ ハウル ポー 八 15-208

Ⅳ　[情報]【DEF】[遠 II　[情報]【ABC】[ 面] 情報]【ABC】[対面] ル

隔(オ)&対面] 対面] A0200178 後期 *Basic Communication 日吉 佑太 八 02-214 A0201189 後期 Basic English II　[ 南波　慧 新 1001

A1900925 4Q *線形代数学及び演習 田村 充司他 八 1W-111 A0200184 後期 *Basic Communication 南波　慧 八 02-114 II　[情報]【DEF】[ 全](再)[ハイ] 八 1W-211

Ⅳ　[情報]【DEF】[遠 II　[情報]【ABC】[ 対面] A0300090 後期 中国語初級1　[全][遠 川原 勝彦

隔(オ)&対面] 対面] A0200179 後期 *Basic Communication 塚田 浩幸 八 02-114 隔(同)]

A1900926 4Q *線形代数学及び演習 間庭 正明他 八 1W-116 A0200185 後期 *Basic Communication 未定 八 02-164 II　[情報]【DEF】[ A0300091 後期 中国語初級1　[全][遠 閻　瑜

Ⅳ　[情報]【DEF】[遠 II　[情報]【ABC】[ 対面] 隔(同)]

隔(オ)&対面] 対面] A0200180 後期 *Basic Communication 田中 俊雄 八 02-164 A0400161 後期 ドイツ語初級1　[全][ 本田 博之

A1900927 4Q *線形代数学及び演習 陸名 雄一他 八 1W-211 A0200186 後期 *Basic Communication プリチャード 八 02-364 II　[情報]【DEF】[ 遠隔(同)]

Ⅳ　[情報]【DEF】[遠 II　[情報]【ABC】[ パトリック 対面] A0500013 後期 English for Intercul 山田 朋美

隔(オ)&対面] 対面] ノエル A0200181 後期 *Basic Communication プリチャード 八 02-364 tural Communication

A0200187 後期 *Basic Communication 三野 和惠 八 02-264 II　[情報]【DEF】[ パトリック B　[全][遠隔(同)]

II　[情報]【ABC】[ 対面] ノエル A0600058 後期 フランス語初級1　[全 内山 憲一

対面] A0200182 後期 *Basic Communication 三野 和惠 八 02-264 ][遠隔(同)]

A0200899 後期 *Basic Communication 田中 聡一郎 八 02-313 II　[情報]【DEF】[ A1800101 後期 ロシア語初級1　[全][ 粕谷 典子

II　[情報]【ABC】[ 対面] 遠隔(同)]

対面] A0200900 後期 *Basic Communication 未定 八 02-313 A0200848 3Q 微分及び演習　[先進/ 齋藤 正顕他 八 1N-215

A0800068 3Q *偏微分及び演習　[情 陸名 雄一他 八 1W-213 II　[情報]【DEF】[ 情報][遠隔(オ)&対面]

報]【DEF】[遠隔(オ)& 対面] A0201002 3Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 今枝 佑輔他 八 1S-209

対面] A0400240 後期 ドイツ語初級1　[全][ 本田 博之 先進/工学/情報][遠隔

A0800069 3Q *偏微分及び演習　[情 間庭 正明他 八 1N-214 遠隔(同)] (オ)&対面]

報]【DEF】[遠隔(オ)& A0800062 3Q *偏微分及び演習　[情 陸名 雄一他 八 1W-213 A1100691 3Q 化学及び演習Ⅰ　[先 桑村 直人 八 1E-202

対面] 報]【ABC】[遠隔(オ)& 進/工学/情報][遠隔(

A0800070 3Q *偏微分及び演習　[情 椎名 貴久他 八 1S-208 対面] オ)&対面]

報]【DEF】[遠隔(オ)& A0800063 3Q *偏微分及び演習　[情 間庭 正明他 八 1N-214 A1100692 3Q 化学及び演習Ⅱ　[先 高見 知秀 八 1N-214

対面] 報]【ABC】[遠隔(オ)& 進/工学/情報][遠隔(

A0800071 3Q *偏微分及び演習　[情 田村 充司他 八 1W-212 対面] オ)&対面]

報]【DEF】[遠隔(オ)& A0800064 3Q *偏微分及び演習　[情 椎名 貴久他 八 1S-208 A1900937 3Q 線形代数学及び演習Ⅰ 陸名 雄一他 八 1W-213

対面] 報]【ABC】[遠隔(オ)& [情報][遠隔(オ)&対

A0800072 3Q *偏微分及び演習　[情 小林 康麿他 八 1S-209 対面] 面]

報]【DEF】[遠隔(オ)& A0800065 3Q *偏微分及び演習　[情 熊ノ郷 直人 八 1S-209 A0201057 4Q 物理学及び演習ⅢC　[ 吉田 勝彦他 八 1E-205

対面] 報]【ABC】[遠隔(オ)& 他 A1/A2/情報][遠隔(オ)

A1000259 4Q *重積分及び演習　[情 陸名 雄一他 八 1W-213 対面] &対面]

報]【DEF】[遠隔(オ)& A0800066 3Q *偏微分及び演習　[情 齋藤 正顕他 八 1N-215 A1100696 4Q 化学及び演習Ⅱ　[先 桑村 直人 八 1E-202

対面] 報]【ABC】[遠隔(オ)& 進/工学/情報][遠隔(

A1000260 4Q *重積分及び演習　[情 間庭 正明他 八 1N-214 対面] オ)&対面]

END



大学　情報学部　情報通信工学科　1年
6      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

報]【DEF】[遠隔(オ)& A1000253 4Q *重積分及び演習　[情 陸名 雄一他 八 1W-213 A1900939 4Q 線形代数学及び演習Ⅱ 陸名 雄一他 八 1W-213

対面] 報]【ABC】[遠隔(オ)& [情報][遠隔(オ)&対

A1000261 4Q *重積分及び演習　[情 椎名 貴久他 八 1S-208 対面] 面]

報]【DEF】[遠隔(オ)& A1000254 4Q *重積分及び演習　[情 間庭 正明他 八 1N-214

対面] 報]【ABC】[遠隔(オ)&

A1000262 4Q *重積分及び演習　[情 田村 充司他 八 1W-212 対面]

報]【DEF】[遠隔(オ)& A1000255 4Q *重積分及び演習　[情 椎名 貴久他 八 1S-208

対面] 報]【ABC】[遠隔(オ)&

A1000263 4Q *重積分及び演習　[情 小林 康麿他 八 1S-209 対面]

報]【DEF】[遠隔(オ)& A1000256 4Q *重積分及び演習　[情 熊ノ郷 直人 八 1S-209

対面] 報]【ABC】[遠隔(オ)& 他

対面]

A1000257 4Q *重積分及び演習　[情 齋藤 正顕他 八 1N-215

報]【ABC】[遠隔(オ)&

対面]

END



大学　情報学部　情報通信工学科　1年
7      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A1100687

A1100688

2Q

2Q
木

*化学及び演習Ⅱ　[情 徳永 健他 八 15-103淺野 裕俊*情報処理入門　[情報前期A1000093 A1600053 1Q *プログラミングおよ 保坂 修治 八 15-003

報]【ABC】[遠隔(オ)& ]【A】[対面] び演習1　[情報]【A】

対面] A1000094 前期 *情報処理入門　[情報 吉田 直人 八 15-105 [連続][対面]

*化学及び演習Ⅱ　[情 徳永 健他 ]【B】[対面] A1600054 1Q *プログラミングおよ 坂野 遼平 八 02-664

報]【DEF】[遠隔(オ)& A1000095 前期 *情報処理入門　[情報 坂野 遼平 八 15-001 び演習1　[情報]【B】

対面] ]【C】[対面] [連続][対面]

陸名 雄一他

桑村 直人

対面]

報]【ABC】[遠隔(オ)&

*重積分及び演習　[情

オ)&対面]

進/工学/情報][遠隔(

化学及び演習Ⅰ　[先

4Q

3Q

A1000253

A1100693

八 1N-401

新 1001

田　芳

川原 勝彦

日吉 佑太

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

](再)[ハイ]

Basic English I　[全

前期A0300103

前期A0300078

前期A0201185

八 02-664

八 15-003

坂野 遼平

保坂 修治

[連続][対面]

び演習1　[情報]【B】

*プログラミングおよ

[連続][対面]

び演習1　[情報]【A】

*プログラミングおよ

1Q

1Q

A1600054

A1600053

A1900918 4Q *線形代数学及び演習 鈴木 敏行他 A1000100 前期 *情報処理入門　[情報 京地 清介 八 02-364 A1600055 1Q *プログラミングおよ 張 ジョ 八 02-564 A1600055 1Q *プログラミングおよ 張 ジョ 八 02-564 A0400114 前期 道徳教育の理論と方法 内山 宗昭 A1000254 4Q *重積分及び演習　[情 間庭 正明他

Ⅳ　[情報]【ABC】[遠 ]【D】[対面] び演習1　[情報]【C】 び演習1　[情報]【C】 [教職][遠隔(同)] 報]【ABC】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] A1000103 前期 *情報処理入門　[情報 浅野 太 八 02-564 [連続][対面] [連続][対面] A0400147 前期 ドイツ語初級1　[全][ 柴田 教昭 対面]

A1900919 4Q *線形代数学及び演習 荒川 智匡他 ]【E】[対面] A1600056 1Q *プログラミングおよ 菅谷 奈津子 八 15-005 A1600056 1Q *プログラミングおよ 菅谷 奈津子 八 15-005 遠隔(同)] A1000255 4Q *重積分及び演習　[情 椎名 貴久他

Ⅳ　[情報]【ABC】[遠 A1000104 前期 *情報処理入門　[情報 三上 弾 八 02-664 び演習1　[情報]【D】 び演習1　[情報]【D】 A0400148 前期 ドイツ語初級1　[全][ 柳 勝己 報]【ABC】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] ]【F】[対面] [連続][対面] [連続][対面] 遠隔(同)] 対面]

A1900920 4Q *線形代数学及び演習 梅田 典晃他 A1800083 後期 *論理回路　[情報]【A 木全 英明他 新 1001 A1600057 1Q *プログラミングおよ 藤井 昭宏 八 15-103 A1600057 1Q *プログラミングおよ 藤井 昭宏 八 15-103 A0600049 前期 フランス語初級1　[全 山上 昌子 A1000256 4Q *重積分及び演習　[情 熊ノ郷 直人

Ⅳ　[情報]【ABC】[遠 B】[ハイ] 八 1W-026 び演習1　[情報]【E】 び演習1　[情報]【E】 ][遠隔(同)] 報]【ABC】[遠隔(オ)& 他

隔(オ)&対面] A1800084 後期 *論理回路　[情報]【C 藤川 真樹他 新 1001 [連続][対面] [連続][対面] A0600050 前期 フランス語初級1　[全 内山 憲一 対面]

A1900921 4Q *線形代数学及び演習 多田 秀樹他 D】[ハイ] 八 1W-026 A1600058 1Q *プログラミングおよ 川崎　敏治 八 15-105 A1600058 1Q *プログラミングおよ 川崎　敏治 八 15-105 ][遠隔(同)] A1000257 4Q *重積分及び演習　[情 齋藤 正顕他

Ⅳ　[情報]【ABC】[遠 A1800085 後期 *論理回路　[情報]【E 福田 一帆他 新 1001 び演習1　[情報]【F】 び演習1　[情報]【F】 A0900034 前期 Introduction to Engl 和田 朋子 報]【ABC】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] F】[ハイ] 八 1W-026 [連続][対面] [連続][対面] ish for Global Commu 対面]

A1900924 4Q *線形代数学及び演習 小林 康麿他 A1600059 2Q プログラミングおよび 藤井 昭宏 八 15-103 A1600059 2Q プログラミングおよび 藤井 昭宏 八 15-103 nication I　[全][遠 A1000259 4Q *重積分及び演習　[情 陸名 雄一他

Ⅳ　[情報]【DEF】[遠 演習1　[情報][連続][ 演習1　[情報][連続][ 隔(同)] 報]【DEF】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 対面] 対面] A1800096 前期 ロシア語初級1　[全][ 岩崎 理恵 対面]

A1900925 4Q *線形代数学及び演習 田村 充司他 A1600060 2Q プログラミングおよび 保坂 修治 八 15-003 A1600060 2Q プログラミングおよび 保坂 修治 八 15-003 遠隔(同)] A1000260 4Q *重積分及び演習　[情 間庭 正明他

Ⅳ　[情報]【DEF】[遠 演習2　[情報][連続][ 演習2　[情報][連続][ A0200847 2Q 微分及び演習　[先進/ 大井 周他 八 1W-116 報]【DEF】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 対面] 対面] 情報][遠隔(オ)&対面] 対面]

A1900926 4Q *線形代数学及び演習 間庭 正明他 A1600061 2Q プログラミングおよび 坂野 遼平 八 02-364 A1600061 2Q プログラミングおよび 坂野 遼平 八 02-364 A0201195 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 五十嵐　朱夏 八 1N-215 A1000261 4Q *重積分及び演習　[情 椎名 貴久他

Ⅳ　[情報]【DEF】[遠 演習2　[情報][連続][ 演習2　[情報][連続][ 先進/工学/情報][遠隔 他 報]【DEF】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 対面] 対面] (オ)&対面] 対面]

A1900927 4Q *線形代数学及び演習 陸名 雄一他 A1600062 2Q プログラミングおよび 張 ジョ 八 02-164 A1600062 2Q プログラミングおよび 張 ジョ 八 02-164 A0200729 後期 Basic English I　[全 今井 博啓 新 1001 A1000262 4Q *重積分及び演習　[情 田村 充司他

Ⅳ　[情報]【DEF】[遠 演習2　[情報][連続][ 演習2　[情報][連続][ ](再)[ハイ] 八 1W-211 報]【DEF】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 対面] 対面] A0201190 後期 Basic English II　[ 日吉 佑太 新 1001 対面]

A1600064 2Q プログラミングおよび 川崎　敏治 八 15-108 A1600064 2Q プログラミングおよび 川崎　敏治 八 15-108 全](再)[ハイ] 八 1N-214 A1000263 4Q *重積分及び演習　[情 小林 康麿他

演習2　[情報][連続][ 演習2　[情報][連続][ A0300092 後期 中国語初級1　[全][遠 川原 勝彦 報]【DEF】[遠隔(オ)&

対面] 対面] 隔(同)] 対面]

A1600101 2Q プログラミングおよび 菅谷 奈津子 八 15-005 A1600101 2Q プログラミングおよび 菅谷 奈津子 八 15-005 A0300104 後期 中国語初級1　[全][遠 田　芳 A1100697 4Q 化学及び演習Ⅰ　[先 高見 知秀

演習1　[情報][連続][ 演習1　[情報][連続][ 隔(同)] 進/工学/情報][遠隔(

対面] 対面] A0400115 後期 道徳教育の理論と方法 内山 宗昭 オ)&対面]

A1600063 3Q プログラミングおよび 保坂 修治 八 15-105 A1600063 3Q プログラミングおよび 保坂 修治 八 15-105 [教職][遠隔(同)] A1600067 4Q プログラミングおよび 雨車 和憲

演習2　[情報][連続][ 演習2　[情報][連続][ A0400162 後期 ドイツ語初級1　[全][ 柴田 教昭 演習2　[情報][連続][

対面] 対面] 遠隔(同)] 遠隔(オ)]

A1600065 3Q プログラミングおよび 雨車 和憲 八 02-564 A1600065 3Q プログラミングおよび 雨車 和憲 八 02-564 A0400163 後期 ドイツ語初級1　[全][ 柳 勝己

演習2　[情報][連続][ 演習2　[情報][連続][ 遠隔(同)]

対面] 対面] A0600059 後期 フランス語初級1　[全 山上 昌子

A1600066 3Q プログラミングおよび 三上 弾 八 15-103 A1600066 3Q プログラミングおよび 三上 弾 八 15-103 ][遠隔(同)]

演習2　[情報][連続][ 演習2　[情報][連続][ A0600060 後期 フランス語初級1　[全 内山 憲一

対面] 対面] ][遠隔(同)]

A1600069 3Q プログラミングおよび 淺野 裕俊 新 1001 A1600069 3Q プログラミングおよび 淺野 裕俊 新 1001 A0900035 後期 Introduction to Engl 和田 朋子

演習3　[情報][連続][ 八 1W-026 演習3　[情報][連続][ 八 1W-026 ish for Global Com.

ハイ] ハイ] Ⅱ　[全][遠隔(同)]

A1600068 4Q プログラミングおよび 保坂 修治 八 15-103 A1600068 4Q プログラミングおよび 保坂 修治 八 15-103 A1800102 後期 ロシア語初級1　[全][ 岩崎 理恵

演習3　[情報][連続][ 演習3　[情報][連続][ 遠隔(同)]

対面] 対面] A0200867 3Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 高瀬 昇他 八 1S-208

A1600072 4Q プログラミングおよび 雨車 和憲 八 02-564 A1600072 4Q プログラミングおよび 雨車 和憲 八 02-564 先進/工学/情報][遠隔

演習3　[情報][連続][ 演習3　[情報][連続][ (オ)&対面]

対面] 対面] A1900936 3Q 線形代数学及び演習Ⅱ 国定　亮一他 八 1E-106

A1600073 4Q プログラミングおよび 淺野 裕俊 八 02-364 A1600073 4Q プログラミングおよび 淺野 裕俊 八 02-364 [情報][遠隔(オ)&対

演習3　[情報][連続][ 演習3　[情報][連続][ 面]

対面] 対面] A1900965 3Q 積分及び演習　[先進/ 齋藤 正顕他 八 1W-116

A1600077 4Q プログラミングおよび 三上 弾 新 1001 A1600077 4Q プログラミングおよび 三上 弾 新 1001 情報][遠隔(オ)&対面]

演習4　[情報][連続][ 八 1W-026 演習4　[情報][連続][ 八 1W-026 A0201058 4Q 物理学及び演習ⅢC　[ 田坂 由貴他 八 1E-203

ハイ] ハイ] A1/A2/情報][遠隔(オ)

A1100707 通年 教育原論　[教職][遠 内山 宗昭 &対面]

隔(同)] A0201104 4Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他 八 1S-207

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0800074 4Q 偏微分及び演習　[先 齋藤 正顕他 八 1W-116

進/情報][遠隔(オ)&対

面]

A1900938 4Q 線形代数学及び演習Ⅰ 国定　亮一他 八 1E-106

[情報][遠隔(オ)&対

面]

END



大学　情報学部　情報通信工学科　1年
8      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0201052

A0201053

3Q

3Q
金

*物理学及び演習ⅢC 高瀬 昇他 八 15-202松井 領明*Basic English I　[前期A0200246 A1000041 前期 *情報ロジカルライテ 勝田 由美 八 02-364

[情報]【ABC】[遠隔( 情報]【DEF】[対面] ィングI　[情報]【DEF

オ)&対面] A0200247 前期 *Basic English I　[ 原　将吾 八 15-204 】[対面]

*物理学及び演習ⅢC 吉村 季織他 情報]【DEF】[対面] A1000042 前期 *情報ロジカルライテ 梅津 紀雄 八 02-164

[情報]【ABC】[遠隔( A0200248 前期 *Basic English I　[ 佐々木 恭介 八 15-206 ィングI　[情報]【DEF

オ)&対面] 情報]【DEF】[対面] 】[対面]

桑村 直人

徳永 健

オ)&対面]

進/工学/情報][遠隔(

化学及び演習Ⅱ　[先

オ)&対面]

進/工学/情報][遠隔(

化学及び演習Ⅰ　[先

4Q

2Q

A1100698

A1100690

八 1N-215

新 1001

八 1W-213

新 1001

安 明姫

野口 大斗

田村 幸恵

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

全](再)[ハイ]

Basic English II　[

](再)[ハイ]

Basic English I　[全

前期A0300079

前期A0201188

前期A0201186

八 02-164

八 1N-214

梅津 紀雄

古川 哲

】[対面]

ィングI　[情報]【ABC

*情報ロジカルライテ

】[対面]

ィングI　[情報]【ABC

*情報ロジカルライテ

前期

前期

A1000038

A1000037

A0201054 3Q *物理学及び演習ⅢC 吉田 勝彦他 A0200249 前期 *Basic English I　[ 萩原 さがみ 八 1S-108 A1000043 前期 *情報ロジカルライテ 古川 哲 八 1N-214 A1000039 前期 *情報ロジカルライテ 黒川 悠輔 八 02-264 A0300109 前期 中国語初級1　[全][遠 田　芳

[情報]【DEF】[遠隔( 情報]【DEF】[対面] ィングI　[情報]【DEF ィングI　[情報]【ABC 隔(同)]

オ)&対面] A0200250 前期 *Basic English I　[ 和田 朋子 八 02-164 】[対面] 】[対面] A0400149 前期 ドイツ語初級1　[全][ 大野 雄三

A0201055 3Q *物理学及び演習ⅢC 高瀬 昇他 情報]【DEF】[対面] A1000044 前期 *情報ロジカルライテ 黒川 悠輔 八 02-264 A1000040 前期 *情報ロジカルライテ 勝田 由美 八 02-364 遠隔(同)]

[情報]【DEF】[遠隔( A0200874 前期 *Basic English I　[ 田中 俊雄 八 02-264 ィングI　[情報]【DEF ィングI　[情報]【ABC A0600051 前期 フランス語初級1　[全 内山 憲一

オ)&対面] 情報]【DEF】[対面] 】[対面] 】[対面] ][遠隔(同)]

A0201056 4Q 物理学及び演習ⅢC　[ 吉田 勝彦他 A0200297 後期 *Basic English II　[ 松井 領明 八 1E-201 A1900513 前期 *身体･運動科学演習I 中村 みづき 八 MT-105 A1900546 前期 *身体･運動科学演習I 中村 みづき 八 MT-105 A0200985 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 田坂 由貴他 八 1W-212

A1/A2/情報][遠隔(オ) 情報]【DEF】[対面] [情報]【ABC】[サッ [情報]【DEF】[サッ 先進/工学/情報][遠隔

&対面] A0200298 後期 *Basic English II　[ 原　将吾 八 1E-202 カー][対面] カー][対面] (オ)&対面]

A0201057 4Q 物理学及び演習ⅢC　[ 吉田 勝彦他 情報]【DEF】[対面] A1900514 前期 *身体･運動科学演習I 望月 康司 八 MT-105 A1900547 前期 *身体･運動科学演習I 望月 康司 八 MT-105 A0201192 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 高瀬 昇他 八 1E-106

A1/A2/情報][遠隔(オ) A0200299 後期 *Basic English II　[ 佐々木 恭介 八 1E-203 [情報]【ABC】[バド [情報]【DEF】[バド 先進/工学/情報][遠隔

&対面] 情報]【DEF】[対面] ミントン][対面] ミントン][対面] (オ)&対面]

A0201058 4Q 物理学及び演習ⅢC　[ 田坂 由貴他 A0200300 後期 *Basic English II　[ 萩原 さがみ 八 1E-205 A1900515 前期 *身体･運動科学演習I 白滝　聡 八 MT-105 A1900548 前期 *身体･運動科学演習I 白滝　聡 八 MT-105 A0201193 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他 八 1N-214

A1/A2/情報][遠隔(オ) 情報]【DEF】[対面] [情報]【ABC】[ソフ [情報]【DEF】[ソフ 先進/工学/情報][遠隔

&対面] A0200301 後期 *Basic English II　[ 和田 朋子 八 1E-206 トボール][対面] トボール][対面] (オ)&対面]

情報]【DEF】[対面] A1900516 前期 *身体･運動科学演習I 数馬 広二 八 MT-105 A1900549 前期 *身体･運動科学演習I 数馬 広二 八 MT-105 A1100690 2Q 化学及び演習Ⅰ　[先 徳永 健 八 1N-335

A0200885 後期 *Basic English II　[ 田中 俊雄 八 1S-108 [情報]【ABC】[剣道 [情報]【DEF】[卓球 進/工学/情報][遠隔(

情報]【DEF】[対面] ][対面] ][対面] オ)&対面]

A0201052 3Q *物理学及び演習ⅢC 高瀬 昇他 八 1W-211 A1900517 前期 *身体･運動科学演習I 土肥 啓一郎 八 MT-105 A1900551 前期 *身体･運動科学演習I 土肥 啓一郎 八 MT-105 A0201187 後期 Basic English I　[全 野口 大斗 新 1001

[情報]【ABC】[遠隔( [情報]【ABC】[ハン [情報]【DEF】[ハン ](再)[ハイ] 八 1N-215

オ)&対面] ドボール][対面] ドボール][対面] A0201191 後期 Basic English II　[ 田村 幸恵 新 1001

A0201053 3Q *物理学及び演習ⅢC 吉村 季織他 八 1W-212 A1900545 前期 *身体･運動科学演習I 武田 典子 八 MT-105 A1900552 前期 *身体･運動科学演習I 武田 典子 八 MT-105 全](再)[ハイ] 八 1W-027

[情報]【ABC】[遠隔( [情報]【ABC】[卓球 [情報]【DEF】[ウォ A0300093 後期 中国語初級1　[全][遠 安 明姫

オ)&対面] ][対面] ーキング][対面] 隔(同)]

A0200816 4Q *物理学及び演習ⅢD 高瀬 昇他 八 1W-211 A1000049 後期 *情報ロジカルライテ 梅津 紀雄 八 02-164 A1000045 後期 *情報ロジカルライテ 勝田 由美 八 02-264 A0300094 後期 中国語初級1　[全][遠 田　芳

[情報]【ABC】[遠隔( ィングII　[情報]【DE ィングII　[情報]【AB 隔(同)]

オ)&対面] F】[対面] C】[対面] A0400164 後期 ドイツ語初級1　[全][ 大野 雄三

A1000050 後期 *情報ロジカルライテ 勝田 由美 八 02-264 A1000046 後期 *情報ロジカルライテ 梅津 紀雄 八 02-164 遠隔(同)]

ィングII　[情報]【DE ィングII　[情報]【AB A0600061 後期 フランス語初級1　[全 内山 憲一

F】[対面] C】[対面] ][遠隔(同)]

A1000051 後期 *情報ロジカルライテ 黒川 悠輔 八 1W-212 A1000047 後期 *情報ロジカルライテ 黒川 悠輔 八 1W-212 A0200986 3Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他 八 1S-107

ィングII　[情報]【DE ィングII　[情報]【AB 先進/工学/情報][遠隔

F】[対面] C】[対面] (オ)&対面]

A1000052 後期 *情報ロジカルライテ 古川 哲 八 1W-213 A1000048 後期 *情報ロジカルライテ 古川 哲 八 1W-213 A1100693 3Q 化学及び演習Ⅰ　[先 桑村 直人 八 1E-106

ィングII　[情報]【DE ィングII　[情報]【AB 進/工学/情報][遠隔(

F】[対面] C】[対面] オ)&対面]

A1900669 後期 *身体･運動科学演習II 白滝　聡 八 MT-105 A1900798 後期 *身体･運動科学演習II 白滝　聡 八 MT-105 A1100694 3Q 化学及び演習Ⅱ　[先 徳永 健 八 1N-401

[情報]【ABC】[ソフ [情報]【DEF】[ソフ 進/工学/情報][遠隔(

トボール][対面] トボール][対面] オ)&対面]

A1900674 後期 *身体･運動科学演習II 坂下 博之 八 MT-105 A1900799 後期 *身体･運動科学演習II 坂下 博之 八 MT-105 A0200987 4Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他 八 1S-107

[情報]【ABC】[サッ [情報]【DEF】[サッ 先進/工学/情報][遠隔

カー][対面] カー][対面] (オ)&対面]

A1900793 後期 *身体･運動科学演習II 望月 康司 八 MT-105 A1901174 後期 *身体･運動科学演習II 望月 康司 八 MT-105 A1100697 4Q 化学及び演習Ⅰ　[先 高見 知秀 八 1N-401

[情報]【ABC】[卓球 [情報]【DEF】[卓球 進/工学/情報][遠隔(

][対面] ][対面] オ)&対面]

A1900794 後期 *身体･運動科学演習II 数馬 広二 八 MT-105 A1901175 後期 *身体･運動科学演習II 数馬 広二 八 MT-105 A1100698 4Q 化学及び演習Ⅱ　[先 桑村 直人 八 1S-207

[情報]【ABC】[剣道 [情報]【DEF】[剣道 進/工学/情報][遠隔(

][対面] ][対面] オ)&対面]

A1900795 後期 *身体･運動科学演習II 土肥 啓一郎 八 MT-105 A1901176 後期 *身体･運動科学演習II 土肥 啓一郎 八 MT-105

[情報]【ABC】[バス [情報]【DEF】[バス

ケットボール][対面] ケットボール][対面]

A1900797 後期 *身体･運動科学演習II 高橋　和孝 八 MT-105 A1901177 後期 *身体･運動科学演習II 高橋　和孝 八 MT-105

[情報]【ABC】[テニ [情報]【DEF】[テニ

ス][対面] ス][対面]

END



大学　情報学部　情報通信工学科　1年
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5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0200816

A0200817

4Q

4Q
土

*物理学及び演習ⅢD 高瀬 昇他 植松 希久磨中国語初級1　[全][遠前期A0300081 A0300082 前期 中国語初級1　[全][遠 川原 勝彦

[情報]【ABC】[遠隔( 隔(同)] 隔(同)]

オ)&対面] A0400150 前期 ドイツ語初級1　[全][ 柳 勝己 A0300083 前期 中国語初級1　[全][遠 安 明姫

*物理学及び演習ⅢD 吉田 勝彦他 遠隔(同)] 隔(同)]

[情報]【DEF】[遠隔( A0400151 前期 ドイツ語初級1　[全][ 大野 雄三 A0400152 前期 ドイツ語初級1　[全][ 柳 勝己

オ)&対面] 遠隔(同)] 遠隔(同)]

桑村 直人

桑村 直人

オ)&対面]

進/工学/情報][遠隔(

化学及び演習Ⅰ　[先

オ)&対面]

進/工学/情報][遠隔(

化学及び演習Ⅰ　[先

3Q

2Q

A1100691

A1100689

山上 昌子

柴田 教昭

安 明姫

][遠隔(同)]

フランス語初級1　[全

遠隔(同)]

ドイツ語初級1　[全][

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

前期A0600056

前期A0400156

前期A0300068

柳 勝己

安 明姫

川原 勝彦

遠隔(同)]

ドイツ語初級1　[全][

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

前期

前期

前期

A0400154

A0300085

A0300084

A0600052 前期 フランス語初級1　[全 谷口 清彦 A0400153 前期 ドイツ語初級1　[全][ 柴田 教昭 A0400155 前期 ドイツ語初級1　[全][ 柴田 教昭 A0400175 後期 ドイツ語初級1　[全][ 柴田 教昭

][遠隔(同)] 遠隔(同)] 遠隔(同)] 遠隔(同)]

A0900026 前期 Introduction to Engl 和田 朋子 A0600053 前期 フランス語初級1　[全 谷口 清彦 A0600054 前期 フランス語初級1　[全 谷口 清彦 A0600067 後期 フランス語初級1　[全 山上 昌子

ish for Global Commu ][遠隔(同)] ][遠隔(同)] ][遠隔(同)]

nication I　[全][遠 A0300096 後期 中国語初級1　[全][遠 川原 勝彦 A0600055 前期 フランス語初級1　[全 山上 昌子

隔(同)] 隔(同)] ][遠隔(同)]

A1800098 前期 ロシア語初級1　[全][ 大月 晶子 A0300097 後期 中国語初級1　[全][遠 安 明姫 A1900048 前期 社会教育　[教職･学芸 片岡 了

遠隔(同)] 隔(同)] 員][遠隔(同)]

A0300095 後期 中国語初級1　[全][遠 植松 希久磨 A0400171 後期 ドイツ語初級1　[全][ 柳 勝己 A0300098 後期 中国語初級1　[全][遠 川原 勝彦

隔(同)] 遠隔(同)] 隔(同)]

A0400165 後期 ドイツ語初級1　[全][ 柳 勝己 A0400172 後期 ドイツ語初級1　[全][ 柴田 教昭 A0300099 後期 中国語初級1　[全][遠 安 明姫

遠隔(同)] 遠隔(同)] 隔(同)]

A0400170 後期 ドイツ語初級1　[全][ 大野 雄三 A0600063 後期 フランス語初級1　[全 谷口 清彦 A0400173 後期 ドイツ語初級1　[全][ 柳 勝己

遠隔(同)] ][遠隔(同)] 遠隔(同)]

A0600062 後期 フランス語初級1　[全 谷口 清彦 A0400174 後期 ドイツ語初級1　[全][ 柴田 教昭

][遠隔(同)] 遠隔(同)]

A0900027 後期 Introduction to Engl 和田 朋子 A0600065 後期 フランス語初級1　[全 谷口 清彦

ish for Global Com. ][遠隔(同)]

Ⅱ　[全][遠隔(同)] A0600066 後期 フランス語初級1　[全 山上 昌子

A1800104 後期 ロシア語初級1　[全][ 大月 晶子 ][遠隔(同)]

遠隔(同)]

END

集中・実習

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0300024 集中 中国語集中講座A　[個 未定 A0300102 集中 中国語集中講座B　[個 未定 A0400128 集中 道徳教育の理論と方法 浜野 兼一 集中 English for Global C 和田 朋子 A0500015 集中 English for Global C 和田 朋子 A0700036 集中 現代教職論　[教職][ 安部 芳絵 新 A-1161新 A-0865 A0500014

別登録不可:グ][開講 別登録不可:グ][開講 ommunication A　[個 ommunication B　[個 対面][教職][対面]

未定] 未定] 別登録不可:グ][全][ 別登録不可:グ][全][

遠隔(同)] 遠隔(同)]

A0800039 集中 博物館概論　[学芸員] 原 眞麻子 新 A-0862 A0800040 集中 博物館教育論　[学芸 原 眞麻子 新 A-0765 A0800045 集中 博物館情報･メディア 磯崎 咲美 集中 Int.Eng.Course　[個 山田 朋美 A0900017 集中 インターンシップA　[ 二上 武生 A0900018 集中 インターンシップB　[ 二上 武生新 A-0765 A0900002

[対面] 員][対面] 別登録不可:グ][春期H 個別登録不可:教][全] 個別登録不可:教][全]論　[学芸員][対面]

B留学][対面]

A0900020 集中 Int.Eng.Course　[個 山田 朋美 A0900030 集中 Int.Eng.Course　[個 未定 A1100492 集中 教育課程論　[教職][ 丸山 剛史 集中 教育心理学　[教職][ 岩田 泉 A1100727 集中 教育原論　[教職][遠 内山 宗昭 A1900435 集中 社会教育　[教職･学芸 片岡 了A1100653

別登録不可:グ][ネバ 別登録不可:グ][NZ語 遠隔(同)] 隔(同)] 員][遠隔(同)]遠隔(同)]

ダ大学][遠隔] 学研修]

A2000044 集中 特別なニーズ教育入門 尾高 進 新 B-0663

[教職][対面]

END



大学　情報学部　情報通信工学科　2年
     2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0200650

A0800035

前期

前期

前期

月

文学A　[全][遠隔(オ) 内山 憲一

A0700011

八 1N-028田中 輝雄他データ構造とアルゴリ前期A0400229 A0400229 前期 データ構造とアルゴリ 田中 輝雄他 八 1N-028

] ズム及び演習　[情報] 八 1N-029 ズム及び演習　[情報] 八 1N-029

芸術学A　[全][遠隔( 吉田 司雄 [連続][対面] 八 1N-214 [連続][対面] 八 1N-214

オ)] 八 1N-217 八 1N-217

法学A(日本国憲法1単 井上 知樹 八 1N-335 八 1N-335

位を含む)　[全][遠隔 A1901259 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 齋藤 正顕他 八 02-664 A0201170 1Q 微分及び演習　[情報] 齋藤 正顕他 八 15-206

田村 充司他

荒川 智匡他

齋藤 正顕他

(再)[遠隔(オ)&対面]

微分及び演習　[情報]

(再)[遠隔(オ)&対面]

微分及び演習　[情報]

(再)[遠隔(オ)&対面]

微分及び演習　[情報]

1Q

1Q

1Q

A0201174

A0201172

A0201170

八 02-564

八 1W-116

新 1001

八 1W-027

新 1001

今枝 佑輔他

萩原 輝

田中 智子

先進/工学/情報][遠隔

物理学及び演習Ⅱ　[

全](再)[ハイ]

Basic English II　[

](再)[ハイ]

Basic English I　[全

1QA0201117

前期A0200254

前期A0200252

八 1N-401

八 1W-026

荒川 智匡他

矢崎 敬人

浅野 太

(再)[遠隔(オ)&対面]

微分及び演習　[情報]

対面]

確率･統計I　[情報][

遠隔(同)]

確率･統計I　[情報][

1Q

前期

前期

A0201172

A1100375

A1100374

(オ)] [情報](再)[遠隔(オ (再)[遠隔(オ)&対面] A1901267 2Q 積分及び演習　[情報] 荒川 智匡他 八 1N-401 (オ)&対面] A0201176 1Q 微分及び演習　[情報] 田村 充司他

A1100097 前期 科学論A　[全][遠隔( 林 真理 )&対面] A1901265 2Q 積分及び演習　[情報] 豊田 哲他 八 15-206 (再)[遠隔(オ)&対面] A1600093 1Q プログラミングおよび 浅野 太 (再)[遠隔(オ)&対面]

オ)] A1901261 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 豊田 哲他 八 02-664 (再)[遠隔(オ)&対面] A0400106 後期 電磁気学演習　[J0][ 杉山 隆利 八 02-264 演習3　[情報][連続][ A0201178 1Q 微分及び演習　[情報] 梅田 典晃他

A1100209 前期 経営学A　[全][遠隔( 脇 みどり [情報](再)[遠隔(オ A0400103 後期 電磁気学　[J0][対面] 杉山 隆利 八 02-264 対面] 遠隔(同)&遠隔(オ)] (再)[遠隔(オ)&対面]

オ)] )&対面] A0800085 3Q 偏微分及び演習　[情 丹下 稜斗他 八 1N-217 A0800087 3Q 偏微分及び演習　[情 荒川 智匡他 八 1N-214 A1600095 1Q プログラミングおよび 前山 和喜 A0201180 1Q 微分及び演習　[情報] 大井 周他

A1800078 前期 歴史学A　[全][遠隔( 塚本 剛 A2000008 後期 通信システム基礎　[J 杉山 隆利 八 02-264 報](再)[遠隔(オ)&対 報](再)[遠隔(オ)&対 演習4　[情報][連続][ (再)[遠隔(オ)&対面]

オ)] 0][対面] 面] 面] 遠隔(同)&遠隔(オ)] A1600093 1Q プログラミングおよび 浅野 太

A1900051 前期 社会思想A　[全][遠隔 木下 ちがや A1901313 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 鈴木 敏行他 八 1S-108 A1000285 4Q 重積分及び演習　[情 丹下 稜斗他 八 1N-217 A1000287 4Q 重積分及び演習　[情 荒川 智匡他 八 1N-214 A1901250 1Q 積分及び演習　[先進/ 間庭 正明他 八 15-202 演習3　[情報][連続][

(オ)] [J0][遠隔(オ)&対面 報](再)[遠隔(オ)&対 報](再)[遠隔(オ)&対 情報][遠隔(オ)&対面] 遠隔(同)&遠隔(オ)]

A1900055 前期 宗教学A　[全][遠隔( 田口 博子 ] 面] 面] A0800083 2Q 偏微分及び演習　[先 間庭 正明他 八 15-202 A1600095 1Q プログラミングおよび 前山 和喜

オ)] A1901333 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 鈴木 敏行他 八 1S-108 進/情報][遠隔(オ)&対 演習4　[情報][連続][

A1900107 前期 政治学A　[全][遠隔( 小野 一 [J0][遠隔(オ)&対面 面] 遠隔(同)&遠隔(オ)]

オ)] ] A1600097 2Q プログラミングおよび 前山 和喜 A1600097 2Q プログラミングおよび 前山 和喜

A1901192 前期 社会学A　[全][遠隔( 勝田 由美 演習4　[情報][連続][ 演習4　[情報][連続][

オ)] 遠隔(同)&遠隔(オ)] 遠隔(同)&遠隔(オ)]

A2000015 前期 哲学A　[全][遠隔(オ) 草野 章 A0200306 後期 Basic English II　[ 田中 智子 新 1001 A1900096 後期 数値計算法　[J0][遠 立井 博子

] 全](再)[ハイ] 八 1N-215 隔(オ)]

A0201116 1Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 田坂 由貴他 A0400020 後期 デジタル電子回路　[J 岡田 隆 八 02-264

先進/工学/情報][遠隔 0][対面]

(オ)&対面]

A1901259 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 齋藤 正顕他

[情報](再)[遠隔(オ

)&対面]

A1901302 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 高木 悟他

[情報](再)[遠隔(オ

)&対面]

A1901303 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 梅田 典晃他

[情報](再)[遠隔(オ

)&対面]

A1901304 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 小林 康麿他

[情報](再)[遠隔(オ

)&対面]

A1901305 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 小林 康麿他

[情報](再)[遠隔(オ

)&対面]

A1901306 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 小林 康麿他

[情報](再)[遠隔(オ

)&対面]

A1901377 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 森澤 貴之

[情報](再)[遠隔(オ

)&対面]

A0700017 後期 芸術学B　[全][遠隔( 吉田 司雄

オ)]

A0800037 後期 法学B(日本国憲法1単 井上 知樹

位を含む)　[全][遠隔

(オ)]

A1100213 後期 経営学B　[全][遠隔( 脇 みどり

オ)]

A1400013 後期 日本国憲法　[全][遠 辛嶋 了憲

隔(オ)]

A1800077 後期 倫理学B　[全][遠隔( 林 真理

オ)]

A1800080 後期 歴史学B　[全][遠隔( 塚本 剛

オ)]

A1900053 後期 社会思想B　[全][遠隔 木下 ちがや

(オ)]

A1900056 後期 宗教学B　[全][遠隔( 田口 博子

オ)]

A1900110 後期 政治学B　[全][遠隔( 小野 一

オ)]

A1901194 後期 社会学B　[全][遠隔( 勝田 由美

オ)]

A2000019 後期 哲学B　[全][遠隔(オ) 草野 章

]

END

前期 生涯スポーツ1/2[全]
[バレーボール]
[対面]

桂 良寛 八

前期 生涯スポーツ
1/2[全][ヨガ/ピラ
ティス][対面]

武安 由宇里 新

後期 生涯スポーツ1/2[全]
[ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ入門]
[対面]

村山 久美子 新

後期 生涯スポーツ1/2[全]
[ソフトボール][対
面]

山本 恵弥里 八

前期 生涯スポーツ1/2[全]
[フットサル、ヨガ/
ピラティス][対面]

坂下 博之
武安 由宇里

新

前期 生涯スポーツ1/2[全]
[テニス、サッカー、
バレーボール][対面]

溝口 美貴
中村 隼人
桂 良寛

八

後期 生涯スポーツ1/2[全]
[ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ入門、フ
ットサル][対面]

村山 久美子
坂下 博之

新

後期 生涯スポーツ1/2[全]
[テニス、卓球、サッ
カー][対面]

溝口 美貴
山本 恵弥里
中村 隼人

八

前期 生涯スポーツ1/2[全]
[フットサル][対面]

坂下 博之 新

前期 生涯スポーツ1/2[全]
[テニス、卓球、サッ
カー、バレーボール]
[対面]

溝口 美貴
針ヶ谷 雅子
中村 隼人
桂 良寛

八

後期 生涯スポーツ1/2[全]
[フットサル][対面]

坂下 博之 新

後期 生涯スポーツ1/2[全]
[テニス、ソフトボー
ル、サッカー][対面]

溝口 美貴
山本 恵弥里
中村 隼人

八



大学　情報学部　情報通信工学科　2年
2      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0200651

A0800036

前期

前期

前期

火

文学A　[全][遠隔(オ) 永野 宏志

A0700012

八 1S-208吉田 勝彦他物理学及び演習ⅢC　[1QA0201133 A0200025 前期 *Basic Academic Engl 赤間 主計 八 1E-203

] A1/A2/情報][遠隔(オ) ish I　[情報]【ABC】

芸術学A　[全][遠隔( 吉田 司雄 &対面] [対面]

オ)] A1000272 1Q 情報数学および演習1 位野木 万里 八 02-164 A0200026 前期 *Basic Academic Engl 杉野 早苗月 八 1E-202

法学A(日本国憲法1単 井上 知樹 [情報2年生以上][連 八 02-264 ish I　[情報]【ABC】

位を含む)　[全][遠隔 続][対面] 八 15-204 [対面]

荒川 智匡他

豊田 哲他

間庭 正明他

(再)[遠隔(オ)&対面]

積分及び演習　[情報]

(再)[遠隔(オ)&対面]

積分及び演習　[情報]

情報][遠隔(オ)&対面]

積分及び演習　[先進/

2Q

2Q

1Q

A1901267

A1901265

A1901250

八 1S-209

新 1001

八 1N-215

新 1001

八 1S-210

新 1001

秋本 隆之

今井 博啓

ル

ハウル ポー

全](再)[ハイ]

Basic English II　[

](再)[ハイ]

Basic English I　[全

I　[情報](再)[ハイ]

Basic Communication

前期A0200683

前期A0200255

前期A0200152

八 1E-202

八 1E-201

杉野 早苗月

工藤 秀平

[対面]

ish I　[情報]【DEF】

*Basic Academic Engl

[対面]

ish I　[情報]【DEF】

*Basic Academic Engl

前期

前期

A0200002

A0200001

(オ)] 八 15-206 A0200027 前期 *Basic Academic Engl 田中 智子 八 1E-206 A0200003 前期 *Basic Academic Engl 今井 博啓 八 1E-203 A1000270 前期 情報学基礎論I　[情報 未定 八 1N-029 A1901269 2Q 積分及び演習　[情報] 田村 充司他

A1100098 前期 科学論A　[全][遠隔( 林 真理 八 1N-028 ish I　[情報]【ABC】 ish I　[情報]【DEF】 ](再)[対面] (再)[遠隔(オ)&対面]

オ)] 八 1W-026 [対面] [対面] A0200203 後期 Basic Communication ハウル ポー 新 1001 A1901271 2Q 積分及び演習　[情報] 田村 充司他

A1100210 前期 経営学A　[全][遠隔( 脇 みどり 八 1W-111 A0200028 前期 *Basic Academic Engl 松井 領明 八 1E-205 A0200004 前期 *Basic Academic Engl 松井 領明 八 1E-205 II　[情報](再)[ハイ] ル 八 1N-215 (再)[遠隔(オ)&対面]

オ)] A1000194 2Q 情報数学および演習2 位野木 万里 八 1W-026 ish I　[情報]【ABC】 ish I　[情報]【DEF】 A0200303 後期 Basic English II　[ 今井 博啓 新 1001 A1901273 2Q 積分及び演習　[情報] 梅田 典晃他

A1400012 前期 日本国憲法　[全][遠 辛嶋 了憲 [情報2年生以上][連 [対面] [対面] 全](再)[ハイ] 八 1W-213 (再)[遠隔(オ)&対面]

隔(オ)] 続][対面] A0200029 前期 *Basic Academic Engl 山口 唯 八 1S-110 A0200005 前期 *Basic Academic Engl 赤間 主計 八 1N-214 A1100001 後期 キャリアデザイン　[ 二上 武生 八 1N-338 A1901275 2Q 積分及び演習　[情報] 大井 周他

A1800079 前期 歴史学A　[全][遠隔( 塚本 剛 A1000273 2Q 情報数学および演習1 位野木 万里 八 02-164 ish I　[情報]【ABC】 ish I　[情報]【DEF】 情報][対面] (再)[遠隔(オ)&対面]

オ)] [情報2年生以上][連 他 八 02-264 [対面] [対面] A1000282 3Q 重積分及び演習　[先 田村 充司他 八 02-264 A0600036 後期 複素関数論　[J0][遠 立井 博子

A1900054 前期 宗教学A　[全][遠隔( 田口 博子 続][対面] A0200904 前期 *Basic Academic Engl ハウル ポー 八 1S-210 A0200905 前期 *Basic Academic Engl ハウル ポー 八 1S-210 進/情報][遠隔(オ)&対 隔(オ)]

オ)] A1000203 3Q 情報数学および演習2 大和 淳司 八 02-564 ish I　[情報]【ABC】 ル ish I　[情報]【DEF】 ル 面] A1100373 後期 確率･統計I　[情報]( 浅野 太

A1900108 前期 政治学A　[全][遠隔( 小野 一 [情報2年生以上][連 [対面] [対面] 再)[遠隔(オ)]

オ)] 続][対面] A1000272 1Q 情報数学および演習1 位野木 万里 八 02-164 A0200052 後期 *Basic Academic Engl 工藤 秀平 八 1E-201

A1901359 前期 身体健康学　[全][遠 数馬 広二 A1000274 3Q 情報数学および演習1 大和 淳司他 八 1S-210 [情報2年生以上][連 八 02-264 ish II　[情報]【DEF

隔(オ)] [情報2年生以上][連 続][対面] 八 15-204 】[対面]

A2000016 前期 哲学A　[全][遠隔(オ) 草野 章 続][対面] 八 15-206 A0200053 後期 *Basic Academic Engl 杉野 早苗月 八 1S-209

] A1000208 4Q 情報数学および演習2 大和 淳司 八 1S-108 八 1N-028 ish II　[情報]【DEF

A0201117 1Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 今枝 佑輔他 [情報2年生以上][連 八 1W-026 】[対面]

先進/工学/情報][遠隔 続][対面] 八 1W-111 A0200054 後期 *Basic Academic Engl 今井 博啓 八 1S-208

(オ)&対面] A1000194 2Q 情報数学および演習2 位野木 万里 八 1W-026 ish II　[情報]【DEF

A0201118 1Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 金 哲夫他 [情報2年生以上][連 】[対面]

先進/工学/情報][遠隔 続][対面] A0200055 後期 *Basic Academic Engl 松井 領明 八 1E-203

(オ)&対面] A1000273 2Q 情報数学および演習1 位野木 万里 八 02-164 ish II　[情報]【DEF

A1901260 1Q 線形代数学及び演習Ⅱ 陸名 雄一他 [情報2年生以上][連 他 八 02-264 】[対面]

[情報][遠隔(オ)&対 続][対面] A0200056 後期 *Basic Academic Engl 赤間 主計 八 1S-207

面] A0200076 後期 *Basic Academic Engl 赤間 主計 八 1S-208 ish II　[情報]【DEF

A1901261 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 豊田 哲他 ish II　[情報]【ABC 】[対面]

[情報](再)[遠隔(オ 】[対面] A0200913 後期 *Basic Academic Engl ハウル ポー 八 1E-206

)&対面] A0200077 後期 *Basic Academic Engl 杉野 早苗月 八 1S-209 ish II　[情報]【DEF ル

A1901307 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 高木 悟他 ish II　[情報]【ABC 】[対面]

[情報](再)[遠隔(オ 】[対面]

)&対面] A0200078 後期 *Basic Academic Engl 田中 智子 八 1S-207

A1901308 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 梅田 典晃他 ish II　[情報]【ABC

[情報](再)[遠隔(オ 】[対面]

)&対面] A0200079 後期 *Basic Academic Engl 松井 領明 八 1E-203

A1901309 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 小林 康麿他 ish II　[情報]【ABC

[情報](再)[遠隔(オ 】[対面]

)&対面] A0200080 後期 *Basic Academic Engl 山口 唯 八 1E-202

A1901310 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 小林 康麿他 ish II　[情報]【ABC

[情報](再)[遠隔(オ 】[対面]

)&対面] A0200912 後期 *Basic Academic Engl ハウル ポー 八 1E-206

A1901311 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 小林 康麿他 ish II　[情報]【ABC ル

[情報](再)[遠隔(オ 】[対面]

)&対面] A1000203 3Q 情報数学および演習2 大和 淳司 八 02-564

A1901378 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 森澤 貴之他 [情報2年生以上][連

[情報](再)[遠隔(オ 続][対面]

)&対面] A1000274 3Q 情報数学および演習1 大和 淳司他 八 1S-210

A0200654 後期 文学B　[全][遠隔(オ) 永野 宏志 [情報2年生以上][連

] 続][対面]

A0700018 後期 芸術学B　[全][遠隔( 吉田 司雄 A1000208 4Q 情報数学および演習2 大和 淳司 八 1S-108

オ)] [情報2年生以上][連

A0800038 後期 法学B(日本国憲法1単 井上 知樹 続][対面]

位を含む)　[全][遠隔

(オ)]

A1100100 後期 科学論B　[全][遠隔( 林 真理

オ)]

A1100214 後期 経営学B　[全][遠隔( 脇 みどり

オ)]

A1800081 後期 歴史学B　[全][遠隔( 塚本 剛

オ)]

A1900057 後期 宗教学B　[全][遠隔( 田口 博子

オ)]

A1900111 後期 政治学B　[全][遠隔( 小野 一

オ)]

A2000020 後期 哲学B　[全][遠隔(オ) 草野 章

]

END

前期 生涯スポーツ1/2[全]
[ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ入門、卓
球][対面]

村山 久美子
二宮 恭子

新

前期 生涯スポーツ1/2[全]
[サッカー、ボディ
ワーク、バドミント
ン、テニス、ソフト
ボール、体力トレー
ニング][対面]

坂下 博之
針ヶ谷 雅子
望月 康司
内藤 裕子
山本 恵弥里
木内 政孝

八

後期 生涯スポーツ1/2[全]
[ヨガ/ピラティス、
卓球][対面]

武安 由宇里
二宮 恭子

新

後期 生涯スポーツ1/2[全]
[サッカー、卓球、バ
レーボール、テニ
ス、体力トレーニン
グ][対面]

坂下 博之
針ヶ谷 雅子
望月 康司
内藤 裕子
木内 政孝

八

前期 生涯スポーツ1/2[全]
[ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ入門、卓
球][対面]

村山 久美子
二宮 恭子

新

後期 生涯スポーツ1/2[全]
[ヨガ/ピラティス、
卓球][対面]

武安 由宇里
二宮 恭子

新



大学　情報学部　情報通信工学科　2年
3      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0200652

A1100183

前期

前期

前期

水

文学A　[全][遠隔(オ) 永野 宏志

A0700014

八 1N-028高橋 泰樹電気回路理論I　[情報前期A0400200 A0400206 前期 電気回路理論演習I　[ 高橋 泰樹 八 1N-028

] ][対面] 情報][対面]

芸術学A　[全][遠隔( 吉田 司雄 A0400201 前期 電気回路理論I　[情報 水野 修 八 1N-029 A0400207 前期 電気回路理論演習I　[ 水野 修 八 1N-029

オ)] ][対面] 情報][対面]

教育学A　[全][遠隔( 長谷川 鷹士 A0400202 前期 電気回路理論I　[情報 工藤 幸寛 八 1N-214 A0400208 前期 電気回路理論演習I　[ 工藤 幸寛 八 1N-214

オ)] ][対面] 情報][対面]

長嶋 祐二

間庭 正明他

BC】[連続][遠隔(オ)]

[情報2年生以上]【A

*情報数学および演習3

面]

進/情報][遠隔(オ)&対

偏微分及び演習　[先

1Q

1Q

A1000229

A0800082

新 1001

八 1N-216

新 1001

八 1N-214

新 1001

田邉 正雄

真鍋 義文

今井 博啓

*コンピュータアーキ

C】[ハイ]

テクチャ　[情報]【AB

*コンピュータアーキ

全](再)[ハイ]

Basic English II　[

A1100013 前期

前期A1100012

前期A0200251

八 1S-107

八 15-103

八 02-664

八 02-564

八 1S-107

田村 充司他

ドラシリ他

ＮＰ チャン

田村 充司他

積分及び演習　[情報]

報][対面]

情報学特別講義　[情

(再)[遠隔(オ)&対面]

微分及び演習　[情報]

2Q

2Q

1Q

A1901271

A1000056

A0201176

A1100219 前期 経済学A　[全][遠隔( 平岩 幸弘 A0400203 前期 電気回路理論I　[情報 淺野 裕俊 八 1N-215 A0400209 前期 電気回路理論演習I　[ 淺野 裕俊 八 1N-215 (再)[遠隔(オ)&対面] テクチャ　[情報]【DE 八 1N-217 A1000230 1Q *情報数学および演習3 福田 一帆

オ)] ][対面] 情報][対面] A0400010 後期 デジタルメディア工学 小林 亜樹 八 15-101 F】[ハイ] [情報2年生以上]【D

A1100337 前期 国際関係論A　[全][遠 小野 一 A0400204 前期 電気回路理論I　[情報 高見 一正 八 15-206 A0400210 前期 電気回路理論演習I　[ 高見 一正 八 1N-216 基礎　[J0][対面] A0800082 1Q 偏微分及び演習　[先 間庭 正明他 八 1S-208 EF】[連続][遠隔(オ)]

隔(オ)] ][対面] 情報][対面] A0800091 3Q 偏微分及び演習　[情 齋藤 正顕他 八 1N-215 進/情報][遠隔(オ)&対 A0800083 2Q 偏微分及び演習　[先 間庭 正明他

A1400011 前期 日本国憲法　[全][遠 辛嶋 了憲 A0400205 前期 電気回路理論I　[情報 永井 謙治 八 1W-211 A0400211 前期 電気回路理論演習I　[ 永井 謙治 八 1W-211 報](再)[遠隔(オ)&対 面] 進/情報][遠隔(オ)&対

隔(オ)] ][対面] 情報][対面] 面] A1901260 1Q 線形代数学及び演習Ⅱ 陸名 雄一他 八 1W-212 面]

A1800070 前期 倫理学A　[全][遠隔( 真達 大輔 A1901302 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 高木 悟他 八 1S-108 A0201174 1Q 微分及び演習　[情報] 田村 充司他 八 1S-107 A1000291 4Q 重積分及び演習　[情 齋藤 正顕他 八 1N-215 [情報][遠隔(オ)&対 A1000231 2Q *情報数学および演習4 長嶋 祐二

オ)] [情報](再)[遠隔(オ (再)[遠隔(オ)&対面] 報](再)[遠隔(オ)&対 面] [情報2年生以上]【A

A1800088 前期 論理学A　[全][遠隔( 草野 章 )&対面] A1901269 2Q 積分及び演習　[情報] 田村 充司他 八 1S-107 面] A1000281 2Q 重積分及び演習　[先 間庭 正明他 八 1S-208 BC】[連続][遠隔(オ)]

オ)] A1901307 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 高木 悟他 八 1S-108 (再)[遠隔(オ)&対面] 進/情報][遠隔(オ)&対 A1000232 2Q *情報数学および演習4 福田 一帆

A1900091 前期 身体健康学　[全][遠 桂 良寛 [情報](再)[遠隔(オ A0400068 後期 電気回路理論演習II 高橋 泰樹 八 1N-335 面] [情報2年生以上]【D

隔(オ)] )&対面] [J0][対面] A1900009 後期 システムソフトウェア 山口 実靖 八 02-264 EF】[連続][遠隔(オ)]

A0200655 後期 文学B　[全][遠隔(オ) 永野 宏志 A0400059 後期 電気回路理論II　[J0] 高橋 泰樹 八 1N-335 A0800089 3Q 偏微分及び演習　[情 椎名 貴久他 八 1S-208 [J0][対面] A0800085 3Q 偏微分及び演習　[情 丹下 稜斗他

] [対面] 報](再)[遠隔(オ)&対 報](再)[遠隔(オ)&対

A0700015 後期 芸術学B　[全][遠隔( 吉田 司雄 A1901319 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 小林 康麿他 八 1W-027 面] 面]

オ)] [J0][遠隔(オ)&対面 A1000289 4Q 重積分及び演習　[情 椎名 貴久他 八 1S-208 A0800087 3Q 偏微分及び演習　[情 荒川 智匡他

A1100099 後期 科学論B　[全][遠隔( 林 真理 ] 報](再)[遠隔(オ)&対 報](再)[遠隔(オ)&対

オ)] A1901339 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 小林 康麿他 八 1W-027 面] 面]

A1100122 後期 環境経済学　[全][遠 平岩 幸弘 [J0][遠隔(オ)&対面 A0800089 3Q 偏微分及び演習　[情 椎名 貴久他

隔(オ)] ] 報](再)[遠隔(オ)&対

A1100186 後期 教育学B　[全][遠隔( 長谷川 鷹士 面]

オ)] A0800091 3Q 偏微分及び演習　[情 齋藤 正顕他

A1100342 後期 国際関係論B　[全][遠 小野 一 報](再)[遠隔(オ)&対

隔(オ)] 面]

A1800074 後期 倫理学B　[全][遠隔( 真達 大輔 A0800093 3Q 偏微分及び演習　[情 岸 俊晴他

オ)] 報](再)[遠隔(オ)&対

A1800090 後期 論理学B　[全][遠隔( 草野 章 面]

オ)] A0800095 3Q 偏微分及び演習　[情 大井 周他

A1900028 後期 スポーツ科学　[全][ 武田 典子 報](再)[遠隔(オ)&対

遠隔(オ)] 面]

A1901313 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 鈴木 敏行他

[J0][遠隔(オ)&対面

]

A1901319 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 小林 康麿他

[J0][遠隔(オ)&対面

]

A1901324 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 立井 博子他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A1901326 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 森澤 貴之他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A1901328 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 岸 俊晴他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A1901330 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 小林 康麿他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A1901332 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 岸 俊晴他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

END

前期 生涯スポーツ
1/2[全][ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ
入門、卓球、テニ
ス、体力トレーニン
グ][対面]

村山 久美子
古谷 崇子
内藤 裕子
木内 政孝

八

後期 生涯スポーツ
1/2[全][ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ
入門、剣道、テニ
ス、ソフトボール]
[対面]

村山 久美子
古谷 崇子
内藤 裕子
木内 政孝

八



大学　情報学部　情報通信工学科　2年
4      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0700030

A1100220

前期

前期

前期

木

現代文化論A　[全][遠 吉田 司雄

A1100184

八 1N-215梅田 典晃他線形代数学及び演習Ⅰ1QA1901303 A0200467 前期 美術A　[全][対面] 市原 恭代他 八 03-201

隔(オ)] [情報](再)[遠隔(オ A0201178 1Q 微分及び演習　[情報] 梅田 典晃他 八 1S-208

教育学A　[全][遠隔( 長谷川 鷹士 )&対面] (再)[遠隔(オ)&対面]

オ)] A0201142 2Q 物理学及び演習ⅢD　[ 小麥 真也他 八 1W-213 A1901273 2Q 積分及び演習　[情報] 梅田 典晃他 八 1S-208

経済学A　[全][遠隔( 平岩 幸弘 情報][遠隔(オ)&対面] (再)[遠隔(オ)&対面]

オ)] A1901308 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 梅田 典晃他 八 1N-215 A0200475 後期 美術B　[全][対面] 市原 恭代他 八 03-201

徳永 健

大井 周他

オ)&対面]

進/工学/情報][遠隔(

化学及び演習Ⅱ　[先

面]

進/情報][遠隔(オ)&対

重積分及び演習　[先

1Q

1Q

A1100791

A1000280

八 1S-207

八 1W-116

八 1E-106

新 1001

吉田 勝彦他

大井 周他

今井 博啓

物理学及び演習ⅢC　[

面]

進/情報][遠隔(オ)&対

重積分及び演習　[先

全](再)[ハイ]

Basic English II　[

A0201137 3Q

1QA1000280

前期A0200728

八 1S-208

八 1E-206

八 03-201

森澤 貴之

大井 周他

市原 恭代他

)&対面]

[情報](再)[遠隔(オ

線形代数学及び演習Ⅰ

(再)[遠隔(オ)&対面]

微分及び演習　[情報]

美術A　[全][対面]

1Q

1Q

前期

A1901377

A0201180

A0200468

A1100340 前期 国際関係論A　[全][遠 大和田 悠太 [情報](再)[遠隔(オ A0800093 3Q 偏微分及び演習　[情 岸 俊晴他 八 1S-107 A1901275 2Q 積分及び演習　[情報] 大井 周他 八 1E-206 A1/A2/情報][遠隔(オ) A1000281 2Q 重積分及び演習　[先 間庭 正明他

隔(オ)] )&対面] 報](再)[遠隔(オ)&対 (再)[遠隔(オ)&対面] &対面] 進/情報][遠隔(オ)&対

A1800071 前期 倫理学A　[全][遠隔( 真達 大輔 A1900414 後期 総合幾何学I　[J0][対 豊田 哲 八 02-264 面] A1901378 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 森澤 貴之他 八 1S-208 面]

オ)] 面] A1901326 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 森澤 貴之他 八 15-202 [情報](再)[遠隔(オ A1000282 3Q 重積分及び演習　[先 田村 充司他

A1800087 前期 論理学A　[全][遠隔( 草野 章 A1901324 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 立井 博子他 八 15-204 [情報][遠隔(オ)&対 )&対面] 進/情報][遠隔(オ)&対

オ)] [情報][遠隔(オ)&対 面] A0200476 後期 美術B　[全][対面] 市原 恭代他 八 03-201 面]

A1900068 前期 心理学A　[全][遠隔( 山田 豊明 面] A1000293 4Q 重積分及び演習　[情 岸 俊晴他 八 1S-107 A0800095 3Q 偏微分及び演習　[情 大井 周他 八 1W-116 A1000285 4Q 重積分及び演習　[情 丹下 稜斗他

オ)] A1901344 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 立井 博子他 八 15-204 報](再)[遠隔(オ)&対 報](再)[遠隔(オ)&対 報](再)[遠隔(オ)&対

A1901204 前期 政治学A　[全][遠隔( 小野 一 [情報][遠隔(オ)&対 面] 面] 面]

オ)] 面] A1901346 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 森澤 貴之 八 15-202 A1000295 4Q 重積分及び演習　[情 大井 周他 八 1W-116 A1000287 4Q 重積分及び演習　[情 荒川 智匡他

A1901360 前期 身体健康学　[全][遠 数馬 広二 [情報][遠隔(オ)&対 報](再)[遠隔(オ)&対 報](再)[遠隔(オ)&対

隔(オ)] 面] 面] 面]

A0700032 後期 現代文化論B　[全][遠 吉田 司雄 A1000289 4Q 重積分及び演習　[情 椎名 貴久他

隔(オ)] 報](再)[遠隔(オ)&対

A1100123 後期 環境経済学　[全][遠 平岩 幸弘 面]

隔(オ)] A1000291 4Q 重積分及び演習　[情 齋藤 正顕他

A1100185 後期 教育学B　[全][遠隔( 長谷川 鷹士 報](再)[遠隔(オ)&対

オ)] 面]

A1100344 後期 国際関係論B　[全][遠 大和田 悠太 A1000293 4Q 重積分及び演習　[情 岸 俊晴他

隔(オ)] 報](再)[遠隔(オ)&対

A1800075 後期 倫理学B　[全][遠隔( 真達 大輔 面]

オ)] A1000295 4Q 重積分及び演習　[情 大井 周他

A1800089 後期 論理学B　[全][遠隔( 草野 章 報](再)[遠隔(オ)&対

オ)] 面]

A1900070 後期 心理学B　[全][遠隔( 山田 豊明

オ)]

A1901205 後期 政治学B　[全][遠隔( 小野 一

オ)]

A1901333 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 鈴木 敏行他

[J0][遠隔(オ)&対面

]

A1901339 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 小林 康麿他

[J0][遠隔(オ)&対面

]

A1901344 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 立井 博子他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A1901346 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 森澤 貴之

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A1901348 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 小林 康麿他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A1901350 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 岸 俊晴他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A1901352 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 小林 康麿他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

END

前期 生涯スポーツ1/2[全]
[卓球][対面]

二宮 恭子 新

後期 生涯スポーツ
1/2[全][剣道][対面]

数馬 広二 新

前期 生涯スポーツ
1/2[全][卓球、ヨ
ガ/ピラティス][対
面]

二宮 恭子
武安 由宇里

後期 生涯スポーツ1/2[全]
[卓球、ヨガ/ピラ
ティス][対面]

数馬 広二
武安 由宇里

前期 生涯スポーツ1/2[全]
[ヨガ/ピラティス]
[対面]

武安 由宇里 新

前期 生涯スポーツ
1/2[全][サッカー、
バレーボール、卓
球、テニス][対面]

中村 みづき
桂 良寛
武田 典子
白石 洋隆

八

後期 生涯スポーツ
1/2[全][ボディワー
ク][対面]

針ヶ谷 雅子 新

後期 生涯スポーツ1/2[全]
[ソフトボール、サッ
カー、バスケット
ボール、卓球、テニ
ス][対面]

桂 良寛
中村 みづき
二宮 恭子
武田 典子
白石 洋隆

八



大学　情報学部　情報通信工学科　2年
5      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0200653

A1100339

前期

前期

前期

金

文学A　[全][遠隔(オ) 内山 憲一

A0700042

八 02-564真鍋 義文他*情報学実験　[情報]前期A1000171 A1000171 前期 *情報学実験　[情報] 真鍋 義文他 八 02-564

] 【DEF】[連続][対面] 八 02-664 【DEF】[連続][対面] 八 02-664

現代文化論A　[全][遠 吉田 司雄 八 05-301 八 05-301

隔(オ)] A0201118 1Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 金 哲夫他 八 1S-107 A1901305 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 小林 康麿他 八 1W-116

国際関係論A　[全][遠 大和田 悠太 先進/工学/情報][遠隔 [情報](再)[遠隔(オ

隔(オ)] (オ)&対面] )&対面]

中島 弘史

[遠隔(オ)]

論理回路　[情報](再)前期A1800086

八 1W-212

八 05-301

八 02-664

八 02-564

田坂 由貴他

真鍋 義文他

(オ)&対面]

先進/工学/情報][遠隔

物理学及び演習Ⅰ　[

【ABC】[連続][対面]

*情報学実験　[情報]

A0201116 1Q

前期A1000172

八 1N-215

八 05-301

八 02-664

八 02-564

小林 康麿他

真鍋 義文他

)&対面]

[情報](再)[遠隔(オ

線形代数学及び演習Ⅰ

【ABC】[連続][対面]

*情報学実験　[情報]

1Q

前期

A1901306

A1000172

A1900050 前期 社会思想A　[全][遠隔 木下 ちがや A0201135 1Q 物理学及び演習ⅢC　[ 田坂 由貴他 八 1N-215 A1901310 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 小林 康麿他 八 1W-116 A1901311 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 小林 康麿他 八 1N-215 A1100791 1Q 化学及び演習Ⅱ　[先 徳永 健 八 1E-106

(オ)] A1/A2/情報][遠隔(オ) [情報](再)[遠隔(オ [情報](再)[遠隔(オ 進/工学/情報][遠隔(

A1900069 前期 心理学A　[全][遠隔( 山田 豊明 &対面] )&対面] )&対面] オ)&対面]

オ)] A1901304 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 小林 康麿他 八 1S-207 A1000174 後期 *情報通信工学実験I 高橋 泰樹他 八 05-301 A0400066 後期 *電気回路理論I　[情 坂野 遼平 八 1N-216 A0400075 後期 *電気回路理論演習I 坂野 遼平 八 1N-216

A1900092 前期 身体健康学　[全][遠 桂 良寛 [情報](再)[遠隔(オ [J0]【ABC】[連続][対 報]【ABC】(再)[対面] [情報]【ABC】(再)[対

隔(オ)] )&対面] 面] A0400067 後期 *電気回路理論I　[情 牛田 啓太 八 1N-217 面]

A1900109 前期 政治学A　[全][遠隔( 小野 一 A0201136 2Q 物理学及び演習ⅢC　[ 田坂 由貴他 八 1N-215 A1901330 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 小林 康麿他 八 1N-214 報]【DEF】(再)[対面] A0400076 後期 *電気回路理論演習I 牛田 啓太 八 1N-217

オ)] A1/A2/情報][遠隔(オ) [情報][遠隔(オ)&対 A1000175 後期 *情報通信工学実験I 高橋 泰樹他 八 05-301 [情報]【DEF】(再)[対

A1900214 前期 *生物学基礎論　[情報 松村 義隆 &対面] 面] [J0]【DEF】[連続][対 面]

]【ABC】[遠隔(オ)] A1901309 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 小林 康麿他 八 1S-207 A1901350 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 岸 俊晴他 八 1N-401 面] A1000175 後期 *情報通信工学実験I 高橋 泰樹他 八 05-301

A1900215 前期 *生物学基礎論　[情報 篠山 浩文 [情報](再)[遠隔(オ [情報][遠隔(オ)&対 A1901332 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 岸 俊晴他 八 1N-401 [J0]【DEF】[連続][対

]【DEF】[遠隔(オ)] )&対面] 面] [情報][遠隔(オ)&対 面]

A2000017 前期 哲学A　[全][遠隔(オ) 草野 章 A1000174 後期 *情報通信工学実験I 高橋 泰樹他 八 05-301 面]

] [J0]【ABC】[連続][対 A1901352 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 小林 康麿他 八 1N-214

A0201133 1Q 物理学及び演習ⅢC　[ 吉田 勝彦他 面] [情報][遠隔(オ)&対

A1/A2/情報][遠隔(オ) A1901328 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 岸 俊晴他 八 1S-207 面]

&対面] [情報][遠隔(オ)&対

A0201135 1Q 物理学及び演習ⅢC　[ 田坂 由貴他 面]

A1/A2/情報][遠隔(オ) A1901348 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 小林 康麿他 八 1N-401

&対面] [情報][遠隔(オ)&対

A0201136 2Q 物理学及び演習ⅢC　[ 田坂 由貴他 面]

A1/A2/情報][遠隔(オ)

&対面]

A0700033 後期 現代文化論B　[全][遠 吉田 司雄

隔(オ)]

A1100343 後期 国際関係論B　[全][遠 大和田 悠太

隔(オ)]

A1800076 後期 倫理学B　[全][遠隔( 林 真理

オ)]

A1900029 後期 スポーツ科学　[全][ 武田 典子

遠隔(オ)]

A1900052 後期 社会思想B　[全][遠隔 木下 ちがや

(オ)]

A1900071 後期 心理学B　[全][遠隔( 山田 豊明

オ)]

A1900112 後期 政治学B　[全][遠隔( 小野 一

オ)]

A1900216 後期 *生物学基礎論　[情報 篠山 浩文

]【ABC】[遠隔(オ)]

A1900217 後期 *生物学基礎論　[情報 松村 義隆

]【DEF】[遠隔(オ)]

A2000021 後期 哲学B　[全][遠隔(オ) 草野 章

]

A0201137 3Q 物理学及び演習ⅢC　[ 吉田 勝彦他

A1/A2/情報][遠隔(オ)

&対面]

A0700031

A1900046

前期

前期

前期

土

現代文化論A　[全][遠 吉田 司雄

A1100338

隔(オ)]

国際関係論A　[全][遠 小野 一

隔(オ)]

社会学A　[全][遠隔( 勝田 由美

オ)]

安 明姫

隔(同)]

中国語中級B　[全][遠後期A0300069

A2000018 前期 哲学A　[全][遠隔(オ) 草野 章

]

A0201142 2Q 物理学及び演習ⅢD　[ 小麥 真也他

情報][遠隔(オ)&対面]

A0700043 後期 現代文化論B　[全][遠 吉田 司雄

隔(オ)]

A1100341 後期 国際関係論B　[全][遠 小野 一

隔(オ)]

A1901193 後期 社会学B　[全][遠隔( 勝田 由美

オ)]

A2000022 後期 哲学B　[全][遠隔(オ) 草野 章

]

END

集中・実習

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0800041 集中 博物館経営論　[学芸 濱村 伸治 新 A-0715 A0800042 集中 博物館資料保存論　[ 米倉 立子 新 A-1015 A0800046 集中 博物館展示論　[学芸 太田 美喜子 集中 海外総合文化A　[個別 吉田 司雄新 A-0862 A1100792

員][対面] 学芸員][対面] 登録不可:グ][先進/情員][対面]

報][遠隔(オ)]

END

前期 生涯スポーツ
1/2[全][サッカー、
バドミントン、卓
球、ソフトボール]
[対面]

中村 みづき
望月 康司
武田 典子
白滝 聡

八

後期 生涯スポーツ
1/2[全][テニス、バ
ドミントン、ソフト
ボール][対面]

髙橋 和孝
望月 康司
白滝 聡

八



大学　情報学部　情報通信工学科　3年
     2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0200489

A0200487

1Q

2Q

3Q

月

物理学1　[先進/情報] 小麥 真也

A0200490

新 A-0652馬場 健一情報通信ネットワーク前期A1000155 A0201094 前期 微分･積分演習　[先進 菊田 伸 八 02-313

[遠隔(オ)] [J0][対面] /情報][対面]

物理学1　[先進/情報] 小麥 真也 A1901203 前期 線形代数学演習　[情 長谷川 研二 八 02-313 A1400002 前期 ネットワークセキュリ 水野 修 新 A-0815

[遠隔(オ)] 報][対面] ティ　[J0][対面]

物理学1　[先進/情報] 小麥 真也

[遠隔(オ)]

八 1E-106

八 15-202

八 15-202

間庭 正明

間庭 正明

間庭 正明

面]

積分　[先進/情報][対

対面]

偏微分　[先進/情報][

面]

積分　[先進/情報][対

3QA1901227

2QA0800010

1QA1901015

新 A-1165

八 1N-214

森澤 貴之

長谷川 研二

対面]

総合幾何学II　[J0][

/情報][対面]

微分･積分演習　[先進

前期

前期

A1900415

A0201096

A0200488 4Q 物理学1　[先進/情報] 小麥 真也 A0201082 4Q 微分　[先進/情報][対 間庭 正明 八 1E-106

[遠隔(オ)] 面]

A0200507

A0200509

1Q

2Q

3Q

火

物理学2　[先進/情報] 本橋 隼人

A0200508

新 A-0762富安 玲子博物館資料論　[学芸前期A0800043 A1000176 前期 情報通信工学実験II 馬場 健一他 新 B-B202

[遠隔(オ)] 員][対面] [J0][連続][対面]

物理学2　[先進/情報] 本橋 隼人 A1000176 前期 情報通信工学実験II 馬場 健一他 新 B-B202 A1901238 前期 線形代数学演習　[情 森澤 貴之 八 1S-107

[遠隔(オ)] [J0][連続][対面] 報][対面]

物理学2　[先進/情報] 本橋 隼人 A1000178 後期 情報通信工学実験III 大塚 裕幸他 新 B-B202 A1000178 後期 情報通信工学実験III 大塚 裕幸他 新 B-B202

[遠隔(オ)] [J0][連続][対面] [J0][連続][対面]

徳永 健

桑村 直人

徳永 健

遠隔(オ)]

化学I　[工学/情報][

遠隔(オ)]

化学II　[工学/情報][

遠隔(オ)]

化学I　[工学/情報][

2Q

1Q

1Q

A1100603

A1100611

A1100600

八 02-264

新 B-B202

新 B-B202

田村 充司

大塚 裕幸他

馬場 健一他

対面]

重積分　[先進/情報][

[J0][連続][対面]

情報通信工学実験III

[J0][連続][対面]

情報通信工学実験II

3QA1000011

後期A1000179

前期A1000177

新 B-B202

八 1S-107

新 B-B202

大塚 裕幸他

森澤 貴之

馬場 健一他

[J0][連続][対面]

情報通信工学実験III

報][対面]

線形代数学演習　[情

[J0][連続][対面]

情報通信工学実験II

後期

前期

前期

A1000179

A1901239

A1000177

A0200510 4Q 物理学2　[先進/情報] 本橋 隼人 A1100614 2Q 化学II　[工学/情報][ 桑村 直人

[遠隔(オ)] 遠隔(オ)]

A1100604 3Q 化学I　[工学/情報][ 徳永 健

遠隔(オ)]

A1100615 3Q 化学II　[工学/情報][ 桑村 直人

遠隔(オ)]

A1100605 4Q 化学I　[工学/情報][ 徳永 健

遠隔(オ)]

A1100616 4Q 化学II　[工学/情報][ 桑村 直人

遠隔(オ)]

水

林 真理情報社会と情報倫理前期A1000072 A0201097 前期 微分･積分演習　[先進 菊田 伸 八 15-202

[情報][遠隔(同)] /情報][対面]

A1901236 前期 線形代数学演習　[情 豊田 哲 八 02-364 A1300022 前期 無線通信工学　[J0][ 大塚 裕幸 新 A-0811

報][対面] 対面]

A2000009 前期 通信ソフトウェア論I 小林 亜樹 新 A-1441 A0400238 後期 道徳教育の理論と方法 浜野 兼一 新 A-0862

[J0][対面] [教職][対面]

小林 亜樹

[J0][遠隔(オ)]

ソーシャルネット論後期A1900032

八 1W-212

新 A-0765

八 1S-210

新 1001

陸名 雄一

工藤 幸寛

日吉 佑太

線形代数学2　[情報][

0][対面]

電子デバイス工学　[J

イ]

sh I　[情報](再)[ハ

Basic Academic Engli

A1900372 1Q

A0400099 前期

前期A0200030

新 A-0712

新 A-0473

新 A-0542

大塚 裕幸

足立 節子

杉山 隆利

対面]

移動通信工学　[J0][

[対面]

英語文献講読　[情報]

0][対面]

デジタル信号処理　[J

後期

後期

前期

A0900012

A0500006

A0400015

A1300007 後期 マルチメディア工学 馬場 健一 新 A-0811 A2000011 後期 通信ソフトウェア論II 水野 修 新 A-1611 対面]

[J0][対面] [J0][対面] A1901224 2Q 線形代数学1　[情報][ 陸名 雄一 八 1W-212

対面]

A0200081 後期 Basic Academic Engli 日吉 佑太 新 1001

sh II　[情報](再)[ハ 八 1S-108

イ]

A1100330 後期 高周波工学　[J0][対 岡崎 浩司 新 A-0712

面]

A1901225 3Q 線形代数学1　[情報][ 陸名 雄一 八 1W-213

対面]

A1901230 4Q 線形代数学2　[情報][ 陸名 雄一 八 1W-213

対面]

A1900436 通年 数学教育の理論と方法 齋藤 史夫 新 A-1616

B　[教職][対面]

END

生涯スポーツ
1/2/3[全][ヨガ/ピラ
ティス][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][バレー
ボール][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ
入門][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ソフト
ボール][対面]

武安 由宇里

桂 良寛

村山 久美子

山本 恵弥里

新

八

新

八

前期

前期

後期

後期

生涯スポーツ
1/2/3[全][フットサ
ル、ヨガ/ピラティス]
[対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][テニス、
サッカー、バレーボー
ル][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ
入門、フットサル][対
面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][テニス、卓
球、サッカー][対面]

坂下 博之
武安 由宇里

溝口 美貴
中村 隼人
桂 良寛

村山 久美子
坂下 博之

溝口 美貴
山本 恵弥里
中村 隼人

新

八

新

八

前期

前期

後期

後期

生涯スポーツ
1/2/3[全][フットサ
ル][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][テニス、卓
球、サッカー、バレー
ボール][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][フットサ
ル][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][テニス、ソ
フトボール、サッ
カー][対面]

坂下 博之

溝口 美貴
針ヶ谷 雅子
中村 隼人
桂 良寛
坂下 博之

溝口 美貴
山本 恵弥里
中村 隼人

新

八

新

八

前期

前期

後期

後期

生涯スポーツ
1/2/3[全][ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ
入門、卓球][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][サッカー、
ボディワーク、バドミ
ントン、テニス、ソフ
トボール、体力トレー
ニング][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ヨガ/ピラ
ティス、卓球][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][サッカー、
卓球、バレーボール、
テニス、体力トレーニ
ング][対面]

村山 久美子
二宮 恭子

坂下 博之
針ヶ谷 雅子
望月 康司
内藤 裕子
山本 恵弥里
木内 政孝
武安 由宇里
二宮 恭子

坂下 博之
針ヶ谷 雅子
望月 康司
内藤 裕子
木内 政孝

新

八

新

八

前期

前期

後期

後期

生涯スポーツ
1/2/3[全][ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ
入門、卓球][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ヨガ/ピラ
ティス、卓球][対面]

村山 久美子
二宮 恭子

武安 由宇里
二宮 恭子

新

新

前期

後期

生涯スポーツ
1/2/3[全][ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ
入門、卓球、テニス、
体力トレーニング][対
面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ
入門、剣道、テニス、
ソフトボール][対面]

村山 久美子
古谷 崇子
内藤 裕子
木内 政孝

村山 久美子
古谷 崇子
内藤 裕子
木内 政孝

八

八

前期

後期



大学　情報学部　情報通信工学科　3年
2      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

木

新 A-0715高橋 泰樹アナログ電子回路I　[前期A0100002 A0201099 前期 微分･積分演習　[先進 長谷川 研二 八 15-202

J0][対面] /情報][対面]

A0500009 前期 英語文献講読　[情報] MOHARRAMIPOU 新 A-0471 A0300022 前期 中国の社会と文化　[ 高橋 恵子 新 A-0762

[対面] R ZAHRA 全][対面]

A1901240 前期 線形代数学演習　[情 豊田 哲 八 1W-116 A1400004 前期 日本経済分析入門　[ 玉川 雅之 新 A-0715

報][対面] 全][対面]

立井 博子

[遠隔(オ)]

線形システム論　[J0]前期A1900255

新 A-0715尾高 進

豊福 晋平

陳 キュウ他

教育者のための遊びの

隔(同)]

教育工学　[教職][遠

ス用コード][J0]

L) [登録不可/シラバ

情報通信セミナーI(PB

A1100753 前期

A1100189 前期

前期A1000153

新 A-0473

新 A-0471

八 1S-207

尾高 進

足立 節子

熊ノ郷 直人

対面]

情報と職業　[教職][

[対面]

英語文献講読　[情報]

/情報][対面]

微分･積分演習　[先進

前期

前期

前期

A1000284

A0500007

A0200745

A0100003 後期 アナログ電子回路II 徳光 雅美 新 A-0765 A1000058 1Q 情報技術者英語　[J0] 足立 節子 新 B-0526 A1901361 前期 線形代数学演習　[情 森澤 貴之 八 1S-208 指導法　[全][対面]

[J0][対面] [対面] 報][対面] A1000009 1Q 重積分　[先進/情報][ 大井 周 八 1W-116

A1000059 1Q 情報技術者英語　[J0] MOHARRAMIPOU 新 A-1012 A2000012 前期 通信工学　[J0][対面] 水野 修 新 A-0865 対面]

[対面] R ZAHRA A0500008 後期 英語文献講読　[情報] MOHARRAMIPOU 新 A-0511 A0201080 2Q 微分　[先進/情報][対 大井 周 八 1W-116

A1000060 1Q 情報技術者英語　[J0] 小坂　恵理子 新 A-1015 [対面] R ZAHRA 面]

[対面] A1000154 後期 情報通信セミナーII(P 陳 キュウ他

A1000269 4Q 情報技術者英語　[情 MOHARRAMIPOU 新 A-0615

A0700002 後期 画像工学　[J0][対面] 陳 キュウ 新 A-0715 BL)　[登録不可/シラ

報](再)[対面] R ZAHRA

A1000001 後期 事業運営の基礎知識 玉川 雅之 新 A-0652 バス用コード][J0]

A1100190 通年 教育史　[教職][遠隔( 内山 宗昭

[全][対面] A1100752 後期 教育方法論(情報通信 豊福 晋平

同)]

技術の活用含む)　[教

職][遠隔(同)]

A1901228 3Q 線形代数学2　[情報][ 国定　亮一 八 1E-106

対面]

A1901379 3Q 積分　[先進/情報][対 齋藤 正顕 八 1W-116

面]

A0201083 4Q 偏微分　[先進/情報][ 齋藤 正顕 八 1W-116

対面]

A1000057 4Q 情報技術者英語　[情 MOHARRAMIPOU 新 A-0611

A1901229 4Q 線形代数学1　[情報][ 国定　亮一 八 1E-106

報](再)[対面] R ZAHRA

対面]

A1901202

A1901217

1Q

2Q

3Q

金

線形代数学1　[情報][ 森澤 貴之

A1901233

齋藤 正顕応用解析学　[S3/S5/D前期A1500021 A1901358 前期 線形代数学演習　[情 長谷川 研二 八 1N-215

遠隔(オ)] B/J0][遠隔(同)] 報][対面]

線形代数学2　[情報][ 齋藤 正顕
A1901357 前期 線形代数学演習　[情 熊ノ郷 直人 八 1E-202

A2000013 前期 通信情報理論　[J0][ 陳 キュウ 新 A-0514

遠隔(オ)]
報][対面]

対面]

線形代数学3　[情報][ 熊ノ郷 直人

A0400021 後期 デジタル符号と確率･ 陳 キュウ 新 A-0862

A2500001 後期 ユビキタス概論　[J0] 水野 修 新 A-0611

遠隔(オ)]

統計　[J0][対面]

[対面]

豊田 哲

熊ノ郷 直人

渡部 隆史

隔(オ)]

積分　[先進/情報][遠

隔(オ)]

微分　[先進/情報][遠

情報][遠隔(オ)]

物理学演習I　[工学/

2Q

1Q

前期

A1901234

A0200743

A0201148新 A-0762陳 キュウ

[J0][対面]

コンピュータビジョン後期A1100016

新 A-0762

新 A-0542

小林 亜樹

ン

安 ウンギョ

近藤 公久他

0][対面]

インターネット論　[J

隔(同)]

教育法規　[教職][遠

報][対面]

情報学先端技術　[情

後期

前期

前期

A0900007

A1100199

A1000265

A1901218 4Q 線形代数学4　[情報][ 菊田 伸 A0201072 後期 物理学演習I　[工学/ 渡部 隆史

遠隔(オ)] 情報][遠隔(オ)]

A0200746 3Q 微分　[先進/情報][遠 齋藤 正顕

隔(オ)]

A1901235 4Q 積分　[先進/情報][遠 齋藤 正顕

隔(オ)]

土

新 A-0511安部 芳絵現代教職論　[教職][前期A0700027 A2300022 前期 Writing in English B イム ヘリー 新 A-0514

対面] asic I　[全][対面] ンカルマ

A0700008 後期 学校経営論　[教職][ 三浦 登 新 A-0712 A1900453 2Q 総合的な学習の時間の 内山 宗昭 新 A-1165

対面] 理論と方法　[教職][

A1100197 後期 教育心理学　[教職][ 安部 芳絵 新 A-0762 対面]

対面] A2300023 後期 Writing in English B イム ヘリー 新 A-0762

菊田 伸

菊田 伸

本橋 隼人

遠隔(オ)]

重積分　[先進/情報][

遠隔(オ)]

偏微分　[先進/情報][

情報][遠隔(オ)]

物理学演習II　[工学/

2Q

1Q

前期

A1000296

A0800096

A0200622

新 A-0762

新 A-0712

三浦 登

三浦 登

[対面]

教育実習指導　[教職]

[教職][対面]

特別活動の理論と方法

後期A1100193

前期A2000039

新 A-0715

新 A-1616

新 A-1441

安部 芳絵

ンカルマ

イム ヘリー

ンカルマ

イム ヘリー

及び進路指導を含む)

生徒指導論(教育相談

面]

P.I.E.B II　[全][対

]

P.I.E.B I　[全][対面

通年

後期

前期

A1900198

A1600004

A1600003

asic II　[全][対面] ンカルマ [教職][対面] A0201074 後期 物理学演習II　[工学/ 本橋 隼人

A1000173 通年 情報教育の理論と方法 長嶋 秀幸他 新 B-0523 情報][遠隔(オ)]

B　[教職][対面] A0800076 3Q 偏微分　[先進/情報][ 菊田 伸

遠隔(オ)]

A1000275 4Q 重積分　[先進/情報][ 熊ノ郷 直人

遠隔(オ)]

END

集中・実習

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0300001 前期 C.I.E.A I　[2023年度 未定 A0300003 前期 C.I.E.B I　[2023年度 未定 A1600001 前期 P.I.E.A I　[2023年度 未定 後期 C.I.E.A II　[2023年 未定 A0300004 後期 C.I.E.B II　[2023年 未定 A1600002 後期 P.I.E.A II　[2023年 未定A0300002

閉講/登録不可][全][ 閉講/登録不可][全][ 度閉講/登録不可][全] 度閉講/登録不可][全] 度閉講/登録不可][全]閉講/登録不可][全][

遠隔(同)] 遠隔(同)] [遠隔(同)] [遠隔(同)] [遠隔(同)]遠隔(同)]

A0700034 集中 学校経営論　[教職][ 小野江　隆 新 A-1015 A0700041 集中 学外研修　[個別登録 二上 武生 A0800044 集中 博物館実習　[学芸員] 浜田 浄人他 集中 医薬工協働（PBL）　[ 二上 武生他 A1000071 集中 情報教育の理論と方法 長嶋 秀幸 新 A-1616 A1000170 集中 情報と職業　[教職][ 尾高 進 新 A-1161新 A-0765 A0900029

対面] 不可:教][情報] 個別登録不可:教][全] A　[教職][対面] 対面][対面]

[遠隔(同)]

A1100427 集中 教育法規　[教職][遠 安 ウンギョ A1100654 集中 教育工学　[教職][遠 豊福 晋平 A1100749 集中 教育方法論(情報通信 豊福 晋平 集中 数学教育の理論と方法 齋藤 史夫 新 A-1165 A2000040 集中 特別活動の理論と方法 安 ウンギョA1900093

隔(同)] ン 隔(同)] A　[教職][対面] [教職][遠隔(同)] ン技術の活用含む)　[教

職][遠隔(同)]

END

生涯スポーツ
1/2/3[全][卓球][対
面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][剣道][対
面]

二宮 恭子

数馬 広二

新

新

前期

後期

生涯スポーツ
1/2/3[全][卓球、ヨ
ガ/ピラティス][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][卓球、ヨ
ガ/ピラティス][対面]

二宮 恭子
武安 由宇里

数馬 広二
武安 由宇里

新

新

前期

後期

生涯スポーツ
1/2/3[全][ヨガ/ピラ
ティス][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][サッ
カー、バレーボー
ル、卓球、テニス]
[対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ボディ
ワーク][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ソフト
ボール、サッカー、
バスケットボール、
卓球、テニス][対面]

武安 由宇里

中村 みづき
桂 良寛
武田 典子
白石 洋隆

針ヶ谷 雅子

桂 良寛
中村 みづき
二宮 恭子
武田 典子
白石 洋隆

新

八

新

八

前期

前期

後期

後期

生涯スポーツ
1/2/3[全][サッカー、
バドミントン、卓球、
ソフトボール][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][テニス、バ
ドミントン、ソフト
ボール][対面]

中村 みづき
望月 康司
武田 典子
白滝 聡
髙橋 和孝
望月 康司
白滝 聡

八

八

前期

後期



大学　情報学部　情報通信工学科　4年
     2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0200489

A0200487

1Q

2Q

3Q

月

物理学1　[先進/情報] 小麥 真也

A0200490

八 1N-028田中 輝雄データ構造とアルゴリ前期A0400003 A0201094 前期 微分･積分演習　[先進 菊田 伸 八 02-313

[遠隔(オ)] ズム　[情報](再)[対 /情報][対面]

物理学1　[先進/情報] 小麥 真也 面] A0400212 前期 データ構造とアルゴリ 田中 輝雄 八 1N-028

[遠隔(オ)] A1901203 前期 線形代数学演習　[情 長谷川 研二 八 02-313 ズム演習　[情報](再)

物理学1　[先進/情報] 小麥 真也 報][対面] [対面]

[遠隔(オ)] A1100504 後期 教職実践演習(中学校 尾高 進 八 1E-201

八 15-202

八 15-202

新 A-0765

間庭 正明

間庭 正明

北 直樹

対面]

偏微分　[先進/情報][

面]

積分　[先進/情報][対

対面]

電気通信法規　[J0][

2QA0800010

1QA1901015

前期A0400090八 1N-214長谷川 研二

/情報][対面]

微分･積分演習　[先進前期A0201096

A0200488 4Q 物理学1　[先進/情報] 小麥 真也 高等学校)　[教職][対 A1901227 3Q 積分　[先進/情報][対 間庭 正明 八 1E-106

[遠隔(オ)] 面] 面]

A0201082 4Q 微分　[先進/情報][対 間庭 正明 八 1E-106

面]

A0200507

A0200509

1Q

2Q

3Q

火

物理学2　[先進/情報] 本橋 隼人

A0200508

新 A-0762富安 玲子博物館資料論　[学芸前期A0800043 A1901238 前期 線形代数学演習　[情 森澤 貴之 八 1S-107

[遠隔(オ)] 員][対面] 報][対面]

物理学2　[先進/情報] 本橋 隼人

[遠隔(オ)]

物理学2　[先進/情報] 本橋 隼人

[遠隔(オ)]

八 02-264田村 充司

対面]

重積分　[先進/情報][3QA1000011八 1S-107森澤 貴之

報][対面]

線形代数学演習　[情前期A1901239

A0200510 4Q 物理学2　[先進/情報] 本橋 隼人

[遠隔(オ)]

水

中島 崇晴知的財産　[J0/J1][遠前期A0300006 A0201097 前期 微分･積分演習　[先進 菊田 伸 八 15-202

隔(同)] /情報][対面]

A1901236 前期 線形代数学演習　[情 豊田 哲 八 02-364 A0400238 後期 道徳教育の理論と方法 浜野 兼一 新 A-0862

報][対面] [教職][対面]

A1100201 後期 教職実践演習(中学校 内山 宗昭他 八 1N-217

高等学校)　[教職][対

八 1W-213

八 1W-212

八 1W-212

陸名 雄一

陸名 雄一

陸名 雄一

対面]

線形代数学1　[情報][

対面]

線形代数学1　[情報][

対面]

線形代数学2　[情報][

3QA1901225

2QA1901224

1QA1900372

面] A1901230 4Q 線形代数学2　[情報][ 陸名 雄一 八 1W-213

対面]

木

八 1W-116豊田 哲線形代数学演習　[情前期A1901240 A0201099 前期 微分･積分演習　[先進 長谷川 研二 八 15-202

報][対面] /情報][対面]

山本 圭子

遠隔(オ)]

労働法規　[先進/J0][前期A1800082

八 1E-106

八 1W-116

八 1W-116

国定　亮一

大井 周

大井 周

対面]

線形代数学2　[情報][

面]

微分　[先進/情報][対

対面]

重積分　[先進/情報][

3QA1901228

2QA0201080

1QA1000009

八 1S-208

八 1S-207

森澤 貴之

熊ノ郷 直人

報][対面]

線形代数学演習　[情

/情報][対面]

微分･積分演習　[先進

前期

前期

A1901361

A0200745

A1901379 3Q 積分　[先進/情報][対 齋藤 正顕 八 1W-116

面]

A0201083 4Q 偏微分　[先進/情報][ 齋藤 正顕 八 1W-116

対面]

A1901229 4Q 線形代数学1　[情報][ 国定　亮一 八 1E-106

対面]

END

生涯スポーツ
1/2/3[全][ヨガ/ピラ
ティス][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][バレーボー
ル][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ
入門][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ソフトボー
ル][対面]

武安 由宇里

桂 良寛

村山 久美子

山本 恵弥里

新

八

新

八

前期

前期

後期

後期

生涯スポーツ
1/2/3[全][フットサ
ル、ヨガ/ピラティ
ス][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][テニス、
サッカー、バレー
ボール][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ
入門、フットサル]
[対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][テニス、
卓球、サッカー][対
面]

坂下 博之
武安 由宇里

溝口 美貴
中村 隼人
桂 良寛

村山 久美子
坂下 博之

溝口 美貴
山本 恵弥里
中村 隼人

新

八

新

八

前期

前期

後期

後期

生涯スポーツ
1/2/3[全][フットサ
ル][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][テニス、
卓球、サッカー、バ
レーボール][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][フットサ
ル][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][テニス、
ソフトボール、サッ
カー][対面]

坂下 博之

溝口 美貴
針ヶ谷 雅子
中村 隼人
桂 良寛
坂下 博之

溝口 美貴
山本 恵弥里
中村 隼人

新

八

新

八

前期

前期

後期

後期

生涯スポーツ
1/2/3[全][ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ
入門、卓球][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][サッカー、
ボディワーク、バドミ
ントン、テニス、ソフ
トボール、体力トレー
ニング][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ヨガ/ピラ
ティス、卓球][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][サッカー、
卓球、バレーボール、
テニス、体力トレーニ
ング][対面]

村山 久美子
二宮 恭子

坂下 博之
針ヶ谷 雅子
望月 康司
内藤 裕子
山本 恵弥里
木内 政孝
武安 由宇里
二宮 恭子

坂下 博之
針ヶ谷 雅子
望月 康司
内藤 裕子
木内 政孝

新

八

新

八

前期

前期

後期

後期

生涯スポーツ1/2/3[全]
[ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ入門、卓球]
[対面]
生涯スポーツ1/2/3[全]
[ヨガ/ピラティス、卓
球][対面]

村山 久美子
二宮 恭子

武安 由宇里
二宮 恭子

新

新

前期

後期

生涯スポーツ
1/2/3[全][ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ
入門、卓球、テニス、
体力トレーニング][対
面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ
入門、剣道、テニス、
ソフトボール][対面]

村山 久美子
古谷 崇子
内藤 裕子
木内 政孝

村山 久美子
古谷 崇子
内藤 裕子
木内 政孝

八

八

前期

後期

生涯スポーツ
1/2/3[全][卓球][対
面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][剣道][対
面]

二宮 恭子

数馬 広二

新

新

前期

後期

生涯スポーツ
1/2/3[全][卓球、ヨ
ガ/ピラティス][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][卓球、ヨ
ガ/ピラティス][対面]

二宮 恭子
武安 由宇里

数馬 広二
武安 由宇里

新

新

前期

後期

生涯スポーツ
1/2/3[全][ヨガ/ピ
ラティス][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][サッ
カー、バレーボー
ル、卓球、テニス]
[対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ボディ
ワーク][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ソフト
ボール、サッカー、
バスケットボール、
卓球、テニス][対面]

武安 由宇里

中村 みづき
桂 良寛
武田 典子
白石 洋隆

針ヶ谷 雅子

桂 良寛
中村 みづき
二宮 恭子
武田 典子
白石 洋隆

新

八

新

八

前期

前期

後期

後期



大学　情報学部　情報通信工学科　4年
2      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A1901202

A1901217

1Q

2Q

3Q

金

線形代数学1　[情報][ 森澤 貴之

A1901233

八 1E-202熊ノ郷 直人線形代数学演習　[情前期A1901357 A1901358 前期 線形代数学演習　[情 長谷川 研二 八 1N-215

遠隔(オ)] 報][対面] 報][対面]

線形代数学2　[情報][ 齋藤 正顕

遠隔(オ)]

線形代数学3　[情報][ 熊ノ郷 直人

遠隔(オ)]

豊田 哲

熊ノ郷 直人

渡部 隆史

隔(オ)]

積分　[先進/情報][遠

隔(オ)]

微分　[先進/情報][遠

情報][遠隔(オ)]

物理学演習I　[工学/

2Q

1Q

前期

A1901234

A0200743

A0201148

A1901218 4Q 線形代数学4　[情報][ 菊田 伸 A0201072 後期 物理学演習I　[工学/ 渡部 隆史

遠隔(オ)] 情報][遠隔(オ)]

A0200746 3Q 微分　[先進/情報][遠 齋藤 正顕

隔(オ)]

A1901235 4Q 積分　[先進/情報][遠 齋藤 正顕

隔(オ)]

土

新 A-0511安部 芳絵現代教職論　[教職][前期A0700027 A2300022 前期 Writing in English B イム ヘリー 新 A-0514

対面] asic I　[全][対面] ンカルマ

A1100197 後期 教育心理学　[教職][ 安部 芳絵 新 A-0762 A1900453 2Q 総合的な学習の時間の 内山 宗昭 新 A-1165

対面] 理論と方法　[教職][

対面]

A2300023 後期 Writing in English B イム ヘリー 新 A-0762

菊田 伸

菊田 伸

本橋 隼人

遠隔(オ)]

重積分　[先進/情報][

遠隔(オ)]

偏微分　[先進/情報][

情報][遠隔(オ)]

物理学演習II　[工学/

2Q

1Q

前期

A1000296

A0800096

A0200622

新 A-0765

新 A-0715

大石 久己他

安部 芳絵

面]

高等学校)　[教職][対

教職実践演習(中学校

面]

高等学校)　[教職][対

教職実践演習(中学校

A1100787 後期

後期A1100203

asic II　[全][対面] ンカルマ A1100191 通年 教育実習A　[教職][対 内山 宗昭他 A0201074 後期 物理学演習II　[工学/ 本橋 隼人

面] 新 A-0715 情報][遠隔(オ)]

A1100192 通年 教育実習B　[教職][対 内山 宗昭他 A0800076 3Q 偏微分　[先進/情報][ 菊田 伸

面] 新 A-0715 遠隔(オ)]

A1000275 4Q 重積分　[先進/情報][ 熊ノ郷 直人

遠隔(オ)]

END

集中・実習

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A1900788 通年 卒業論文(PBL)　[登録 陳 キュウ

不可/シラバス用コー

ド]

END

生涯スポーツ
1/2/3[全][サッカー、
バドミントン、卓球、
ソフトボール][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][テニス、バ
ドミントン、ソフト
ボール][対面]

中村 みづき
望月 康司
武田 典子
白滝 聡
髙橋 和孝
望月 康司
白滝 聡

八

八

前期

後期



大学　情報学部　ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ科学科　1年
     2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0200970

A0200971

1Q

1Q
月

*物理学及び演習Ⅰ　[ 坪内 健他 八 1S-110安部 芳絵現代教職論　[教職][前期A0700026 A0700038 前期 現代教職論　[教職][ 安部 芳絵 八 1E-106

情報]【A前半】[遠隔( 対面] 対面]

オ)&対面] A1900882 1Q *線形代数学及び演習 荒川 智匡他 八 02-114 A0200970 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 坪内 健他 八 02-114

*物理学及び演習Ⅰ　[ 高瀬 昇他 Ⅰ　[情報]【ABC】[遠 情報]【A前半】[遠隔(

情報]【A後半】[遠隔( 隔(オ)&対面] オ)&対面]

オ)&対面] A1900883 1Q *線形代数学及び演習 岸 俊晴他 八 02-214 A0200971 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 高瀬 昇他 八 1S-209

陸名 雄一他

鈴木 敏行他

面]

]【ABC】[遠隔(オ)&対

*微分及び演習　[情報

面]

]【ABC】[遠隔(オ)&対

*微分及び演習　[情報

1Q

1Q

A0200836

A0200835

大野 雄三

山崎 文重

安 明姫

遠隔(同)]

ドイツ語初級1　[全][

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

前期A0400143

前期A0300073

前期A0300072

八 1W-213

八 02-114

高瀬 昇他

坪内 健他

オ)&対面]

情報]【D後半】[遠隔(

*物理学及び演習Ⅰ　[

オ)&対面]

情報]【D前半】[遠隔(

*物理学及び演習Ⅰ　[

1Q

1Q

A0200976

A0200975

A0200972 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 渡邉 夏輝他 Ⅰ　[情報]【ABC】[遠 情報]【A後半】[遠隔( A0200977 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 渡邉 夏輝他 八 02-264 A0400166 前期 フランス語初級1　[全 沼田 憲治 A0200837 1Q *微分及び演習　[情報 間庭 正明他

情報]【B前半】[遠隔( 隔(オ)&対面] オ)&対面] 情報]【E前半】[遠隔( ][遠隔(同)] ]【ABC】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] A1900884 1Q *線形代数学及び演習 長谷川 研二 八 02-313 A0200972 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 渡邉 夏輝他 八 02-264 オ)&対面] A0400167 前期 フランス語初級1　[全 内山 憲一 面]

A0200973 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 田坂 由貴他 Ⅰ　[情報]【ABC】[遠 他 情報]【B前半】[遠隔( A0200978 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 田坂 由貴他 八 15-204 ][遠隔(同)] A0200838 1Q *微分及び演習　[情報 田村 充司他

情報]【B後半】[遠隔( 隔(オ)&対面] オ)&対面] 情報]【E後半】[遠隔( A0500010 前期 English for Intercul 秋本 隆之 ]【ABC】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] A1900885 1Q *線形代数学及び演習 丹下 稜斗他 八 02-364 A0200973 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 田坂 由貴他 八 15-204 オ)&対面] tural Communication 面]

A0200974 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 今枝 佑輔他 Ⅰ　[情報]【ABC】[遠 情報]【B後半】[遠隔( A0200979 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 今枝 佑輔他 八 02-564 A　[全][遠隔(同)] A0200839 1Q *微分及び演習　[情報 椎名 貴久他

情報]【C前半】[遠隔( 隔(オ)&対面] オ)&対面] 情報]【F前半】[遠隔( A1800093 前期 ロシア語初級1　[全][ 岩崎 理恵 ]【ABC】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] A1900886 1Q *線形代数学及び演習 齋藤 正顕他 八 02-664 A0200974 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 今枝 佑輔他 八 02-564 オ)&対面] 遠隔(同)] 面]

A0200975 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 坪内 健他 Ⅰ　[情報]【ABC】[遠 情報]【C前半】[遠隔( A0201064 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 木村 久美子 八 1W-211 A1100683 1Q *化学及び演習Ⅰ　[情 徳永 健 八 02-164 A0200840 1Q *微分及び演習　[情報 鈴木 敏行他

情報]【D前半】[遠隔( 隔(オ)&対面] オ)&対面] 情報]【F後半】[遠隔( 他 報]【ABC】[遠隔(オ)& ]【DEF】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] A1900894 2Q *線形代数学及び演習 荒川 智匡他 八 02-114 A0201062 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 木村 久美子 八 1W-211 オ)&対面] 対面] 面]

A0200976 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 高瀬 昇他 Ⅱ　[情報]【ABC】[遠 情報]【C後半】[遠隔( 他 A0200993 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 坪内 健他 八 02-114 A0201194 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 田坂 由貴他 八 1E-106 A0200841 1Q *微分及び演習　[情報 陸名 雄一他

情報]【D後半】[遠隔( 隔(オ)&対面] オ)&対面] 情報]【D前半】[遠隔( 先進/工学/情報][遠隔 ]【DEF】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] A1900895 2Q *線形代数学及び演習 岸 俊晴他 八 02-214 A1100685 1Q *化学及び演習Ⅰ　[情 徳永 健 八 02-364 オ)&対面] (オ)&対面] 面]

A0200977 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 渡邉 夏輝他 Ⅱ　[情報]【ABC】[遠 報]【DEF】[遠隔(オ)& A0200994 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 高瀬 昇他 八 1W-213 A1100687 2Q *化学及び演習Ⅱ　[情 徳永 健他 八 02-364 A0200842 1Q *微分及び演習　[情報 田村 充司他

情報]【E前半】[遠隔( 隔(オ)&対面] 対面] 情報]【D後半】[遠隔( 報]【ABC】[遠隔(オ)& ]【DEF】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] A1900896 2Q *線形代数学及び演習 長谷川 研二 八 02-313 A0200988 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 坪内 健他 八 02-114 オ)&対面] 対面] 面]

A0200978 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 田坂 由貴他 Ⅱ　[情報]【ABC】[遠 他 情報]【A前半】[遠隔( A0200995 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 渡邉 夏輝他 八 02-264 A1100695 2Q 化学及び演習Ⅰ　[先 高見 知秀 八 1W-211 A0200843 1Q *微分及び演習　[情報 椎名 貴久他

情報]【E後半】[遠隔( 隔(オ)&対面] オ)&対面] 情報]【E前半】[遠隔( 進/工学/情報][遠隔( ]【DEF】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] A1900897 2Q *線形代数学及び演習 丹下 稜斗他 八 02-364 A0200989 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 高瀬 昇他 八 1S-209 オ)&対面] オ)&対面] 面]

A0200979 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 今枝 佑輔他 Ⅱ　[情報]【ABC】[遠 情報]【A後半】[遠隔( A0200996 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 田坂 由貴他 八 15-204 A0200302 後期 Basic English I　[全 萩原 輝 新 1001 A0200844 1Q *微分及び演習　[情報 菊田 伸他

情報]【F前半】[遠隔( 隔(オ)&対面] オ)&対面] 情報]【E後半】[遠隔( ](再)[ハイ] 八 1N-214 ]【DEF】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] A1900898 2Q *線形代数学及び演習 豊田 哲他 八 02-664 A0200990 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 渡邉 夏輝他 八 02-264 オ)&対面] A0300086 後期 中国語初級1　[全][遠 安 明姫 面]

A0201062 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 木村 久美子 Ⅱ　[情報]【ABC】[遠 情報]【B前半】[遠隔( A0200997 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 今枝 佑輔他 八 02-564 隔(同)] A1100296 1Q 工学院大スタディーズ 二上 武生他

情報]【C後半】[遠隔( 他 隔(オ)&対面] オ)&対面] 情報]【F前半】[遠隔( A0300087 後期 中国語初級1　[全][遠 山崎 文重 [情報][遠隔(オ)]

オ)&対面] A1100195 後期 教育心理学　[教職][ 安部 芳絵 八 1S-208 A0200991 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 田坂 由貴他 八 15-204 オ)&対面] 隔(同)] A0200847 2Q 微分及び演習　[先進/ 大井 周他

A0201064 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 木村 久美子 対面] 情報]【B後半】[遠隔( A0201065 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 木村 久美子 八 1W-211 A0400158 後期 ドイツ語初級1　[全][ 大野 雄三 情報][遠隔(オ)&対面]

情報]【F後半】[遠隔( 他 A0201054 3Q *物理学及び演習ⅢC 吉田 勝彦他 八 02-164 オ)&対面] 情報]【F後半】[遠隔( 他 遠隔(同)] A1100695 2Q 化学及び演習Ⅰ　[先 高見 知秀

オ)&対面] [情報]【DEF】[遠隔( A0200992 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 今枝 佑輔他 八 02-564 オ)&対面] A0400168 後期 フランス語初級1　[全 沼田 憲治 進/工学/情報][遠隔(

A1900882 1Q *線形代数学及び演習 荒川 智匡他 オ)&対面] 情報]【C前半】[遠隔( A0200637 3Q 物理学実験　[情報][ 渡部 隆史他 八 1W-329 ][遠隔(同)] オ)&対面]

Ⅰ　[情報]【ABC】[遠 A0201055 3Q *物理学及び演習ⅢC 高瀬 昇他 八 1W-212 オ)&対面] 連続][対面] A0400169 後期 フランス語初級1　[全 内山 憲一 A0200848 3Q 微分及び演習　[先進/ 齋藤 正顕他

隔(オ)&対面] [情報]【DEF】[遠隔( A0201063 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 木村 久美子 八 1W-211 ][遠隔(同)] 情報][遠隔(オ)&対面]

A1900883 1Q *線形代数学及び演習 岸 俊晴他 オ)&対面] 情報]【C後半】[遠隔( 他 A0500012 後期 English for Intercul 秋本 隆之 A1100694 3Q 化学及び演習Ⅱ　[先 徳永 健

Ⅰ　[情報]【ABC】[遠 A1900430 3Q 総合的な学習の時間の 内山 宗昭 オ)&対面] tural Communication 進/工学/情報][遠隔(

隔(オ)&対面] 理論と方法　[教職][ A1100688 2Q *化学及び演習Ⅱ　[情 徳永 健他 八 1W-111 B　[全][遠隔(同)] オ)&対面]

A1900884 1Q *線形代数学及び演習 長谷川 研二 遠隔(同)] 報]【DEF】[遠隔(オ)& A1800099 後期 ロシア語初級1　[全][ 岩崎 理恵 A0200849 4Q 微分及び演習　[先進/ 間庭 正明他

Ⅰ　[情報]【ABC】[遠 他 A1900906 3Q *線形代数学及び演習 鈴木 敏行他 八 1S-108 対面] 遠隔(同)] 情報][遠隔(オ)&対面]

隔(オ)&対面] Ⅲ　[情報]【ABC】[遠 A1100788 後期 教育心理学　[教職][ 安部 芳絵 八 02-364 A0200998 3Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 吉田 勝彦他 八 1E-203

A1900885 1Q *線形代数学及び演習 丹下 稜斗他 隔(オ)&対面] 対面] 先進/工学/情報][遠隔

Ⅰ　[情報]【ABC】[遠 A1900907 3Q *線形代数学及び演習 荒川 智匡他 八 1S-207 A0200637 3Q 物理学実験　[情報][ 渡部 隆史他 八 1W-329 (オ)&対面]

隔(オ)&対面] Ⅲ　[情報]【ABC】[遠 連続][対面] A1900964 3Q 積分及び演習　[先進/ 間庭 正明他 八 1E-106

A1900886 1Q *線形代数学及び演習 齋藤 正顕他 隔(オ)&対面] 情報][遠隔(オ)&対面]

Ⅰ　[情報]【ABC】[遠 A1900908 3Q *線形代数学及び演習 梅田 典晃他 八 1N-214 A0200818 4Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 吉田 勝彦他 八 1E-206

隔(オ)&対面] Ⅲ　[情報]【ABC】[遠 先進/工学/情報][遠隔

A1900888 1Q *線形代数学及び演習 鈴木 敏行他 隔(オ)&対面] (オ)&対面]

Ⅰ　[情報]【DEF】[遠 A1900909 3Q *線形代数学及び演習 多田 秀樹他 八 1N-216 A0200849 4Q 微分及び演習　[先進/ 間庭 正明他 八 1E-106

隔(オ)&対面] Ⅲ　[情報]【ABC】[遠 情報][遠隔(オ)&対面]

A1900889 1Q *線形代数学及び演習 菊田 伸他 隔(オ)&対面] A0200999 4Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 田坂 由貴他 八 1E-205

Ⅰ　[情報]【DEF】[遠 A0200817 4Q *物理学及び演習ⅢD 吉田 勝彦他 八 02-164 先進/工学/情報][遠隔

隔(オ)&対面] [情報]【DEF】[遠隔( (オ)&対面]

A1900890 1Q *線形代数学及び演習 椎名 貴久他 オ)&対面]

Ⅰ　[情報]【DEF】[遠 A1900918 4Q *線形代数学及び演習 鈴木 敏行他 八 1S-108

隔(オ)&対面] Ⅳ　[情報]【ABC】[遠

A1900891 1Q *線形代数学及び演習 豊田 哲他 隔(オ)&対面]

Ⅰ　[情報]【DEF】[遠 A1900919 4Q *線形代数学及び演習 荒川 智匡他 八 1S-207

隔(オ)&対面] Ⅳ　[情報]【ABC】[遠

A1900892 1Q *線形代数学及び演習 田村 充司他 隔(オ)&対面]

Ⅰ　[情報]【DEF】[遠 A1900920 4Q *線形代数学及び演習 梅田 典晃他 八 1N-214

隔(オ)&対面] Ⅳ　[情報]【ABC】[遠

A0200981 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他 隔(オ)&対面]

先進/工学/情報][遠隔 A1900921 4Q *線形代数学及び演習 多田 秀樹他 八 1N-216

(オ)&対面] Ⅳ　[情報]【ABC】[遠

A0200983 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他 隔(オ)&対面]

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0200985 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 田坂 由貴他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201192 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 高瀬 昇他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201193 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201194 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 田坂 由貴他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201195 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 五十嵐　朱夏

END



大学　情報学部　ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ科学科　1年
2      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

先進/工学/情報][遠隔 他

(オ)&対面]

A1900935 2Q 線形代数学及び演習Ⅰ 陸名 雄一他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A0200986 3Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201075 3Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 吉田 勝彦他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201144 3Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A1900937 3Q 線形代数学及び演習Ⅰ 陸名 雄一他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A0200818 4Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 吉田 勝彦他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0200987 4Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201104 4Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201145 4Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A1900938 4Q 線形代数学及び演習Ⅰ 国定　亮一他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

END



大学　情報学部　ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ科学科　1年
3      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0200988

A0200989

2Q

2Q
火

*物理学及び演習Ⅱ　[ 坪内 健他 八 02-164位野木 万里情報数学および演習11QA1000188 A1000188 1Q 情報数学および演習1 位野木 万里 八 02-164

情報]【A前半】[遠隔( [情報1年生][連続][ 他 八 02-264 [情報1年生][連続][ 他 八 02-264

オ)&対面] 対面] 八 15-204 対面] 八 15-204

*物理学及び演習Ⅱ　[ 高瀬 昇他 八 15-206 八 15-206

情報]【A後半】[遠隔( 八 1N-028 八 1N-028

オ)&対面] 八 1W-026 八 1W-026

陸名 雄一他

鈴木 敏行他

面]

]【ABC】[遠隔(オ)&対

*積分及び演習　[情報

面]

]【ABC】[遠隔(オ)&対

*積分及び演習　[情報

2Q

2Q

A1900954

A1900953

田　芳

閻　瑜

山崎 文重

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

前期A0300107

前期A0300105

前期A0300075

A0200990 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 渡邉 夏輝他 八 1W-111 八 1W-111 A0400144 前期 ドイツ語初級1　[全][ 柳 勝己 A1900955 2Q *積分及び演習　[情報 間庭 正明他

情報]【B前半】[遠隔( A1000195 2Q 情報数学および演習2 位野木 万里 八 15-204 A1000195 2Q 情報数学および演習2 位野木 万里 八 15-204 遠隔(同)] ]【ABC】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] [情報1年生][連続][ 他 八 15-206 [情報1年生][連続][ 他 八 15-206 A0400145 前期 ドイツ語初級1　[全][ 大野 雄三 面]

A0200991 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 田坂 由貴他 対面] 八 1N-028 対面] 八 1N-028 遠隔(同)] A1900956 2Q *積分及び演習　[情報 田村 充司他

情報]【B後半】[遠隔( 八 1W-026 八 1W-026 A0600046 前期 フランス語初級1　[全 沼田 憲治 ]【ABC】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] 八 1W-111 八 1W-111 ][遠隔(同)] 面]

A0200992 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 今枝 佑輔他 A1000271 2Q 情報数学および演習1 位野木 万里 八 02-164 A1000271 2Q 情報数学および演習1 位野木 万里 八 02-164 A0600047 前期 フランス語初級1　[全 内山 憲一 A1900957 2Q *積分及び演習　[情報 椎名 貴久他

情報]【C前半】[遠隔( [情報1年生](再)[連 他 八 02-264 [情報1年生](再)[連 他 八 02-264 ][遠隔(同)] ]【ABC】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] 続][対面] 続][対面] A1000180 前期 *情報学基礎論I　[情 三木 良雄 面]

A0200993 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 坪内 健他 A1000200 3Q 情報数学および演習1 大和 淳司他 八 1S-210 A1000200 3Q 情報数学および演習1 大和 淳司他 八 1S-210 報]【ABC】[遠隔(同)] A1900958 2Q *積分及び演習　[情報 鈴木 敏行他

情報]【D前半】[遠隔( [情報1年生](再)[連 [情報1年生](再)[連 A1000183 前期 *情報学基礎論I　[情 小林 亜樹 ]【DEF】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] 続][対面] 続][対面] 報]【DEF】[遠隔(同)] 面]

A0200994 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 高瀬 昇他 A1000202 3Q 情報数学および演習2 大和 淳司他 八 1E-106 A1000202 3Q 情報数学および演習2 大和 淳司他 八 1E-106 A1400007 前期 日本語中級I　[全][対 酒井 駿多 八 1N-214 A1900959 2Q *積分及び演習　[情報 陸名 雄一他

情報]【D後半】[遠隔( [情報1年生][連続][ 八 1N-215 [情報1年生][連続][ 八 1N-215 面] ]【DEF】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] 対面] 対面] A1800094 前期 ロシア語初級1　[全][ 大月 晶子 面]

A0200995 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 渡邉 夏輝他 A1000204 3Q 情報数学および演習3 渡邉 桂子 八 1N-216 A1000204 3Q 情報数学および演習3 渡邉 桂子 八 1N-216 遠隔(同)] A1900960 2Q *積分及び演習　[情報 田村 充司他

情報]【E前半】[遠隔( [情報1年生][連続][ [情報1年生][連続][ A0200981 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他 八 1N-028 ]【DEF】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] 対面] 対面] 先進/工学/情報][遠隔 面]

A0200996 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 田坂 由貴他 A1000205 3Q 情報数学および演習3 長嶋 祐二 八 1N-217 A1000205 3Q 情報数学および演習3 長嶋 祐二 八 1N-217 (オ)&対面] A1900961 2Q *積分及び演習　[情報 椎名 貴久他

情報]【E後半】[遠隔( [情報1年生][連続][ [情報1年生][連続][ A0200305 後期 Basic English I　[全 秋本 隆之 新 1001 ]【DEF】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] 対面] 対面] ](再)[ハイ] 八 1E-106 面]

A0200997 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 今枝 佑輔他 A1000206 3Q 情報数学および演習3 高橋 義典 八 1W-111 A1000206 3Q 情報数学および演習3 高橋 義典 八 1W-111 A0300088 後期 中国語初級1　[全][遠 田　芳 A1900962 2Q *積分及び演習　[情報 菊田 伸

情報]【F前半】[遠隔( [情報1年生][連続][ [情報1年生][連続][ 隔(同)] ]【DEF】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] 対面] 対面] A0300089 後期 中国語初級1　[全][遠 山崎 文重 面]

A0201063 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 木村 久美子 A1000207 4Q 情報数学および演習2 大和 淳司他 八 02-564 A1000207 4Q 情報数学および演習2 大和 淳司他 八 02-564 隔(同)] A1100692 3Q 化学及び演習Ⅱ　[先 高見 知秀

情報]【C後半】[遠隔( 他 [情報1年生][連続][ 八 1S-108 [情報1年生][連続][ 八 1S-108 A0300106 後期 中国語初級1　[全][遠 閻　瑜 進/工学/情報][遠隔(

オ)&対面] 対面] 八 1S-210 対面] 八 1S-210 隔(同)] オ)&対面]

A0201065 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 木村 久美子 A1000209 4Q 情報数学および演習4 渡邉 桂子 八 1N-216 A1000209 4Q 情報数学および演習4 渡邉 桂子 八 1N-216 A0400159 後期 ドイツ語初級1　[全][ 柳 勝己 A1900964 3Q 積分及び演習　[先進/ 間庭 正明他

情報]【F後半】[遠隔( 他 [情報1年生][連続][ [情報1年生][連続][ 遠隔(同)] 情報][遠隔(オ)&対面]

オ)&対面] 対面] 対面] A0400160 後期 ドイツ語初級1　[全][ 大野 雄三 A1900965 3Q 積分及び演習　[先進/ 齋藤 正顕他

A1900894 2Q *線形代数学及び演習 荒川 智匡他 A1000210 4Q 情報数学および演習4 長嶋 祐二 八 1N-217 A1000210 4Q 情報数学および演習4 長嶋 祐二 八 1N-217 遠隔(同)] 情報][遠隔(オ)&対面]

Ⅱ　[情報]【ABC】[遠 [情報1年生][連続][ [情報1年生][連続][ A0600057 後期 フランス語初級1　[全 内山 憲一 A1900966 4Q 積分及び演習　[先進/ 田村 充司他

隔(オ)&対面] 対面] 対面] ][遠隔(同)] 情報][遠隔(オ)&対面]

A1900895 2Q *線形代数学及び演習 岸 俊晴他 A1000211 4Q 情報数学および演習4 高木 悟 八 1W-212 A1000211 4Q 情報数学および演習4 高木 悟 八 1W-212 A0600064 後期 フランス語初級1　[全 沼田 憲治

Ⅱ　[情報]【ABC】[遠 [情報1年生][連続][ [情報1年生][連続][ ][遠隔(同)]

隔(オ)&対面] 対面] 対面] A1000184 後期 *情報学基礎論II　[情 木全 英明他 八 1N-028

A1900896 2Q *線形代数学及び演習 長谷川 研二 A1000212 4Q 情報数学および演習4 高橋 義典 八 1W-111 A1000212 4Q 情報数学および演習4 高橋 義典 八 1W-111 報]【AB】[対面]

Ⅱ　[情報]【ABC】[遠 他 [情報1年生][連続][ [情報1年生][連続][ A1000185 後期 *情報学基礎論II　[情 水野 修他 八 1N-029

隔(オ)&対面] 対面] 対面] 報]【CD】[対面]

A1900897 2Q *線形代数学及び演習 丹下 稜斗他 A1000186 後期 *情報学基礎論II　[情 浅野 太他 八 1W-026

Ⅱ　[情報]【ABC】[遠 報]【EF】[対面]

隔(オ)&対面] A1400008 後期 日本語中級II　[全][ 酒井 駿多 八 1N-216

A1900898 2Q *線形代数学及び演習 豊田 哲他 対面]

Ⅱ　[情報]【ABC】[遠 A1800100 後期 ロシア語初級1　[全][ 大月 晶子

隔(オ)&対面] 遠隔(同)]

A1900900 2Q *線形代数学及び演習 鈴木 敏行他 A0201000 3Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 田坂 由貴他 八 1S-207

Ⅱ　[情報]【DEF】[遠 先進/工学/情報][遠隔

隔(オ)&対面] (オ)&対面]

A1900901 2Q *線形代数学及び演習 菊田 伸他 A0201075 3Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 吉田 勝彦他 八 1E-203

Ⅱ　[情報]【DEF】[遠 先進/工学/情報][遠隔

隔(オ)&対面] (オ)&対面]

A1900902 2Q *線形代数学及び演習 椎名 貴久他 A0201001 4Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 田坂 由貴他 八 1S-207

Ⅱ　[情報]【DEF】[遠 先進/工学/情報][遠隔

隔(オ)&対面] (オ)&対面]

A1900903 2Q *線形代数学及び演習 豊田 哲他 A0201056 4Q 物理学及び演習ⅢC　[ 吉田 勝彦他 八 1E-202

Ⅱ　[情報]【DEF】[遠 A1/A2/情報][遠隔(オ)

隔(オ)&対面] &対面]

A1900904 2Q *線形代数学及び演習 田村 充司他 A1900966 4Q 積分及び演習　[先進/ 田村 充司他 八 02-264

Ⅱ　[情報]【DEF】[遠 情報][遠隔(オ)&対面]

隔(オ)&対面]

A0200867 3Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 高瀬 昇他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0200998 3Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 吉田 勝彦他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201000 3Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 田坂 由貴他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201002 3Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 今枝 佑輔他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A1900936 3Q 線形代数学及び演習Ⅱ 国定　亮一他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A0200999 4Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 田坂 由貴他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201001 4Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 田坂 由貴他

END



大学　情報学部　ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ科学科　1年
4      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A1900939 4Q 線形代数学及び演習Ⅱ 陸名 雄一他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

END



大学　情報学部　ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ科学科　1年
5      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A1900906

A1900907

3Q

3Q
水

*線形代数学及び演習 鈴木 敏行他 八 15-202鈴木 敏行他*線形代数学及び演習1QA1900888 A0200132 前期 *Basic Communication 今井 博啓 八 02-114

Ⅲ　[情報]【ABC】[遠 Ⅰ　[情報]【DEF】[遠 I　[情報]【ABC】[対

隔(オ)&対面] 隔(オ)&対面] 面]

*線形代数学及び演習 荒川 智匡他 A1900889 1Q *線形代数学及び演習 菊田 伸他 八 02-214 A0200133 前期 *Basic Communication 南波　慧 八 02-164

Ⅲ　[情報]【ABC】[遠 Ⅰ　[情報]【DEF】[遠 I　[情報]【ABC】[対

隔(オ)&対面] 隔(オ)&対面] 面]

間庭 正明他

陸名 雄一他

対面]

報]【ABC】[遠隔(オ)&

*偏微分及び演習　[情

対面]

報]【ABC】[遠隔(オ)&

*偏微分及び演習　[情

3Q

3Q

A0800063

A0800062

八 1E-206

八 1E-203

八 1E-202

三野 和惠

井上 真理

飯沼 好永

情報]【ABC】[対面]

*Basic English I　[

情報]【ABC】[対面]

*Basic English I　[

情報]【ABC】[対面]

*Basic English I　[

前期A0200225

前期A0200224

前期A0200223

八 02-164

八 02-114

塚田 浩幸

日吉 佑太

面]

I　[情報]【DEF】[対

*Basic Communication

面]

I　[情報]【DEF】[対

*Basic Communication

前期

前期

A0200128

A0200127

A1900908 3Q *線形代数学及び演習 梅田 典晃他 A1900890 1Q *線形代数学及び演習 椎名 貴久他 八 02-313 A0200134 前期 *Basic Communication 未定 八 02-214 A0200129 前期 *Basic Communication 田中 俊雄 八 02-214 A0200226 前期 *Basic English I　[ 田中 聡一郎 八 1N-215 A0800064 3Q *偏微分及び演習　[情 椎名 貴久他

Ⅲ　[情報]【ABC】[遠 Ⅰ　[情報]【DEF】[遠 I　[情報]【ABC】[対 I　[情報]【DEF】[対 情報]【ABC】[対面] 報]【ABC】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 隔(オ)&対面] 面] 面] A0200227 前期 *Basic English I　[ 塚田 浩幸 八 1S-108 対面]

A1900909 3Q *線形代数学及び演習 多田 秀樹他 A1900891 1Q *線形代数学及び演習 豊田 哲他 八 02-364 A0200135 前期 *Basic Communication プリチャード 八 02-264 A0200130 前期 *Basic Communication プリチャード 八 02-264 情報]【ABC】[対面] A0800065 3Q *偏微分及び演習　[情 熊ノ郷 直人

Ⅲ　[情報]【ABC】[遠 Ⅰ　[情報]【DEF】[遠 I　[情報]【ABC】[対 パトリック I　[情報]【DEF】[対 パトリック A0200873 前期 *Basic English I　[ ハウル ポー 八 1W-116 報]【ABC】[遠隔(オ)& 他

隔(オ)&対面] 隔(オ)&対面] 面] ノエル 面] ノエル 情報]【ABC】[対面] ル 対面]

A1900912 3Q *線形代数学及び演習 小林 康麿他 A1900892 1Q *線形代数学及び演習 田村 充司他 八 02-664 A0200136 前期 *Basic Communication 三野 和惠 八 02-313 A0200131 前期 *Basic Communication 三野 和惠 八 02-313 A0201184 前期 Basic English I　[全 南波　慧 新 1001 A0800066 3Q *偏微分及び演習　[情 齋藤 正顕他

Ⅲ　[情報]【DEF】[遠 Ⅰ　[情報]【DEF】[遠 I　[情報]【ABC】[対 I　[情報]【DEF】[対 ](再)[ハイ] 八 1S-107 報]【ABC】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 隔(オ)&対面] 面] 面] A0300076 前期 中国語初級1　[全][遠 川原 勝彦 対面]

A1900913 3Q *線形代数学及び演習 田村 充司他 A1900900 2Q *線形代数学及び演習 鈴木 敏行他 八 15-202 A0200890 前期 *Basic Communication 田中 聡一郎 八 02-364 A0200891 前期 *Basic Communication 未定 八 02-364 隔(同)] A0800068 3Q *偏微分及び演習　[情 陸名 雄一他

Ⅲ　[情報]【DEF】[遠 Ⅱ　[情報]【DEF】[遠 I　[情報]【ABC】[対 I　[情報]【DEF】[対 A0300108 前期 中国語初級1　[全][遠 閻　瑜 報]【DEF】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 隔(オ)&対面] 面] 面] 隔(同)] 対面]

A1900914 3Q *線形代数学及び演習 間庭 正明他 A1900901 2Q *線形代数学及び演習 菊田 伸他 八 02-214 A0200840 1Q *微分及び演習　[情報 鈴木 敏行他 八 1E-106 A0400239 前期 ドイツ語初級1　[全][ 本田 博之 A0400146 前期 ドイツ語初級1　[全][ 本田 博之 A0800069 3Q *偏微分及び演習　[情 間庭 正明他

Ⅲ　[情報]【DEF】[遠 Ⅱ　[情報]【DEF】[遠 ]【DEF】[遠隔(オ)&対 遠隔(同)] 遠隔(同)] 報]【DEF】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 隔(オ)&対面] 面] A0200835 1Q *微分及び演習　[情報 鈴木 敏行他 八 1E-106 A0500011 前期 English for Intercul 山田 朋美 対面]

A1900915 3Q *線形代数学及び演習 陸名 雄一他 A1900902 2Q *線形代数学及び演習 椎名 貴久他 八 02-313 A0200841 1Q *微分及び演習　[情報 陸名 雄一他 八 1W-212 ]【ABC】[遠隔(オ)&対 tural Communication A0800070 3Q *偏微分及び演習　[情 椎名 貴久他

Ⅲ　[情報]【DEF】[遠 Ⅱ　[情報]【DEF】[遠 ]【DEF】[遠隔(オ)&対 面] A　[全][遠隔(同)] 報]【DEF】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 隔(オ)&対面] 面] A0200836 1Q *微分及び演習　[情報 陸名 雄一他 八 1W-212 A0600048 前期 フランス語初級1　[全 内山 憲一 対面]

A1900903 2Q *線形代数学及び演習 豊田 哲他 八 02-364 A0200842 1Q *微分及び演習　[情報 田村 充司他 八 1S-107 ]【ABC】[遠隔(オ)&対 ][遠隔(同)] A0800071 3Q *偏微分及び演習　[情 田村 充司他

Ⅱ　[情報]【DEF】[遠 ]【DEF】[遠隔(オ)&対 面] A1800095 前期 ロシア語初級1　[全][ 粕谷 典子 報]【DEF】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 面] A0200837 1Q *微分及び演習　[情報 間庭 正明他 八 1N-215 遠隔(同)] 対面]

A1900904 2Q *線形代数学及び演習 田村 充司他 八 02-664 A0200843 1Q *微分及び演習　[情報 椎名 貴久他 八 15-204 ]【ABC】[遠隔(オ)&対 A0200983 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他 八 1N-029 A0800072 3Q *偏微分及び演習　[情 小林 康麿他

Ⅱ　[情報]【DEF】[遠 ]【DEF】[遠隔(オ)&対 面] 先進/工学/情報][遠隔 報]【DEF】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 面] A0200838 1Q *微分及び演習　[情報 田村 充司他 八 1S-107 (オ)&対面] 対面]

A0201144 3Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他 八 1S-108 A0200844 1Q *微分及び演習　[情報 菊田 伸他 八 15-202 ]【ABC】[遠隔(オ)&対 A1100689 2Q 化学及び演習Ⅰ　[先 桑村 直人 八 1W-211 A0800074 4Q 偏微分及び演習　[先 齋藤 正顕他

先進/工学/情報][遠隔 ]【DEF】[遠隔(オ)&対 面] 進/工学/情報][遠隔( 進/情報][遠隔(オ)&対

(オ)&対面] 面] A0200839 1Q *微分及び演習　[情報 椎名 貴久他 八 15-204 オ)&対面] 面]

A1900912 3Q *線形代数学及び演習 小林 康麿他 八 1W-027 A1900958 2Q *積分及び演習　[情報 鈴木 敏行他 八 1E-106 ]【ABC】[遠隔(オ)&対 A1900935 2Q 線形代数学及び演習Ⅰ 陸名 雄一他 八 1W-212 A1100696 4Q 化学及び演習Ⅱ　[先 桑村 直人

Ⅲ　[情報]【DEF】[遠 ]【DEF】[遠隔(オ)&対 面] [情報][遠隔(オ)&対 進/工学/情報][遠隔(

隔(オ)&対面] 面] A1900953 2Q *積分及び演習　[情報 鈴木 敏行他 八 1E-106 面] オ)&対面]

A1900913 3Q *線形代数学及び演習 田村 充司他 八 1W-111 A1900959 2Q *積分及び演習　[情報 陸名 雄一他 八 1W-212 ]【ABC】[遠隔(オ)&対 A0200274 後期 *Basic English II　[ 飯沼 好永 八 15-204

Ⅲ　[情報]【DEF】[遠 ]【DEF】[遠隔(オ)&対 面] 情報]【ABC】[対面]

隔(オ)&対面] 面] A1900954 2Q *積分及び演習　[情報 陸名 雄一他 八 1W-212 A0200275 後期 *Basic English II　[ 井上 真理 八 15-206

A1900914 3Q *線形代数学及び演習 間庭 正明他 八 1W-116 A1900960 2Q *積分及び演習　[情報 田村 充司他 八 1S-107 ]【ABC】[遠隔(オ)&対 情報]【ABC】[対面]

Ⅲ　[情報]【DEF】[遠 ]【DEF】[遠隔(オ)&対 面] A0200276 後期 *Basic English II　[ 三野 和惠 八 1E-106

隔(オ)&対面] 面] A1900955 2Q *積分及び演習　[情報 間庭 正明他 八 1N-215 情報]【ABC】[対面]

A1900915 3Q *線形代数学及び演習 陸名 雄一他 八 1W-211 A1900961 2Q *積分及び演習　[情報 椎名 貴久他 八 15-204 ]【ABC】[遠隔(オ)&対 A0200277 後期 *Basic English II　[ 田中 聡一郎 八 1N-401

Ⅲ　[情報]【DEF】[遠 ]【DEF】[遠隔(オ)&対 面] 情報]【ABC】[対面]

隔(オ)&対面] 面] A1900956 2Q *積分及び演習　[情報 田村 充司他 八 1S-107 A0200278 後期 *Basic English II　[ 塚田 浩幸 八 1W-027

A0201145 4Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他 八 1S-108 A1900962 2Q *積分及び演習　[情報 菊田 伸 八 15-202 ]【ABC】[遠隔(オ)&対 情報]【ABC】[対面]

先進/工学/情報][遠隔 ]【DEF】[遠隔(オ)&対 面] A0200682 後期 Basic English I　[全 今井 博啓 新 1001

(オ)&対面] 面] A1900957 2Q *積分及び演習　[情報 椎名 貴久他 八 15-204 ](再)[ハイ] 八 1W-116

A1900924 4Q *線形代数学及び演習 小林 康麿他 八 1W-027 A0200183 後期 *Basic Communication 今井 博啓 八 02-214 ]【ABC】[遠隔(オ)&対 A0200884 後期 *Basic English II　[ ハウル ポー 八 15-208

Ⅳ　[情報]【DEF】[遠 II　[情報]【ABC】[ 面] 情報]【ABC】[対面] ル

隔(オ)&対面] 対面] A0200178 後期 *Basic Communication 日吉 佑太 八 02-214 A0201189 後期 Basic English II　[ 南波　慧 新 1001

A1900925 4Q *線形代数学及び演習 田村 充司他 八 1W-111 A0200184 後期 *Basic Communication 南波　慧 八 02-114 II　[情報]【DEF】[ 全](再)[ハイ] 八 1W-211

Ⅳ　[情報]【DEF】[遠 II　[情報]【ABC】[ 対面] A0300090 後期 中国語初級1　[全][遠 川原 勝彦

隔(オ)&対面] 対面] A0200179 後期 *Basic Communication 塚田 浩幸 八 02-114 隔(同)]

A1900926 4Q *線形代数学及び演習 間庭 正明他 八 1W-116 A0200185 後期 *Basic Communication 未定 八 02-164 II　[情報]【DEF】[ A0300091 後期 中国語初級1　[全][遠 閻　瑜

Ⅳ　[情報]【DEF】[遠 II　[情報]【ABC】[ 対面] 隔(同)]

隔(オ)&対面] 対面] A0200180 後期 *Basic Communication 田中 俊雄 八 02-164 A0400161 後期 ドイツ語初級1　[全][ 本田 博之

A1900927 4Q *線形代数学及び演習 陸名 雄一他 八 1W-211 A0200186 後期 *Basic Communication プリチャード 八 02-364 II　[情報]【DEF】[ 遠隔(同)]

Ⅳ　[情報]【DEF】[遠 II　[情報]【ABC】[ パトリック 対面] A0500013 後期 English for Intercul 山田 朋美

隔(オ)&対面] 対面] ノエル A0200181 後期 *Basic Communication プリチャード 八 02-364 tural Communication

A0200187 後期 *Basic Communication 三野 和惠 八 02-264 II　[情報]【DEF】[ パトリック B　[全][遠隔(同)]

II　[情報]【ABC】[ 対面] ノエル A0600058 後期 フランス語初級1　[全 内山 憲一

対面] A0200182 後期 *Basic Communication 三野 和惠 八 02-264 ][遠隔(同)]

A0200899 後期 *Basic Communication 田中 聡一郎 八 02-313 II　[情報]【DEF】[ A1800101 後期 ロシア語初級1　[全][ 粕谷 典子

II　[情報]【ABC】[ 対面] 遠隔(同)]

対面] A0200900 後期 *Basic Communication 未定 八 02-313 A0200848 3Q 微分及び演習　[先進/ 齋藤 正顕他 八 1N-215

A0800068 3Q *偏微分及び演習　[情 陸名 雄一他 八 1W-213 II　[情報]【DEF】[ 情報][遠隔(オ)&対面]

報]【DEF】[遠隔(オ)& 対面] A0201002 3Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 今枝 佑輔他 八 1S-209

対面] A0400240 後期 ドイツ語初級1　[全][ 本田 博之 先進/工学/情報][遠隔

A0800069 3Q *偏微分及び演習　[情 間庭 正明他 八 1N-214 遠隔(同)] (オ)&対面]

報]【DEF】[遠隔(オ)& A0800062 3Q *偏微分及び演習　[情 陸名 雄一他 八 1W-213 A1100691 3Q 化学及び演習Ⅰ　[先 桑村 直人 八 1E-202

対面] 報]【ABC】[遠隔(オ)& 進/工学/情報][遠隔(

A0800070 3Q *偏微分及び演習　[情 椎名 貴久他 八 1S-208 対面] オ)&対面]

報]【DEF】[遠隔(オ)& A0800063 3Q *偏微分及び演習　[情 間庭 正明他 八 1N-214 A1100692 3Q 化学及び演習Ⅱ　[先 高見 知秀 八 1N-214

対面] 報]【ABC】[遠隔(オ)& 進/工学/情報][遠隔(

A0800071 3Q *偏微分及び演習　[情 田村 充司他 八 1W-212 対面] オ)&対面]

報]【DEF】[遠隔(オ)& A0800064 3Q *偏微分及び演習　[情 椎名 貴久他 八 1S-208 A1900937 3Q 線形代数学及び演習Ⅰ 陸名 雄一他 八 1W-213

対面] 報]【ABC】[遠隔(オ)& [情報][遠隔(オ)&対

A0800072 3Q *偏微分及び演習　[情 小林 康麿他 八 1S-209 対面] 面]

報]【DEF】[遠隔(オ)& A0800065 3Q *偏微分及び演習　[情 熊ノ郷 直人 八 1S-209 A0201057 4Q 物理学及び演習ⅢC　[ 吉田 勝彦他 八 1E-205

対面] 報]【ABC】[遠隔(オ)& 他 A1/A2/情報][遠隔(オ)

A1000259 4Q *重積分及び演習　[情 陸名 雄一他 八 1W-213 対面] &対面]

報]【DEF】[遠隔(オ)& A0800066 3Q *偏微分及び演習　[情 齋藤 正顕他 八 1N-215 A1100696 4Q 化学及び演習Ⅱ　[先 桑村 直人 八 1E-202

対面] 報]【ABC】[遠隔(オ)& 進/工学/情報][遠隔(

A1000260 4Q *重積分及び演習　[情 間庭 正明他 八 1N-214 対面] オ)&対面]

END



大学　情報学部　ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ科学科　1年
6      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

報]【DEF】[遠隔(オ)& A1000253 4Q *重積分及び演習　[情 陸名 雄一他 八 1W-213 A1900939 4Q 線形代数学及び演習Ⅱ 陸名 雄一他 八 1W-213

対面] 報]【ABC】[遠隔(オ)& [情報][遠隔(オ)&対

A1000261 4Q *重積分及び演習　[情 椎名 貴久他 八 1S-208 対面] 面]

報]【DEF】[遠隔(オ)& A1000254 4Q *重積分及び演習　[情 間庭 正明他 八 1N-214

対面] 報]【ABC】[遠隔(オ)&

A1000262 4Q *重積分及び演習　[情 田村 充司他 八 1W-212 対面]

報]【DEF】[遠隔(オ)& A1000255 4Q *重積分及び演習　[情 椎名 貴久他 八 1S-208

対面] 報]【ABC】[遠隔(オ)&

A1000263 4Q *重積分及び演習　[情 小林 康麿他 八 1S-209 対面]

報]【DEF】[遠隔(オ)& A1000256 4Q *重積分及び演習　[情 熊ノ郷 直人 八 1S-209

対面] 報]【ABC】[遠隔(オ)& 他

対面]

A1000257 4Q *重積分及び演習　[情 齋藤 正顕他 八 1N-215

報]【ABC】[遠隔(オ)&

対面]

END



大学　情報学部　ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ科学科　1年
7      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A1100687

A1100688

2Q

2Q
木

*化学及び演習Ⅱ　[情 徳永 健他 八 15-103淺野 裕俊*情報処理入門　[情報前期A1000093 A1600053 1Q *プログラミングおよ 保坂 修治 八 15-003

報]【ABC】[遠隔(オ)& ]【A】[対面] び演習1　[情報]【A】

対面] A1000094 前期 *情報処理入門　[情報 吉田 直人 八 15-105 [連続][対面]

*化学及び演習Ⅱ　[情 徳永 健他 ]【B】[対面] A1600054 1Q *プログラミングおよ 坂野 遼平 八 02-664

報]【DEF】[遠隔(オ)& A1000095 前期 *情報処理入門　[情報 坂野 遼平 八 15-001 び演習1　[情報]【B】

対面] ]【C】[対面] [連続][対面]

陸名 雄一他

桑村 直人

対面]

報]【ABC】[遠隔(オ)&

*重積分及び演習　[情

オ)&対面]

進/工学/情報][遠隔(

化学及び演習Ⅰ　[先

4Q

3Q

A1000253

A1100693

八 1N-401

新 1001

田　芳

川原 勝彦

日吉 佑太

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

](再)[ハイ]

Basic English I　[全

前期A0300103

前期A0300078

前期A0201185

八 02-664

八 15-003

坂野 遼平

保坂 修治

[連続][対面]

び演習1　[情報]【B】

*プログラミングおよ

[連続][対面]

び演習1　[情報]【A】

*プログラミングおよ

1Q

1Q

A1600054

A1600053

A1900918 4Q *線形代数学及び演習 鈴木 敏行他 A1000100 前期 *情報処理入門　[情報 京地 清介 八 02-364 A1600055 1Q *プログラミングおよ 張 ジョ 八 02-564 A1600055 1Q *プログラミングおよ 張 ジョ 八 02-564 A0400114 前期 道徳教育の理論と方法 内山 宗昭 A1000254 4Q *重積分及び演習　[情 間庭 正明他

Ⅳ　[情報]【ABC】[遠 ]【D】[対面] び演習1　[情報]【C】 び演習1　[情報]【C】 [教職][遠隔(同)] 報]【ABC】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] A1000103 前期 *情報処理入門　[情報 浅野 太 八 02-564 [連続][対面] [連続][対面] A0400147 前期 ドイツ語初級1　[全][ 柴田 教昭 対面]

A1900919 4Q *線形代数学及び演習 荒川 智匡他 ]【E】[対面] A1600056 1Q *プログラミングおよ 菅谷 奈津子 八 15-005 A1600056 1Q *プログラミングおよ 菅谷 奈津子 八 15-005 遠隔(同)] A1000255 4Q *重積分及び演習　[情 椎名 貴久他

Ⅳ　[情報]【ABC】[遠 A1000104 前期 *情報処理入門　[情報 三上 弾 八 02-664 び演習1　[情報]【D】 び演習1　[情報]【D】 A0400148 前期 ドイツ語初級1　[全][ 柳 勝己 報]【ABC】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] ]【F】[対面] [連続][対面] [連続][対面] 遠隔(同)] 対面]

A1900920 4Q *線形代数学及び演習 梅田 典晃他 A1800083 後期 *論理回路　[情報]【A 木全 英明他 新 1001 A1600057 1Q *プログラミングおよ 藤井 昭宏 八 15-103 A1600057 1Q *プログラミングおよ 藤井 昭宏 八 15-103 A0600049 前期 フランス語初級1　[全 山上 昌子 A1000256 4Q *重積分及び演習　[情 熊ノ郷 直人

Ⅳ　[情報]【ABC】[遠 B】[ハイ] 八 1W-026 び演習1　[情報]【E】 び演習1　[情報]【E】 ][遠隔(同)] 報]【ABC】[遠隔(オ)& 他

隔(オ)&対面] A1800084 後期 *論理回路　[情報]【C 藤川 真樹他 新 1001 [連続][対面] [連続][対面] A0600050 前期 フランス語初級1　[全 内山 憲一 対面]

A1900921 4Q *線形代数学及び演習 多田 秀樹他 D】[ハイ] 八 1W-026 A1600058 1Q *プログラミングおよ 川崎　敏治 八 15-105 A1600058 1Q *プログラミングおよ 川崎　敏治 八 15-105 ][遠隔(同)] A1000257 4Q *重積分及び演習　[情 齋藤 正顕他

Ⅳ　[情報]【ABC】[遠 A1800085 後期 *論理回路　[情報]【E 福田 一帆他 新 1001 び演習1　[情報]【F】 び演習1　[情報]【F】 A0900034 前期 Introduction to Engl 和田 朋子 報]【ABC】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] F】[ハイ] 八 1W-026 [連続][対面] [連続][対面] ish for Global Commu 対面]

A1900924 4Q *線形代数学及び演習 小林 康麿他 A1600059 2Q プログラミングおよび 藤井 昭宏 八 15-103 A1600059 2Q プログラミングおよび 藤井 昭宏 八 15-103 nication I　[全][遠 A1000259 4Q *重積分及び演習　[情 陸名 雄一他

Ⅳ　[情報]【DEF】[遠 演習1　[情報][連続][ 演習1　[情報][連続][ 隔(同)] 報]【DEF】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 対面] 対面] A1800096 前期 ロシア語初級1　[全][ 岩崎 理恵 対面]

A1900925 4Q *線形代数学及び演習 田村 充司他 A1600060 2Q プログラミングおよび 保坂 修治 八 15-003 A1600060 2Q プログラミングおよび 保坂 修治 八 15-003 遠隔(同)] A1000260 4Q *重積分及び演習　[情 間庭 正明他

Ⅳ　[情報]【DEF】[遠 演習2　[情報][連続][ 演習2　[情報][連続][ A0200847 2Q 微分及び演習　[先進/ 大井 周他 八 1W-116 報]【DEF】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 対面] 対面] 情報][遠隔(オ)&対面] 対面]

A1900926 4Q *線形代数学及び演習 間庭 正明他 A1600061 2Q プログラミングおよび 坂野 遼平 八 02-364 A1600061 2Q プログラミングおよび 坂野 遼平 八 02-364 A0201195 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 五十嵐　朱夏 八 1N-215 A1000261 4Q *重積分及び演習　[情 椎名 貴久他

Ⅳ　[情報]【DEF】[遠 演習2　[情報][連続][ 演習2　[情報][連続][ 先進/工学/情報][遠隔 他 報]【DEF】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 対面] 対面] (オ)&対面] 対面]

A1900927 4Q *線形代数学及び演習 陸名 雄一他 A1600062 2Q プログラミングおよび 張 ジョ 八 02-164 A1600062 2Q プログラミングおよび 張 ジョ 八 02-164 A0200729 後期 Basic English I　[全 今井 博啓 新 1001 A1000262 4Q *重積分及び演習　[情 田村 充司他

Ⅳ　[情報]【DEF】[遠 演習2　[情報][連続][ 演習2　[情報][連続][ ](再)[ハイ] 八 1W-211 報]【DEF】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 対面] 対面] A0201190 後期 Basic English II　[ 日吉 佑太 新 1001 対面]

A1600064 2Q プログラミングおよび 川崎　敏治 八 15-108 A1600064 2Q プログラミングおよび 川崎　敏治 八 15-108 全](再)[ハイ] 八 1N-214 A1000263 4Q *重積分及び演習　[情 小林 康麿他

演習2　[情報][連続][ 演習2　[情報][連続][ A0300092 後期 中国語初級1　[全][遠 川原 勝彦 報]【DEF】[遠隔(オ)&

対面] 対面] 隔(同)] 対面]

A1600101 2Q プログラミングおよび 菅谷 奈津子 八 15-005 A1600101 2Q プログラミングおよび 菅谷 奈津子 八 15-005 A0300104 後期 中国語初級1　[全][遠 田　芳 A1100697 4Q 化学及び演習Ⅰ　[先 高見 知秀

演習1　[情報][連続][ 演習1　[情報][連続][ 隔(同)] 進/工学/情報][遠隔(

対面] 対面] A0400115 後期 道徳教育の理論と方法 内山 宗昭 オ)&対面]

A1600063 3Q プログラミングおよび 保坂 修治 八 15-105 A1600063 3Q プログラミングおよび 保坂 修治 八 15-105 [教職][遠隔(同)] A1600067 4Q プログラミングおよび 雨車 和憲

演習2　[情報][連続][ 演習2　[情報][連続][ A0400162 後期 ドイツ語初級1　[全][ 柴田 教昭 演習2　[情報][連続][

対面] 対面] 遠隔(同)] 遠隔(オ)]

A1600065 3Q プログラミングおよび 雨車 和憲 八 02-564 A1600065 3Q プログラミングおよび 雨車 和憲 八 02-564 A0400163 後期 ドイツ語初級1　[全][ 柳 勝己

演習2　[情報][連続][ 演習2　[情報][連続][ 遠隔(同)]

対面] 対面] A0600059 後期 フランス語初級1　[全 山上 昌子

A1600066 3Q プログラミングおよび 三上 弾 八 15-103 A1600066 3Q プログラミングおよび 三上 弾 八 15-103 ][遠隔(同)]

演習2　[情報][連続][ 演習2　[情報][連続][ A0600060 後期 フランス語初級1　[全 内山 憲一

対面] 対面] ][遠隔(同)]

A1600069 3Q プログラミングおよび 淺野 裕俊 新 1001 A1600069 3Q プログラミングおよび 淺野 裕俊 新 1001 A0900035 後期 Introduction to Engl 和田 朋子

演習3　[情報][連続][ 八 1W-026 演習3　[情報][連続][ 八 1W-026 ish for Global Com.

ハイ] ハイ] Ⅱ　[全][遠隔(同)]

A1600068 4Q プログラミングおよび 保坂 修治 八 15-103 A1600068 4Q プログラミングおよび 保坂 修治 八 15-103 A1800102 後期 ロシア語初級1　[全][ 岩崎 理恵

演習3　[情報][連続][ 演習3　[情報][連続][ 遠隔(同)]

対面] 対面] A0200867 3Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 高瀬 昇他 八 1S-208

A1600072 4Q プログラミングおよび 雨車 和憲 八 02-564 A1600072 4Q プログラミングおよび 雨車 和憲 八 02-564 先進/工学/情報][遠隔

演習3　[情報][連続][ 演習3　[情報][連続][ (オ)&対面]

対面] 対面] A1900936 3Q 線形代数学及び演習Ⅱ 国定　亮一他 八 1E-106

A1600073 4Q プログラミングおよび 淺野 裕俊 八 02-364 A1600073 4Q プログラミングおよび 淺野 裕俊 八 02-364 [情報][遠隔(オ)&対

演習3　[情報][連続][ 演習3　[情報][連続][ 面]

対面] 対面] A1900965 3Q 積分及び演習　[先進/ 齋藤 正顕他 八 1W-116

A1600077 4Q プログラミングおよび 三上 弾 新 1001 A1600077 4Q プログラミングおよび 三上 弾 新 1001 情報][遠隔(オ)&対面]

演習4　[情報][連続][ 八 1W-026 演習4　[情報][連続][ 八 1W-026 A0201058 4Q 物理学及び演習ⅢC　[ 田坂 由貴他 八 1E-203

ハイ] ハイ] A1/A2/情報][遠隔(オ)

A1100707 通年 教育原論　[教職][遠 内山 宗昭 &対面]

隔(同)] A0201104 4Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他 八 1S-207

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0800074 4Q 偏微分及び演習　[先 齋藤 正顕他 八 1W-116

進/情報][遠隔(オ)&対

面]

A1900938 4Q 線形代数学及び演習Ⅰ 国定　亮一他 八 1E-106

[情報][遠隔(オ)&対

面]

END



大学　情報学部　ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ科学科　1年
8      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0201052

A0201053

3Q

3Q
金

*物理学及び演習ⅢC 高瀬 昇他 八 15-202松井 領明*Basic English I　[前期A0200246 A1000041 前期 *情報ロジカルライテ 勝田 由美 八 02-364

[情報]【ABC】[遠隔( 情報]【DEF】[対面] ィングI　[情報]【DEF

オ)&対面] A0200247 前期 *Basic English I　[ 原　将吾 八 15-204 】[対面]

*物理学及び演習ⅢC 吉村 季織他 情報]【DEF】[対面] A1000042 前期 *情報ロジカルライテ 梅津 紀雄 八 02-164

[情報]【ABC】[遠隔( A0200248 前期 *Basic English I　[ 佐々木 恭介 八 15-206 ィングI　[情報]【DEF

オ)&対面] 情報]【DEF】[対面] 】[対面]

桑村 直人

徳永 健

オ)&対面]

進/工学/情報][遠隔(

化学及び演習Ⅱ　[先

オ)&対面]

進/工学/情報][遠隔(

化学及び演習Ⅰ　[先

4Q

2Q

A1100698

A1100690

八 1N-215

新 1001

八 1W-213

新 1001

安 明姫

野口 大斗

田村 幸恵

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

全](再)[ハイ]

Basic English II　[

](再)[ハイ]

Basic English I　[全

前期A0300079

前期A0201188

前期A0201186

八 02-164

八 1N-214

梅津 紀雄

古川 哲

】[対面]

ィングI　[情報]【ABC

*情報ロジカルライテ

】[対面]

ィングI　[情報]【ABC

*情報ロジカルライテ

前期

前期

A1000038

A1000037

A0201054 3Q *物理学及び演習ⅢC 吉田 勝彦他 A0200249 前期 *Basic English I　[ 萩原 さがみ 八 1S-108 A1000043 前期 *情報ロジカルライテ 古川 哲 八 1N-214 A1000039 前期 *情報ロジカルライテ 黒川 悠輔 八 02-264 A0300109 前期 中国語初級1　[全][遠 田　芳

[情報]【DEF】[遠隔( 情報]【DEF】[対面] ィングI　[情報]【DEF ィングI　[情報]【ABC 隔(同)]

オ)&対面] A0200250 前期 *Basic English I　[ 和田 朋子 八 02-164 】[対面] 】[対面] A0400149 前期 ドイツ語初級1　[全][ 大野 雄三

A0201055 3Q *物理学及び演習ⅢC 高瀬 昇他 情報]【DEF】[対面] A1000044 前期 *情報ロジカルライテ 黒川 悠輔 八 02-264 A1000040 前期 *情報ロジカルライテ 勝田 由美 八 02-364 遠隔(同)]

[情報]【DEF】[遠隔( A0200874 前期 *Basic English I　[ 田中 俊雄 八 02-264 ィングI　[情報]【DEF ィングI　[情報]【ABC A0600051 前期 フランス語初級1　[全 内山 憲一

オ)&対面] 情報]【DEF】[対面] 】[対面] 】[対面] ][遠隔(同)]

A0201056 4Q 物理学及び演習ⅢC　[ 吉田 勝彦他 A0200297 後期 *Basic English II　[ 松井 領明 八 1E-201 A1900513 前期 *身体･運動科学演習I 中村 みづき 八 MT-105 A1900546 前期 *身体･運動科学演習I 中村 みづき 八 MT-105 A0200985 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 田坂 由貴他 八 1W-212

A1/A2/情報][遠隔(オ) 情報]【DEF】[対面] [情報]【ABC】[サッ [情報]【DEF】[サッ 先進/工学/情報][遠隔

&対面] A0200298 後期 *Basic English II　[ 原　将吾 八 1E-202 カー][対面] カー][対面] (オ)&対面]

A0201057 4Q 物理学及び演習ⅢC　[ 吉田 勝彦他 情報]【DEF】[対面] A1900514 前期 *身体･運動科学演習I 望月 康司 八 MT-105 A1900547 前期 *身体･運動科学演習I 望月 康司 八 MT-105 A0201192 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 高瀬 昇他 八 1E-106

A1/A2/情報][遠隔(オ) A0200299 後期 *Basic English II　[ 佐々木 恭介 八 1E-203 [情報]【ABC】[バド [情報]【DEF】[バド 先進/工学/情報][遠隔

&対面] 情報]【DEF】[対面] ミントン][対面] ミントン][対面] (オ)&対面]

A0201058 4Q 物理学及び演習ⅢC　[ 田坂 由貴他 A0200300 後期 *Basic English II　[ 萩原 さがみ 八 1E-205 A1900515 前期 *身体･運動科学演習I 白滝　聡 八 MT-105 A1900548 前期 *身体･運動科学演習I 白滝　聡 八 MT-105 A0201193 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他 八 1N-214

A1/A2/情報][遠隔(オ) 情報]【DEF】[対面] [情報]【ABC】[ソフ [情報]【DEF】[ソフ 先進/工学/情報][遠隔

&対面] A0200301 後期 *Basic English II　[ 和田 朋子 八 1E-206 トボール][対面] トボール][対面] (オ)&対面]

情報]【DEF】[対面] A1900516 前期 *身体･運動科学演習I 数馬 広二 八 MT-105 A1900549 前期 *身体･運動科学演習I 数馬 広二 八 MT-105 A1100690 2Q 化学及び演習Ⅰ　[先 徳永 健 八 1N-335

A0200885 後期 *Basic English II　[ 田中 俊雄 八 1S-108 [情報]【ABC】[剣道 [情報]【DEF】[卓球 進/工学/情報][遠隔(

情報]【DEF】[対面] ][対面] ][対面] オ)&対面]

A0201052 3Q *物理学及び演習ⅢC 高瀬 昇他 八 1W-211 A1900517 前期 *身体･運動科学演習I 土肥 啓一郎 八 MT-105 A1900551 前期 *身体･運動科学演習I 土肥 啓一郎 八 MT-105 A0201187 後期 Basic English I　[全 野口 大斗 新 1001

[情報]【ABC】[遠隔( [情報]【ABC】[ハン [情報]【DEF】[ハン ](再)[ハイ] 八 1N-215

オ)&対面] ドボール][対面] ドボール][対面] A0201191 後期 Basic English II　[ 田村 幸恵 新 1001

A0201053 3Q *物理学及び演習ⅢC 吉村 季織他 八 1W-212 A1900545 前期 *身体･運動科学演習I 武田 典子 八 MT-105 A1900552 前期 *身体･運動科学演習I 武田 典子 八 MT-105 全](再)[ハイ] 八 1W-027

[情報]【ABC】[遠隔( [情報]【ABC】[卓球 [情報]【DEF】[ウォ A0300093 後期 中国語初級1　[全][遠 安 明姫

オ)&対面] ][対面] ーキング][対面] 隔(同)]

A0200816 4Q *物理学及び演習ⅢD 高瀬 昇他 八 1W-211 A1000049 後期 *情報ロジカルライテ 梅津 紀雄 八 02-164 A1000045 後期 *情報ロジカルライテ 勝田 由美 八 02-264 A0300094 後期 中国語初級1　[全][遠 田　芳

[情報]【ABC】[遠隔( ィングII　[情報]【DE ィングII　[情報]【AB 隔(同)]

オ)&対面] F】[対面] C】[対面] A0400164 後期 ドイツ語初級1　[全][ 大野 雄三

A1000050 後期 *情報ロジカルライテ 勝田 由美 八 02-264 A1000046 後期 *情報ロジカルライテ 梅津 紀雄 八 02-164 遠隔(同)]

ィングII　[情報]【DE ィングII　[情報]【AB A0600061 後期 フランス語初級1　[全 内山 憲一

F】[対面] C】[対面] ][遠隔(同)]

A1000051 後期 *情報ロジカルライテ 黒川 悠輔 八 1W-212 A1000047 後期 *情報ロジカルライテ 黒川 悠輔 八 1W-212 A0200986 3Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他 八 1S-107

ィングII　[情報]【DE ィングII　[情報]【AB 先進/工学/情報][遠隔

F】[対面] C】[対面] (オ)&対面]

A1000052 後期 *情報ロジカルライテ 古川 哲 八 1W-213 A1000048 後期 *情報ロジカルライテ 古川 哲 八 1W-213 A1100693 3Q 化学及び演習Ⅰ　[先 桑村 直人 八 1E-106

ィングII　[情報]【DE ィングII　[情報]【AB 進/工学/情報][遠隔(

F】[対面] C】[対面] オ)&対面]

A1900669 後期 *身体･運動科学演習II 白滝　聡 八 MT-105 A1900798 後期 *身体･運動科学演習II 白滝　聡 八 MT-105 A1100694 3Q 化学及び演習Ⅱ　[先 徳永 健 八 1N-401

[情報]【ABC】[ソフ [情報]【DEF】[ソフ 進/工学/情報][遠隔(

トボール][対面] トボール][対面] オ)&対面]

A1900674 後期 *身体･運動科学演習II 坂下 博之 八 MT-105 A1900799 後期 *身体･運動科学演習II 坂下 博之 八 MT-105 A0200987 4Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他 八 1S-107

[情報]【ABC】[サッ [情報]【DEF】[サッ 先進/工学/情報][遠隔

カー][対面] カー][対面] (オ)&対面]

A1900793 後期 *身体･運動科学演習II 望月 康司 八 MT-105 A1901174 後期 *身体･運動科学演習II 望月 康司 八 MT-105 A1100697 4Q 化学及び演習Ⅰ　[先 高見 知秀 八 1N-401

[情報]【ABC】[卓球 [情報]【DEF】[卓球 進/工学/情報][遠隔(

][対面] ][対面] オ)&対面]

A1900794 後期 *身体･運動科学演習II 数馬 広二 八 MT-105 A1901175 後期 *身体･運動科学演習II 数馬 広二 八 MT-105 A1100698 4Q 化学及び演習Ⅱ　[先 桑村 直人 八 1S-207

[情報]【ABC】[剣道 [情報]【DEF】[剣道 進/工学/情報][遠隔(

][対面] ][対面] オ)&対面]

A1900795 後期 *身体･運動科学演習II 土肥 啓一郎 八 MT-105 A1901176 後期 *身体･運動科学演習II 土肥 啓一郎 八 MT-105

[情報]【ABC】[バス [情報]【DEF】[バス

ケットボール][対面] ケットボール][対面]

A1900797 後期 *身体･運動科学演習II 高橋　和孝 八 MT-105 A1901177 後期 *身体･運動科学演習II 高橋　和孝 八 MT-105

[情報]【ABC】[テニ [情報]【DEF】[テニ

ス][対面] ス][対面]

END



大学　情報学部　ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ科学科　1年
9      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0200816

A0200817

4Q

4Q
土

*物理学及び演習ⅢD 高瀬 昇他 植松 希久磨中国語初級1　[全][遠前期A0300081 A0300082 前期 中国語初級1　[全][遠 川原 勝彦

[情報]【ABC】[遠隔( 隔(同)] 隔(同)]

オ)&対面] A0400150 前期 ドイツ語初級1　[全][ 柳 勝己 A0300083 前期 中国語初級1　[全][遠 安 明姫

*物理学及び演習ⅢD 吉田 勝彦他 遠隔(同)] 隔(同)]

[情報]【DEF】[遠隔( A0400151 前期 ドイツ語初級1　[全][ 大野 雄三 A0400152 前期 ドイツ語初級1　[全][ 柳 勝己

オ)&対面] 遠隔(同)] 遠隔(同)]

桑村 直人

桑村 直人

オ)&対面]

進/工学/情報][遠隔(

化学及び演習Ⅰ　[先

オ)&対面]

進/工学/情報][遠隔(

化学及び演習Ⅰ　[先

3Q

2Q

A1100691

A1100689

山上 昌子

柴田 教昭

安 明姫

][遠隔(同)]

フランス語初級1　[全

遠隔(同)]

ドイツ語初級1　[全][

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

前期A0600056

前期A0400156

前期A0300068

柳 勝己

安 明姫

川原 勝彦

遠隔(同)]

ドイツ語初級1　[全][

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

前期

前期

前期

A0400154

A0300085

A0300084

A0600052 前期 フランス語初級1　[全 谷口 清彦 A0400153 前期 ドイツ語初級1　[全][ 柴田 教昭 A0400155 前期 ドイツ語初級1　[全][ 柴田 教昭 A0400175 後期 ドイツ語初級1　[全][ 柴田 教昭

][遠隔(同)] 遠隔(同)] 遠隔(同)] 遠隔(同)]

A0900026 前期 Introduction to Engl 和田 朋子 A0600053 前期 フランス語初級1　[全 谷口 清彦 A0600054 前期 フランス語初級1　[全 谷口 清彦 A0600067 後期 フランス語初級1　[全 山上 昌子

ish for Global Commu ][遠隔(同)] ][遠隔(同)] ][遠隔(同)]

nication I　[全][遠 A0300096 後期 中国語初級1　[全][遠 川原 勝彦 A0600055 前期 フランス語初級1　[全 山上 昌子

隔(同)] 隔(同)] ][遠隔(同)]

A1800098 前期 ロシア語初級1　[全][ 大月 晶子 A0300097 後期 中国語初級1　[全][遠 安 明姫 A1900048 前期 社会教育　[教職･学芸 片岡 了

遠隔(同)] 隔(同)] 員][遠隔(同)]

A0300095 後期 中国語初級1　[全][遠 植松 希久磨 A0400171 後期 ドイツ語初級1　[全][ 柳 勝己 A0300098 後期 中国語初級1　[全][遠 川原 勝彦

隔(同)] 遠隔(同)] 隔(同)]

A0400165 後期 ドイツ語初級1　[全][ 柳 勝己 A0400172 後期 ドイツ語初級1　[全][ 柴田 教昭 A0300099 後期 中国語初級1　[全][遠 安 明姫

遠隔(同)] 遠隔(同)] 隔(同)]

A0400170 後期 ドイツ語初級1　[全][ 大野 雄三 A0600063 後期 フランス語初級1　[全 谷口 清彦 A0400173 後期 ドイツ語初級1　[全][ 柳 勝己

遠隔(同)] ][遠隔(同)] 遠隔(同)]

A0600062 後期 フランス語初級1　[全 谷口 清彦 A0400174 後期 ドイツ語初級1　[全][ 柴田 教昭

][遠隔(同)] 遠隔(同)]

A0900027 後期 Introduction to Engl 和田 朋子 A0600065 後期 フランス語初級1　[全 谷口 清彦

ish for Global Com. ][遠隔(同)]

Ⅱ　[全][遠隔(同)] A0600066 後期 フランス語初級1　[全 山上 昌子

A1800104 後期 ロシア語初級1　[全][ 大月 晶子 ][遠隔(同)]

遠隔(同)]

END

集中・実習

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0300024 集中 中国語集中講座A　[個 未定 A0300102 集中 中国語集中講座B　[個 未定 A0400128 集中 道徳教育の理論と方法 浜野 兼一 集中 English for Global C 和田 朋子 A0500015 集中 English for Global C 和田 朋子 A0700036 集中 現代教職論　[教職][ 安部 芳絵 新 A-1161新 A-0865 A0500014

別登録不可:グ][開講 別登録不可:グ][開講 ommunication A　[個 ommunication B　[個 対面][教職][対面]

未定] 未定] 別登録不可:グ][全][ 別登録不可:グ][全][

遠隔(同)] 遠隔(同)]

A0800039 集中 博物館概論　[学芸員] 原 眞麻子 新 A-0862 A0800040 集中 博物館教育論　[学芸 原 眞麻子 新 A-0765 A0800045 集中 博物館情報･メディア 磯崎 咲美 集中 Int.Eng.Course　[個 山田 朋美 A0900017 集中 インターンシップA　[ 二上 武生 A0900018 集中 インターンシップB　[ 二上 武生新 A-0765 A0900002

[対面] 員][対面] 別登録不可:グ][春期H 個別登録不可:教][全] 個別登録不可:教][全]論　[学芸員][対面]

B留学][対面]

A0900020 集中 Int.Eng.Course　[個 山田 朋美 A0900030 集中 Int.Eng.Course　[個 未定 A1100492 集中 教育課程論　[教職][ 丸山 剛史 集中 教育心理学　[教職][ 岩田 泉 A1100727 集中 教育原論　[教職][遠 内山 宗昭 A1900435 集中 社会教育　[教職･学芸 片岡 了A1100653

別登録不可:グ][ネバ 別登録不可:グ][NZ語 遠隔(同)] 隔(同)] 員][遠隔(同)]遠隔(同)]

ダ大学][遠隔] 学研修]

A2000044 集中 特別なニーズ教育入門 尾高 進 新 B-0663

[教職][対面]

END



大学　情報学部　ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ科学科　2年
     2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0200650

A0800035

前期

前期

前期

月

文学A　[全][遠隔(オ) 内山 憲一

A0700011

八 1N-028田中 輝雄他データ構造とアルゴリ前期A0400229 A0400229 前期 データ構造とアルゴリ 田中 輝雄他 八 1N-028

] ズム及び演習　[情報] 八 1N-029 ズム及び演習　[情報] 八 1N-029

芸術学A　[全][遠隔( 吉田 司雄 [連続][対面] 八 1N-214 [連続][対面] 八 1N-214

オ)] 八 1N-217 八 1N-217

法学A(日本国憲法1単 井上 知樹 八 1N-335 八 1N-335

位を含む)　[全][遠隔 A1901259 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 齋藤 正顕他 八 02-664 A0201170 1Q 微分及び演習　[情報] 齋藤 正顕他 八 15-206

田村 充司他

荒川 智匡他

齋藤 正顕他

(再)[遠隔(オ)&対面]

微分及び演習　[情報]

(再)[遠隔(オ)&対面]

微分及び演習　[情報]

(再)[遠隔(オ)&対面]

微分及び演習　[情報]

1Q

1Q

1Q

A0201174

A0201172

A0201170

八 02-564

八 1W-116

新 1001

八 1W-027

新 1001

今枝 佑輔他

萩原 輝

田中 智子

先進/工学/情報][遠隔

物理学及び演習Ⅱ　[

全](再)[ハイ]

Basic English II　[

](再)[ハイ]

Basic English I　[全

1QA0201117

前期A0200254

前期A0200252

八 1N-401

八 1W-026

荒川 智匡他

矢崎 敬人

浅野 太

(再)[遠隔(オ)&対面]

微分及び演習　[情報]

対面]

確率･統計I　[情報][

遠隔(同)]

確率･統計I　[情報][

1Q

前期

前期

A0201172

A1100375

A1100374

(オ)] [情報](再)[遠隔(オ (再)[遠隔(オ)&対面] A1901267 2Q 積分及び演習　[情報] 荒川 智匡他 八 1N-401 (オ)&対面] A0201176 1Q 微分及び演習　[情報] 田村 充司他

A1100097 前期 科学論A　[全][遠隔( 林 真理 )&対面] A1901265 2Q 積分及び演習　[情報] 豊田 哲他 八 15-206 (再)[遠隔(オ)&対面] A1600093 1Q プログラミングおよび 浅野 太 (再)[遠隔(オ)&対面]

オ)] A1901261 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 豊田 哲他 八 02-664 (再)[遠隔(オ)&対面] A1900432 後期 数値計算法概論　[J1] 藤井 昭宏 八 02-164 演習3　[情報][連続][ A0201178 1Q 微分及び演習　[情報] 梅田 典晃他

A1100209 前期 経営学A　[全][遠隔( 脇 みどり [情報](再)[遠隔(オ A1100544 後期 基本ソフトウェア論 十山 圭介 八 02-164 [対面] 遠隔(同)&遠隔(オ)] (再)[遠隔(オ)&対面]

オ)] )&対面] [J1][対面] A0800087 3Q 偏微分及び演習　[情 荒川 智匡他 八 1N-214 A1600095 1Q プログラミングおよび 前山 和喜 A0201180 1Q 微分及び演習　[情報] 大井 周他

A1800078 前期 歴史学A　[全][遠隔( 塚本 剛 A1900064 後期 信号処理演習　[J1][ 中島 弘史 八 15-108 A0800085 3Q 偏微分及び演習　[情 丹下 稜斗他 八 1N-217 報](再)[遠隔(オ)&対 演習4　[情報][連続][ (再)[遠隔(オ)&対面]

オ)] 対面] 報](再)[遠隔(オ)&対 面] 遠隔(同)&遠隔(オ)] A1600093 1Q プログラミングおよび 浅野 太

A1900051 前期 社会思想A　[全][遠隔 木下 ちがや A1901314 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 荒川 智匡他 八 1S-207 面] A1000287 4Q 重積分及び演習　[情 荒川 智匡他 八 1N-214 A1901250 1Q 積分及び演習　[先進/ 間庭 正明他 八 15-202 演習3　[情報][連続][

(オ)] [J1][遠隔(オ)&対面 A1000285 4Q 重積分及び演習　[情 丹下 稜斗他 八 1N-217 報](再)[遠隔(オ)&対 情報][遠隔(オ)&対面] 遠隔(同)&遠隔(オ)]

A1900055 前期 宗教学A　[全][遠隔( 田口 博子 ] 報](再)[遠隔(オ)&対 面] A0800083 2Q 偏微分及び演習　[先 間庭 正明他 八 15-202 A1600095 1Q プログラミングおよび 前山 和喜

オ)] A1901334 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 荒川 智匡他 八 1S-207 面] 進/情報][遠隔(オ)&対 演習4　[情報][連続][

A1900107 前期 政治学A　[全][遠隔( 小野 一 [J1][遠隔(オ)&対面 面] 遠隔(同)&遠隔(オ)]

オ)] ] A1600097 2Q プログラミングおよび 前山 和喜 A1600097 2Q プログラミングおよび 前山 和喜

A1901192 前期 社会学A　[全][遠隔( 勝田 由美 演習4　[情報][連続][ 演習4　[情報][連続][

オ)] 遠隔(同)&遠隔(オ)] 遠隔(同)&遠隔(オ)]

A2000015 前期 哲学A　[全][遠隔(オ) 草野 章 A0200306 後期 Basic English II　[ 田中 智子 新 1001 A1100019 後期 コンピュータ科学序論 浅野 太他

] 全](再)[ハイ] 八 1N-215 [J1][遠隔(オ)]

A0201116 1Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 田坂 由貴他 A1500061 後期 音響工学基礎　[J1][ 中島 弘史 八 02-564

先進/工学/情報][遠隔 対面]

(オ)&対面]

A1901259 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 齋藤 正顕他

[情報](再)[遠隔(オ

)&対面]

A1901302 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 高木 悟他

[情報](再)[遠隔(オ

)&対面]

A1901303 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 梅田 典晃他

[情報](再)[遠隔(オ

)&対面]

A1901304 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 小林 康麿他

[情報](再)[遠隔(オ

)&対面]

A1901305 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 小林 康麿他

[情報](再)[遠隔(オ

)&対面]

A1901306 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 小林 康麿他

[情報](再)[遠隔(オ

)&対面]

A1901377 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 森澤 貴之

[情報](再)[遠隔(オ

)&対面]

A0700017 後期 芸術学B　[全][遠隔( 吉田 司雄

オ)]

A0800037 後期 法学B(日本国憲法1単 井上 知樹

位を含む)　[全][遠隔

(オ)]

A1100213 後期 経営学B　[全][遠隔( 脇 みどり

オ)]

A1400013 後期 日本国憲法　[全][遠 辛嶋 了憲

隔(オ)]

A1800077 後期 倫理学B　[全][遠隔( 林 真理

オ)]

A1800080 後期 歴史学B　[全][遠隔( 塚本 剛

オ)]

A1900053 後期 社会思想B　[全][遠隔 木下 ちがや

(オ)]

A1900056 後期 宗教学B　[全][遠隔( 田口 博子

オ)]

A1900110 後期 政治学B　[全][遠隔( 小野 一

オ)]

A1901194 後期 社会学B　[全][遠隔( 勝田 由美

オ)]

A2000019 後期 哲学B　[全][遠隔(オ) 草野 章

]

END

前期 生涯スポーツ1/2[全]
[ヨガ/ピラティス]
[対面]

武安 由宇里 新

前期 生涯スポーツ
1/2[全][バレーボー
ル][対面]

桂 良寛 八

後期 生涯スポーツ1/2[全]
[ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ入門][対
面]

村山 久美子 新

後期 生涯スポーツ
1/2[全][ソフトボー
ル][対面]

山本 恵弥里 八

前期 生涯スポーツ1/2[全]
[フットサル、ヨガ/ピ
ラティス][対面]

坂下 博之
武安 由宇里

新

前期 生涯スポーツ1/2[全]
[テニス、サッカー、
バレーボール][対面]

溝口 美貴
中村 隼人
桂 良寛

八

後期 生涯スポーツ1/2[全]
[ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ入門、
フットサル][対面]

村山 久美子
坂下 博之

新

後期 生涯スポーツ1/2[全]
[テニス、卓球、サッ
カー][対面]

溝口 美貴
山本 恵弥里
中村 隼人

八

前期 生涯スポーツ
1/2[全][フットサ
ル][対面]

坂下 博之 新

前期 生涯スポーツ
1/2[全][テニス、卓
球、サッカー、バ
レーボール][対面]

溝口 美貴
針ヶ谷 雅子
中村 隼人
桂 良寛

八

後期 生涯スポーツ1/2[全]
[フットサル][対面]

坂下 博之 新

後期 生涯スポーツ1/2[全]
[テニス、ソフトボー
ル、サッカー][対面]

溝口 美貴
山本 恵弥里
中村 隼人

八



大学　情報学部　ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ科学科　2年
2      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0200651

A0800036

前期

前期

前期

火

文学A　[全][遠隔(オ) 永野 宏志

A0700012

八 1S-208吉田 勝彦他物理学及び演習ⅢC　[1QA0201133 A0200025 前期 *Basic Academic Engl 赤間 主計 八 1E-203

] A1/A2/情報][遠隔(オ) ish I　[情報]【ABC】

芸術学A　[全][遠隔( 吉田 司雄 &対面] [対面]

オ)] A1000272 1Q 情報数学および演習1 位野木 万里 八 02-164 A0200026 前期 *Basic Academic Engl 杉野 早苗月 八 1E-202

法学A(日本国憲法1単 井上 知樹 [情報2年生以上][連 八 02-264 ish I　[情報]【ABC】

位を含む)　[全][遠隔 続][対面] 八 15-204 [対面]

荒川 智匡他

豊田 哲他

間庭 正明他

(再)[遠隔(オ)&対面]

積分及び演習　[情報]

(再)[遠隔(オ)&対面]

積分及び演習　[情報]

情報][遠隔(オ)&対面]

積分及び演習　[先進/

2Q

2Q

1Q

A1901267

A1901265

A1901250

八 1S-209

新 1001

八 1N-215

新 1001

八 1S-210

新 1001

秋本 隆之

今井 博啓

ル

ハウル ポー

全](再)[ハイ]

Basic English II　[

](再)[ハイ]

Basic English I　[全

I　[情報](再)[ハイ]

Basic Communication

前期A0200683

前期A0200255

前期A0200152

八 1E-202

八 1E-201

杉野 早苗月

工藤 秀平

[対面]

ish I　[情報]【DEF】

*Basic Academic Engl

[対面]

ish I　[情報]【DEF】

*Basic Academic Engl

前期

前期

A0200002

A0200001

(オ)] 八 15-206 A0200027 前期 *Basic Academic Engl 田中 智子 八 1E-206 A0200003 前期 *Basic Academic Engl 今井 博啓 八 1E-203 A1000270 前期 情報学基礎論I　[情報 未定 八 1N-029 A1901269 2Q 積分及び演習　[情報] 田村 充司他

A1100098 前期 科学論A　[全][遠隔( 林 真理 八 1N-028 ish I　[情報]【ABC】 ish I　[情報]【DEF】 ](再)[対面] (再)[遠隔(オ)&対面]

オ)] 八 1W-026 [対面] [対面] A0200203 後期 Basic Communication ハウル ポー 新 1001 A1901271 2Q 積分及び演習　[情報] 田村 充司他

A1100210 前期 経営学A　[全][遠隔( 脇 みどり 八 1W-111 A0200028 前期 *Basic Academic Engl 松井 領明 八 1E-205 A0200004 前期 *Basic Academic Engl 松井 領明 八 1E-205 II　[情報](再)[ハイ] ル 八 1N-215 (再)[遠隔(オ)&対面]

オ)] A1000194 2Q 情報数学および演習2 位野木 万里 八 1W-026 ish I　[情報]【ABC】 ish I　[情報]【DEF】 A0200303 後期 Basic English II　[ 今井 博啓 新 1001 A1901273 2Q 積分及び演習　[情報] 梅田 典晃他

A1400012 前期 日本国憲法　[全][遠 辛嶋 了憲 [情報2年生以上][連 [対面] [対面] 全](再)[ハイ] 八 1W-213 (再)[遠隔(オ)&対面]

隔(オ)] 続][対面] A0200029 前期 *Basic Academic Engl 山口 唯 八 1S-110 A0200005 前期 *Basic Academic Engl 赤間 主計 八 1N-214 A1100001 後期 キャリアデザイン　[ 二上 武生 八 1N-338 A1901275 2Q 積分及び演習　[情報] 大井 周他

A1800079 前期 歴史学A　[全][遠隔( 塚本 剛 A1000273 2Q 情報数学および演習1 位野木 万里 八 02-164 ish I　[情報]【ABC】 ish I　[情報]【DEF】 情報][対面] (再)[遠隔(オ)&対面]

オ)] [情報2年生以上][連 他 八 02-264 [対面] [対面] A1000282 3Q 重積分及び演習　[先 田村 充司他 八 02-264 A1100373 後期 確率･統計I　[情報]( 浅野 太

A1900054 前期 宗教学A　[全][遠隔( 田口 博子 続][対面] A0200904 前期 *Basic Academic Engl ハウル ポー 八 1S-210 A0200905 前期 *Basic Academic Engl ハウル ポー 八 1S-210 進/情報][遠隔(オ)&対 再)[遠隔(オ)]

オ)] A1000203 3Q 情報数学および演習2 大和 淳司 八 02-564 ish I　[情報]【ABC】 ル ish I　[情報]【DEF】 ル 面]

A1900108 前期 政治学A　[全][遠隔( 小野 一 [情報2年生以上][連 [対面] [対面]

オ)] 続][対面] A1000272 1Q 情報数学および演習1 位野木 万里 八 02-164 A0200052 後期 *Basic Academic Engl 工藤 秀平 八 1E-201

A1901359 前期 身体健康学　[全][遠 数馬 広二 A1000274 3Q 情報数学および演習1 大和 淳司他 八 1S-210 [情報2年生以上][連 八 02-264 ish II　[情報]【DEF

隔(オ)] [情報2年生以上][連 続][対面] 八 15-204 】[対面]

A2000016 前期 哲学A　[全][遠隔(オ) 草野 章 続][対面] 八 15-206 A0200053 後期 *Basic Academic Engl 杉野 早苗月 八 1S-209

] A1000208 4Q 情報数学および演習2 大和 淳司 八 1S-108 八 1N-028 ish II　[情報]【DEF

A0201117 1Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 今枝 佑輔他 [情報2年生以上][連 八 1W-026 】[対面]

先進/工学/情報][遠隔 続][対面] 八 1W-111 A0200054 後期 *Basic Academic Engl 今井 博啓 八 1S-208

(オ)&対面] A1000194 2Q 情報数学および演習2 位野木 万里 八 1W-026 ish II　[情報]【DEF

A0201118 1Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 金 哲夫他 [情報2年生以上][連 】[対面]

先進/工学/情報][遠隔 続][対面] A0200055 後期 *Basic Academic Engl 松井 領明 八 1E-203

(オ)&対面] A1000273 2Q 情報数学および演習1 位野木 万里 八 02-164 ish II　[情報]【DEF

A1901260 1Q 線形代数学及び演習Ⅱ 陸名 雄一他 [情報2年生以上][連 他 八 02-264 】[対面]

[情報][遠隔(オ)&対 続][対面] A0200056 後期 *Basic Academic Engl 赤間 主計 八 1S-207

面] A0200076 後期 *Basic Academic Engl 赤間 主計 八 1S-208 ish II　[情報]【DEF

A1901261 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 豊田 哲他 ish II　[情報]【ABC 】[対面]

[情報](再)[遠隔(オ 】[対面] A0200913 後期 *Basic Academic Engl ハウル ポー 八 1E-206

)&対面] A0200077 後期 *Basic Academic Engl 杉野 早苗月 八 1S-209 ish II　[情報]【DEF ル

A1901307 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 高木 悟他 ish II　[情報]【ABC 】[対面]

[情報](再)[遠隔(オ 】[対面] A1100228 後期 *計算幾何学　[J1]【A 田村 充司 八 02-264

)&対面] A0200078 後期 *Basic Academic Engl 田中 智子 八 1S-207 BC】[対面]

A1901308 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 梅田 典晃他 ish II　[情報]【ABC

[情報](再)[遠隔(オ 】[対面]

)&対面] A0200079 後期 *Basic Academic Engl 松井 領明 八 1E-203

A1901309 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 小林 康麿他 ish II　[情報]【ABC

[情報](再)[遠隔(オ 】[対面]

)&対面] A0200080 後期 *Basic Academic Engl 山口 唯 八 1E-202

A1901310 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 小林 康麿他 ish II　[情報]【ABC

[情報](再)[遠隔(オ 】[対面]

)&対面] A0200912 後期 *Basic Academic Engl ハウル ポー 八 1E-206

A1901311 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 小林 康麿他 ish II　[情報]【ABC ル

[情報](再)[遠隔(オ 】[対面]

)&対面] A1100227 後期 *計算幾何学　[J1]【D 田村 充司 八 02-264

A1901378 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 森澤 貴之他 EF】[対面]

[情報](再)[遠隔(オ A1000203 3Q 情報数学および演習2 大和 淳司 八 02-564

)&対面] [情報2年生以上][連

A0200654 後期 文学B　[全][遠隔(オ) 永野 宏志 続][対面]

] A1000274 3Q 情報数学および演習1 大和 淳司他 八 1S-210

A0700018 後期 芸術学B　[全][遠隔( 吉田 司雄 [情報2年生以上][連

オ)] 続][対面]

A0800038 後期 法学B(日本国憲法1単 井上 知樹 A1000208 4Q 情報数学および演習2 大和 淳司 八 1S-108

位を含む)　[全][遠隔 [情報2年生以上][連

(オ)] 続][対面]

A1100100 後期 科学論B　[全][遠隔( 林 真理

オ)]

A1100214 後期 経営学B　[全][遠隔( 脇 みどり

オ)]

A1800081 後期 歴史学B　[全][遠隔( 塚本 剛

オ)]

A1900057 後期 宗教学B　[全][遠隔( 田口 博子

オ)]

A1900111 後期 政治学B　[全][遠隔( 小野 一

オ)]

A2000020 後期 哲学B　[全][遠隔(オ) 草野 章

]

END

前期 生涯スポーツ1/2[全]
[ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ入門、卓
球][対面]

村山 久美子
二宮 恭子

新

前期 生涯スポーツ1/2[全]
[サッカー、ボディ
ワーク、バドミント
ン、テニス、ソフト
ボール、体力トレーニ
ング][対面]

坂下 博之
針ヶ谷 雅子
望月 康司
内藤 裕子
山本 恵弥里
木内 政孝

八

後期 生涯スポーツ1/2[全]
[ヨガ/ピラティス、卓
球][対面]

武安 由宇里
二宮 恭子

新

後期 生涯スポーツ1/2[全]
[サッカー、卓球、バ
レーボール、テニ
ス、体力トレーニン
グ][対面]

坂下 博之
針ヶ谷 雅子
望月 康司
内藤 裕子
木内 政孝

八

前期 生涯スポーツ1/2[全]
[ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ入門、卓
球][対面]

村山 久美子
二宮 恭子

新

後期 生涯スポーツ
1/2[全][ヨガ/ピラ
ティス、卓球][対
面]

武安 由宇里
二宮 恭子

新
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5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0200652

A1100183

前期

前期

前期

水

文学A　[全][遠隔(オ) 永野 宏志

A0700014

八 1N-028高橋 泰樹電気回路理論I　[情報前期A0400200 A0400206 前期 電気回路理論演習I　[ 高橋 泰樹 八 1N-028

] ][対面] 情報][対面]

芸術学A　[全][遠隔( 吉田 司雄 A0400201 前期 電気回路理論I　[情報 水野 修 八 1N-029 A0400207 前期 電気回路理論演習I　[ 水野 修 八 1N-029

オ)] ][対面] 情報][対面]

教育学A　[全][遠隔( 長谷川 鷹士 A0400202 前期 電気回路理論I　[情報 工藤 幸寛 八 1N-214 A0400208 前期 電気回路理論演習I　[ 工藤 幸寛 八 1N-214

オ)] ][対面] 情報][対面]

長嶋 祐二

間庭 正明他

BC】[連続][遠隔(オ)]

[情報2年生以上]【A

*情報数学および演習3

面]

進/情報][遠隔(オ)&対

偏微分及び演習　[先

1Q

1Q

A1000229

A0800082

新 1001

八 1N-216

新 1001

八 1N-214

新 1001

田邉 正雄

真鍋 義文

今井 博啓

*コンピュータアーキ

C】[ハイ]

テクチャ　[情報]【AB

*コンピュータアーキ

全](再)[ハイ]

Basic English II　[

A1100013 前期

前期A1100012

前期A0200251

八 1S-107

八 15-103

八 02-664

八 02-564

八 1S-107

田村 充司他

ドラシリ他

ＮＰ チャン

田村 充司他

積分及び演習　[情報]

報][対面]

情報学特別講義　[情

(再)[遠隔(オ)&対面]

微分及び演習　[情報]

2Q

2Q

1Q

A1901271

A1000056

A0201176

A1100219 前期 経済学A　[全][遠隔( 平岩 幸弘 A0400203 前期 電気回路理論I　[情報 淺野 裕俊 八 1N-215 A0400209 前期 電気回路理論演習I　[ 淺野 裕俊 八 1N-215 (再)[遠隔(オ)&対面] テクチャ　[情報]【DE 八 1N-217 A1000230 1Q *情報数学および演習3 福田 一帆

オ)] ][対面] 情報][対面] A1500060 後期 オブジェクト指向プロ 京地 清介 八 1N-029 F】[ハイ] [情報2年生以上]【D

A1100337 前期 国際関係論A　[全][遠 小野 一 A0400204 前期 電気回路理論I　[情報 高見 一正 八 15-206 A0400210 前期 電気回路理論演習I　[ 高見 一正 八 1N-216 グラミング　[J1][対 A0800082 1Q 偏微分及び演習　[先 間庭 正明他 八 1S-208 EF】[連続][遠隔(オ)]

隔(オ)] ][対面] 情報][対面] 面] 進/情報][遠隔(オ)&対 A0800083 2Q 偏微分及び演習　[先 間庭 正明他

A1400011 前期 日本国憲法　[全][遠 辛嶋 了憲 A0400205 前期 電気回路理論I　[情報 永井 謙治 八 1W-211 A0400211 前期 電気回路理論演習I　[ 永井 謙治 八 1W-211 A0800091 3Q 偏微分及び演習　[情 齋藤 正顕他 八 1N-215 面] 進/情報][遠隔(オ)&対

隔(オ)] ][対面] 情報][対面] 報](再)[遠隔(オ)&対 A1901260 1Q 線形代数学及び演習Ⅱ 陸名 雄一他 八 1W-212 面]

A1800070 前期 倫理学A　[全][遠隔( 真達 大輔 A1901302 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 高木 悟他 八 1S-108 A0201174 1Q 微分及び演習　[情報] 田村 充司他 八 1S-107 面] [情報][遠隔(オ)&対 A1000231 2Q *情報数学および演習4 長嶋 祐二

オ)] [情報](再)[遠隔(オ (再)[遠隔(オ)&対面] A1000291 4Q 重積分及び演習　[情 齋藤 正顕他 八 1N-215 面] [情報2年生以上]【A

A1800088 前期 論理学A　[全][遠隔( 草野 章 )&対面] A1901269 2Q 積分及び演習　[情報] 田村 充司他 八 1S-107 報](再)[遠隔(オ)&対 A1000281 2Q 重積分及び演習　[先 間庭 正明他 八 1S-208 BC】[連続][遠隔(オ)]

オ)] A1901307 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 高木 悟他 八 1S-108 (再)[遠隔(オ)&対面] 面] 進/情報][遠隔(オ)&対 A1000232 2Q *情報数学および演習4 福田 一帆

A1900091 前期 身体健康学　[全][遠 桂 良寛 [情報](再)[遠隔(オ A1900065 後期 信号処理概論　[J1][ 京地 清介 八 02-664 面] [情報2年生以上]【D

隔(オ)] )&対面] 対面] A1500059 後期 オブジェクト指向プロ 京地 清介 八 1N-029 EF】[連続][遠隔(オ)]

A0200655 後期 文学B　[全][遠隔(オ) 永野 宏志 A1901320 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 田村 充司他 八 1W-111 A0800089 3Q 偏微分及び演習　[情 椎名 貴久他 八 1S-208 グラミング演習(PBL) A0800085 3Q 偏微分及び演習　[情 丹下 稜斗他

] [J1][遠隔(オ)&対面 報](再)[遠隔(オ)&対 [J1][対面] 報](再)[遠隔(オ)&対

A0700015 後期 芸術学B　[全][遠隔( 吉田 司雄 ] 面] 面]

オ)] A1901340 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 田村 充司他 八 1W-111 A1000289 4Q 重積分及び演習　[情 椎名 貴久他 八 1S-208 A0800087 3Q 偏微分及び演習　[情 荒川 智匡他

A1100099 後期 科学論B　[全][遠隔( 林 真理 [J1][遠隔(オ)&対面 報](再)[遠隔(オ)&対 報](再)[遠隔(オ)&対

オ)] ] 面] 面]

A1100122 後期 環境経済学　[全][遠 平岩 幸弘 A0800089 3Q 偏微分及び演習　[情 椎名 貴久他

隔(オ)] 報](再)[遠隔(オ)&対

A1100186 後期 教育学B　[全][遠隔( 長谷川 鷹士 面]

オ)] A0800091 3Q 偏微分及び演習　[情 齋藤 正顕他

A1100342 後期 国際関係論B　[全][遠 小野 一 報](再)[遠隔(オ)&対

隔(オ)] 面]

A1800074 後期 倫理学B　[全][遠隔( 真達 大輔 A0800093 3Q 偏微分及び演習　[情 岸 俊晴他

オ)] 報](再)[遠隔(オ)&対

A1800090 後期 論理学B　[全][遠隔( 草野 章 面]

オ)] A0800095 3Q 偏微分及び演習　[情 大井 周他

A1900028 後期 スポーツ科学　[全][ 武田 典子 報](再)[遠隔(オ)&対

遠隔(オ)] 面]

A1901314 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 荒川 智匡他

[J1][遠隔(オ)&対面

]

A1901320 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 田村 充司他

[J1][遠隔(オ)&対面

]

A1901324 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 立井 博子他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A1901326 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 森澤 貴之他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A1901328 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 岸 俊晴他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A1901330 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 小林 康麿他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A1901332 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 岸 俊晴他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

END

前期 生涯スポーツ1/2[全]
[ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ入門、卓
球、テニス、体力ト
レーニング][対面]

村山 久美子
古谷 崇子
内藤 裕子
木内 政孝

八

後期 生涯スポーツ1/2[全]
[ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ入門、剣
道、テニス、ソフト
ボール][対面]

村山 久美子
古谷 崇子
内藤 裕子
木内 政孝

八



大学　情報学部　ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ科学科　2年
4      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0700030

A1100220

前期

前期

前期

木

現代文化論A　[全][遠 吉田 司雄

A1100184

八 1N-215梅田 典晃他線形代数学及び演習Ⅰ1QA1901303 A0200467 前期 美術A　[全][対面] 市原 恭代他 八 03-201

隔(オ)] [情報](再)[遠隔(オ A0201178 1Q 微分及び演習　[情報] 梅田 典晃他 八 1S-208

教育学A　[全][遠隔( 長谷川 鷹士 )&対面] (再)[遠隔(オ)&対面]

オ)] A0201142 2Q 物理学及び演習ⅢD　[ 小麥 真也他 八 1W-213 A1901273 2Q 積分及び演習　[情報] 梅田 典晃他 八 1S-208

経済学A　[全][遠隔( 平岩 幸弘 情報][遠隔(オ)&対面] (再)[遠隔(オ)&対面]

オ)] A1901308 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 梅田 典晃他 八 1N-215 A0200475 後期 美術B　[全][対面] 市原 恭代他 八 03-201

徳永 健

大井 周他

オ)&対面]

進/工学/情報][遠隔(

化学及び演習Ⅱ　[先

面]

進/情報][遠隔(オ)&対

重積分及び演習　[先

1Q

1Q

A1100791

A1000280

八 1S-207

八 1W-116

八 1E-106

新 1001

吉田 勝彦他

大井 周他

今井 博啓

物理学及び演習ⅢC　[

面]

進/情報][遠隔(オ)&対

重積分及び演習　[先

全](再)[ハイ]

Basic English II　[

A0201137 3Q

1QA1000280

前期A0200728

八 1S-208

八 1E-206

八 03-201

森澤 貴之

大井 周他

市原 恭代他

)&対面]

[情報](再)[遠隔(オ

線形代数学及び演習Ⅰ

(再)[遠隔(オ)&対面]

微分及び演習　[情報]

美術A　[全][対面]

1Q

1Q

前期

A1901377

A0201180

A0200468

A1100340 前期 国際関係論A　[全][遠 大和田 悠太 [情報](再)[遠隔(オ A0800093 3Q 偏微分及び演習　[情 岸 俊晴他 八 1S-107 A1901275 2Q 積分及び演習　[情報] 大井 周他 八 1E-206 A1/A2/情報][遠隔(オ) A1000281 2Q 重積分及び演習　[先 間庭 正明他

隔(オ)] )&対面] 報](再)[遠隔(オ)&対 (再)[遠隔(オ)&対面] &対面] 進/情報][遠隔(オ)&対

A1800071 前期 倫理学A　[全][遠隔( 真達 大輔 A1901324 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 立井 博子他 八 15-204 面] A1901378 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 森澤 貴之他 八 1S-208 面]

オ)] [情報][遠隔(オ)&対 A1901326 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 森澤 貴之他 八 15-202 [情報](再)[遠隔(オ A1000282 3Q 重積分及び演習　[先 田村 充司他

A1800087 前期 論理学A　[全][遠隔( 草野 章 面] [情報][遠隔(オ)&対 )&対面] 進/情報][遠隔(オ)&対

オ)] A1901344 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 立井 博子他 八 15-204 面] A0200476 後期 美術B　[全][対面] 市原 恭代他 八 03-201 面]

A1900068 前期 心理学A　[全][遠隔( 山田 豊明 [情報][遠隔(オ)&対 A1000293 4Q 重積分及び演習　[情 岸 俊晴他 八 1S-107 A0800095 3Q 偏微分及び演習　[情 大井 周他 八 1W-116 A1000285 4Q 重積分及び演習　[情 丹下 稜斗他

オ)] 面] 報](再)[遠隔(オ)&対 報](再)[遠隔(オ)&対 報](再)[遠隔(オ)&対

A1901204 前期 政治学A　[全][遠隔( 小野 一 面] 面] 面]

オ)] A1901346 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 森澤 貴之 八 15-202 A1000295 4Q 重積分及び演習　[情 大井 周他 八 1W-116 A1000287 4Q 重積分及び演習　[情 荒川 智匡他

A1901360 前期 身体健康学　[全][遠 数馬 広二 [情報][遠隔(オ)&対 報](再)[遠隔(オ)&対 報](再)[遠隔(オ)&対

隔(オ)] 面] 面] 面]

A0700032 後期 現代文化論B　[全][遠 吉田 司雄 A1000289 4Q 重積分及び演習　[情 椎名 貴久他

隔(オ)] 報](再)[遠隔(オ)&対

A1100123 後期 環境経済学　[全][遠 平岩 幸弘 面]

隔(オ)] A1000291 4Q 重積分及び演習　[情 齋藤 正顕他

A1100185 後期 教育学B　[全][遠隔( 長谷川 鷹士 報](再)[遠隔(オ)&対

オ)] 面]

A1100344 後期 国際関係論B　[全][遠 大和田 悠太 A1000293 4Q 重積分及び演習　[情 岸 俊晴他

隔(オ)] 報](再)[遠隔(オ)&対

A1800075 後期 倫理学B　[全][遠隔( 真達 大輔 面]

オ)] A1000295 4Q 重積分及び演習　[情 大井 周他

A1800089 後期 論理学B　[全][遠隔( 草野 章 報](再)[遠隔(オ)&対

オ)] 面]

A1900070 後期 心理学B　[全][遠隔( 山田 豊明

オ)]

A1901205 後期 政治学B　[全][遠隔( 小野 一

オ)]

A1901334 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 荒川 智匡他

[J1][遠隔(オ)&対面

]

A1901340 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 田村 充司他

[J1][遠隔(オ)&対面

]

A1901344 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 立井 博子他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A1901346 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 森澤 貴之

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A1901348 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 小林 康麿他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A1901350 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 岸 俊晴他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A1901352 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 小林 康麿他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

END

前期 生涯スポーツ
1/2[全][卓球][対
面]

二宮 恭子 新

後期 生涯スポーツ
1/2[全][剣道][対
面]

数馬 広二 新

前期 生涯スポーツ1/2[全]
[卓球、ヨガ/ピラティ
ス][対面]

二宮 恭子
武安 由宇里

新

後期 生涯スポーツ1/2[全]
[卓球、ヨガ/ピラ
ティス][対面]

数馬 広二
武安 由宇里

新

前期生涯スポーツ1/2[全]
[ヨガ/ピラティス][対
面]

武安 由宇里 新

前期 生涯スポーツ1/2[全]
[サッカー、バレー
ボール、卓球、テニ
ス][対面]

中村 みづき
桂 良寛
武田 典子
白石 洋隆

八

後期 生涯スポーツ
1/2[全][ボディワー
ク][対面]

針ヶ谷 雅子 新

後期 生涯スポーツ1/2[全]
[ソフトボール、サッ
カー、バスケット
ボール、卓球、テニ
ス][対面]

桂 良寛
中村 みづき
二宮 恭子
武田 典子
白石 洋隆

八



大学　情報学部　ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ科学科　2年
5      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0200653

A1100339

前期

前期

前期

金

文学A　[全][遠隔(オ) 内山 憲一

A0700042

八 02-564真鍋 義文他*情報学実験　[情報]前期A1000171 A1000171 前期 *情報学実験　[情報] 真鍋 義文他 八 02-564

] 【DEF】[連続][対面] 八 02-664 【DEF】[連続][対面] 八 02-664

現代文化論A　[全][遠 吉田 司雄 八 05-301 八 05-301

隔(オ)] A0201118 1Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 金 哲夫他 八 1S-107 A1901305 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 小林 康麿他 八 1W-116

国際関係論A　[全][遠 大和田 悠太 先進/工学/情報][遠隔 [情報](再)[遠隔(オ

隔(オ)] (オ)&対面] )&対面]

淺野 裕俊

中島 弘史

[J1][遠隔(オ)]

インターフェース論

[遠隔(オ)]

論理回路　[情報](再)

後期

前期

A0900025

A1800086

八 1W-212

八 05-301

八 02-664

八 02-564

田坂 由貴他

真鍋 義文他

(オ)&対面]

先進/工学/情報][遠隔

物理学及び演習Ⅰ　[

【ABC】[連続][対面]

*情報学実験　[情報]

A0201116 1Q

前期A1000172

八 1N-215

八 05-301

八 02-664

八 02-564

小林 康麿他

真鍋 義文他

)&対面]

[情報](再)[遠隔(オ

線形代数学及び演習Ⅰ

【ABC】[連続][対面]

*情報学実験　[情報]

1Q

前期

A1901306

A1000172

A1900050 前期 社会思想A　[全][遠隔 木下 ちがや A0201135 1Q 物理学及び演習ⅢC　[ 田坂 由貴他 八 1N-215 A1901310 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 小林 康麿他 八 1W-116 A1901311 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 小林 康麿他 八 1N-215 A1100791 1Q 化学及び演習Ⅱ　[先 徳永 健 八 1E-106

(オ)] A1/A2/情報][遠隔(オ) [情報](再)[遠隔(オ [情報](再)[遠隔(オ 進/工学/情報][遠隔(

A1900069 前期 心理学A　[全][遠隔( 山田 豊明 &対面] )&対面] )&対面] オ)&対面]

オ)] A1901304 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 小林 康麿他 八 1S-207 A1100354 後期 *コンピュータ科学実 浅野 太他 八 15-108 A0400066 後期 *電気回路理論I　[情 坂野 遼平 八 1N-216 A0400075 後期 *電気回路理論演習I 坂野 遼平 八 1N-216

A1900092 前期 身体健康学　[全][遠 桂 良寛 [情報](再)[遠隔(オ 験　[J1]【ABC】[連続 報]【ABC】(再)[対面] [情報]【ABC】(再)[対

隔(オ)] )&対面] ][対面] A0400067 後期 *電気回路理論I　[情 牛田 啓太 八 1N-217 面]

A1900109 前期 政治学A　[全][遠隔( 小野 一 A0201136 2Q 物理学及び演習ⅢC　[ 田坂 由貴他 八 1N-215 A1100355 後期 *コンピュータ科学実 浅野 太他 八 15-105 報]【DEF】(再)[対面] A0400076 後期 *電気回路理論演習I 牛田 啓太 八 1N-217

オ)] A1/A2/情報][遠隔(オ) 験　[J1]【DEF】[連続 A2000032 後期 統計解析学　[J1][対 三上 弾 八 02-364 [情報]【DEF】(再)[対

A1900214 前期 *生物学基礎論　[情報 松村 義隆 &対面] ][対面] 面] 面]

]【ABC】[遠隔(オ)] A1901309 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 小林 康麿他 八 1S-207 A1901330 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 小林 康麿他 八 1N-214 A1901332 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 岸 俊晴他 八 1N-401 A1900792 後期 セキュリティ概論　[J 藤川 真樹 八 15-108

A1900215 前期 *生物学基礎論　[情報 篠山 浩文 [情報](再)[遠隔(オ [情報][遠隔(オ)&対 [情報][遠隔(オ)&対 1][対面]

]【DEF】[遠隔(オ)] )&対面] 面] 面]

A2000017 前期 哲学A　[全][遠隔(オ) 草野 章 A1100354 後期 *コンピュータ科学実 浅野 太他 八 15-108 A1901350 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 岸 俊晴他 八 1N-401 A1901352 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 小林 康麿他 八 1N-214

] 験　[J1]【ABC】[連続 [情報][遠隔(オ)&対 [情報][遠隔(オ)&対

A0201133 1Q 物理学及び演習ⅢC　[ 吉田 勝彦他 ][対面] 面] 面]

A1/A2/情報][遠隔(オ) A1100355 後期 *コンピュータ科学実 浅野 太他 八 15-105

&対面] 験　[J1]【DEF】[連続

A0201135 1Q 物理学及び演習ⅢC　[ 田坂 由貴他 ][対面]

A1/A2/情報][遠隔(オ) A1901328 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 岸 俊晴他 八 1S-207

&対面] [情報][遠隔(オ)&対

A0201136 2Q 物理学及び演習ⅢC　[ 田坂 由貴他 面]

A1/A2/情報][遠隔(オ) A1901348 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 小林 康麿他 八 1N-401

&対面] [情報][遠隔(オ)&対

A0700033 後期 現代文化論B　[全][遠 吉田 司雄 面]

隔(オ)]

A1100343 後期 国際関係論B　[全][遠 大和田 悠太

隔(オ)]

A1800076 後期 倫理学B　[全][遠隔( 林 真理

オ)]

A1900029 後期 スポーツ科学　[全][ 武田 典子

遠隔(オ)]

A1900052 後期 社会思想B　[全][遠隔 木下 ちがや

(オ)]

A1900071 後期 心理学B　[全][遠隔( 山田 豊明

オ)]

A1900112 後期 政治学B　[全][遠隔( 小野 一

オ)]

A1900216 後期 *生物学基礎論　[情報 篠山 浩文

]【ABC】[遠隔(オ)]

A1900217 後期 *生物学基礎論　[情報 松村 義隆

]【DEF】[遠隔(オ)]

A2000021 後期 哲学B　[全][遠隔(オ) 草野 章

]

A0201137 3Q 物理学及び演習ⅢC　[ 吉田 勝彦他

A1/A2/情報][遠隔(オ)

&対面]

A0700031

A1900046

前期

前期

前期

土

現代文化論A　[全][遠 吉田 司雄

A1100338

隔(オ)]

国際関係論A　[全][遠 小野 一

隔(オ)]

社会学A　[全][遠隔( 勝田 由美

オ)]

安 明姫

隔(同)]

中国語中級B　[全][遠後期A0300069

A2000018 前期 哲学A　[全][遠隔(オ) 草野 章

]

A0201142 2Q 物理学及び演習ⅢD　[ 小麥 真也他

情報][遠隔(オ)&対面]

A0700043 後期 現代文化論B　[全][遠 吉田 司雄

隔(オ)]

A1100341 後期 国際関係論B　[全][遠 小野 一

隔(オ)]

A1901193 後期 社会学B　[全][遠隔( 勝田 由美

オ)]

A2000022 後期 哲学B　[全][遠隔(オ) 草野 章

]

END

集中・実習

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0800041 集中 博物館経営論　[学芸 濱村 伸治 新 A-0715 A0800042 集中 博物館資料保存論　[ 米倉 立子 新 A-1015 A0800046 集中 博物館展示論　[学芸 太田 美喜子 集中 海外総合文化A　[個別 吉田 司雄新 A-0862 A1100792

員][対面] 学芸員][対面] 登録不可:グ][先進/情員][対面]

報][遠隔(オ)]

END

前期 生涯スポーツ1/2[全]
[サッカー、バドミン
トン、卓球、ソフト
ボール][対面]

中村 みづき
望月 康司
武田 典子
白滝 聡

八

後期 生涯スポーツ1/2[全]
[テニス、バドミント
ン、ソフトボール]
[対面]

髙橋 和孝
望月 康司
白滝 聡

八



大学　情報学部　ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ科学科　3年
     2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0200489

A0200487

1Q

2Q

3Q

月

物理学1　[先進/情報] 小麥 真也

A0200490

八 02-313長谷川 研二線形代数学演習　[情前期A1901203 A0201094 前期 微分･積分演習　[先進 菊田 伸 八 02-313

[遠隔(オ)] 報][対面] /情報][対面]

物理学1　[先進/情報] 小麥 真也

[遠隔(オ)]

物理学1　[先進/情報] 小麥 真也

[遠隔(オ)]

八 1E-106

八 15-202

八 15-202

間庭 正明

間庭 正明

間庭 正明

面]

積分　[先進/情報][対

対面]

偏微分　[先進/情報][

面]

積分　[先進/情報][対

3QA1901227

2QA0800010

1QA1901015八 1N-214長谷川 研二

/情報][対面]

微分･積分演習　[先進前期A0201096

A0200488 4Q 物理学1　[先進/情報] 小麥 真也 A0201082 4Q 微分　[先進/情報][対 間庭 正明 八 1E-106

[遠隔(オ)] 面]

A0200507

A0200509

1Q

2Q

3Q

火

物理学2　[先進/情報] 本橋 隼人

A0200508

新 A-0762富安 玲子博物館資料論　[学芸前期A0800043 A1900005 前期 サイバーセキュリティ 小林 良太郎 新 B-0523

[遠隔(オ)] 員][対面] 演習I(PBL)　[J1]【A 新 B-0530

物理学2　[先進/情報] 本橋 隼人 A1900001 前期 サイバーセキュリティ 小林 良太郎 新 B-0523 】[対面]

[遠隔(オ)] I　[J1]【A】[対面] 新 B-0530 A1901238 前期 線形代数学演習　[情 森澤 貴之 八 1S-107

物理学2　[先進/情報] 本橋 隼人 A1900003 後期 サイバーセキュリティ 小林 良太郎 新 B-0530 報][対面]

[遠隔(オ)] II　[J1][対面] A1900007 後期 サイバーセキュリティ 小林 良太郎 新 B-0530

桑村 直人

徳永 健

中島 弘史

遠隔(オ)]

化学II　[工学/情報][

遠隔(オ)]

化学I　[工学/情報][

遠隔(オ)]

応用音響処理　[J1][

1Q

1Q

前期

A1100611

A1100600

A1500016

浅野 太他

浅野 太他

ナーII(PBL)　[登録不

コンピュータ科学セミ

[J1]

可/シラバス用コード]

ナーI(PBL)　[登録不

コンピュータ科学セミ

後期A1100018

前期A1100017

新 A-0811

八 1S-107

新 A-0652

三上 弾

森澤 貴之

日高 大治

機械学習　[J1][対面]

報][対面]

線形代数学演習　[情

[J1][対面]

情報ネットワーク論

後期

前期

前期

A1100096

A1901239

A1000036

A0200510 4Q 物理学2　[先進/情報] 本橋 隼人 演習II(PBL)　[J1][対 可/シラバス用コード] A1100603 2Q 化学I　[工学/情報][ 徳永 健

[遠隔(オ)] 面] [J1] 遠隔(オ)]

A1000011 3Q 重積分　[先進/情報][ 田村 充司 八 02-264 A1100614 2Q 化学II　[工学/情報][ 桑村 直人

対面] 遠隔(オ)]

A1100604 3Q 化学I　[工学/情報][ 徳永 健

遠隔(オ)]

A1100615 3Q 化学II　[工学/情報][ 桑村 直人

遠隔(オ)]

A1100605 4Q 化学I　[工学/情報][ 徳永 健

遠隔(オ)]

A1100616 4Q 化学II　[工学/情報][ 桑村 直人

遠隔(オ)]

水

林 真理情報社会と情報倫理前期A1000072 A0201097 前期 微分･積分演習　[先進 菊田 伸 八 15-202

[情報][遠隔(同)] /情報][対面]

A1901236 前期 線形代数学演習　[情 豊田 哲 八 02-364 A1900033 前期 ソフトウェア工学I　[ 位野木 万里

報][対面] J1][遠隔(同)]

A1900034 後期 ソフトウェア工学II 位野木 万里 A0400238 後期 道徳教育の理論と方法 浜野 兼一 新 A-0862

[J1][遠隔(同)] [教職][対面]

小林 良太郎

)]

I　[J1]【B】[遠隔(オ

サイバーセキュリティ前期A1900002

八 1W-212

八 1W-212

八 1S-210

新 1001

陸名 雄一

陸名 雄一

日吉 佑太

線形代数学1　[情報][

対面]

線形代数学2　[情報][

イ]

sh I　[情報](再)[ハ

Basic Academic Engli

A1901224 2Q

A1900372 1Q

前期A0200030

新 A-0473

浅野 太

足立 節子

小林 良太郎

組み込みシステム演習

[対面]

英語文献講読　[情報]

】[遠隔(同)]

演習I(PBL)　[J1]【B

サイバーセキュリティ

後期

後期

前期

A1100346

A0500006

A1900006

A2300015 後期 Webシステム演習(PBL) 安川 要平 (PBL)　[J1][遠隔(同) 対面]

[J1][遠隔(同)] ] A0200081 後期 Basic Academic Engli 日吉 佑太 新 1001

sh II　[情報](再)[ハ 八 1S-108

イ]

A1100345 後期 組み込みシステム　[J 浅野 太

1][遠隔(同)]

A1901225 3Q 線形代数学1　[情報][ 陸名 雄一 八 1W-213

対面]

A1901230 4Q 線形代数学2　[情報][ 陸名 雄一 八 1W-213

対面]

A1900436 通年 数学教育の理論と方法 齋藤 史夫 新 A-1616

B　[教職][対面]

END

生涯スポーツ
1/2/3[全][ヨガ/ピラ
ティス][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][バレー
ボール][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ
入門][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ソフト
ボール][対面]

武安 由宇里

桂 良寛

村山 久美子

山本 恵弥里

新

八

新

八

前期

前期

後期

後期

生涯スポーツ1/2/3[全]
[フットサル、ヨガ/ピ
ラティス][対面]
生涯スポーツ1/2/3[全]
[テニス、サッカー、バ
レーボール][対面]
生涯スポーツ1/2/3[全]
[ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ入門、フッ
トサル][対面]
生涯スポーツ1/2/3[全]
[テニス、卓球、サッ
カー][対面]

坂下 博之
武安 由宇里

溝口 美貴
中村 隼人
桂 良寛
村山 久美子
坂下 博之

溝口 美貴
山本 恵弥里
中村 隼人

新

八

新

八

前期

前期

後期

後期

生涯スポーツ
1/2/3[全][フットサ
ル][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][テニス、
卓球、サッカー、バ
レーボール][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][フットサ
ル][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][テニス、
ソフトボール、サッ
カー][対面]

坂下 博之

溝口 美貴
針ヶ谷 雅子
中村 隼人
桂 良寛
坂下 博之

溝口 美貴
山本 恵弥里
中村 隼人

新

八

新

八

前期

前期

後期

後期

生涯スポーツ
1/2/3[全][ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ
入門、卓球][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][サッカー、
ボディワーク、バドミ
ントン、テニス、ソフ
トボール、体力トレー
ニング][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ヨガ/ピラ
ティス、卓球][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][サッカー、
卓球、バレーボール、
テニス、体力トレーニ
ング][対面]

村山 久美子
二宮 恭子

坂下 博之
針ヶ谷 雅子
望月 康司
内藤 裕子
山本 恵弥里
木内 政孝
武安 由宇里
二宮 恭子

坂下 博之
針ヶ谷 雅子
望月 康司
内藤 裕子
木内 政孝

新

八

新

八

前期

前期

後期

後期

生涯スポーツ
1/2/3[全][ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ
入門、卓球][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ヨガ/ピラ
ティス、卓球][対面]

村山 久美子
二宮 恭子

武安 由宇里
二宮 恭子

新

新

前期

後期

生涯スポーツ
1/2/3[全][ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ
入門、卓球、テニス、
体力トレーニング][対
面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ
入門、剣道、テニス、
ソフトボール][対面]

村山 久美子
古谷 崇子
内藤 裕子
木内 政孝

村山 久美子
古谷 崇子
内藤 裕子
木内 政孝

八

八

前期

後期



大学　情報学部　ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ科学科　3年
2      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

木

新 A-0471MOHARRAMIPOU英語文献講読　[情報]前期A0500009 A0201099 前期 微分･積分演習　[先進 長谷川 研二 八 15-202

[対面] R ZAHRA /情報][対面]

A1000160 前期 情報理論　[J1][対面] 中島 弘史 新 A-0815 A0300022 前期 中国の社会と文化　[ 高橋 恵子 新 A-0762

A1901240 前期 線形代数学演習　[情 豊田 哲 八 1W-116 全][対面]

報][対面] A1400004 前期 日本経済分析入門　[ 玉川 雅之 新 A-0715

全][対面] 八 1W-116

新 A-0715

新 A-0815

大井 周

尾高 進

戸田 貴久

豊福 晋平

重積分　[先進/情報][

指導法　[全][対面]

教育者のための遊びの

計算数理　[J1][対面]

隔(同)]

教育工学　[教職][遠

A1000009 1Q

A1100753 前期

前期A1100230

前期A1100189

新 A-0542

新 A-0471

八 1S-207

雨車 和憲

足立 節子

熊ノ郷 直人

対面]

画像工学基礎　[J1][

[対面]

英語文献講読　[情報]

/情報][対面]

微分･積分演習　[先進

前期

前期

前期

A0700003

A0500007

A0200745

A1000061 2Q 情報技術者英語　[J1] 足立 節子 新 A-1012 A1000284 前期 情報と職業　[教職][ 尾高 進 新 A-0473 対面]

[対面] 対面] A0201080 2Q 微分　[先進/情報][対 大井 周 八 1W-116

A1000062 2Q 情報技術者英語　[J1] MOHARRAMIPOU 新 A-0765 A1901361 前期 線形代数学演習　[情 森澤 貴之 八 1S-208 面]

A1000269 4Q 情報技術者英語　[情 MOHARRAMIPOU 新 A-0615

[対面] R ZAHRA 報][対面] A1100138 後期 企業経営と情報セキュ 藤川 真樹 新 B-0563

報](再)[対面] R ZAHRA

A1000063 2Q 情報技術者英語　[J1] 小坂　恵理子 新 A-0712 A0500008 後期 英語文献講読　[情報] MOHARRAMIPOU 新 A-0511 リティ　[J1][対面]

A1100190 通年 教育史　[教職][遠隔( 内山 宗昭

[対面] [対面] R ZAHRA A1100752 後期 教育方法論(情報通信 豊福 晋平

同)]

A1000001 後期 事業運営の基礎知識 玉川 雅之 新 A-0652 技術の活用含む)　[教

[全][対面] 職][遠隔(同)]

A1901228 3Q 線形代数学2　[情報][ 国定　亮一 八 1E-106

対面]

A1901379 3Q 積分　[先進/情報][対 齋藤 正顕 八 1W-116

面]

A0201083 4Q 偏微分　[先進/情報][ 齋藤 正顕 八 1W-116

対面]

A1901229 4Q 線形代数学1　[情報][ 国定　亮一 八 1E-106

対面]

A1000057 4Q 情報技術者英語　[情 MOHARRAMIPOU 新 A-0611

報](再)[対面] R ZAHRA

A1901202

A1901217

1Q

2Q

3Q

金

線形代数学1　[情報][ 森澤 貴之

A1901233

八 1E-202熊ノ郷 直人線形代数学演習　[情前期A1901357 A1800061 前期 離散数学　[J1][対面] 田中 輝雄 新 A-0712

遠隔(オ)] 報][対面] A1901358 前期 線形代数学演習　[情 長谷川 研二 八 1N-215

線形代数学2　[情報][ 齋藤 正顕 A1900035 後期 最適化論　[J1][遠隔( 藤井 昭宏 報][対面]

遠隔(オ)] 同)] A1500020 後期 応用画像処理　[J1][ 雨車 和憲

線形代数学3　[情報][ 熊ノ郷 直人 遠隔(同)]

遠隔(オ)]

熊ノ郷 直人

渡部 隆史

立井 博子

隔(オ)]

微分　[先進/情報][遠

情報][遠隔(オ)]

物理学演習I　[工学/

隔(オ)]

微分方程式　[J1][遠

1Q

前期

前期

A0200743

A0201148

A0200458新 A-1611藤井 昭宏

J1][対面]

並列･分散システム　[前期A0800008新 A-0542

ン

安 ウンギョ

近藤 公久他

隔(同)]

教育法規　[教職][遠

報][対面]

情報学先端技術　[情

前期

前期

A1100199

A1000265

A1901218 4Q 線形代数学4　[情報][ 菊田 伸 A1901234 2Q 積分　[先進/情報][遠 豊田 哲

遠隔(オ)] 隔(オ)]

A0201072 後期 物理学演習I　[工学/ 渡部 隆史

情報][遠隔(オ)]

A0200746 3Q 微分　[先進/情報][遠 齋藤 正顕

隔(オ)]

A1901235 4Q 積分　[先進/情報][遠 齋藤 正顕

隔(オ)]

土

新 A-0511安部 芳絵現代教職論　[教職][前期A0700027 A2300022 前期 Writing in English B イム ヘリー 新 A-0514

対面] asic I　[全][対面] ンカルマ

A0700008 後期 学校経営論　[教職][ 三浦 登 新 A-0712 A1900453 2Q 総合的な学習の時間の 内山 宗昭 新 A-1165

対面] 理論と方法　[教職][

A1100197 後期 教育心理学　[教職][ 安部 芳絵 新 A-0762 対面]

対面] A2300023 後期 Writing in English B イム ヘリー 新 A-0762

菊田 伸

菊田 伸

本橋 隼人

遠隔(オ)]

重積分　[先進/情報][

遠隔(オ)]

偏微分　[先進/情報][

情報][遠隔(オ)]

物理学演習II　[工学/

2Q

1Q

前期

A1000296

A0800096

A0200622

新 A-0762

新 A-0712

三浦 登

三浦 登

[対面]

教育実習指導　[教職]

[教職][対面]

特別活動の理論と方法

後期A1100193

前期A2000039

新 A-0715

新 A-1616

新 A-1441

安部 芳絵

ンカルマ

イム ヘリー

ンカルマ

イム ヘリー

及び進路指導を含む)

生徒指導論(教育相談

面]

P.I.E.B II　[全][対

]

P.I.E.B I　[全][対面

通年

後期

前期

A1900198

A1600004

A1600003

asic II　[全][対面] ンカルマ [教職][対面] A0201074 後期 物理学演習II　[工学/ 本橋 隼人

A1000173 通年 情報教育の理論と方法 長嶋 秀幸他 新 B-0523 情報][遠隔(オ)]

B　[教職][対面] A0800076 3Q 偏微分　[先進/情報][ 菊田 伸

遠隔(オ)]

A1000275 4Q 重積分　[先進/情報][ 熊ノ郷 直人

遠隔(オ)]

END

集中・実習

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0300001 前期 C.I.E.A I　[2023年度 未定 A0300003 前期 C.I.E.B I　[2023年度 未定 A1600001 前期 P.I.E.A I　[2023年度 未定 後期 C.I.E.A II　[2023年 未定 A0300004 後期 C.I.E.B II　[2023年 未定 A1600002 後期 P.I.E.A II　[2023年 未定A0300002

閉講/登録不可][全][ 閉講/登録不可][全][ 度閉講/登録不可][全] 度閉講/登録不可][全] 度閉講/登録不可][全]閉講/登録不可][全][

遠隔(同)] 遠隔(同)] [遠隔(同)] [遠隔(同)] [遠隔(同)]遠隔(同)]

A0700034 集中 学校経営論　[教職][ 小野江　隆 新 A-1015 A0700041 集中 学外研修　[個別登録 二上 武生 A0800044 集中 博物館実習　[学芸員] 浜田 浄人他 集中 医薬工協働（PBL）　[ 二上 武生他 A1000071 集中 情報教育の理論と方法 長嶋 秀幸 新 A-1616 A1000170 集中 情報と職業　[教職][ 尾高 進 新 A-1161新 A-0765 A0900029

対面] 不可:教][情報] 個別登録不可:教][全] A　[教職][対面] 対面][対面]

[遠隔(同)]

A1100427 集中 教育法規　[教職][遠 安 ウンギョ A1100654 集中 教育工学　[教職][遠 豊福 晋平 A1100749 集中 教育方法論(情報通信 豊福 晋平 集中 数学教育の理論と方法 齋藤 史夫 新 A-1165 A2000040 集中 特別活動の理論と方法 安 ウンギョA1900093

隔(同)] ン 隔(同)] A　[教職][対面] [教職][遠隔(同)] ン技術の活用含む)　[教

職][遠隔(同)]

END

生涯スポーツ
1/2/3[全][卓球][対
面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][剣道][対
面]

二宮 恭子

数馬 広二

新

新

前期

後期

生涯スポーツ
1/2/3[全][卓球、ヨ
ガ/ピラティス][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][卓球、ヨ
ガ/ピラティス][対面]

二宮 恭子
武安 由宇里

数馬 広二
武安 由宇里

新

新

前期

後期

生涯スポーツ1/2/3[全]
[ヨガ/ピラティス][対
面]
生涯スポーツ1/2/3[全]
[サッカー、バレーボー
ル、卓球、テニス][対
面]
生涯スポーツ1/2/3[全]
[ボディワーク][対面]
生涯スポーツ1/2/3[全]
[ソフトボール、サッ
カー、バスケットボー
ル、卓球、テニス][対
面]

武安 由宇里

中村 みづき
桂 良寛
武田 典子
白石 洋隆
針ヶ谷 雅子

桂 良寛
中村 みづき
二宮 恭子
武田 典子
白石 洋隆

前期

前期

後期

後期

新

八

新

八

生涯スポーツ
1/2/3[全][サッ
カー、バドミント
ン、卓球、ソフト
ボール][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][テニス、
バドミントン、ソフ
トボール][対面]

中村 みづき
望月 康司
武田 典子
白滝 聡

髙橋 和孝
望月 康司
白滝 聡

八

八

前期

後期



大学　情報学部　ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ科学科　4年
     2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0200489

A0200487

1Q

2Q

3Q

月

物理学1　[先進/情報] 小麥 真也

A0200490

八 1N-028田中 輝雄データ構造とアルゴリ前期A0400003 A0201094 前期 微分･積分演習　[先進 菊田 伸 八 02-313

[遠隔(オ)] ズム　[情報](再)[対 /情報][対面]

物理学1　[先進/情報] 小麥 真也 面] A0400212 前期 データ構造とアルゴリ 田中 輝雄 八 1N-028

[遠隔(オ)] A1901203 前期 線形代数学演習　[情 長谷川 研二 八 02-313 ズム演習　[情報](再)

物理学1　[先進/情報] 小麥 真也 報][対面] [対面]

[遠隔(オ)] A1100504 後期 教職実践演習(中学校 尾高 進 八 1E-201

八 1E-106

八 15-202

八 15-202

間庭 正明

間庭 正明

間庭 正明

面]

積分　[先進/情報][対

対面]

偏微分　[先進/情報][

面]

積分　[先進/情報][対

3QA1901227

2QA0800010

1QA1901015八 1N-214長谷川 研二

/情報][対面]

微分･積分演習　[先進前期A0201096

A0200488 4Q 物理学1　[先進/情報] 小麥 真也 高等学校)　[教職][対 A0201082 4Q 微分　[先進/情報][対 間庭 正明 八 1E-106

[遠隔(オ)] 面] 面]

A0200507

A0200509

1Q

2Q

3Q

火

物理学2　[先進/情報] 本橋 隼人

A0200508

新 A-0762富安 玲子博物館資料論　[学芸前期A0800043 A1901238 前期 線形代数学演習　[情 森澤 貴之 八 1S-107

[遠隔(オ)] 員][対面] 報][対面]

物理学2　[先進/情報] 本橋 隼人

[遠隔(オ)]

物理学2　[先進/情報] 本橋 隼人

[遠隔(オ)]

八 02-264田村 充司

対面]

重積分　[先進/情報][3QA1000011八 1S-107森澤 貴之

報][対面]

線形代数学演習　[情前期A1901239

A0200510 4Q 物理学2　[先進/情報] 本橋 隼人

[遠隔(オ)]

水

中島 崇晴知的財産　[J0/J1][遠前期A0300006 A0201097 前期 微分･積分演習　[先進 菊田 伸 八 15-202

隔(同)] /情報][対面]

A1901236 前期 線形代数学演習　[情 豊田 哲 八 02-364 A0400238 後期 道徳教育の理論と方法 浜野 兼一 新 A-0862

報][対面] [教職][対面]

A1100201 後期 教職実践演習(中学校 内山 宗昭他 八 1N-217

高等学校)　[教職][対

八 1W-213

八 1W-212

八 1W-212

陸名 雄一

陸名 雄一

陸名 雄一

対面]

線形代数学1　[情報][

対面]

線形代数学1　[情報][

対面]

線形代数学2　[情報][

3QA1901225

2QA1901224

1QA1900372

面] A1901230 4Q 線形代数学2　[情報][ 陸名 雄一 八 1W-213

対面]

木

八 1W-116豊田 哲線形代数学演習　[情前期A1901240 A0201099 前期 微分･積分演習　[先進 長谷川 研二 八 15-202

報][対面] /情報][対面]

八 1E-106

八 1W-116

八 1W-116

国定　亮一

大井 周

大井 周

対面]

線形代数学2　[情報][

面]

微分　[先進/情報][対

対面]

重積分　[先進/情報][

3QA1901228

2QA0201080

1QA1000009

八 1S-208

八 1S-207

森澤 貴之

熊ノ郷 直人

報][対面]

線形代数学演習　[情

/情報][対面]

微分･積分演習　[先進

前期

前期

A1901361

A0200745

A1901379 3Q 積分　[先進/情報][対 齋藤 正顕 八 1W-116

面]

A0201083 4Q 偏微分　[先進/情報][ 齋藤 正顕 八 1W-116

対面]

A1901229 4Q 線形代数学1　[情報][ 国定　亮一 八 1E-106

対面]

END

生涯スポーツ
1/2/3[全][ヨガ/ピラ
ティス][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][バレー
ボール][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ
入門][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ソフト
ボール][対面]

武安 由宇里

桂 良寛

村山 久美子

山本 恵弥里

新

八

新

八

前期

前期

後期

後期

生涯スポーツ
1/2/3[全][フットサ
ル、ヨガ/ピラティ
ス][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][テニス、
サッカー、バレー
ボール][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ
入門、フットサル]
[対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][テニス、
卓球、サッカー][対
面]

坂下 博之
武安 由宇里

溝口 美貴
中村 隼人
桂 良寛

村山 久美子
坂下 博之

溝口 美貴
山本 恵弥里
中村 隼人

新

八

新

八

前期

前期

後期

後期

生涯スポーツ
1/2/3[全][フットサ
ル][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][テニス、
卓球、サッカー、バ
レーボール][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][フットサ
ル][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][テニス、
ソフトボール、サッ
カー][対面]

坂下 博之

溝口 美貴
針ヶ谷 雅子
中村 隼人
桂 良寛
坂下 博之

溝口 美貴
山本 恵弥里
中村 隼人

新

八

新

八

前期

前期

後期

後期

生涯スポーツ
1/2/3[全][ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ
入門、卓球][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][サッ
カー、ボディワー
ク、バドミントン、
テニス、ソフトボー
ル、体力トレーニン
グ][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ヨガ/ピラ
ティス、卓球][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][サッ
カー、卓球、バレー
ボール、テニス、体
力トレーニング][対
面]

村山 久美子
二宮 恭子

坂下 博之
針ヶ谷 雅子
望月 康司
内藤 裕子
山本 恵弥里
木内 政孝

武安 由宇里
二宮 恭子

坂下 博之
針ヶ谷 雅子
望月 康司
内藤 裕子
木内 政孝

新

八

新

八

前期

前期

後期

後期

生涯スポーツ1/2/3[全]
[ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ入門、卓球]
[対面]
生涯スポーツ1/2/3[全]
[ヨガ/ピラティス、卓
球][対面]

村山 久美子
二宮 恭子

武安 由宇里
二宮 恭子

新

新

前期

後期

生涯スポーツ
1/2/3[全][ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ
入門、卓球、テニス、
体力トレーニング][対
面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ
入門、剣道、テニス、
ソフトボール][対面]

村山 久美子
古谷 崇子
内藤 裕子
木内 政孝

村山 久美子
古谷 崇子
内藤 裕子
木内 政孝

八

八

前期

後期

生涯スポーツ
1/2/3[全][卓球][対
面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][剣道][対
面]

二宮 恭子

数馬 広二

新

新

前期

後期

生涯スポーツ
1/2/3[全][卓球、ヨ
ガ/ピラティス][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][卓球、ヨ
ガ/ピラティス][対面]

二宮 恭子
武安 由宇里

数馬 広二
武安 由宇里

新

新

前期

後期
生涯スポーツ
1/2/3[全][ヨガ/ピラ
ティス][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][サッ
カー、バレーボー
ル、卓球、テニス]
[対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ボディ
ワーク][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ソフト
ボール、サッカー、
バスケットボール、
卓球、テニス][対面]

武安 由宇里

中村 みづき
桂 良寛
武田 典子
白石 洋隆

針ヶ谷 雅子

桂 良寛
中村 みづき
二宮 恭子
武田 典子
白石 洋隆

新

八

新

八

前期

前期

後期

後期



大学　情報学部　ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ科学科　4年
2      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A1901202

A1901217

1Q

2Q

3Q

金

線形代数学1　[情報][ 森澤 貴之

A1901233

八 1E-202熊ノ郷 直人線形代数学演習　[情前期A1901357 A1901358 前期 線形代数学演習　[情 長谷川 研二 八 1N-215

遠隔(オ)] 報][対面] 報][対面]

線形代数学2　[情報][ 齋藤 正顕

遠隔(オ)]

線形代数学3　[情報][ 熊ノ郷 直人

遠隔(オ)]

豊田 哲

熊ノ郷 直人

渡部 隆史

隔(オ)]

積分　[先進/情報][遠

隔(オ)]

微分　[先進/情報][遠

情報][遠隔(オ)]

物理学演習I　[工学/

2Q

1Q

前期

A1901234

A0200743

A0201148

A1901218 4Q 線形代数学4　[情報][ 菊田 伸 A0201072 後期 物理学演習I　[工学/ 渡部 隆史

遠隔(オ)] 情報][遠隔(オ)]

A0200746 3Q 微分　[先進/情報][遠 齋藤 正顕

隔(オ)]

A1901235 4Q 積分　[先進/情報][遠 齋藤 正顕

隔(オ)]

土

新 A-0511安部 芳絵現代教職論　[教職][前期A0700027 A2300022 前期 Writing in English B イム ヘリー 新 A-0514

対面] asic I　[全][対面] ンカルマ

A1100197 後期 教育心理学　[教職][ 安部 芳絵 新 A-0762 A1900453 2Q 総合的な学習の時間の 内山 宗昭 新 A-1165

対面] 理論と方法　[教職][

対面]

A2300023 後期 Writing in English B イム ヘリー 新 A-0762

菊田 伸

菊田 伸

本橋 隼人

遠隔(オ)]

重積分　[先進/情報][

遠隔(オ)]

偏微分　[先進/情報][

情報][遠隔(オ)]

物理学演習II　[工学/

2Q

1Q

前期

A1000296

A0800096

A0200622

新 A-0765

新 A-0715

大石 久己他

安部 芳絵

面]

高等学校)　[教職][対

教職実践演習(中学校

面]

高等学校)　[教職][対

教職実践演習(中学校

A1100787 後期

後期A1100203

asic II　[全][対面] ンカルマ A1100191 通年 教育実習A　[教職][対 内山 宗昭他 A0201074 後期 物理学演習II　[工学/ 本橋 隼人

面] 新 A-0715 情報][遠隔(オ)]

A1100192 通年 教育実習B　[教職][対 内山 宗昭他 A0800076 3Q 偏微分　[先進/情報][ 菊田 伸

面] 新 A-0715 遠隔(オ)]

A1000275 4Q 重積分　[先進/情報][ 熊ノ郷 直人

遠隔(オ)]

END

集中・実習

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A1900789 通年 卒業論文(PBL)　[登録 浅野 太

不可/シラバス用コー

ド]

END

生涯スポーツ
1/2/3[全][サッ
カー、バドミント
ン、卓球、ソフト
ボール][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][テニス、
バドミントン、ソフ
トボール][対面]

中村 みづき
望月 康司
武田 典子
白滝 聡

髙橋 和孝
望月 康司
白滝 聡

八

八

前期

後期



大学　情報学部　情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科　1年
     2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0200970

A0200971

1Q

1Q
月

*物理学及び演習Ⅰ　[ 坪内 健他 八 1S-110安部 芳絵現代教職論　[教職][前期A0700026 A0700038 前期 現代教職論　[教職][ 安部 芳絵 八 1E-106

情報]【A前半】[遠隔( 対面] 対面]

オ)&対面] A1900882 1Q *線形代数学及び演習 荒川 智匡他 八 02-114 A0200970 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 坪内 健他 八 02-114

*物理学及び演習Ⅰ　[ 高瀬 昇他 Ⅰ　[情報]【ABC】[遠 情報]【A前半】[遠隔(

情報]【A後半】[遠隔( 隔(オ)&対面] オ)&対面]

オ)&対面] A1900883 1Q *線形代数学及び演習 岸 俊晴他 八 02-214 A0200971 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 高瀬 昇他 八 1S-209

陸名 雄一他

鈴木 敏行他

面]

]【ABC】[遠隔(オ)&対

*微分及び演習　[情報

面]

]【ABC】[遠隔(オ)&対

*微分及び演習　[情報

1Q

1Q

A0200836

A0200835

大野 雄三

山崎 文重

安 明姫

遠隔(同)]

ドイツ語初級1　[全][

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

前期A0400143

前期A0300073

前期A0300072

八 1W-213

八 02-114

高瀬 昇他

坪内 健他

オ)&対面]

情報]【D後半】[遠隔(

*物理学及び演習Ⅰ　[

オ)&対面]

情報]【D前半】[遠隔(

*物理学及び演習Ⅰ　[

1Q

1Q

A0200976

A0200975

A0200972 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 渡邉 夏輝他 Ⅰ　[情報]【ABC】[遠 情報]【A後半】[遠隔( A0200977 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 渡邉 夏輝他 八 02-264 A0400166 前期 フランス語初級1　[全 沼田 憲治 A0200837 1Q *微分及び演習　[情報 間庭 正明他

情報]【B前半】[遠隔( 隔(オ)&対面] オ)&対面] 情報]【E前半】[遠隔( ][遠隔(同)] ]【ABC】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] A1900884 1Q *線形代数学及び演習 長谷川 研二 八 02-313 A0200972 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 渡邉 夏輝他 八 02-264 オ)&対面] A0400167 前期 フランス語初級1　[全 内山 憲一 面]

A0200973 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 田坂 由貴他 Ⅰ　[情報]【ABC】[遠 他 情報]【B前半】[遠隔( A0200978 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 田坂 由貴他 八 15-204 ][遠隔(同)] A0200838 1Q *微分及び演習　[情報 田村 充司他

情報]【B後半】[遠隔( 隔(オ)&対面] オ)&対面] 情報]【E後半】[遠隔( A0500010 前期 English for Intercul 秋本 隆之 ]【ABC】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] A1900885 1Q *線形代数学及び演習 丹下 稜斗他 八 02-364 A0200973 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 田坂 由貴他 八 15-204 オ)&対面] tural Communication 面]

A0200974 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 今枝 佑輔他 Ⅰ　[情報]【ABC】[遠 情報]【B後半】[遠隔( A0200979 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 今枝 佑輔他 八 02-564 A　[全][遠隔(同)] A0200839 1Q *微分及び演習　[情報 椎名 貴久他

情報]【C前半】[遠隔( 隔(オ)&対面] オ)&対面] 情報]【F前半】[遠隔( A1800093 前期 ロシア語初級1　[全][ 岩崎 理恵 ]【ABC】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] A1900886 1Q *線形代数学及び演習 齋藤 正顕他 八 02-664 A0200974 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 今枝 佑輔他 八 02-564 オ)&対面] 遠隔(同)] 面]

A0200975 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 坪内 健他 Ⅰ　[情報]【ABC】[遠 情報]【C前半】[遠隔( A0201064 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 木村 久美子 八 1W-211 A1100683 1Q *化学及び演習Ⅰ　[情 徳永 健 八 02-164 A0200840 1Q *微分及び演習　[情報 鈴木 敏行他

情報]【D前半】[遠隔( 隔(オ)&対面] オ)&対面] 情報]【F後半】[遠隔( 他 報]【ABC】[遠隔(オ)& ]【DEF】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] A1900894 2Q *線形代数学及び演習 荒川 智匡他 八 02-114 A0201062 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 木村 久美子 八 1W-211 オ)&対面] 対面] 面]

A0200976 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 高瀬 昇他 Ⅱ　[情報]【ABC】[遠 情報]【C後半】[遠隔( 他 A0200993 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 坪内 健他 八 02-114 A0201194 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 田坂 由貴他 八 1E-106 A0200841 1Q *微分及び演習　[情報 陸名 雄一他

情報]【D後半】[遠隔( 隔(オ)&対面] オ)&対面] 情報]【D前半】[遠隔( 先進/工学/情報][遠隔 ]【DEF】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] A1900895 2Q *線形代数学及び演習 岸 俊晴他 八 02-214 A1100685 1Q *化学及び演習Ⅰ　[情 徳永 健 八 02-364 オ)&対面] (オ)&対面] 面]

A0200977 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 渡邉 夏輝他 Ⅱ　[情報]【ABC】[遠 報]【DEF】[遠隔(オ)& A0200994 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 高瀬 昇他 八 1W-213 A1100687 2Q *化学及び演習Ⅱ　[情 徳永 健他 八 02-364 A0200842 1Q *微分及び演習　[情報 田村 充司他

情報]【E前半】[遠隔( 隔(オ)&対面] 対面] 情報]【D後半】[遠隔( 報]【ABC】[遠隔(オ)& ]【DEF】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] A1900896 2Q *線形代数学及び演習 長谷川 研二 八 02-313 A0200988 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 坪内 健他 八 02-114 オ)&対面] 対面] 面]

A0200978 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 田坂 由貴他 Ⅱ　[情報]【ABC】[遠 他 情報]【A前半】[遠隔( A0200995 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 渡邉 夏輝他 八 02-264 A1100695 2Q 化学及び演習Ⅰ　[先 高見 知秀 八 1W-211 A0200843 1Q *微分及び演習　[情報 椎名 貴久他

情報]【E後半】[遠隔( 隔(オ)&対面] オ)&対面] 情報]【E前半】[遠隔( 進/工学/情報][遠隔( ]【DEF】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] A1900897 2Q *線形代数学及び演習 丹下 稜斗他 八 02-364 A0200989 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 高瀬 昇他 八 1S-209 オ)&対面] オ)&対面] 面]

A0200979 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 今枝 佑輔他 Ⅱ　[情報]【ABC】[遠 情報]【A後半】[遠隔( A0200996 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 田坂 由貴他 八 15-204 A0200302 後期 Basic English I　[全 萩原 輝 新 1001 A0200844 1Q *微分及び演習　[情報 菊田 伸他

情報]【F前半】[遠隔( 隔(オ)&対面] オ)&対面] 情報]【E後半】[遠隔( ](再)[ハイ] 八 1N-214 ]【DEF】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] A1900898 2Q *線形代数学及び演習 豊田 哲他 八 02-664 A0200990 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 渡邉 夏輝他 八 02-264 オ)&対面] A0300086 後期 中国語初級1　[全][遠 安 明姫 面]

A0201062 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 木村 久美子 Ⅱ　[情報]【ABC】[遠 情報]【B前半】[遠隔( A0200997 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 今枝 佑輔他 八 02-564 隔(同)] A1100296 1Q 工学院大スタディーズ 二上 武生他

情報]【C後半】[遠隔( 他 隔(オ)&対面] オ)&対面] 情報]【F前半】[遠隔( A0300087 後期 中国語初級1　[全][遠 山崎 文重 [情報][遠隔(オ)]

オ)&対面] A1100195 後期 教育心理学　[教職][ 安部 芳絵 八 1S-208 A0200991 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 田坂 由貴他 八 15-204 オ)&対面] 隔(同)] A0200847 2Q 微分及び演習　[先進/ 大井 周他

A0201064 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 木村 久美子 対面] 情報]【B後半】[遠隔( A0201065 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 木村 久美子 八 1W-211 A0400158 後期 ドイツ語初級1　[全][ 大野 雄三 情報][遠隔(オ)&対面]

情報]【F後半】[遠隔( 他 A0201054 3Q *物理学及び演習ⅢC 吉田 勝彦他 八 02-164 オ)&対面] 情報]【F後半】[遠隔( 他 遠隔(同)] A1100695 2Q 化学及び演習Ⅰ　[先 高見 知秀

オ)&対面] [情報]【DEF】[遠隔( A0200992 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 今枝 佑輔他 八 02-564 オ)&対面] A0400168 後期 フランス語初級1　[全 沼田 憲治 進/工学/情報][遠隔(

A1900882 1Q *線形代数学及び演習 荒川 智匡他 オ)&対面] 情報]【C前半】[遠隔( A0200637 3Q 物理学実験　[情報][ 渡部 隆史他 八 1W-329 ][遠隔(同)] オ)&対面]

Ⅰ　[情報]【ABC】[遠 A0201055 3Q *物理学及び演習ⅢC 高瀬 昇他 八 1W-212 オ)&対面] 連続][対面] A0400169 後期 フランス語初級1　[全 内山 憲一 A0200848 3Q 微分及び演習　[先進/ 齋藤 正顕他

隔(オ)&対面] [情報]【DEF】[遠隔( A0201063 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 木村 久美子 八 1W-211 ][遠隔(同)] 情報][遠隔(オ)&対面]

A1900883 1Q *線形代数学及び演習 岸 俊晴他 オ)&対面] 情報]【C後半】[遠隔( 他 A0500012 後期 English for Intercul 秋本 隆之 A1100694 3Q 化学及び演習Ⅱ　[先 徳永 健

Ⅰ　[情報]【ABC】[遠 A1900430 3Q 総合的な学習の時間の 内山 宗昭 オ)&対面] tural Communication 進/工学/情報][遠隔(

隔(オ)&対面] 理論と方法　[教職][ A1100688 2Q *化学及び演習Ⅱ　[情 徳永 健他 八 1W-111 B　[全][遠隔(同)] オ)&対面]

A1900884 1Q *線形代数学及び演習 長谷川 研二 遠隔(同)] 報]【DEF】[遠隔(オ)& A1800099 後期 ロシア語初級1　[全][ 岩崎 理恵 A0200849 4Q 微分及び演習　[先進/ 間庭 正明他

Ⅰ　[情報]【ABC】[遠 他 A1900906 3Q *線形代数学及び演習 鈴木 敏行他 八 1S-108 対面] 遠隔(同)] 情報][遠隔(オ)&対面]

隔(オ)&対面] Ⅲ　[情報]【ABC】[遠 A1100788 後期 教育心理学　[教職][ 安部 芳絵 八 02-364 A0200998 3Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 吉田 勝彦他 八 1E-203

A1900885 1Q *線形代数学及び演習 丹下 稜斗他 隔(オ)&対面] 対面] 先進/工学/情報][遠隔

Ⅰ　[情報]【ABC】[遠 A1900907 3Q *線形代数学及び演習 荒川 智匡他 八 1S-207 A0200637 3Q 物理学実験　[情報][ 渡部 隆史他 八 1W-329 (オ)&対面]

隔(オ)&対面] Ⅲ　[情報]【ABC】[遠 連続][対面] A1900964 3Q 積分及び演習　[先進/ 間庭 正明他 八 1E-106

A1900886 1Q *線形代数学及び演習 齋藤 正顕他 隔(オ)&対面] 情報][遠隔(オ)&対面]

Ⅰ　[情報]【ABC】[遠 A1900908 3Q *線形代数学及び演習 梅田 典晃他 八 1N-214 A0200818 4Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 吉田 勝彦他 八 1E-206

隔(オ)&対面] Ⅲ　[情報]【ABC】[遠 先進/工学/情報][遠隔

A1900888 1Q *線形代数学及び演習 鈴木 敏行他 隔(オ)&対面] (オ)&対面]

Ⅰ　[情報]【DEF】[遠 A1900909 3Q *線形代数学及び演習 多田 秀樹他 八 1N-216 A0200849 4Q 微分及び演習　[先進/ 間庭 正明他 八 1E-106

隔(オ)&対面] Ⅲ　[情報]【ABC】[遠 情報][遠隔(オ)&対面]

A1900889 1Q *線形代数学及び演習 菊田 伸他 隔(オ)&対面] A0200999 4Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 田坂 由貴他 八 1E-205

Ⅰ　[情報]【DEF】[遠 A0200817 4Q *物理学及び演習ⅢD 吉田 勝彦他 八 02-164 先進/工学/情報][遠隔

隔(オ)&対面] [情報]【DEF】[遠隔( (オ)&対面]

A1900890 1Q *線形代数学及び演習 椎名 貴久他 オ)&対面]

Ⅰ　[情報]【DEF】[遠 A1900918 4Q *線形代数学及び演習 鈴木 敏行他 八 1S-108

隔(オ)&対面] Ⅳ　[情報]【ABC】[遠

A1900891 1Q *線形代数学及び演習 豊田 哲他 隔(オ)&対面]

Ⅰ　[情報]【DEF】[遠 A1900919 4Q *線形代数学及び演習 荒川 智匡他 八 1S-207

隔(オ)&対面] Ⅳ　[情報]【ABC】[遠

A1900892 1Q *線形代数学及び演習 田村 充司他 隔(オ)&対面]

Ⅰ　[情報]【DEF】[遠 A1900920 4Q *線形代数学及び演習 梅田 典晃他 八 1N-214

隔(オ)&対面] Ⅳ　[情報]【ABC】[遠

A0200981 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他 隔(オ)&対面]

先進/工学/情報][遠隔 A1900921 4Q *線形代数学及び演習 多田 秀樹他 八 1N-216

(オ)&対面] Ⅳ　[情報]【ABC】[遠

A0200983 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他 隔(オ)&対面]

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0200985 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 田坂 由貴他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201192 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 高瀬 昇他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201193 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201194 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 田坂 由貴他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201195 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 五十嵐　朱夏

END



大学　情報学部　情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科　1年
2      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

先進/工学/情報][遠隔 他

(オ)&対面]

A1900935 2Q 線形代数学及び演習Ⅰ 陸名 雄一他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A0200986 3Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201075 3Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 吉田 勝彦他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201144 3Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A1900937 3Q 線形代数学及び演習Ⅰ 陸名 雄一他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A0200818 4Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 吉田 勝彦他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0200987 4Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201104 4Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201145 4Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A1900938 4Q 線形代数学及び演習Ⅰ 国定　亮一他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

END



大学　情報学部　情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科　1年
3      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0200988

A0200989

2Q

2Q
火

*物理学及び演習Ⅱ　[ 坪内 健他 八 02-164位野木 万里情報数学および演習11QA1000188 A1000188 1Q 情報数学および演習1 位野木 万里 八 02-164

情報]【A前半】[遠隔( [情報1年生][連続][ 他 八 02-264 [情報1年生][連続][ 他 八 02-264

オ)&対面] 対面] 八 15-204 対面] 八 15-204

*物理学及び演習Ⅱ　[ 高瀬 昇他 八 15-206 八 15-206

情報]【A後半】[遠隔( 八 1N-028 八 1N-028

オ)&対面] 八 1W-026 八 1W-026

陸名 雄一他

鈴木 敏行他

面]

]【ABC】[遠隔(オ)&対

*積分及び演習　[情報

面]

]【ABC】[遠隔(オ)&対

*積分及び演習　[情報

2Q

2Q

A1900954

A1900953

田　芳

閻　瑜

山崎 文重

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

前期A0300107

前期A0300105

前期A0300075

A0200990 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 渡邉 夏輝他 八 1W-111 八 1W-111 A0400144 前期 ドイツ語初級1　[全][ 柳 勝己 A1900955 2Q *積分及び演習　[情報 間庭 正明他

情報]【B前半】[遠隔( A1000195 2Q 情報数学および演習2 位野木 万里 八 15-204 A1000195 2Q 情報数学および演習2 位野木 万里 八 15-204 遠隔(同)] ]【ABC】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] [情報1年生][連続][ 他 八 15-206 [情報1年生][連続][ 他 八 15-206 A0400145 前期 ドイツ語初級1　[全][ 大野 雄三 面]

A0200991 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 田坂 由貴他 対面] 八 1N-028 対面] 八 1N-028 遠隔(同)] A1900956 2Q *積分及び演習　[情報 田村 充司他

情報]【B後半】[遠隔( 八 1W-026 八 1W-026 A0600046 前期 フランス語初級1　[全 沼田 憲治 ]【ABC】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] 八 1W-111 八 1W-111 ][遠隔(同)] 面]

A0200992 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 今枝 佑輔他 A1000271 2Q 情報数学および演習1 位野木 万里 八 02-164 A1000271 2Q 情報数学および演習1 位野木 万里 八 02-164 A0600047 前期 フランス語初級1　[全 内山 憲一 A1900957 2Q *積分及び演習　[情報 椎名 貴久他

情報]【C前半】[遠隔( [情報1年生](再)[連 他 八 02-264 [情報1年生](再)[連 他 八 02-264 ][遠隔(同)] ]【ABC】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] 続][対面] 続][対面] A1000180 前期 *情報学基礎論I　[情 三木 良雄 面]

A0200993 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 坪内 健他 A1000200 3Q 情報数学および演習1 大和 淳司他 八 1S-210 A1000200 3Q 情報数学および演習1 大和 淳司他 八 1S-210 報]【ABC】[遠隔(同)] A1900958 2Q *積分及び演習　[情報 鈴木 敏行他

情報]【D前半】[遠隔( [情報1年生](再)[連 [情報1年生](再)[連 A1000183 前期 *情報学基礎論I　[情 小林 亜樹 ]【DEF】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] 続][対面] 続][対面] 報]【DEF】[遠隔(同)] 面]

A0200994 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 高瀬 昇他 A1000202 3Q 情報数学および演習2 大和 淳司他 八 1E-106 A1000202 3Q 情報数学および演習2 大和 淳司他 八 1E-106 A1400007 前期 日本語中級I　[全][対 酒井 駿多 八 1N-214 A1900959 2Q *積分及び演習　[情報 陸名 雄一他

情報]【D後半】[遠隔( [情報1年生][連続][ 八 1N-215 [情報1年生][連続][ 八 1N-215 面] ]【DEF】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] 対面] 対面] A1800094 前期 ロシア語初級1　[全][ 大月 晶子 面]

A0200995 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 渡邉 夏輝他 A1000204 3Q 情報数学および演習3 渡邉 桂子 八 1N-216 A1000204 3Q 情報数学および演習3 渡邉 桂子 八 1N-216 遠隔(同)] A1900960 2Q *積分及び演習　[情報 田村 充司他

情報]【E前半】[遠隔( [情報1年生][連続][ [情報1年生][連続][ A0200981 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他 八 1N-028 ]【DEF】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] 対面] 対面] 先進/工学/情報][遠隔 面]

A0200996 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 田坂 由貴他 A1000205 3Q 情報数学および演習3 長嶋 祐二 八 1N-217 A1000205 3Q 情報数学および演習3 長嶋 祐二 八 1N-217 (オ)&対面] A1900961 2Q *積分及び演習　[情報 椎名 貴久他

情報]【E後半】[遠隔( [情報1年生][連続][ [情報1年生][連続][ A0200305 後期 Basic English I　[全 秋本 隆之 新 1001 ]【DEF】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] 対面] 対面] ](再)[ハイ] 八 1E-106 面]

A0200997 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 今枝 佑輔他 A1000206 3Q 情報数学および演習3 高橋 義典 八 1W-111 A1000206 3Q 情報数学および演習3 高橋 義典 八 1W-111 A0300088 後期 中国語初級1　[全][遠 田　芳 A1900962 2Q *積分及び演習　[情報 菊田 伸

情報]【F前半】[遠隔( [情報1年生][連続][ [情報1年生][連続][ 隔(同)] ]【DEF】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] 対面] 対面] A0300089 後期 中国語初級1　[全][遠 山崎 文重 面]

A0201063 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 木村 久美子 A1000207 4Q 情報数学および演習2 大和 淳司他 八 02-564 A1000207 4Q 情報数学および演習2 大和 淳司他 八 02-564 隔(同)] A1100692 3Q 化学及び演習Ⅱ　[先 高見 知秀

情報]【C後半】[遠隔( 他 [情報1年生][連続][ 八 1S-108 [情報1年生][連続][ 八 1S-108 A0300106 後期 中国語初級1　[全][遠 閻　瑜 進/工学/情報][遠隔(

オ)&対面] 対面] 八 1S-210 対面] 八 1S-210 隔(同)] オ)&対面]

A0201065 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 木村 久美子 A1000209 4Q 情報数学および演習4 渡邉 桂子 八 1N-216 A1000209 4Q 情報数学および演習4 渡邉 桂子 八 1N-216 A0400159 後期 ドイツ語初級1　[全][ 柳 勝己 A1900964 3Q 積分及び演習　[先進/ 間庭 正明他

情報]【F後半】[遠隔( 他 [情報1年生][連続][ [情報1年生][連続][ 遠隔(同)] 情報][遠隔(オ)&対面]

オ)&対面] 対面] 対面] A0400160 後期 ドイツ語初級1　[全][ 大野 雄三 A1900965 3Q 積分及び演習　[先進/ 齋藤 正顕他

A1900894 2Q *線形代数学及び演習 荒川 智匡他 A1000210 4Q 情報数学および演習4 長嶋 祐二 八 1N-217 A1000210 4Q 情報数学および演習4 長嶋 祐二 八 1N-217 遠隔(同)] 情報][遠隔(オ)&対面]

Ⅱ　[情報]【ABC】[遠 [情報1年生][連続][ [情報1年生][連続][ A0600057 後期 フランス語初級1　[全 内山 憲一 A1900966 4Q 積分及び演習　[先進/ 田村 充司他

隔(オ)&対面] 対面] 対面] ][遠隔(同)] 情報][遠隔(オ)&対面]

A1900895 2Q *線形代数学及び演習 岸 俊晴他 A1000211 4Q 情報数学および演習4 高木 悟 八 1W-212 A1000211 4Q 情報数学および演習4 高木 悟 八 1W-212 A0600064 後期 フランス語初級1　[全 沼田 憲治

Ⅱ　[情報]【ABC】[遠 [情報1年生][連続][ [情報1年生][連続][ ][遠隔(同)]

隔(オ)&対面] 対面] 対面] A1000184 後期 *情報学基礎論II　[情 木全 英明他 八 1N-028

A1900896 2Q *線形代数学及び演習 長谷川 研二 A1000212 4Q 情報数学および演習4 高橋 義典 八 1W-111 A1000212 4Q 情報数学および演習4 高橋 義典 八 1W-111 報]【AB】[対面]

Ⅱ　[情報]【ABC】[遠 他 [情報1年生][連続][ [情報1年生][連続][ A1000185 後期 *情報学基礎論II　[情 水野 修他 八 1N-029

隔(オ)&対面] 対面] 対面] 報]【CD】[対面]

A1900897 2Q *線形代数学及び演習 丹下 稜斗他 A1000186 後期 *情報学基礎論II　[情 浅野 太他 八 1W-026

Ⅱ　[情報]【ABC】[遠 報]【EF】[対面]

隔(オ)&対面] A1400008 後期 日本語中級II　[全][ 酒井 駿多 八 1N-216

A1900898 2Q *線形代数学及び演習 豊田 哲他 対面]

Ⅱ　[情報]【ABC】[遠 A1800100 後期 ロシア語初級1　[全][ 大月 晶子

隔(オ)&対面] 遠隔(同)]

A1900900 2Q *線形代数学及び演習 鈴木 敏行他 A0201000 3Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 田坂 由貴他 八 1S-207

Ⅱ　[情報]【DEF】[遠 先進/工学/情報][遠隔

隔(オ)&対面] (オ)&対面]

A1900901 2Q *線形代数学及び演習 菊田 伸他 A0201075 3Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 吉田 勝彦他 八 1E-203

Ⅱ　[情報]【DEF】[遠 先進/工学/情報][遠隔

隔(オ)&対面] (オ)&対面]

A1900902 2Q *線形代数学及び演習 椎名 貴久他 A0201001 4Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 田坂 由貴他 八 1S-207

Ⅱ　[情報]【DEF】[遠 先進/工学/情報][遠隔

隔(オ)&対面] (オ)&対面]

A1900903 2Q *線形代数学及び演習 豊田 哲他 A0201056 4Q 物理学及び演習ⅢC　[ 吉田 勝彦他 八 1E-202

Ⅱ　[情報]【DEF】[遠 A1/A2/情報][遠隔(オ)

隔(オ)&対面] &対面]

A1900904 2Q *線形代数学及び演習 田村 充司他 A1900966 4Q 積分及び演習　[先進/ 田村 充司他 八 02-264

Ⅱ　[情報]【DEF】[遠 情報][遠隔(オ)&対面]

隔(オ)&対面]

A0200867 3Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 高瀬 昇他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0200998 3Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 吉田 勝彦他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201000 3Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 田坂 由貴他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201002 3Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 今枝 佑輔他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A1900936 3Q 線形代数学及び演習Ⅱ 国定　亮一他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A0200999 4Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 田坂 由貴他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201001 4Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 田坂 由貴他

END



大学　情報学部　情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科　1年
4      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A1900939 4Q 線形代数学及び演習Ⅱ 陸名 雄一他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

END



大学　情報学部　情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科　1年
5      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A1900906

A1900907

3Q

3Q
水

*線形代数学及び演習 鈴木 敏行他 八 15-202鈴木 敏行他*線形代数学及び演習1QA1900888 A0200132 前期 *Basic Communication 今井 博啓 八 02-114

Ⅲ　[情報]【ABC】[遠 Ⅰ　[情報]【DEF】[遠 I　[情報]【ABC】[対

隔(オ)&対面] 隔(オ)&対面] 面]

*線形代数学及び演習 荒川 智匡他 A1900889 1Q *線形代数学及び演習 菊田 伸他 八 02-214 A0200133 前期 *Basic Communication 南波　慧 八 02-164

Ⅲ　[情報]【ABC】[遠 Ⅰ　[情報]【DEF】[遠 I　[情報]【ABC】[対

隔(オ)&対面] 隔(オ)&対面] 面]

間庭 正明他

陸名 雄一他

対面]

報]【ABC】[遠隔(オ)&

*偏微分及び演習　[情

対面]

報]【ABC】[遠隔(オ)&

*偏微分及び演習　[情

3Q

3Q

A0800063

A0800062

八 1E-206

八 1E-203

八 1E-202

三野 和惠

井上 真理

飯沼 好永

情報]【ABC】[対面]

*Basic English I　[

情報]【ABC】[対面]

*Basic English I　[

情報]【ABC】[対面]

*Basic English I　[

前期A0200225

前期A0200224

前期A0200223

八 02-164

八 02-114

塚田 浩幸

日吉 佑太

面]

I　[情報]【DEF】[対

*Basic Communication

面]

I　[情報]【DEF】[対

*Basic Communication

前期

前期

A0200128

A0200127

A1900908 3Q *線形代数学及び演習 梅田 典晃他 A1900890 1Q *線形代数学及び演習 椎名 貴久他 八 02-313 A0200134 前期 *Basic Communication 未定 八 02-214 A0200129 前期 *Basic Communication 田中 俊雄 八 02-214 A0200226 前期 *Basic English I　[ 田中 聡一郎 八 1N-215 A0800064 3Q *偏微分及び演習　[情 椎名 貴久他

Ⅲ　[情報]【ABC】[遠 Ⅰ　[情報]【DEF】[遠 I　[情報]【ABC】[対 I　[情報]【DEF】[対 情報]【ABC】[対面] 報]【ABC】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 隔(オ)&対面] 面] 面] A0200227 前期 *Basic English I　[ 塚田 浩幸 八 1S-108 対面]

A1900909 3Q *線形代数学及び演習 多田 秀樹他 A1900891 1Q *線形代数学及び演習 豊田 哲他 八 02-364 A0200135 前期 *Basic Communication プリチャード 八 02-264 A0200130 前期 *Basic Communication プリチャード 八 02-264 情報]【ABC】[対面] A0800065 3Q *偏微分及び演習　[情 熊ノ郷 直人

Ⅲ　[情報]【ABC】[遠 Ⅰ　[情報]【DEF】[遠 I　[情報]【ABC】[対 パトリック I　[情報]【DEF】[対 パトリック A0200873 前期 *Basic English I　[ ハウル ポー 八 1W-116 報]【ABC】[遠隔(オ)& 他

隔(オ)&対面] 隔(オ)&対面] 面] ノエル 面] ノエル 情報]【ABC】[対面] ル 対面]

A1900912 3Q *線形代数学及び演習 小林 康麿他 A1900892 1Q *線形代数学及び演習 田村 充司他 八 02-664 A0200136 前期 *Basic Communication 三野 和惠 八 02-313 A0200131 前期 *Basic Communication 三野 和惠 八 02-313 A0201184 前期 Basic English I　[全 南波　慧 新 1001 A0800066 3Q *偏微分及び演習　[情 齋藤 正顕他

Ⅲ　[情報]【DEF】[遠 Ⅰ　[情報]【DEF】[遠 I　[情報]【ABC】[対 I　[情報]【DEF】[対 ](再)[ハイ] 八 1S-107 報]【ABC】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 隔(オ)&対面] 面] 面] A0300076 前期 中国語初級1　[全][遠 川原 勝彦 対面]

A1900913 3Q *線形代数学及び演習 田村 充司他 A1900900 2Q *線形代数学及び演習 鈴木 敏行他 八 15-202 A0200890 前期 *Basic Communication 田中 聡一郎 八 02-364 A0200891 前期 *Basic Communication 未定 八 02-364 隔(同)] A0800068 3Q *偏微分及び演習　[情 陸名 雄一他

Ⅲ　[情報]【DEF】[遠 Ⅱ　[情報]【DEF】[遠 I　[情報]【ABC】[対 I　[情報]【DEF】[対 A0300108 前期 中国語初級1　[全][遠 閻　瑜 報]【DEF】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 隔(オ)&対面] 面] 面] 隔(同)] 対面]

A1900914 3Q *線形代数学及び演習 間庭 正明他 A1900901 2Q *線形代数学及び演習 菊田 伸他 八 02-214 A0200840 1Q *微分及び演習　[情報 鈴木 敏行他 八 1E-106 A0400239 前期 ドイツ語初級1　[全][ 本田 博之 A0400146 前期 ドイツ語初級1　[全][ 本田 博之 A0800069 3Q *偏微分及び演習　[情 間庭 正明他

Ⅲ　[情報]【DEF】[遠 Ⅱ　[情報]【DEF】[遠 ]【DEF】[遠隔(オ)&対 遠隔(同)] 遠隔(同)] 報]【DEF】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 隔(オ)&対面] 面] A0200835 1Q *微分及び演習　[情報 鈴木 敏行他 八 1E-106 A0500011 前期 English for Intercul 山田 朋美 対面]

A1900915 3Q *線形代数学及び演習 陸名 雄一他 A1900902 2Q *線形代数学及び演習 椎名 貴久他 八 02-313 A0200841 1Q *微分及び演習　[情報 陸名 雄一他 八 1W-212 ]【ABC】[遠隔(オ)&対 tural Communication A0800070 3Q *偏微分及び演習　[情 椎名 貴久他

Ⅲ　[情報]【DEF】[遠 Ⅱ　[情報]【DEF】[遠 ]【DEF】[遠隔(オ)&対 面] A　[全][遠隔(同)] 報]【DEF】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 隔(オ)&対面] 面] A0200836 1Q *微分及び演習　[情報 陸名 雄一他 八 1W-212 A0600048 前期 フランス語初級1　[全 内山 憲一 対面]

A1900903 2Q *線形代数学及び演習 豊田 哲他 八 02-364 A0200842 1Q *微分及び演習　[情報 田村 充司他 八 1S-107 ]【ABC】[遠隔(オ)&対 ][遠隔(同)] A0800071 3Q *偏微分及び演習　[情 田村 充司他

Ⅱ　[情報]【DEF】[遠 ]【DEF】[遠隔(オ)&対 面] A1800095 前期 ロシア語初級1　[全][ 粕谷 典子 報]【DEF】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 面] A0200837 1Q *微分及び演習　[情報 間庭 正明他 八 1N-215 遠隔(同)] 対面]

A1900904 2Q *線形代数学及び演習 田村 充司他 八 02-664 A0200843 1Q *微分及び演習　[情報 椎名 貴久他 八 15-204 ]【ABC】[遠隔(オ)&対 A0200983 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他 八 1N-029 A0800072 3Q *偏微分及び演習　[情 小林 康麿他

Ⅱ　[情報]【DEF】[遠 ]【DEF】[遠隔(オ)&対 面] 先進/工学/情報][遠隔 報]【DEF】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 面] A0200838 1Q *微分及び演習　[情報 田村 充司他 八 1S-107 (オ)&対面] 対面]

A0201144 3Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他 八 1S-108 A0200844 1Q *微分及び演習　[情報 菊田 伸他 八 15-202 ]【ABC】[遠隔(オ)&対 A1100689 2Q 化学及び演習Ⅰ　[先 桑村 直人 八 1W-211 A0800074 4Q 偏微分及び演習　[先 齋藤 正顕他

先進/工学/情報][遠隔 ]【DEF】[遠隔(オ)&対 面] 進/工学/情報][遠隔( 進/情報][遠隔(オ)&対

(オ)&対面] 面] A0200839 1Q *微分及び演習　[情報 椎名 貴久他 八 15-204 オ)&対面] 面]

A1900912 3Q *線形代数学及び演習 小林 康麿他 八 1W-027 A1900958 2Q *積分及び演習　[情報 鈴木 敏行他 八 1E-106 ]【ABC】[遠隔(オ)&対 A1900935 2Q 線形代数学及び演習Ⅰ 陸名 雄一他 八 1W-212 A1100696 4Q 化学及び演習Ⅱ　[先 桑村 直人

Ⅲ　[情報]【DEF】[遠 ]【DEF】[遠隔(オ)&対 面] [情報][遠隔(オ)&対 進/工学/情報][遠隔(

隔(オ)&対面] 面] A1900953 2Q *積分及び演習　[情報 鈴木 敏行他 八 1E-106 面] オ)&対面]

A1900913 3Q *線形代数学及び演習 田村 充司他 八 1W-111 A1900959 2Q *積分及び演習　[情報 陸名 雄一他 八 1W-212 ]【ABC】[遠隔(オ)&対 A0200274 後期 *Basic English II　[ 飯沼 好永 八 15-204

Ⅲ　[情報]【DEF】[遠 ]【DEF】[遠隔(オ)&対 面] 情報]【ABC】[対面]

隔(オ)&対面] 面] A1900954 2Q *積分及び演習　[情報 陸名 雄一他 八 1W-212 A0200275 後期 *Basic English II　[ 井上 真理 八 15-206

A1900914 3Q *線形代数学及び演習 間庭 正明他 八 1W-116 A1900960 2Q *積分及び演習　[情報 田村 充司他 八 1S-107 ]【ABC】[遠隔(オ)&対 情報]【ABC】[対面]

Ⅲ　[情報]【DEF】[遠 ]【DEF】[遠隔(オ)&対 面] A0200276 後期 *Basic English II　[ 三野 和惠 八 1E-106

隔(オ)&対面] 面] A1900955 2Q *積分及び演習　[情報 間庭 正明他 八 1N-215 情報]【ABC】[対面]

A1900915 3Q *線形代数学及び演習 陸名 雄一他 八 1W-211 A1900961 2Q *積分及び演習　[情報 椎名 貴久他 八 15-204 ]【ABC】[遠隔(オ)&対 A0200277 後期 *Basic English II　[ 田中 聡一郎 八 1N-401

Ⅲ　[情報]【DEF】[遠 ]【DEF】[遠隔(オ)&対 面] 情報]【ABC】[対面]

隔(オ)&対面] 面] A1900956 2Q *積分及び演習　[情報 田村 充司他 八 1S-107 A0200278 後期 *Basic English II　[ 塚田 浩幸 八 1W-027

A0201145 4Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他 八 1S-108 A1900962 2Q *積分及び演習　[情報 菊田 伸 八 15-202 ]【ABC】[遠隔(オ)&対 情報]【ABC】[対面]

先進/工学/情報][遠隔 ]【DEF】[遠隔(オ)&対 面] A0200682 後期 Basic English I　[全 今井 博啓 新 1001

(オ)&対面] 面] A1900957 2Q *積分及び演習　[情報 椎名 貴久他 八 15-204 ](再)[ハイ] 八 1W-116

A1900924 4Q *線形代数学及び演習 小林 康麿他 八 1W-027 A0200183 後期 *Basic Communication 今井 博啓 八 02-214 ]【ABC】[遠隔(オ)&対 A0200884 後期 *Basic English II　[ ハウル ポー 八 15-208

Ⅳ　[情報]【DEF】[遠 II　[情報]【ABC】[ 面] 情報]【ABC】[対面] ル

隔(オ)&対面] 対面] A0200178 後期 *Basic Communication 日吉 佑太 八 02-214 A0201189 後期 Basic English II　[ 南波　慧 新 1001

A1900925 4Q *線形代数学及び演習 田村 充司他 八 1W-111 A0200184 後期 *Basic Communication 南波　慧 八 02-114 II　[情報]【DEF】[ 全](再)[ハイ] 八 1W-211

Ⅳ　[情報]【DEF】[遠 II　[情報]【ABC】[ 対面] A0300090 後期 中国語初級1　[全][遠 川原 勝彦

隔(オ)&対面] 対面] A0200179 後期 *Basic Communication 塚田 浩幸 八 02-114 隔(同)]

A1900926 4Q *線形代数学及び演習 間庭 正明他 八 1W-116 A0200185 後期 *Basic Communication 未定 八 02-164 II　[情報]【DEF】[ A0300091 後期 中国語初級1　[全][遠 閻　瑜

Ⅳ　[情報]【DEF】[遠 II　[情報]【ABC】[ 対面] 隔(同)]

隔(オ)&対面] 対面] A0200180 後期 *Basic Communication 田中 俊雄 八 02-164 A0400161 後期 ドイツ語初級1　[全][ 本田 博之

A1900927 4Q *線形代数学及び演習 陸名 雄一他 八 1W-211 A0200186 後期 *Basic Communication プリチャード 八 02-364 II　[情報]【DEF】[ 遠隔(同)]

Ⅳ　[情報]【DEF】[遠 II　[情報]【ABC】[ パトリック 対面] A0500013 後期 English for Intercul 山田 朋美

隔(オ)&対面] 対面] ノエル A0200181 後期 *Basic Communication プリチャード 八 02-364 tural Communication

A0200187 後期 *Basic Communication 三野 和惠 八 02-264 II　[情報]【DEF】[ パトリック B　[全][遠隔(同)]

II　[情報]【ABC】[ 対面] ノエル A0600058 後期 フランス語初級1　[全 内山 憲一

対面] A0200182 後期 *Basic Communication 三野 和惠 八 02-264 ][遠隔(同)]

A0200899 後期 *Basic Communication 田中 聡一郎 八 02-313 II　[情報]【DEF】[ A1800101 後期 ロシア語初級1　[全][ 粕谷 典子

II　[情報]【ABC】[ 対面] 遠隔(同)]

対面] A0200900 後期 *Basic Communication 未定 八 02-313 A0200848 3Q 微分及び演習　[先進/ 齋藤 正顕他 八 1N-215

A0800068 3Q *偏微分及び演習　[情 陸名 雄一他 八 1W-213 II　[情報]【DEF】[ 情報][遠隔(オ)&対面]

報]【DEF】[遠隔(オ)& 対面] A0201002 3Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 今枝 佑輔他 八 1S-209

対面] A0400240 後期 ドイツ語初級1　[全][ 本田 博之 先進/工学/情報][遠隔

A0800069 3Q *偏微分及び演習　[情 間庭 正明他 八 1N-214 遠隔(同)] (オ)&対面]

報]【DEF】[遠隔(オ)& A0800062 3Q *偏微分及び演習　[情 陸名 雄一他 八 1W-213 A1100691 3Q 化学及び演習Ⅰ　[先 桑村 直人 八 1E-202

対面] 報]【ABC】[遠隔(オ)& 進/工学/情報][遠隔(

A0800070 3Q *偏微分及び演習　[情 椎名 貴久他 八 1S-208 対面] オ)&対面]

報]【DEF】[遠隔(オ)& A0800063 3Q *偏微分及び演習　[情 間庭 正明他 八 1N-214 A1100692 3Q 化学及び演習Ⅱ　[先 高見 知秀 八 1N-214

対面] 報]【ABC】[遠隔(オ)& 進/工学/情報][遠隔(

A0800071 3Q *偏微分及び演習　[情 田村 充司他 八 1W-212 対面] オ)&対面]

報]【DEF】[遠隔(オ)& A0800064 3Q *偏微分及び演習　[情 椎名 貴久他 八 1S-208 A1900937 3Q 線形代数学及び演習Ⅰ 陸名 雄一他 八 1W-213

対面] 報]【ABC】[遠隔(オ)& [情報][遠隔(オ)&対

A0800072 3Q *偏微分及び演習　[情 小林 康麿他 八 1S-209 対面] 面]

報]【DEF】[遠隔(オ)& A0800065 3Q *偏微分及び演習　[情 熊ノ郷 直人 八 1S-209 A0201057 4Q 物理学及び演習ⅢC　[ 吉田 勝彦他 八 1E-205

対面] 報]【ABC】[遠隔(オ)& 他 A1/A2/情報][遠隔(オ)

A1000259 4Q *重積分及び演習　[情 陸名 雄一他 八 1W-213 対面] &対面]

報]【DEF】[遠隔(オ)& A0800066 3Q *偏微分及び演習　[情 齋藤 正顕他 八 1N-215 A1100696 4Q 化学及び演習Ⅱ　[先 桑村 直人 八 1E-202

対面] 報]【ABC】[遠隔(オ)& 進/工学/情報][遠隔(

A1000260 4Q *重積分及び演習　[情 間庭 正明他 八 1N-214 対面] オ)&対面]

END



大学　情報学部　情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科　1年
6      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

報]【DEF】[遠隔(オ)& A1000253 4Q *重積分及び演習　[情 陸名 雄一他 八 1W-213 A1900939 4Q 線形代数学及び演習Ⅱ 陸名 雄一他 八 1W-213

対面] 報]【ABC】[遠隔(オ)& [情報][遠隔(オ)&対

A1000261 4Q *重積分及び演習　[情 椎名 貴久他 八 1S-208 対面] 面]

報]【DEF】[遠隔(オ)& A1000254 4Q *重積分及び演習　[情 間庭 正明他 八 1N-214

対面] 報]【ABC】[遠隔(オ)&

A1000262 4Q *重積分及び演習　[情 田村 充司他 八 1W-212 対面]

報]【DEF】[遠隔(オ)& A1000255 4Q *重積分及び演習　[情 椎名 貴久他 八 1S-208

対面] 報]【ABC】[遠隔(オ)&

A1000263 4Q *重積分及び演習　[情 小林 康麿他 八 1S-209 対面]

報]【DEF】[遠隔(オ)& A1000256 4Q *重積分及び演習　[情 熊ノ郷 直人 八 1S-209

対面] 報]【ABC】[遠隔(オ)& 他

対面]

A1000257 4Q *重積分及び演習　[情 齋藤 正顕他 八 1N-215

報]【ABC】[遠隔(オ)&

対面]

END



大学　情報学部　情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科　1年
7      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A1100687

A1100688

2Q

2Q
木

*化学及び演習Ⅱ　[情 徳永 健他 八 15-103淺野 裕俊*情報処理入門　[情報前期A1000093 A1600053 1Q *プログラミングおよ 保坂 修治 八 15-003

報]【ABC】[遠隔(オ)& ]【A】[対面] び演習1　[情報]【A】

対面] A1000094 前期 *情報処理入門　[情報 吉田 直人 八 15-105 [連続][対面]

*化学及び演習Ⅱ　[情 徳永 健他 ]【B】[対面] A1600054 1Q *プログラミングおよ 坂野 遼平 八 02-664

報]【DEF】[遠隔(オ)& A1000095 前期 *情報処理入門　[情報 坂野 遼平 八 15-001 び演習1　[情報]【B】

対面] ]【C】[対面] [連続][対面]

陸名 雄一他

桑村 直人

対面]

報]【ABC】[遠隔(オ)&

*重積分及び演習　[情

オ)&対面]

進/工学/情報][遠隔(

化学及び演習Ⅰ　[先

4Q

3Q

A1000253

A1100693

八 1N-401

新 1001

田　芳

川原 勝彦

日吉 佑太

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

](再)[ハイ]

Basic English I　[全

前期A0300103

前期A0300078

前期A0201185

八 02-664

八 15-003

坂野 遼平

保坂 修治

[連続][対面]

び演習1　[情報]【B】

*プログラミングおよ

[連続][対面]

び演習1　[情報]【A】

*プログラミングおよ

1Q

1Q

A1600054

A1600053

A1900918 4Q *線形代数学及び演習 鈴木 敏行他 A1000100 前期 *情報処理入門　[情報 京地 清介 八 02-364 A1600055 1Q *プログラミングおよ 張 ジョ 八 02-564 A1600055 1Q *プログラミングおよ 張 ジョ 八 02-564 A0400114 前期 道徳教育の理論と方法 内山 宗昭 A1000254 4Q *重積分及び演習　[情 間庭 正明他

Ⅳ　[情報]【ABC】[遠 ]【D】[対面] び演習1　[情報]【C】 び演習1　[情報]【C】 [教職][遠隔(同)] 報]【ABC】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] A1000103 前期 *情報処理入門　[情報 浅野 太 八 02-564 [連続][対面] [連続][対面] A0400147 前期 ドイツ語初級1　[全][ 柴田 教昭 対面]

A1900919 4Q *線形代数学及び演習 荒川 智匡他 ]【E】[対面] A1600056 1Q *プログラミングおよ 菅谷 奈津子 八 15-005 A1600056 1Q *プログラミングおよ 菅谷 奈津子 八 15-005 遠隔(同)] A1000255 4Q *重積分及び演習　[情 椎名 貴久他

Ⅳ　[情報]【ABC】[遠 A1000104 前期 *情報処理入門　[情報 三上 弾 八 02-664 び演習1　[情報]【D】 び演習1　[情報]【D】 A0400148 前期 ドイツ語初級1　[全][ 柳 勝己 報]【ABC】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] ]【F】[対面] [連続][対面] [連続][対面] 遠隔(同)] 対面]

A1900920 4Q *線形代数学及び演習 梅田 典晃他 A1800083 後期 *論理回路　[情報]【A 木全 英明他 新 1001 A1600057 1Q *プログラミングおよ 藤井 昭宏 八 15-103 A1600057 1Q *プログラミングおよ 藤井 昭宏 八 15-103 A0600049 前期 フランス語初級1　[全 山上 昌子 A1000256 4Q *重積分及び演習　[情 熊ノ郷 直人

Ⅳ　[情報]【ABC】[遠 B】[ハイ] 八 1W-026 び演習1　[情報]【E】 び演習1　[情報]【E】 ][遠隔(同)] 報]【ABC】[遠隔(オ)& 他

隔(オ)&対面] A1800084 後期 *論理回路　[情報]【C 藤川 真樹他 新 1001 [連続][対面] [連続][対面] A0600050 前期 フランス語初級1　[全 内山 憲一 対面]

A1900921 4Q *線形代数学及び演習 多田 秀樹他 D】[ハイ] 八 1W-026 A1600058 1Q *プログラミングおよ 川崎　敏治 八 15-105 A1600058 1Q *プログラミングおよ 川崎　敏治 八 15-105 ][遠隔(同)] A1000257 4Q *重積分及び演習　[情 齋藤 正顕他

Ⅳ　[情報]【ABC】[遠 A1800085 後期 *論理回路　[情報]【E 福田 一帆他 新 1001 び演習1　[情報]【F】 び演習1　[情報]【F】 A0900034 前期 Introduction to Engl 和田 朋子 報]【ABC】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] F】[ハイ] 八 1W-026 [連続][対面] [連続][対面] ish for Global Commu 対面]

A1900924 4Q *線形代数学及び演習 小林 康麿他 A1600059 2Q プログラミングおよび 藤井 昭宏 八 15-103 A1600059 2Q プログラミングおよび 藤井 昭宏 八 15-103 nication I　[全][遠 A1000259 4Q *重積分及び演習　[情 陸名 雄一他

Ⅳ　[情報]【DEF】[遠 演習1　[情報][連続][ 演習1　[情報][連続][ 隔(同)] 報]【DEF】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 対面] 対面] A1800096 前期 ロシア語初級1　[全][ 岩崎 理恵 対面]

A1900925 4Q *線形代数学及び演習 田村 充司他 A1600060 2Q プログラミングおよび 保坂 修治 八 15-003 A1600060 2Q プログラミングおよび 保坂 修治 八 15-003 遠隔(同)] A1000260 4Q *重積分及び演習　[情 間庭 正明他

Ⅳ　[情報]【DEF】[遠 演習2　[情報][連続][ 演習2　[情報][連続][ A0200847 2Q 微分及び演習　[先進/ 大井 周他 八 1W-116 報]【DEF】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 対面] 対面] 情報][遠隔(オ)&対面] 対面]

A1900926 4Q *線形代数学及び演習 間庭 正明他 A1600061 2Q プログラミングおよび 坂野 遼平 八 02-364 A1600061 2Q プログラミングおよび 坂野 遼平 八 02-364 A0201195 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 五十嵐　朱夏 八 1N-215 A1000261 4Q *重積分及び演習　[情 椎名 貴久他

Ⅳ　[情報]【DEF】[遠 演習2　[情報][連続][ 演習2　[情報][連続][ 先進/工学/情報][遠隔 他 報]【DEF】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 対面] 対面] (オ)&対面] 対面]

A1900927 4Q *線形代数学及び演習 陸名 雄一他 A1600062 2Q プログラミングおよび 張 ジョ 八 02-164 A1600062 2Q プログラミングおよび 張 ジョ 八 02-164 A0200729 後期 Basic English I　[全 今井 博啓 新 1001 A1000262 4Q *重積分及び演習　[情 田村 充司他

Ⅳ　[情報]【DEF】[遠 演習2　[情報][連続][ 演習2　[情報][連続][ ](再)[ハイ] 八 1W-211 報]【DEF】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 対面] 対面] A0201190 後期 Basic English II　[ 日吉 佑太 新 1001 対面]

A1600064 2Q プログラミングおよび 川崎　敏治 八 15-108 A1600064 2Q プログラミングおよび 川崎　敏治 八 15-108 全](再)[ハイ] 八 1N-214 A1000263 4Q *重積分及び演習　[情 小林 康麿他

演習2　[情報][連続][ 演習2　[情報][連続][ A0300092 後期 中国語初級1　[全][遠 川原 勝彦 報]【DEF】[遠隔(オ)&

対面] 対面] 隔(同)] 対面]

A1600101 2Q プログラミングおよび 菅谷 奈津子 八 15-005 A1600101 2Q プログラミングおよび 菅谷 奈津子 八 15-005 A0300104 後期 中国語初級1　[全][遠 田　芳 A1100697 4Q 化学及び演習Ⅰ　[先 高見 知秀

演習1　[情報][連続][ 演習1　[情報][連続][ 隔(同)] 進/工学/情報][遠隔(

対面] 対面] A0400115 後期 道徳教育の理論と方法 内山 宗昭 オ)&対面]

A1600063 3Q プログラミングおよび 保坂 修治 八 15-105 A1600063 3Q プログラミングおよび 保坂 修治 八 15-105 [教職][遠隔(同)] A1600067 4Q プログラミングおよび 雨車 和憲

演習2　[情報][連続][ 演習2　[情報][連続][ A0400162 後期 ドイツ語初級1　[全][ 柴田 教昭 演習2　[情報][連続][

対面] 対面] 遠隔(同)] 遠隔(オ)]

A1600065 3Q プログラミングおよび 雨車 和憲 八 02-564 A1600065 3Q プログラミングおよび 雨車 和憲 八 02-564 A0400163 後期 ドイツ語初級1　[全][ 柳 勝己

演習2　[情報][連続][ 演習2　[情報][連続][ 遠隔(同)]

対面] 対面] A0600059 後期 フランス語初級1　[全 山上 昌子

A1600066 3Q プログラミングおよび 三上 弾 八 15-103 A1600066 3Q プログラミングおよび 三上 弾 八 15-103 ][遠隔(同)]

演習2　[情報][連続][ 演習2　[情報][連続][ A0600060 後期 フランス語初級1　[全 内山 憲一

対面] 対面] ][遠隔(同)]

A1600069 3Q プログラミングおよび 淺野 裕俊 新 1001 A1600069 3Q プログラミングおよび 淺野 裕俊 新 1001 A0900035 後期 Introduction to Engl 和田 朋子

演習3　[情報][連続][ 八 1W-026 演習3　[情報][連続][ 八 1W-026 ish for Global Com.

ハイ] ハイ] Ⅱ　[全][遠隔(同)]

A1600068 4Q プログラミングおよび 保坂 修治 八 15-103 A1600068 4Q プログラミングおよび 保坂 修治 八 15-103 A1800102 後期 ロシア語初級1　[全][ 岩崎 理恵

演習3　[情報][連続][ 演習3　[情報][連続][ 遠隔(同)]

対面] 対面] A0200867 3Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 高瀬 昇他 八 1S-208

A1600072 4Q プログラミングおよび 雨車 和憲 八 02-564 A1600072 4Q プログラミングおよび 雨車 和憲 八 02-564 先進/工学/情報][遠隔

演習3　[情報][連続][ 演習3　[情報][連続][ (オ)&対面]

対面] 対面] A1900936 3Q 線形代数学及び演習Ⅱ 国定　亮一他 八 1E-106

A1600073 4Q プログラミングおよび 淺野 裕俊 八 02-364 A1600073 4Q プログラミングおよび 淺野 裕俊 八 02-364 [情報][遠隔(オ)&対

演習3　[情報][連続][ 演習3　[情報][連続][ 面]

対面] 対面] A1900965 3Q 積分及び演習　[先進/ 齋藤 正顕他 八 1W-116

A1600077 4Q プログラミングおよび 三上 弾 新 1001 A1600077 4Q プログラミングおよび 三上 弾 新 1001 情報][遠隔(オ)&対面]

演習4　[情報][連続][ 八 1W-026 演習4　[情報][連続][ 八 1W-026 A0201058 4Q 物理学及び演習ⅢC　[ 田坂 由貴他 八 1E-203

ハイ] ハイ] A1/A2/情報][遠隔(オ)

A1100707 通年 教育原論　[教職][遠 内山 宗昭 &対面]

隔(同)] A0201104 4Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他 八 1S-207

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0800074 4Q 偏微分及び演習　[先 齋藤 正顕他 八 1W-116

進/情報][遠隔(オ)&対

面]

A1900938 4Q 線形代数学及び演習Ⅰ 国定　亮一他 八 1E-106

[情報][遠隔(オ)&対

面]

END
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A0201052

A0201053

3Q

3Q
金

*物理学及び演習ⅢC 高瀬 昇他 八 15-202松井 領明*Basic English I　[前期A0200246 A1000041 前期 *情報ロジカルライテ 勝田 由美 八 02-364

[情報]【ABC】[遠隔( 情報]【DEF】[対面] ィングI　[情報]【DEF

オ)&対面] A0200247 前期 *Basic English I　[ 原　将吾 八 15-204 】[対面]

*物理学及び演習ⅢC 吉村 季織他 情報]【DEF】[対面] A1000042 前期 *情報ロジカルライテ 梅津 紀雄 八 02-164

[情報]【ABC】[遠隔( A0200248 前期 *Basic English I　[ 佐々木 恭介 八 15-206 ィングI　[情報]【DEF

オ)&対面] 情報]【DEF】[対面] 】[対面]

桑村 直人

徳永 健

オ)&対面]

進/工学/情報][遠隔(

化学及び演習Ⅱ　[先

オ)&対面]

進/工学/情報][遠隔(

化学及び演習Ⅰ　[先

4Q

2Q

A1100698

A1100690

八 1N-215

新 1001

八 1W-213

新 1001

安 明姫

野口 大斗

田村 幸恵

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

全](再)[ハイ]

Basic English II　[

](再)[ハイ]

Basic English I　[全

前期A0300079

前期A0201188

前期A0201186

八 02-164

八 1N-214

梅津 紀雄

古川 哲

】[対面]

ィングI　[情報]【ABC

*情報ロジカルライテ

】[対面]

ィングI　[情報]【ABC

*情報ロジカルライテ

前期

前期

A1000038

A1000037

A0201054 3Q *物理学及び演習ⅢC 吉田 勝彦他 A0200249 前期 *Basic English I　[ 萩原 さがみ 八 1S-108 A1000043 前期 *情報ロジカルライテ 古川 哲 八 1N-214 A1000039 前期 *情報ロジカルライテ 黒川 悠輔 八 02-264 A0300109 前期 中国語初級1　[全][遠 田　芳

[情報]【DEF】[遠隔( 情報]【DEF】[対面] ィングI　[情報]【DEF ィングI　[情報]【ABC 隔(同)]

オ)&対面] A0200250 前期 *Basic English I　[ 和田 朋子 八 02-164 】[対面] 】[対面] A0400149 前期 ドイツ語初級1　[全][ 大野 雄三

A0201055 3Q *物理学及び演習ⅢC 高瀬 昇他 情報]【DEF】[対面] A1000044 前期 *情報ロジカルライテ 黒川 悠輔 八 02-264 A1000040 前期 *情報ロジカルライテ 勝田 由美 八 02-364 遠隔(同)]

[情報]【DEF】[遠隔( A0200874 前期 *Basic English I　[ 田中 俊雄 八 02-264 ィングI　[情報]【DEF ィングI　[情報]【ABC A0600051 前期 フランス語初級1　[全 内山 憲一

オ)&対面] 情報]【DEF】[対面] 】[対面] 】[対面] ][遠隔(同)]

A0201056 4Q 物理学及び演習ⅢC　[ 吉田 勝彦他 A0200297 後期 *Basic English II　[ 松井 領明 八 1E-201 A1900513 前期 *身体･運動科学演習I 中村 みづき 八 MT-105 A1900546 前期 *身体･運動科学演習I 中村 みづき 八 MT-105 A0200985 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 田坂 由貴他 八 1W-212

A1/A2/情報][遠隔(オ) 情報]【DEF】[対面] [情報]【ABC】[サッ [情報]【DEF】[サッ 先進/工学/情報][遠隔

&対面] A0200298 後期 *Basic English II　[ 原　将吾 八 1E-202 カー][対面] カー][対面] (オ)&対面]

A0201057 4Q 物理学及び演習ⅢC　[ 吉田 勝彦他 情報]【DEF】[対面] A1900514 前期 *身体･運動科学演習I 望月 康司 八 MT-105 A1900547 前期 *身体･運動科学演習I 望月 康司 八 MT-105 A0201192 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 高瀬 昇他 八 1E-106

A1/A2/情報][遠隔(オ) A0200299 後期 *Basic English II　[ 佐々木 恭介 八 1E-203 [情報]【ABC】[バド [情報]【DEF】[バド 先進/工学/情報][遠隔

&対面] 情報]【DEF】[対面] ミントン][対面] ミントン][対面] (オ)&対面]

A0201058 4Q 物理学及び演習ⅢC　[ 田坂 由貴他 A0200300 後期 *Basic English II　[ 萩原 さがみ 八 1E-205 A1900515 前期 *身体･運動科学演習I 白滝　聡 八 MT-105 A1900548 前期 *身体･運動科学演習I 白滝　聡 八 MT-105 A0201193 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他 八 1N-214

A1/A2/情報][遠隔(オ) 情報]【DEF】[対面] [情報]【ABC】[ソフ [情報]【DEF】[ソフ 先進/工学/情報][遠隔

&対面] A0200301 後期 *Basic English II　[ 和田 朋子 八 1E-206 トボール][対面] トボール][対面] (オ)&対面]

情報]【DEF】[対面] A1900516 前期 *身体･運動科学演習I 数馬 広二 八 MT-105 A1900549 前期 *身体･運動科学演習I 数馬 広二 八 MT-105 A1100690 2Q 化学及び演習Ⅰ　[先 徳永 健 八 1N-335

A0200885 後期 *Basic English II　[ 田中 俊雄 八 1S-108 [情報]【ABC】[剣道 [情報]【DEF】[卓球 進/工学/情報][遠隔(

情報]【DEF】[対面] ][対面] ][対面] オ)&対面]

A0201052 3Q *物理学及び演習ⅢC 高瀬 昇他 八 1W-211 A1900517 前期 *身体･運動科学演習I 土肥 啓一郎 八 MT-105 A1900551 前期 *身体･運動科学演習I 土肥 啓一郎 八 MT-105 A0201187 後期 Basic English I　[全 野口 大斗 新 1001

[情報]【ABC】[遠隔( [情報]【ABC】[ハン [情報]【DEF】[ハン ](再)[ハイ] 八 1N-215

オ)&対面] ドボール][対面] ドボール][対面] A0201191 後期 Basic English II　[ 田村 幸恵 新 1001

A0201053 3Q *物理学及び演習ⅢC 吉村 季織他 八 1W-212 A1900545 前期 *身体･運動科学演習I 武田 典子 八 MT-105 A1900552 前期 *身体･運動科学演習I 武田 典子 八 MT-105 全](再)[ハイ] 八 1W-027

[情報]【ABC】[遠隔( [情報]【ABC】[卓球 [情報]【DEF】[ウォ A0300093 後期 中国語初級1　[全][遠 安 明姫

オ)&対面] ][対面] ーキング][対面] 隔(同)]

A0200816 4Q *物理学及び演習ⅢD 高瀬 昇他 八 1W-211 A1000049 後期 *情報ロジカルライテ 梅津 紀雄 八 02-164 A1000045 後期 *情報ロジカルライテ 勝田 由美 八 02-264 A0300094 後期 中国語初級1　[全][遠 田　芳

[情報]【ABC】[遠隔( ィングII　[情報]【DE ィングII　[情報]【AB 隔(同)]

オ)&対面] F】[対面] C】[対面] A0400164 後期 ドイツ語初級1　[全][ 大野 雄三

A1000050 後期 *情報ロジカルライテ 勝田 由美 八 02-264 A1000046 後期 *情報ロジカルライテ 梅津 紀雄 八 02-164 遠隔(同)]

ィングII　[情報]【DE ィングII　[情報]【AB A0600061 後期 フランス語初級1　[全 内山 憲一

F】[対面] C】[対面] ][遠隔(同)]

A1000051 後期 *情報ロジカルライテ 黒川 悠輔 八 1W-212 A1000047 後期 *情報ロジカルライテ 黒川 悠輔 八 1W-212 A0200986 3Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他 八 1S-107

ィングII　[情報]【DE ィングII　[情報]【AB 先進/工学/情報][遠隔

F】[対面] C】[対面] (オ)&対面]

A1000052 後期 *情報ロジカルライテ 古川 哲 八 1W-213 A1000048 後期 *情報ロジカルライテ 古川 哲 八 1W-213 A1100693 3Q 化学及び演習Ⅰ　[先 桑村 直人 八 1E-106

ィングII　[情報]【DE ィングII　[情報]【AB 進/工学/情報][遠隔(

F】[対面] C】[対面] オ)&対面]

A1900669 後期 *身体･運動科学演習II 白滝　聡 八 MT-105 A1900798 後期 *身体･運動科学演習II 白滝　聡 八 MT-105 A1100694 3Q 化学及び演習Ⅱ　[先 徳永 健 八 1N-401

[情報]【ABC】[ソフ [情報]【DEF】[ソフ 進/工学/情報][遠隔(

トボール][対面] トボール][対面] オ)&対面]

A1900674 後期 *身体･運動科学演習II 坂下 博之 八 MT-105 A1900799 後期 *身体･運動科学演習II 坂下 博之 八 MT-105 A0200987 4Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他 八 1S-107

[情報]【ABC】[サッ [情報]【DEF】[サッ 先進/工学/情報][遠隔

カー][対面] カー][対面] (オ)&対面]

A1900793 後期 *身体･運動科学演習II 望月 康司 八 MT-105 A1901174 後期 *身体･運動科学演習II 望月 康司 八 MT-105 A1100697 4Q 化学及び演習Ⅰ　[先 高見 知秀 八 1N-401

[情報]【ABC】[卓球 [情報]【DEF】[卓球 進/工学/情報][遠隔(

][対面] ][対面] オ)&対面]

A1900794 後期 *身体･運動科学演習II 数馬 広二 八 MT-105 A1901175 後期 *身体･運動科学演習II 数馬 広二 八 MT-105 A1100698 4Q 化学及び演習Ⅱ　[先 桑村 直人 八 1S-207

[情報]【ABC】[剣道 [情報]【DEF】[剣道 進/工学/情報][遠隔(

][対面] ][対面] オ)&対面]

A1900795 後期 *身体･運動科学演習II 土肥 啓一郎 八 MT-105 A1901176 後期 *身体･運動科学演習II 土肥 啓一郎 八 MT-105

[情報]【ABC】[バス [情報]【DEF】[バス

ケットボール][対面] ケットボール][対面]

A1900797 後期 *身体･運動科学演習II 高橋　和孝 八 MT-105 A1901177 後期 *身体･運動科学演習II 高橋　和孝 八 MT-105

[情報]【ABC】[テニ [情報]【DEF】[テニ

ス][対面] ス][対面]

END



大学　情報学部　情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科　1年
9      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0200816

A0200817

4Q

4Q
土

*物理学及び演習ⅢD 高瀬 昇他 植松 希久磨中国語初級1　[全][遠前期A0300081 A0300082 前期 中国語初級1　[全][遠 川原 勝彦

[情報]【ABC】[遠隔( 隔(同)] 隔(同)]

オ)&対面] A0400150 前期 ドイツ語初級1　[全][ 柳 勝己 A0300083 前期 中国語初級1　[全][遠 安 明姫

*物理学及び演習ⅢD 吉田 勝彦他 遠隔(同)] 隔(同)]

[情報]【DEF】[遠隔( A0400151 前期 ドイツ語初級1　[全][ 大野 雄三 A0400152 前期 ドイツ語初級1　[全][ 柳 勝己

オ)&対面] 遠隔(同)] 遠隔(同)]

桑村 直人

桑村 直人

オ)&対面]

進/工学/情報][遠隔(

化学及び演習Ⅰ　[先

オ)&対面]

進/工学/情報][遠隔(

化学及び演習Ⅰ　[先

3Q

2Q

A1100691

A1100689

山上 昌子

柴田 教昭

安 明姫

][遠隔(同)]

フランス語初級1　[全

遠隔(同)]

ドイツ語初級1　[全][

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

前期A0600056

前期A0400156

前期A0300068

柳 勝己

安 明姫

川原 勝彦

遠隔(同)]

ドイツ語初級1　[全][

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

前期

前期

前期

A0400154

A0300085

A0300084

A0600052 前期 フランス語初級1　[全 谷口 清彦 A0400153 前期 ドイツ語初級1　[全][ 柴田 教昭 A0400155 前期 ドイツ語初級1　[全][ 柴田 教昭 A0400175 後期 ドイツ語初級1　[全][ 柴田 教昭

][遠隔(同)] 遠隔(同)] 遠隔(同)] 遠隔(同)]

A0900026 前期 Introduction to Engl 和田 朋子 A0600053 前期 フランス語初級1　[全 谷口 清彦 A0600054 前期 フランス語初級1　[全 谷口 清彦 A0600067 後期 フランス語初級1　[全 山上 昌子

ish for Global Commu ][遠隔(同)] ][遠隔(同)] ][遠隔(同)]

nication I　[全][遠 A0300096 後期 中国語初級1　[全][遠 川原 勝彦 A0600055 前期 フランス語初級1　[全 山上 昌子

隔(同)] 隔(同)] ][遠隔(同)]

A1800098 前期 ロシア語初級1　[全][ 大月 晶子 A0300097 後期 中国語初級1　[全][遠 安 明姫 A1900048 前期 社会教育　[教職･学芸 片岡 了

遠隔(同)] 隔(同)] 員][遠隔(同)]

A0300095 後期 中国語初級1　[全][遠 植松 希久磨 A0400171 後期 ドイツ語初級1　[全][ 柳 勝己 A0300098 後期 中国語初級1　[全][遠 川原 勝彦

隔(同)] 遠隔(同)] 隔(同)]

A0400165 後期 ドイツ語初級1　[全][ 柳 勝己 A0400172 後期 ドイツ語初級1　[全][ 柴田 教昭 A0300099 後期 中国語初級1　[全][遠 安 明姫

遠隔(同)] 遠隔(同)] 隔(同)]

A0400170 後期 ドイツ語初級1　[全][ 大野 雄三 A0600063 後期 フランス語初級1　[全 谷口 清彦 A0400173 後期 ドイツ語初級1　[全][ 柳 勝己

遠隔(同)] ][遠隔(同)] 遠隔(同)]

A0600062 後期 フランス語初級1　[全 谷口 清彦 A0400174 後期 ドイツ語初級1　[全][ 柴田 教昭

][遠隔(同)] 遠隔(同)]

A0900027 後期 Introduction to Engl 和田 朋子 A0600065 後期 フランス語初級1　[全 谷口 清彦

ish for Global Com. ][遠隔(同)]

Ⅱ　[全][遠隔(同)] A0600066 後期 フランス語初級1　[全 山上 昌子

A1800104 後期 ロシア語初級1　[全][ 大月 晶子 ][遠隔(同)]

遠隔(同)]

END

集中・実習

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0300024 集中 中国語集中講座A　[個 未定 A0300102 集中 中国語集中講座B　[個 未定 A0400128 集中 道徳教育の理論と方法 浜野 兼一 集中 English for Global C 和田 朋子 A0500015 集中 English for Global C 和田 朋子 A0700036 集中 現代教職論　[教職][ 安部 芳絵 新 A-1161新 A-0865 A0500014

別登録不可:グ][開講 別登録不可:グ][開講 ommunication A　[個 ommunication B　[個 対面][教職][対面]

未定] 未定] 別登録不可:グ][全][ 別登録不可:グ][全][

遠隔(同)] 遠隔(同)]

A0800039 集中 博物館概論　[学芸員] 原 眞麻子 新 A-0862 A0800040 集中 博物館教育論　[学芸 原 眞麻子 新 A-0765 A0800045 集中 博物館情報･メディア 磯崎 咲美 集中 Int.Eng.Course　[個 山田 朋美 A0900017 集中 インターンシップA　[ 二上 武生 A0900018 集中 インターンシップB　[ 二上 武生新 A-0765 A0900002

[対面] 員][対面] 別登録不可:グ][春期H 個別登録不可:教][全] 個別登録不可:教][全]論　[学芸員][対面]

B留学][対面]

A0900020 集中 Int.Eng.Course　[個 山田 朋美 A0900030 集中 Int.Eng.Course　[個 未定 A1100492 集中 教育課程論　[教職][ 丸山 剛史 集中 教育心理学　[教職][ 岩田 泉 A1100727 集中 教育原論　[教職][遠 内山 宗昭 A1900435 集中 社会教育　[教職･学芸 片岡 了A1100653

別登録不可:グ][ネバ 別登録不可:グ][NZ語 遠隔(同)] 隔(同)] 員][遠隔(同)]遠隔(同)]

ダ大学][遠隔] 学研修]

A2000044 集中 特別なニーズ教育入門 尾高 進 新 B-0663

[教職][対面]

END



大学　情報学部　情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科　2年
     2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0200650

A0800035

前期

前期

前期

月

文学A　[全][遠隔(オ) 内山 憲一

A0700011

八 1N-028田中 輝雄他データ構造とアルゴリ前期A0400229 A0400229 前期 データ構造とアルゴリ 田中 輝雄他 八 1N-028

] ズム及び演習　[情報] 八 1N-029 ズム及び演習　[情報] 八 1N-029

芸術学A　[全][遠隔( 吉田 司雄 [連続][対面] 八 1N-214 [連続][対面] 八 1N-214

オ)] 八 1N-217 八 1N-217

法学A(日本国憲法1単 井上 知樹 八 1N-335 八 1N-335

位を含む)　[全][遠隔 A1901259 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 齋藤 正顕他 八 02-664 A0201170 1Q 微分及び演習　[情報] 齋藤 正顕他 八 15-206

田村 充司他

荒川 智匡他

齋藤 正顕他

(再)[遠隔(オ)&対面]

微分及び演習　[情報]

(再)[遠隔(オ)&対面]

微分及び演習　[情報]

(再)[遠隔(オ)&対面]

微分及び演習　[情報]

1Q

1Q

1Q

A0201174

A0201172

A0201170

八 02-564

八 1W-116

新 1001

八 1W-027

新 1001

今枝 佑輔他

萩原 輝

田中 智子

先進/工学/情報][遠隔

物理学及び演習Ⅱ　[

全](再)[ハイ]

Basic English II　[

](再)[ハイ]

Basic English I　[全

1QA0201117

前期A0200254

前期A0200252

八 1N-401

八 1W-026

荒川 智匡他

矢崎 敬人

浅野 太

(再)[遠隔(オ)&対面]

微分及び演習　[情報]

対面]

確率･統計I　[情報][

遠隔(同)]

確率･統計I　[情報][

1Q

前期

前期

A0201172

A1100375

A1100374

(オ)] [情報](再)[遠隔(オ (再)[遠隔(オ)&対面] A1901267 2Q 積分及び演習　[情報] 荒川 智匡他 八 1N-401 (オ)&対面] A0201176 1Q 微分及び演習　[情報] 田村 充司他

A1100097 前期 科学論A　[全][遠隔( 林 真理 )&対面] A1901265 2Q 積分及び演習　[情報] 豊田 哲他 八 15-206 (再)[遠隔(オ)&対面] A1600093 1Q プログラミングおよび 浅野 太 (再)[遠隔(オ)&対面]

オ)] A1901261 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 豊田 哲他 八 02-664 (再)[遠隔(オ)&対面] A1100111 後期 感覚･知覚心理学　[J2 福田 一帆 八 15-101 演習3　[情報][連続][ A0201178 1Q 微分及び演習　[情報] 梅田 典晃他

A1100209 前期 経営学A　[全][遠隔( 脇 みどり [情報](再)[遠隔(オ A0700004 後期 画像情報処理　[J2][ 福田 一帆 八 15-101 ][対面] 遠隔(同)&遠隔(オ)] (再)[遠隔(オ)&対面]

オ)] )&対面] 対面] A0800087 3Q 偏微分及び演習　[情 荒川 智匡他 八 1N-214 A1600095 1Q プログラミングおよび 前山 和喜 A0201180 1Q 微分及び演習　[情報] 大井 周他

A1800078 前期 歴史学A　[全][遠隔( 塚本 剛 A0300005 後期 CG数学　[J2][対面] 小早川　健 八 15-101 A0800085 3Q 偏微分及び演習　[情 丹下 稜斗他 八 1N-217 報](再)[遠隔(オ)&対 演習4　[情報][連続][ (再)[遠隔(オ)&対面]

オ)] A1901315 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 梅田 典晃他 八 1N-214 報](再)[遠隔(オ)&対 面] 遠隔(同)&遠隔(オ)] A1600093 1Q プログラミングおよび 浅野 太

A1900051 前期 社会思想A　[全][遠隔 木下 ちがや [J2][遠隔(オ)&対面 面] A1000287 4Q 重積分及び演習　[情 荒川 智匡他 八 1N-214 A1901250 1Q 積分及び演習　[先進/ 間庭 正明他 八 15-202 演習3　[情報][連続][

(オ)] ] A1000285 4Q 重積分及び演習　[情 丹下 稜斗他 八 1N-217 報](再)[遠隔(オ)&対 情報][遠隔(オ)&対面] 遠隔(同)&遠隔(オ)]

A1900055 前期 宗教学A　[全][遠隔( 田口 博子 A1901335 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 梅田 典晃他 八 1N-214 報](再)[遠隔(オ)&対 面] A0800083 2Q 偏微分及び演習　[先 間庭 正明他 八 15-202 A1600095 1Q プログラミングおよび 前山 和喜

オ)] [J2][遠隔(オ)&対面 面] 進/情報][遠隔(オ)&対 演習4　[情報][連続][

A1900107 前期 政治学A　[全][遠隔( 小野 一 ] 面] 遠隔(同)&遠隔(オ)]

オ)] A1600097 2Q プログラミングおよび 前山 和喜 A1600097 2Q プログラミングおよび 前山 和喜

A1901192 前期 社会学A　[全][遠隔( 勝田 由美 演習4　[情報][連続][ 演習4　[情報][連続][

オ)] 遠隔(同)&遠隔(オ)] 遠隔(同)&遠隔(オ)]

A2000015 前期 哲学A　[全][遠隔(オ) 草野 章 A0200306 後期 Basic English II　[ 田中 智子 新 1001

] 全](再)[ハイ] 八 1N-215

A0201116 1Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 田坂 由貴他 A1500036 後期 音情報処理　[J2][対 近藤 公久 八 15-202

先進/工学/情報][遠隔 面]

(オ)&対面]

A1901259 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 齋藤 正顕他

[情報](再)[遠隔(オ

)&対面]

A1901302 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 高木 悟他

[情報](再)[遠隔(オ

)&対面]

A1901303 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 梅田 典晃他

[情報](再)[遠隔(オ

)&対面]

A1901304 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 小林 康麿他

[情報](再)[遠隔(オ

)&対面]

A1901305 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 小林 康麿他

[情報](再)[遠隔(オ

)&対面]

A1901306 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 小林 康麿他

[情報](再)[遠隔(オ

)&対面]

A1901377 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 森澤 貴之

[情報](再)[遠隔(オ

)&対面]

A0700017 後期 芸術学B　[全][遠隔( 吉田 司雄

オ)]

A0800037 後期 法学B(日本国憲法1単 井上 知樹

位を含む)　[全][遠隔

(オ)]

A1100213 後期 経営学B　[全][遠隔( 脇 みどり

オ)]

A1400013 後期 日本国憲法　[全][遠 辛嶋 了憲

隔(オ)]

A1800077 後期 倫理学B　[全][遠隔( 林 真理

オ)]

A1800080 後期 歴史学B　[全][遠隔( 塚本 剛

オ)]

A1900053 後期 社会思想B　[全][遠隔 木下 ちがや

(オ)]

A1900056 後期 宗教学B　[全][遠隔( 田口 博子

オ)]

A1900110 後期 政治学B　[全][遠隔( 小野 一

オ)]

A1901194 後期 社会学B　[全][遠隔( 勝田 由美

オ)]

A2000019 後期 哲学B　[全][遠隔(オ) 草野 章

]

END

前期 生涯スポーツ1/2[全]
[ヨガ/ピラティス]
[対面]

武安 由宇里 新

前期 生涯スポーツ1/2[全]
[バレーボール][対
面]

桂 良寛 八

後期 生涯スポーツ
1/2[全][ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ
入門][対面]

村山 久美子 新

後期 生涯スポーツ1/2[全]
[ソフトボール][対
面]

山本 恵弥里 八

前期 生涯スポーツ1/2[全]
[フットサル、ヨガ/
ピラティス][対面]

坂下 博之
武安 由宇里

新

前期 生涯スポーツ1/2[全]
[テニス、サッカー、
バレーボール][対面]

溝口 美貴
中村 隼人
桂 良寛

八

後期 生涯スポーツ1/2[全]
[ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ入門、
フットサル][対面]

村山 久美子
坂下 博之

新

後期 生涯スポーツ1/2[全]
[テニス、卓球、サッ
カー][対面]

溝口 美貴
山本 恵弥里
中村 隼人

八

前期 生涯スポーツ1/2[全]
[テニス、卓球、サッ
カー、バレーボール]
[対面]

溝口 美貴
針ヶ谷 雅子
中村 隼人
桂 良寛

八

後期 生涯スポーツ1/2[全]
[フットサル][対面]

坂下 博之 新

後期 生涯スポーツ1/2[全]
[テニス、ソフトボー
ル、サッカー][対面]

溝口 美貴
山本 恵弥里
中村 隼人

八

前期 生涯スポーツ1/2[全]
[フットサル][対面]

坂下 博之 新



大学　情報学部　情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科　2年
2      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0200651

A0800036

前期

前期

前期

火

文学A　[全][遠隔(オ) 永野 宏志

A0700012

八 1S-208吉田 勝彦他物理学及び演習ⅢC　[1QA0201133 A0200025 前期 *Basic Academic Engl 赤間 主計 八 1E-203

] A1/A2/情報][遠隔(オ) ish I　[情報]【ABC】

芸術学A　[全][遠隔( 吉田 司雄 &対面] [対面]

オ)] A1000272 1Q 情報数学および演習1 位野木 万里 八 02-164 A0200026 前期 *Basic Academic Engl 杉野 早苗月 八 1E-202

法学A(日本国憲法1単 井上 知樹 [情報2年生以上][連 八 02-264 ish I　[情報]【ABC】

位を含む)　[全][遠隔 続][対面] 八 15-204 [対面]

荒川 智匡他

豊田 哲他

間庭 正明他

(再)[遠隔(オ)&対面]

積分及び演習　[情報]

(再)[遠隔(オ)&対面]

積分及び演習　[情報]

情報][遠隔(オ)&対面]

積分及び演習　[先進/

2Q

2Q

1Q

A1901267

A1901265

A1901250

八 1S-209

新 1001

八 1N-215

新 1001

八 1S-210

新 1001

秋本 隆之

今井 博啓

ル

ハウル ポー

全](再)[ハイ]

Basic English II　[

](再)[ハイ]

Basic English I　[全

I　[情報](再)[ハイ]

Basic Communication

前期A0200683

前期A0200255

前期A0200152

八 1E-202

八 1E-201

杉野 早苗月

工藤 秀平

[対面]

ish I　[情報]【DEF】

*Basic Academic Engl

[対面]

ish I　[情報]【DEF】

*Basic Academic Engl

前期

前期

A0200002

A0200001

(オ)] 八 15-206 A0200027 前期 *Basic Academic Engl 田中 智子 八 1E-206 A0200003 前期 *Basic Academic Engl 今井 博啓 八 1E-203 A1000270 前期 情報学基礎論I　[情報 未定 八 1N-029 A1901269 2Q 積分及び演習　[情報] 田村 充司他

A1100098 前期 科学論A　[全][遠隔( 林 真理 八 1N-028 ish I　[情報]【ABC】 ish I　[情報]【DEF】 ](再)[対面] (再)[遠隔(オ)&対面]

オ)] 八 1W-026 [対面] [対面] A0200203 後期 Basic Communication ハウル ポー 新 1001 A1901271 2Q 積分及び演習　[情報] 田村 充司他

A1100210 前期 経営学A　[全][遠隔( 脇 みどり 八 1W-111 A0200028 前期 *Basic Academic Engl 松井 領明 八 1E-205 A0200004 前期 *Basic Academic Engl 松井 領明 八 1E-205 II　[情報](再)[ハイ] ル 八 1N-215 (再)[遠隔(オ)&対面]

オ)] A1000194 2Q 情報数学および演習2 位野木 万里 八 1W-026 ish I　[情報]【ABC】 ish I　[情報]【DEF】 A0200303 後期 Basic English II　[ 今井 博啓 新 1001 A1901273 2Q 積分及び演習　[情報] 梅田 典晃他

A1400012 前期 日本国憲法　[全][遠 辛嶋 了憲 [情報2年生以上][連 [対面] [対面] 全](再)[ハイ] 八 1W-213 (再)[遠隔(オ)&対面]

隔(オ)] 続][対面] A0200029 前期 *Basic Academic Engl 山口 唯 八 1S-110 A0200005 前期 *Basic Academic Engl 赤間 主計 八 1N-214 A1100001 後期 キャリアデザイン　[ 二上 武生 八 1N-338 A1901275 2Q 積分及び演習　[情報] 大井 周他

A1800079 前期 歴史学A　[全][遠隔( 塚本 剛 A1000273 2Q 情報数学および演習1 位野木 万里 八 02-164 ish I　[情報]【ABC】 ish I　[情報]【DEF】 情報][対面] (再)[遠隔(オ)&対面]

オ)] [情報2年生以上][連 他 八 02-264 [対面] [対面] A1000282 3Q 重積分及び演習　[先 田村 充司他 八 02-264 A1100373 後期 確率･統計I　[情報]( 浅野 太

A1900054 前期 宗教学A　[全][遠隔( 田口 博子 続][対面] A0200904 前期 *Basic Academic Engl ハウル ポー 八 1S-210 A0200905 前期 *Basic Academic Engl ハウル ポー 八 1S-210 進/情報][遠隔(オ)&対 再)[遠隔(オ)]

オ)] A1000203 3Q 情報数学および演習2 大和 淳司 八 02-564 ish I　[情報]【ABC】 ル ish I　[情報]【DEF】 ル 面]

A1900108 前期 政治学A　[全][遠隔( 小野 一 [情報2年生以上][連 [対面] [対面]

オ)] 続][対面] A1000272 1Q 情報数学および演習1 位野木 万里 八 02-164 A0200052 後期 *Basic Academic Engl 工藤 秀平 八 1E-201

A1901359 前期 身体健康学　[全][遠 数馬 広二 A1000274 3Q 情報数学および演習1 大和 淳司他 八 1S-210 [情報2年生以上][連 八 02-264 ish II　[情報]【DEF

隔(オ)] [情報2年生以上][連 続][対面] 八 15-204 】[対面]

A2000016 前期 哲学A　[全][遠隔(オ) 草野 章 続][対面] 八 15-206 A0200053 後期 *Basic Academic Engl 杉野 早苗月 八 1S-209

] A1000208 4Q 情報数学および演習2 大和 淳司 八 1S-108 八 1N-028 ish II　[情報]【DEF

A0201117 1Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 今枝 佑輔他 [情報2年生以上][連 八 1W-026 】[対面]

先進/工学/情報][遠隔 続][対面] 八 1W-111 A0200054 後期 *Basic Academic Engl 今井 博啓 八 1S-208

(オ)&対面] A1000194 2Q 情報数学および演習2 位野木 万里 八 1W-026 ish II　[情報]【DEF

A0201118 1Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 金 哲夫他 [情報2年生以上][連 】[対面]

先進/工学/情報][遠隔 続][対面] A0200055 後期 *Basic Academic Engl 松井 領明 八 1E-203

(オ)&対面] A1000273 2Q 情報数学および演習1 位野木 万里 八 02-164 ish II　[情報]【DEF

A1901260 1Q 線形代数学及び演習Ⅱ 陸名 雄一他 [情報2年生以上][連 他 八 02-264 】[対面]

[情報][遠隔(オ)&対 続][対面] A0200056 後期 *Basic Academic Engl 赤間 主計 八 1S-207

面] A0200076 後期 *Basic Academic Engl 赤間 主計 八 1S-208 ish II　[情報]【DEF

A1901261 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 豊田 哲他 ish II　[情報]【ABC 】[対面]

[情報](再)[遠隔(オ 】[対面] A0200913 後期 *Basic Academic Engl ハウル ポー 八 1E-206

)&対面] A0200077 後期 *Basic Academic Engl 杉野 早苗月 八 1S-209 ish II　[情報]【DEF ル

A1901307 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 高木 悟他 ish II　[情報]【ABC 】[対面]

[情報](再)[遠隔(オ 】[対面] A0400008 後期 *デザイン幾何学　[J2 田村 充司 八 02-264

)&対面] A0200078 後期 *Basic Academic Engl 田中 智子 八 1S-207 ]【ABC】[対面]

A1901308 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 梅田 典晃他 ish II　[情報]【ABC

[情報](再)[遠隔(オ 】[対面]

)&対面] A0200079 後期 *Basic Academic Engl 松井 領明 八 1E-203

A1901309 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 小林 康麿他 ish II　[情報]【ABC

[情報](再)[遠隔(オ 】[対面]

)&対面] A0200080 後期 *Basic Academic Engl 山口 唯 八 1E-202

A1901310 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 小林 康麿他 ish II　[情報]【ABC

[情報](再)[遠隔(オ 】[対面]

)&対面] A0200912 後期 *Basic Academic Engl ハウル ポー 八 1E-206

A1901311 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 小林 康麿他 ish II　[情報]【ABC ル

[情報](再)[遠隔(オ 】[対面]

)&対面] A0400007 後期 *デザイン幾何学　[J2 田村 充司 八 02-264

A1901378 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 森澤 貴之他 ]【DEF】[対面]

[情報](再)[遠隔(オ A1000203 3Q 情報数学および演習2 大和 淳司 八 02-564

)&対面] [情報2年生以上][連

A0200654 後期 文学B　[全][遠隔(オ) 永野 宏志 続][対面]

] A1000274 3Q 情報数学および演習1 大和 淳司他 八 1S-210

A0700018 後期 芸術学B　[全][遠隔( 吉田 司雄 [情報2年生以上][連

オ)] 続][対面]

A0800038 後期 法学B(日本国憲法1単 井上 知樹 A1000208 4Q 情報数学および演習2 大和 淳司 八 1S-108

位を含む)　[全][遠隔 [情報2年生以上][連

(オ)] 続][対面]

A1100100 後期 科学論B　[全][遠隔( 林 真理

オ)]

A1100214 後期 経営学B　[全][遠隔( 脇 みどり

オ)]

A1800081 後期 歴史学B　[全][遠隔( 塚本 剛

オ)]

A1900057 後期 宗教学B　[全][遠隔( 田口 博子

オ)]

A1900111 後期 政治学B　[全][遠隔( 小野 一

オ)]

A2000020 後期 哲学B　[全][遠隔(オ) 草野 章

]

END

前期生涯スポーツ1/2[全]
[ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ入門、卓
球][対面]

村山 久美子
二宮 恭子

新

前期 生涯スポーツ1/2[全]
[サッカー、ボディ
ワーク、バドミント
ン、テニス、ソフト
ボール、体力トレー
ニング][対面]

坂下 博之
針ヶ谷 雅子
望月 康司
内藤 裕子
山本 恵弥里
木内 政孝

八

後期 生涯スポーツ1/2[全]
[ヨガ/ピラティス、卓
球][対面]

武安 由宇里
二宮 恭子

新

後期 生涯スポーツ1/2[全]
[サッカー、卓球、バ
レーボール、テニス、
体力トレーニング][対
面]

坂下 博之
針ヶ谷 雅子
望月 康司
内藤 裕子
木内 政孝

八

前期生涯スポーツ1/2[全]
[ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ入門、卓
球][対面]

村山 久美子
二宮 恭子

新

後期 生涯スポーツ
1/2[全][ヨガ/ピラ
ティス、卓球][対面]

武安 由宇里
二宮 恭子

新
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授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0200652

A1100183

前期

前期

前期

水

文学A　[全][遠隔(オ) 永野 宏志

A0700014

八 1N-028高橋 泰樹電気回路理論I　[情報前期A0400200 A0400206 前期 電気回路理論演習I　[ 高橋 泰樹 八 1N-028

] ][対面] 情報][対面]

芸術学A　[全][遠隔( 吉田 司雄 A0400201 前期 電気回路理論I　[情報 水野 修 八 1N-029 A0400207 前期 電気回路理論演習I　[ 水野 修 八 1N-029

オ)] ][対面] 情報][対面]

教育学A　[全][遠隔( 長谷川 鷹士 A0400202 前期 電気回路理論I　[情報 工藤 幸寛 八 1N-214 A0400208 前期 電気回路理論演習I　[ 工藤 幸寛 八 1N-214

オ)] ][対面] 情報][対面]

長嶋 祐二

間庭 正明他

BC】[連続][遠隔(オ)]

[情報2年生以上]【A

*情報数学および演習3

面]

進/情報][遠隔(オ)&対

偏微分及び演習　[先

1Q

1Q

A1000229

A0800082

新 1001

八 1N-216

新 1001

八 1N-214

新 1001

田邉 正雄

真鍋 義文

今井 博啓

*コンピュータアーキ

C】[ハイ]

テクチャ　[情報]【AB

*コンピュータアーキ

全](再)[ハイ]

Basic English II　[

A1100013 前期

前期A1100012

前期A0200251

八 1S-107

八 15-103

八 02-664

八 02-564

八 1S-107

田村 充司他

ドラシリ他

ＮＰ チャン

田村 充司他

積分及び演習　[情報]

報][対面]

情報学特別講義　[情

(再)[遠隔(オ)&対面]

微分及び演習　[情報]

2Q

2Q

1Q

A1901271

A1000056

A0201176

A1100219 前期 経済学A　[全][遠隔( 平岩 幸弘 A0400203 前期 電気回路理論I　[情報 淺野 裕俊 八 1N-215 A0400209 前期 電気回路理論演習I　[ 淺野 裕俊 八 1N-215 (再)[遠隔(オ)&対面] テクチャ　[情報]【DE 八 1N-217 A1000230 1Q *情報数学および演習3 福田 一帆

オ)] ][対面] 情報][対面] A1000035 後期 情報ネットワーク基礎 高見 一正 八 02-664 F】[ハイ] [情報2年生以上]【D

A1100337 前期 国際関係論A　[全][遠 小野 一 A0400204 前期 電気回路理論I　[情報 高見 一正 八 15-206 A0400210 前期 電気回路理論演習I　[ 高見 一正 八 1N-216 論　[J2][対面] A0800082 1Q 偏微分及び演習　[先 間庭 正明他 八 1S-208 EF】[連続][遠隔(オ)]

隔(オ)] ][対面] 情報][対面] A0800091 3Q 偏微分及び演習　[情 齋藤 正顕他 八 1N-215 進/情報][遠隔(オ)&対 A0800083 2Q 偏微分及び演習　[先 間庭 正明他

A1400011 前期 日本国憲法　[全][遠 辛嶋 了憲 A0400205 前期 電気回路理論I　[情報 永井 謙治 八 1W-211 A0400211 前期 電気回路理論演習I　[ 永井 謙治 八 1W-211 報](再)[遠隔(オ)&対 面] 進/情報][遠隔(オ)&対

隔(オ)] ][対面] 情報][対面] 面] A1901260 1Q 線形代数学及び演習Ⅱ 陸名 雄一他 八 1W-212 面]

A1800070 前期 倫理学A　[全][遠隔( 真達 大輔 A1901302 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 高木 悟他 八 1S-108 A0201174 1Q 微分及び演習　[情報] 田村 充司他 八 1S-107 A1000291 4Q 重積分及び演習　[情 齋藤 正顕他 八 1N-215 [情報][遠隔(オ)&対 A1000231 2Q *情報数学および演習4 長嶋 祐二

オ)] [情報](再)[遠隔(オ (再)[遠隔(オ)&対面] 報](再)[遠隔(オ)&対 面] [情報2年生以上]【A

A1800088 前期 論理学A　[全][遠隔( 草野 章 )&対面] A1901269 2Q 積分及び演習　[情報] 田村 充司他 八 1S-107 面] A1000281 2Q 重積分及び演習　[先 間庭 正明他 八 1S-208 BC】[連続][遠隔(オ)]

オ)] A1901307 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 高木 悟他 八 1S-108 (再)[遠隔(オ)&対面] 進/情報][遠隔(オ)&対 A1000232 2Q *情報数学および演習4 福田 一帆

A1900091 前期 身体健康学　[全][遠 桂 良寛 [情報](再)[遠隔(オ A1500025 後期 応用確率･統計学演習 生駒 哲一 八 15-108 面] [情報2年生以上]【D

隔(オ)] )&対面] [J2][対面] A0600032 後期 福祉情報学　[J2][対 長嶋 祐二 八 15-202 EF】[連続][遠隔(オ)]

A0200655 後期 文学B　[全][遠隔(オ) 永野 宏志 A1500024 後期 応用確率･統計学　[J2 生駒 哲一 八 15-101 A0800089 3Q 偏微分及び演習　[情 椎名 貴久他 八 1S-208 面] A0800085 3Q 偏微分及び演習　[情 丹下 稜斗他

] ][対面] 報](再)[遠隔(オ)&対 報](再)[遠隔(オ)&対

A0700015 後期 芸術学B　[全][遠隔( 吉田 司雄 A1901321 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 間庭 正明他 八 1W-116 面] 面]

オ)] [J2][遠隔(オ)&対面 A1000289 4Q 重積分及び演習　[情 椎名 貴久他 八 1S-208 A0800087 3Q 偏微分及び演習　[情 荒川 智匡他

A1100099 後期 科学論B　[全][遠隔( 林 真理 ] 報](再)[遠隔(オ)&対 報](再)[遠隔(オ)&対

オ)] A1901341 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 間庭 正明他 八 1W-116 面] 面]

A1100122 後期 環境経済学　[全][遠 平岩 幸弘 [J2][遠隔(オ)&対面 A0800089 3Q 偏微分及び演習　[情 椎名 貴久他

隔(オ)] ] 報](再)[遠隔(オ)&対

A1100186 後期 教育学B　[全][遠隔( 長谷川 鷹士 面]

オ)] A0800091 3Q 偏微分及び演習　[情 齋藤 正顕他

A1100342 後期 国際関係論B　[全][遠 小野 一 報](再)[遠隔(オ)&対

隔(オ)] 面]

A1800074 後期 倫理学B　[全][遠隔( 真達 大輔 A0800093 3Q 偏微分及び演習　[情 岸 俊晴他

オ)] 報](再)[遠隔(オ)&対

A1800090 後期 論理学B　[全][遠隔( 草野 章 面]

オ)] A0800095 3Q 偏微分及び演習　[情 大井 周他

A1900028 後期 スポーツ科学　[全][ 武田 典子 報](再)[遠隔(オ)&対

遠隔(オ)] 面]

A1901315 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 梅田 典晃他

[J2][遠隔(オ)&対面

]

A1901321 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 間庭 正明他

[J2][遠隔(オ)&対面

]

A1901324 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 立井 博子他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A1901326 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 森澤 貴之他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A1901328 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 岸 俊晴他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A1901330 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 小林 康麿他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A1901332 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 岸 俊晴他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

END

前期 生涯スポーツ1/2[全]
[ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ入門、卓
球、テニス、体力ト
レーニング][対面]

村山 久美子
古谷 崇子
内藤 裕子
木内 政孝

八

後期 生涯スポーツ1/2[全]
[ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ入門、剣
道、テニス、ソフト
ボール][対面]

村山 久美子
古谷 崇子
内藤 裕子
木内 政孝

八



大学　情報学部　情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科　2年
4      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0700030

A1100220

前期

前期

前期

木

現代文化論A　[全][遠 吉田 司雄

A1100184

八 1N-215梅田 典晃他線形代数学及び演習Ⅰ1QA1901303 A0200467 前期 美術A　[全][対面] 市原 恭代他 八 03-201

隔(オ)] [情報](再)[遠隔(オ A0201178 1Q 微分及び演習　[情報] 梅田 典晃他 八 1S-208

教育学A　[全][遠隔( 長谷川 鷹士 )&対面] (再)[遠隔(オ)&対面]

オ)] A0201142 2Q 物理学及び演習ⅢD　[ 小麥 真也他 八 1W-213 A1901273 2Q 積分及び演習　[情報] 梅田 典晃他 八 1S-208

経済学A　[全][遠隔( 平岩 幸弘 情報][遠隔(オ)&対面] (再)[遠隔(オ)&対面]

オ)] A1901308 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 梅田 典晃他 八 1N-215 A0200475 後期 美術B　[全][対面] 市原 恭代他 八 03-201

徳永 健

大井 周他

オ)&対面]

進/工学/情報][遠隔(

化学及び演習Ⅱ　[先

面]

進/情報][遠隔(オ)&対

重積分及び演習　[先

1Q

1Q

A1100791

A1000280

八 1S-207

八 1W-116

八 1E-106

新 1001

吉田 勝彦他

大井 周他

今井 博啓

物理学及び演習ⅢC　[

面]

進/情報][遠隔(オ)&対

重積分及び演習　[先

全](再)[ハイ]

Basic English II　[

A0201137 3Q

1QA1000280

前期A0200728

八 1S-208

八 1E-206

八 03-201

森澤 貴之

大井 周他

市原 恭代他

)&対面]

[情報](再)[遠隔(オ

線形代数学及び演習Ⅰ

(再)[遠隔(オ)&対面]

微分及び演習　[情報]

美術A　[全][対面]

1Q

1Q

前期

A1901377

A0201180

A0200468

A1100340 前期 国際関係論A　[全][遠 大和田 悠太 [情報](再)[遠隔(オ A1500004 後期 オブジェクト指向設計 吉田 直人 八 15-108 A1901275 2Q 積分及び演習　[情報] 大井 周他 八 1E-206 A1/A2/情報][遠隔(オ) A1000281 2Q 重積分及び演習　[先 間庭 正明他

隔(オ)] )&対面] 演習　[J2][対面] (再)[遠隔(オ)&対面] &対面] 進/情報][遠隔(オ)&対

A1800071 前期 倫理学A　[全][遠隔( 真達 大輔 A1500005 後期 オブジェクト指向設計 吉田 直人 八 15-108 A0800093 3Q 偏微分及び演習　[情 岸 俊晴他 八 1S-107 A1901378 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 森澤 貴之他 八 1S-208 面]

オ)] 論　[J2][対面] 報](再)[遠隔(オ)&対 [情報](再)[遠隔(オ A1000282 3Q 重積分及び演習　[先 田村 充司他

A1800087 前期 論理学A　[全][遠隔( 草野 章 A1901324 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 立井 博子他 八 15-204 面] )&対面] 進/情報][遠隔(オ)&対

オ)] [情報][遠隔(オ)&対 A1901326 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 森澤 貴之他 八 15-202 A0200476 後期 美術B　[全][対面] 市原 恭代他 八 03-201 面]

A1900068 前期 心理学A　[全][遠隔( 山田 豊明 面] [情報][遠隔(オ)&対 A0800095 3Q 偏微分及び演習　[情 大井 周他 八 1W-116 A1000285 4Q 重積分及び演習　[情 丹下 稜斗他

オ)] A1901344 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 立井 博子他 八 15-204 面] 報](再)[遠隔(オ)&対 報](再)[遠隔(オ)&対

A1901204 前期 政治学A　[全][遠隔( 小野 一 [情報][遠隔(オ)&対 A1000293 4Q 重積分及び演習　[情 岸 俊晴他 八 1S-107 面] 面]

オ)] 面] 報](再)[遠隔(オ)&対 A1000295 4Q 重積分及び演習　[情 大井 周他 八 1W-116 A1000287 4Q 重積分及び演習　[情 荒川 智匡他

A1901360 前期 身体健康学　[全][遠 数馬 広二 面] 報](再)[遠隔(オ)&対 報](再)[遠隔(オ)&対

隔(オ)] A1901346 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 森澤 貴之 八 15-202 面] 面]

A0700032 後期 現代文化論B　[全][遠 吉田 司雄 [情報][遠隔(オ)&対 A1000289 4Q 重積分及び演習　[情 椎名 貴久他

隔(オ)] 面] 報](再)[遠隔(オ)&対

A1100123 後期 環境経済学　[全][遠 平岩 幸弘 面]

隔(オ)] A1000291 4Q 重積分及び演習　[情 齋藤 正顕他

A1100185 後期 教育学B　[全][遠隔( 長谷川 鷹士 報](再)[遠隔(オ)&対

オ)] 面]

A1100344 後期 国際関係論B　[全][遠 大和田 悠太 A1000293 4Q 重積分及び演習　[情 岸 俊晴他

隔(オ)] 報](再)[遠隔(オ)&対

A1800075 後期 倫理学B　[全][遠隔( 真達 大輔 面]

オ)] A1000295 4Q 重積分及び演習　[情 大井 周他

A1800089 後期 論理学B　[全][遠隔( 草野 章 報](再)[遠隔(オ)&対

オ)] 面]

A1900070 後期 心理学B　[全][遠隔( 山田 豊明

オ)]

A1901205 後期 政治学B　[全][遠隔( 小野 一

オ)]

A1901335 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 梅田 典晃他

[J2][遠隔(オ)&対面

]

A1901341 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 間庭 正明他

[J2][遠隔(オ)&対面

]

A1901344 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 立井 博子他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A1901346 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 森澤 貴之

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A1901348 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 小林 康麿他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A1901350 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 岸 俊晴他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A1901352 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 小林 康麿他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

END

前期 生涯スポーツ1/2[全]
[卓球][対面]

二宮 恭子 新

後期 生涯スポーツ1/2[全]
[剣道][対面]

数馬 広二 新

前期 生涯スポーツ1/2[全]
[卓球、ヨガ/ピラ
ティス][対面]

二宮 恭子
武安 由宇里

新

後期 生涯スポーツ1/2[全]
[卓球、ヨガ/ピラ
ティス][対面]

数馬 広二
武安 由宇里

新

前期 生涯スポーツ1/2[全]
[ヨガ/ピラティス]
[対面]

武安 由宇里 新

前期 生涯スポーツ1/2[全]
[サッカー、バレー
ボール、卓球、テニ
ス][対面]

中村 みづき
桂 良寛
武田 典子
白石 洋隆

八

後期 生涯スポーツ1/2[全]
[ボディワーク][対
面]

針ヶ谷 雅子 新

後期 生涯スポーツ1/2[全]
[ソフトボール、サッ
カー、バスケット
ボール、卓球、テニ
ス][対面]

桂 良寛
中村 みづき
二宮 恭子
武田 典子
白石 洋隆

八



大学　情報学部　情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科　2年
5      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0200653

A1100339

前期

前期

前期

金

文学A　[全][遠隔(オ) 内山 憲一

A0700042

八 02-564真鍋 義文他*情報学実験　[情報]前期A1000171 A1000171 前期 *情報学実験　[情報] 真鍋 義文他 八 02-564

] 【DEF】[連続][対面] 八 02-664 【DEF】[連続][対面] 八 02-664

現代文化論A　[全][遠 吉田 司雄 八 05-301 八 05-301

隔(オ)] A0201118 1Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 金 哲夫他 八 1S-107 A1901305 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 小林 康麿他 八 1W-116

国際関係論A　[全][遠 大和田 悠太 先進/工学/情報][遠隔 [情報](再)[遠隔(オ

隔(オ)] (オ)&対面] )&対面]

中島 弘史

[遠隔(オ)]

論理回路　[情報](再)前期A1800086

八 1W-212

八 05-301

八 02-664

八 02-564

田坂 由貴他

真鍋 義文他

(オ)&対面]

先進/工学/情報][遠隔

物理学及び演習Ⅰ　[

【ABC】[連続][対面]

*情報学実験　[情報]

A0201116 1Q

前期A1000172

八 1N-215

八 05-301

八 02-664

八 02-564

小林 康麿他

真鍋 義文他

)&対面]

[情報](再)[遠隔(オ

線形代数学及び演習Ⅰ

【ABC】[連続][対面]

*情報学実験　[情報]

1Q

前期

A1901306

A1000172

A1900050 前期 社会思想A　[全][遠隔 木下 ちがや A0201135 1Q 物理学及び演習ⅢC　[ 田坂 由貴他 八 1N-215 A1901310 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 小林 康麿他 八 1W-116 A1901311 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 小林 康麿他 八 1N-215 A1100791 1Q 化学及び演習Ⅱ　[先 徳永 健 八 1E-106

(オ)] A1/A2/情報][遠隔(オ) [情報](再)[遠隔(オ [情報](再)[遠隔(オ 進/工学/情報][遠隔(

A1900069 前期 心理学A　[全][遠隔( 山田 豊明 &対面] )&対面] )&対面] オ)&対面]

オ)] A1901304 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 小林 康麿他 八 1S-207 A1000168 後期 *情報デザイン学実験 近藤 公久他 八 02-564 A0400066 後期 *電気回路理論I　[情 坂野 遼平 八 1N-216 A0400075 後期 *電気回路理論演習I 坂野 遼平 八 1N-216

A1900092 前期 身体健康学　[全][遠 桂 良寛 [情報](再)[遠隔(オ [J2]【ABC】[連続][ 八 02-664 報]【ABC】(再)[対面] [情報]【ABC】(再)[対

隔(オ)] )&対面] 対面] A0400067 後期 *電気回路理論I　[情 牛田 啓太 八 1N-217 面]

A1900109 前期 政治学A　[全][遠隔( 小野 一 A0201136 2Q 物理学及び演習ⅢC　[ 田坂 由貴他 八 1N-215 A1901330 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 小林 康麿他 八 1N-214 報]【DEF】(再)[対面] A0400076 後期 *電気回路理論演習I 牛田 啓太 八 1N-217

オ)] A1/A2/情報][遠隔(オ) [情報][遠隔(オ)&対 A1000169 後期 *情報デザイン学実験 近藤 公久他 八 02-564 [情報]【DEF】(再)[対

A1900214 前期 *生物学基礎論　[情報 松村 義隆 &対面] 面] [J2]【DEF】[連続][ 八 02-664 面]

]【ABC】[遠隔(オ)] A1901309 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 小林 康麿他 八 1S-207 A1901350 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 岸 俊晴他 八 1N-401 対面] A1000169 後期 *情報デザイン学実験 近藤 公久他 八 02-564

A1900215 前期 *生物学基礎論　[情報 篠山 浩文 [情報](再)[遠隔(オ [情報][遠隔(オ)&対 A1901332 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 岸 俊晴他 八 1N-401 [J2]【DEF】[連続][ 八 02-664

]【DEF】[遠隔(オ)] )&対面] 面] [情報][遠隔(オ)&対 対面]

A2000017 前期 哲学A　[全][遠隔(オ) 草野 章 A1000168 後期 *情報デザイン学実験 近藤 公久他 八 02-564 面]

] [J2]【ABC】[連続][ 八 02-664 A1901352 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 小林 康麿他 八 1N-214

A0201133 1Q 物理学及び演習ⅢC　[ 吉田 勝彦他 対面] [情報][遠隔(オ)&対

A1/A2/情報][遠隔(オ) A1901328 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 岸 俊晴他 八 1S-207 面]

&対面] [情報][遠隔(オ)&対

A0201135 1Q 物理学及び演習ⅢC　[ 田坂 由貴他 面]

A1/A2/情報][遠隔(オ) A1901348 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 小林 康麿他 八 1N-401

&対面] [情報][遠隔(オ)&対

A0201136 2Q 物理学及び演習ⅢC　[ 田坂 由貴他 面]

A1/A2/情報][遠隔(オ)

&対面]

A0700033 後期 現代文化論B　[全][遠 吉田 司雄

隔(オ)]

A1100343 後期 国際関係論B　[全][遠 大和田 悠太

隔(オ)]

A1800076 後期 倫理学B　[全][遠隔( 林 真理

オ)]

A1900029 後期 スポーツ科学　[全][ 武田 典子

遠隔(オ)]

A1900052 後期 社会思想B　[全][遠隔 木下 ちがや

(オ)]

A1900071 後期 心理学B　[全][遠隔( 山田 豊明

オ)]

A1900112 後期 政治学B　[全][遠隔( 小野 一

オ)]

A1900216 後期 *生物学基礎論　[情報 篠山 浩文

]【ABC】[遠隔(オ)]

A1900217 後期 *生物学基礎論　[情報 松村 義隆

]【DEF】[遠隔(オ)]

A2000021 後期 哲学B　[全][遠隔(オ) 草野 章

]

A0201137 3Q 物理学及び演習ⅢC　[ 吉田 勝彦他

A1/A2/情報][遠隔(オ)

&対面]

A0700031

A1900046

前期

前期

前期

土

現代文化論A　[全][遠 吉田 司雄

A1100338

隔(オ)]

国際関係論A　[全][遠 小野 一

隔(オ)]

社会学A　[全][遠隔( 勝田 由美

オ)]

安 明姫

隔(同)]

中国語中級B　[全][遠後期A0300069

A2000018 前期 哲学A　[全][遠隔(オ) 草野 章

]

A0201142 2Q 物理学及び演習ⅢD　[ 小麥 真也他

情報][遠隔(オ)&対面]

A0700043 後期 現代文化論B　[全][遠 吉田 司雄

隔(オ)]

A1100341 後期 国際関係論B　[全][遠 小野 一

隔(オ)]

A1901193 後期 社会学B　[全][遠隔( 勝田 由美

オ)]

A2000022 後期 哲学B　[全][遠隔(オ) 草野 章

]

END

集中・実習

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0800041 集中 博物館経営論　[学芸 濱村 伸治 新 A-0715 A0800042 集中 博物館資料保存論　[ 米倉 立子 新 A-1015 A0800046 集中 博物館展示論　[学芸 太田 美喜子 集中 海外総合文化A　[個別 吉田 司雄新 A-0862 A1100792

員][対面] 学芸員][対面] 登録不可:グ][先進/情員][対面]

報][遠隔(オ)]

END

前期 生涯スポーツ
1/2[全][サッカー、
バドミントン、卓
球、ソフトボール]
[対面]

中村 みづき
望月 康司
武田 典子
白滝 聡

八

後期 生涯スポーツ1/2[全]
[テニス、バドミント
ン、ソフトボール]
[対面]

髙橋 和孝
望月 康司
白滝 聡

八



大学　情報学部　情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科　3年
     2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0200489

A0200487

1Q

2Q

3Q

月

物理学1　[先進/情報] 小麥 真也

A0200490

八 02-313長谷川 研二線形代数学演習　[情前期A1901203 A0201094 前期 微分･積分演習　[先進 菊田 伸 八 02-313

[遠隔(オ)] 報][対面] /情報][対面]

物理学1　[先進/情報] 小麥 真也

[遠隔(オ)]

物理学1　[先進/情報] 小麥 真也

[遠隔(オ)]

八 1E-106

八 15-202

八 15-202

間庭 正明

間庭 正明

間庭 正明

面]

積分　[先進/情報][対

対面]

偏微分　[先進/情報][

面]

積分　[先進/情報][対

3QA1901227

2QA0800010

1QA1901015八 1N-214長谷川 研二

/情報][対面]

微分･積分演習　[先進前期A0201096

A0200488 4Q 物理学1　[先進/情報] 小麥 真也 A0201082 4Q 微分　[先進/情報][対 間庭 正明 八 1E-106

[遠隔(オ)] 面]

A0200507

A0200509

1Q

2Q

3Q

火

物理学2　[先進/情報] 本橋 隼人

A0200508

新 A-0762富安 玲子博物館資料論　[学芸前期A0800043 A1900196 前期 生体計測工学　[J2][ 田中 久弥 新 A-0611

[遠隔(オ)] 員][対面] 対面]

物理学2　[先進/情報] 本橋 隼人 A1000028 前期 情報デザインセミナー 近藤 公久他 A1901238 前期 線形代数学演習　[情 森澤 貴之 八 1S-107

[遠隔(オ)] I(PBL)　[登録不可/シ 報][対面]

物理学2　[先進/情報] 本橋 隼人 ラバス用コード][J2]

[遠隔(オ)] A0700005 後期 画像認識と理解　[J2] 小西 克巳 新 A-0712

徳永 健

桑村 直人

徳永 健

遠隔(オ)]

化学I　[工学/情報][

遠隔(オ)]

化学II　[工学/情報][

遠隔(オ)]

化学I　[工学/情報][

2Q

1Q

1Q

A1100603

A1100611

A1100600

八 02-264

新 A-1161

田村 充司

高見 一正

対面]

重積分　[先進/情報][

論　[J2][対面]

情報ネットワーク応用

3QA1000011

前期A1000033

新 A-1055

八 1S-107

新 A-0712

蒲池 みゆき

森澤 貴之

田中 久弥

動実験　[J2][対面]

コミュニケーション行

報][対面]

線形代数学演習　[情

面]

人体機能論　[J2][対

後期

前期

前期

A1100010

A1901239

A1000164

A0200510 4Q 物理学2　[先進/情報] 本橋 隼人 [対面] A1100614 2Q 化学II　[工学/情報][ 桑村 直人

[遠隔(オ)] 遠隔(オ)]

A1100604 3Q 化学I　[工学/情報][ 徳永 健

遠隔(オ)]

A1100615 3Q 化学II　[工学/情報][ 桑村 直人

遠隔(オ)]

A1100605 4Q 化学I　[工学/情報][ 徳永 健

遠隔(オ)]

A1100616 4Q 化学II　[工学/情報][ 桑村 直人

遠隔(オ)]

水

林 真理情報社会と情報倫理前期A1000072 A0201097 前期 微分･積分演習　[先進 菊田 伸 八 15-202

[情報][遠隔(同)] /情報][対面]

A1901236 前期 線形代数学演習　[情 豊田 哲 八 02-364 A1400014 前期 認知科学　[J2][対面] 渡邊 洋 新 A-1611

報][対面] A0400238 後期 道徳教育の理論と方法 浜野 兼一 新 A-0862

A1000027 後期 情報コンテンツと知的 中島 崇晴 [教職][対面]

財産　[J2][遠隔(同)] A1000029 後期 情報デザインセミナー 近藤 公久他 八 1W-212

新 A-1611

八 1S-210

新 1001

陸名 雄一

渡邊 洋

日吉 佑太

線形代数学2　[情報][

[対面]

データ処理演習　[J2]

イ]

sh I　[情報](再)[ハ

Basic Academic Engli

A1900372 1Q

A0400006 前期

前期A0200030

新 A-0715

新 A-0473

新 A-1611

近藤 公久

足立 節子

渡邊 洋

面]

計算言語学　[J2][対

[対面]

英語文献講読　[情報]

面]

データ解析　[J2][対

後期

後期

前期

A1100229

A0500006

A0400002

II(PBL)　[登録不可/ 対面]

シラバス用コード][J2 A1901224 2Q 線形代数学1　[情報][ 陸名 雄一 八 1W-212

] 対面]

A0200081 後期 Basic Academic Engli 日吉 佑太 新 1001

sh II　[情報](再)[ハ 八 1S-108

イ]

A1500037 後期 音声認識と理解　[J2] 高橋 義典 新 A-0811

[対面]

A1901225 3Q 線形代数学1　[情報][ 陸名 雄一 八 1W-213

対面]

A1901230 4Q 線形代数学2　[情報][ 陸名 雄一 八 1W-213

対面]

A1900436 通年 数学教育の理論と方法 齋藤 史夫 新 A-1616

B　[教職][対面]

END

生涯スポーツ
1/2/3[全][ヨガ/ピラ
ティス][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][バレー
ボール][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ
入門][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ソフト
ボール][対面]

武安 由宇里

桂 良寛

村山 久美子

山本 恵弥里

新

八

新

八

前期

前期

後期

後期

生涯スポーツ
1/2/3[全][フットサ
ル、ヨガ/ピラティス]
[対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][テニス、
サッカー、バレーボー
ル][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ
入門、フットサル][対
面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][テニス、卓
球、サッカー][対面]

坂下 博之
武安 由宇里

溝口 美貴
中村 隼人
桂 良寛

村山 久美子
坂下 博之

溝口 美貴
山本 恵弥里
中村 隼人

新

八

新

八

前期

前期

後期

後期

生涯スポーツ
1/2/3[全][フットサ
ル][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][テニス、
卓球、サッカー、バ
レーボール][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][フットサ
ル][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][テニス、
ソフトボール、サッ
カー][対面]

坂下 博之

溝口 美貴
針ヶ谷 雅子
中村 隼人
桂 良寛
坂下 博之

溝口 美貴
山本 恵弥里
中村 隼人

新

八

新

八

前期

前期

後期

後期

生涯スポーツ
1/2/3[全][ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ
入門、卓球][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][サッ
カー、ボディワー
ク、バドミントン、
テニス、ソフトボー
ル、体力トレーニン
グ][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ヨガ/ピラ
ティス、卓球][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][サッ
カー、卓球、バレー
ボール、テニス、体
力トレーニング][対
面]

村山 久美子
二宮 恭子

坂下 博之
針ヶ谷 雅子
望月 康司
内藤 裕子
山本 恵弥里
木内 政孝

武安 由宇里
二宮 恭子

坂下 博之
針ヶ谷 雅子
望月 康司
内藤 裕子
木内 政孝

新

八

新

八

前期

前期

後期

後期

生涯スポーツ
1/2/3[全][ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ
入門、卓球][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ヨガ/ピラ
ティス、卓球][対面]

村山 久美子
二宮 恭子

武安 由宇里
二宮 恭子

新

新

前期

後期

生涯スポーツ
1/2/3[全][ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ
入門、卓球、テニス、
体力トレーニング][対
面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ
入門、剣道、テニス、
ソフトボール][対面]

村山 久美子
古谷 崇子
内藤 裕子
木内 政孝

村山 久美子
古谷 崇子
内藤 裕子
木内 政孝

八

八

前期

後期



大学　情報学部　情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科　3年
2      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

木

新 A-0471MOHARRAMIPOU英語文献講読　[情報]前期A0500009 A0201099 前期 微分･積分演習　[先進 長谷川 研二 八 15-202

[対面] R ZAHRA /情報][対面]

A1901240 前期 線形代数学演習　[情 豊田 哲 八 1W-116 A0300022 前期 中国の社会と文化　[ 高橋 恵子 新 A-0762

報][対面] 全][対面]

A1100112 後期 感性科学　[J2][対面] 張 ジョ 新 A-0611 A1000163 前期 人工知能　[J2][対面] ＮＰ チャン 新 A-1055

ドラシリ

新 A-0715

新 A-0611

尾高 進

豊福 晋平

木全 英明

指導法　[全][対面]

教育者のための遊びの

隔(同)]

教育工学　[教職][遠

[J2][対面]

デジタル映像基礎論

前期A1100753

前期A1100189

前期A0400011

新 A-0473

新 A-0471

八 1S-207

尾高 進

足立 節子

熊ノ郷 直人

対面]

情報と職業　[教職][

[対面]

英語文献講読　[情報]

/情報][対面]

微分･積分演習　[先進

前期

前期

前期

A1000284

A0500007

A0200745

A1400004 前期 日本経済分析入門　[ 玉川 雅之 新 A-0715 A1900099 前期 数値計算論　[J2][対 高橋 義典 新 A-0712 A1000009 1Q 重積分　[先進/情報][ 大井 周 八 1W-116

全][対面] 面] 対面]

A1000001 後期 事業運営の基礎知識 玉川 雅之 新 A-0652 A1901361 前期 線形代数学演習　[情 森澤 貴之 八 1S-208 A0201080 2Q 微分　[先進/情報][対 大井 周 八 1W-116

A1000269 4Q 情報技術者英語　[情 MOHARRAMIPOU 新 A-0615

[全][対面] 報][対面] 面]

報](再)[対面] R ZAHRA

A0500008 後期 英語文献講読　[情報] MOHARRAMIPOU 新 A-0511 A1100015 後期 コンピュータグラフィ 木全 英明 新 A-0815

A1100190 通年 教育史　[教職][遠隔( 内山 宗昭

[対面] R ZAHRA ックス　[J2][対面]

同)]

A1100752 後期 教育方法論(情報通信 豊福 晋平

技術の活用含む)　[教

職][遠隔(同)]

A1901228 3Q 線形代数学2　[情報][ 国定　亮一 八 1E-106

対面]

A1901379 3Q 積分　[先進/情報][対 齋藤 正顕 八 1W-116

A1000064 3Q 情報技術者英語　[J2] 足立 節子 新 A-0514

面]

[対面]

A0201083 4Q 偏微分　[先進/情報][ 齋藤 正顕 八 1W-116

A1000065 3Q 情報技術者英語　[J2] MOHARRAMIPOU 新 A-0611

対面]

[対面] R ZAHRA

A1901229 4Q 線形代数学1　[情報][ 国定　亮一 八 1E-106

A1000066 3Q 情報技術者英語　[J2] 小坂　恵理子 新 B-0523

対面]

[対面]

A1000057 4Q 情報技術者英語　[情 MOHARRAMIPOU 新 A-0611

報](再)[対面] R ZAHRA

A1901202

A1901217

1Q

2Q

3Q

金

線形代数学1　[情報][ 森澤 貴之

A1901233

新 A-1611ＮＰ チャンデジタル信号処理　[J前期A0400016 A0400017 前期 デジタル信号処理演習 ＮＰ チャン 新 A-1611

遠隔(オ)] 2][対面] ドラシリ [J2][対面] ドラシリ

線形代数学2　[情報][ 齋藤 正顕 A1901357 前期 線形代数学演習　[情 熊ノ郷 直人 八 1E-202 A1901358 前期 線形代数学演習　[情 長谷川 研二 八 1N-215

遠隔(オ)]
報][対面]

報][対面]

線形代数学3　[情報][ 熊ノ郷 直人
A0900006 後期 インターネットコンテ 張 ジョ 新 A-1611

A0900005 後期 インターネットコンテ 張 ジョ 新 A-1611

遠隔(オ)]

ンツ設計論　[J2][対

ンツ演習　[J2][対面]

豊田 哲

熊ノ郷 直人

渡部 隆史

隔(オ)]

積分　[先進/情報][遠

隔(オ)]

微分　[先進/情報][遠

情報][遠隔(オ)]

物理学演習I　[工学/

2Q

1Q

前期

A1901234

A0200743

A0201148新 A-0514吉田 直人

動論　[J2][対面]

コミュニケーション行前期A1100011新 A-0542

ン

安 ウンギョ

近藤 公久他

隔(同)]

教育法規　[教職][遠

報][対面]

情報学先端技術　[情

前期

前期

A1100199

A1000265

A1901218 4Q 線形代数学4　[情報][ 菊田 伸

面]

A0201072 後期 物理学演習I　[工学/ 渡部 隆史

遠隔(オ)] 情報][遠隔(オ)]

A0200746 3Q 微分　[先進/情報][遠 齋藤 正顕

隔(オ)]

A1901235 4Q 積分　[先進/情報][遠 齋藤 正顕

隔(オ)]

土

新 A-0511安部 芳絵現代教職論　[教職][前期A0700027 A2300022 前期 Writing in English B イム ヘリー 新 A-0514

対面] asic I　[全][対面] ンカルマ

A0700008 後期 学校経営論　[教職][ 三浦 登 新 A-0712 A1900453 2Q 総合的な学習の時間の 内山 宗昭 新 A-1165

対面] 理論と方法　[教職][

A1100197 後期 教育心理学　[教職][ 安部 芳絵 新 A-0762 対面]

対面] A2300023 後期 Writing in English B イム ヘリー 新 A-0762

菊田 伸

菊田 伸

本橋 隼人

遠隔(オ)]

重積分　[先進/情報][

遠隔(オ)]

偏微分　[先進/情報][

情報][遠隔(オ)]

物理学演習II　[工学/

2Q

1Q

前期

A1000296

A0800096

A0200622

新 A-0762

新 A-0712

三浦 登

三浦 登

[対面]

教育実習指導　[教職]

[教職][対面]

特別活動の理論と方法

後期A1100193

前期A2000039

新 A-0715

新 A-1616

新 A-1441

安部 芳絵

ンカルマ

イム ヘリー

ンカルマ

イム ヘリー

及び進路指導を含む)

生徒指導論(教育相談

面]

P.I.E.B II　[全][対

]

P.I.E.B I　[全][対面

通年

後期

前期

A1900198

A1600004

A1600003

asic II　[全][対面] ンカルマ [教職][対面] A0201074 後期 物理学演習II　[工学/ 本橋 隼人

A1000173 通年 情報教育の理論と方法 長嶋 秀幸他 新 B-0523 情報][遠隔(オ)]

B　[教職][対面] A0800076 3Q 偏微分　[先進/情報][ 菊田 伸

遠隔(オ)]

A1000275 4Q 重積分　[先進/情報][ 熊ノ郷 直人

遠隔(オ)]

END

集中・実習

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0300001 前期 C.I.E.A I　[2023年度 未定 A0300003 前期 C.I.E.B I　[2023年度 未定 A1600001 前期 P.I.E.A I　[2023年度 未定 後期 C.I.E.A II　[2023年 未定 A0300004 後期 C.I.E.B II　[2023年 未定 A1600002 後期 P.I.E.A II　[2023年 未定A0300002

閉講/登録不可][全][ 閉講/登録不可][全][ 度閉講/登録不可][全] 度閉講/登録不可][全] 度閉講/登録不可][全]閉講/登録不可][全][

遠隔(同)] 遠隔(同)] [遠隔(同)] [遠隔(同)] [遠隔(同)]遠隔(同)]

A0700034 集中 学校経営論　[教職][ 小野江　隆 新 A-1015 A0700041 集中 学外研修　[個別登録 二上 武生 A0800044 集中 博物館実習　[学芸員] 浜田 浄人他 集中 医薬工協働（PBL）　[ 二上 武生他 A1000071 集中 情報教育の理論と方法 長嶋 秀幸 新 A-1616 A1000170 集中 情報と職業　[教職][ 尾高 進 新 A-1161新 A-0765 A0900029

対面] 不可:教][情報] 個別登録不可:教][全] A　[教職][対面] 対面][対面]

[遠隔(同)]

A1100427 集中 教育法規　[教職][遠 安 ウンギョ A1100654 集中 教育工学　[教職][遠 豊福 晋平 A1100749 集中 教育方法論(情報通信 豊福 晋平 集中 数学教育の理論と方法 齋藤 史夫 新 A-1165 A2000040 集中 特別活動の理論と方法 安 ウンギョA1900093

隔(同)] ン 隔(同)] A　[教職][対面] [教職][遠隔(同)] ン技術の活用含む)　[教

職][遠隔(同)]

END

生涯スポーツ
1/2/3[全][卓球][対
面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][剣道][対
面]

二宮 恭子

数馬 広二

新

新

前期

後期

生涯スポーツ
1/2/3[全][卓球、ヨ
ガ/ピラティス][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][卓球、ヨ
ガ/ピラティス][対面]

二宮 恭子
武安 由宇里

数馬 広二
武安 由宇里

新

新

前期

後期

生涯スポーツ
1/2/3[全][ヨガ/ピラ
ティス][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][サッカー、
バレーボール、卓球、
テニス][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ボディワー
ク][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ソフトボー
ル、サッカー、バス
ケットボール、卓球、
テニス][対面]

武安 由宇里

中村 みづき
桂 良寛
武田 典子
白石 洋隆
針ヶ谷 雅子

桂 良寛
中村 みづき
二宮 恭子
武田 典子
白石 洋隆

新

八

新

八

前期

前期

後期

後期

生涯スポーツ
1/2/3[全][サッカー、
バドミントン、卓球、
ソフトボール][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][テニス、バ
ドミントン、ソフト
ボール][対面]

中村 みづき
望月 康司
武田 典子
白滝 聡
髙橋 和孝
望月 康司
白滝 聡

八

八

前期

後期



大学　情報学部　情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科　4年
     2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0200489

A0200487

1Q

2Q

3Q

月

物理学1　[先進/情報] 小麥 真也

A0200490

八 1N-028田中 輝雄データ構造とアルゴリ前期A0400003 A0201094 前期 微分･積分演習　[先進 菊田 伸 八 02-313

[遠隔(オ)] ズム　[情報](再)[対 /情報][対面]

物理学1　[先進/情報] 小麥 真也 面] A0400212 前期 データ構造とアルゴリ 田中 輝雄 八 1N-028

[遠隔(オ)] A1901203 前期 線形代数学演習　[情 長谷川 研二 八 02-313 ズム演習　[情報](再)

物理学1　[先進/情報] 小麥 真也 報][対面] [対面]

[遠隔(オ)] A1100504 後期 教職実践演習(中学校 尾高 進 八 1E-201

八 1E-106

八 15-202

八 15-202

間庭 正明

間庭 正明

間庭 正明

面]

積分　[先進/情報][対

対面]

偏微分　[先進/情報][

面]

積分　[先進/情報][対

3QA1901227

2QA0800010

1QA1901015八 1N-214長谷川 研二

/情報][対面]

微分･積分演習　[先進前期A0201096

A0200488 4Q 物理学1　[先進/情報] 小麥 真也 高等学校)　[教職][対 A0201082 4Q 微分　[先進/情報][対 間庭 正明 八 1E-106

[遠隔(オ)] 面] 面]

A0200507

A0200509

1Q

2Q

3Q

火

物理学2　[先進/情報] 本橋 隼人

A0200508

新 A-0762富安 玲子博物館資料論　[学芸前期A0800043 A1901238 前期 線形代数学演習　[情 森澤 貴之 八 1S-107

[遠隔(オ)] 員][対面] 報][対面]

物理学2　[先進/情報] 本橋 隼人

[遠隔(オ)]

物理学2　[先進/情報] 本橋 隼人

[遠隔(オ)]

八 02-264田村 充司

対面]

重積分　[先進/情報][3QA1000011八 1S-107森澤 貴之

報][対面]

線形代数学演習　[情前期A1901239

A0200510 4Q 物理学2　[先進/情報] 本橋 隼人

[遠隔(オ)]

水

八 02-364豊田 哲線形代数学演習　[情前期A1901236 A0201097 前期 微分･積分演習　[先進 菊田 伸 八 15-202

報][対面] /情報][対面]

A0400238 後期 道徳教育の理論と方法 浜野 兼一 新 A-0862

[教職][対面]

A1100201 後期 教職実践演習(中学校 内山 宗昭他 八 1N-217

高等学校)　[教職][対

八 1W-213

八 1W-212

八 1W-212

陸名 雄一

陸名 雄一

陸名 雄一

対面]

線形代数学1　[情報][

対面]

線形代数学1　[情報][

対面]

線形代数学2　[情報][

3QA1901225

2QA1901224

1QA1900372

面] A1901230 4Q 線形代数学2　[情報][ 陸名 雄一 八 1W-213

対面]

木

八 1W-116豊田 哲線形代数学演習　[情前期A1901240 A0201099 前期 微分･積分演習　[先進 長谷川 研二 八 15-202

報][対面] /情報][対面]

八 1E-106

八 1W-116

八 1W-116

国定　亮一

大井 周

大井 周

対面]

線形代数学2　[情報][

面]

微分　[先進/情報][対

対面]

重積分　[先進/情報][

3QA1901228

2QA0201080

1QA1000009

八 1S-208

八 1S-207

森澤 貴之

熊ノ郷 直人

報][対面]

線形代数学演習　[情

/情報][対面]

微分･積分演習　[先進

前期

前期

A1901361

A0200745

A1901379 3Q 積分　[先進/情報][対 齋藤 正顕 八 1W-116

面]

A0201083 4Q 偏微分　[先進/情報][ 齋藤 正顕 八 1W-116

対面]

A1901229 4Q 線形代数学1　[情報][ 国定　亮一 八 1E-106

対面]

A1901202

A1901217

1Q

2Q

3Q

金

線形代数学1　[情報][ 森澤 貴之

A1901233

八 1E-202熊ノ郷 直人線形代数学演習　[情前期A1901357 A1901358 前期 線形代数学演習　[情 長谷川 研二 八 1N-215

遠隔(オ)] 報][対面] 報][対面]

線形代数学2　[情報][ 齋藤 正顕

遠隔(オ)]

線形代数学3　[情報][ 熊ノ郷 直人

遠隔(オ)]

豊田 哲

熊ノ郷 直人

渡部 隆史

隔(オ)]

積分　[先進/情報][遠

隔(オ)]

微分　[先進/情報][遠

情報][遠隔(オ)]

物理学演習I　[工学/

2Q

1Q

前期

A1901234

A0200743

A0201148

A1901218 4Q 線形代数学4　[情報][ 菊田 伸 A0201072 後期 物理学演習I　[工学/ 渡部 隆史

遠隔(オ)] 情報][遠隔(オ)]

A0200746 3Q 微分　[先進/情報][遠 齋藤 正顕

隔(オ)]

A1901235 4Q 積分　[先進/情報][遠 齋藤 正顕

隔(オ)]

END

生涯スポーツ
1/2/3[全][ヨガ/ピラ
ティス][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][バレー
ボール][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ
入門][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ソフト
ボール][対面]

武安 由宇里

桂 良寛

村山 久美子

山本 恵弥里

新

八

新

八

前期

前期

後期

後期

生涯スポーツ
1/2/3[全][フットサ
ル、ヨガ/ピラティス]
[対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][テニス、
サッカー、バレーボー
ル][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ
入門、フットサル][対
面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][テニス、卓
球、サッカー][対面]

坂下 博之
武安 由宇里

溝口 美貴
中村 隼人
桂 良寛

村山 久美子
坂下 博之

溝口 美貴
山本 恵弥里
中村 隼人

新

八

新

八

前期

前期

後期

後期

生涯スポーツ
1/2/3[全][フットサ
ル][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][テニス、
卓球、サッカー、バ
レーボール][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][フットサ
ル][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][テニス、
ソフトボール、サッ
カー][対面]

坂下 博之

溝口 美貴
針ヶ谷 雅子
中村 隼人
桂 良寛
坂下 博之

溝口 美貴
山本 恵弥里
中村 隼人

新

八

新

八

前期

前期

後期

後期

生涯スポーツ
1/2/3[全][ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ
入門、卓球][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][サッ
カー、ボディワー
ク、バドミントン、
テニス、ソフトボー
ル、体力トレーニン
グ][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ヨガ/ピラ
ティス、卓球][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][サッ
カー、卓球、バレー
ボール、テニス、体
力トレーニング][対
面]

村山 久美子
二宮 恭子

坂下 博之
針ヶ谷 雅子
望月 康司
内藤 裕子
山本 恵弥里
木内 政孝

武安 由宇里
二宮 恭子

坂下 博之
針ヶ谷 雅子
望月 康司
内藤 裕子
木内 政孝

新

八

新

八

前期

前期

後期

後期

生涯スポーツ
1/2/3[全][ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ
入門、卓球][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ヨガ/ピラ
ティス、卓球][対面]

村山 久美子
二宮 恭子

武安 由宇里
二宮 恭子

新

新

前期

後期

生涯スポーツ
1/2/3[全][ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ
入門、卓球、テニス、
体力トレーニング][対
面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ
入門、剣道、テニス、
ソフトボール][対面]

村山 久美子
古谷 崇子
内藤 裕子
木内 政孝

村山 久美子
古谷 崇子
内藤 裕子
木内 政孝

八

八

前期

後期

生涯スポーツ
1/2/3[全][卓球][対
面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][剣道][対
面]

二宮 恭子

数馬 広二

新

新

前期

後期

生涯スポーツ1/2/3[全]
[卓球、ヨガ/ピラティ
ス][対面]
生涯スポーツ1/2/3[全]
[卓球、ヨガ/ピラティ
ス][対面]

二宮 恭子
武安 由宇里

数馬 広二
武安 由宇里

新

新

前期

後期
生涯スポーツ
1/2/3[全][ヨガ/ピラ
ティス][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][サッ
カー、バレーボー
ル、卓球、テニス]
[対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ボディ
ワーク][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ソフト
ボール、サッカー、
バスケットボール、
卓球、テニス][対面]

武安 由宇里

中村 みづき
桂 良寛
武田 典子
白石 洋隆

針ヶ谷 雅子

桂 良寛
中村 みづき
二宮 恭子
武田 典子
白石 洋隆

新

八

新

八

前期

前期

後期

後期

生涯スポーツ
1/2/3[全][サッカー、
バドミントン、卓球、
ソフトボール][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][テニス、バ
ドミントン、ソフト
ボール][対面]

中村 みづき
望月 康司
武田 典子
白滝 聡
髙橋 和孝
望月 康司
白滝 聡

八

八

前期

後期



大学　情報学部　情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科　4年
2      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

土

新 A-0511安部 芳絵現代教職論　[教職][前期A0700027 A2300022 前期 Writing in English B イム ヘリー 新 A-0514

対面] asic I　[全][対面] ンカルマ

A1100197 後期 教育心理学　[教職][ 安部 芳絵 新 A-0762 A1900453 2Q 総合的な学習の時間の 内山 宗昭 新 A-1165

対面] 理論と方法　[教職][

対面]

A2300023 後期 Writing in English B イム ヘリー 新 A-0762

菊田 伸

菊田 伸

本橋 隼人

遠隔(オ)]

重積分　[先進/情報][

遠隔(オ)]

偏微分　[先進/情報][

情報][遠隔(オ)]

物理学演習II　[工学/

2Q

1Q

前期

A1000296

A0800096

A0200622

新 A-0765

新 A-0715

大石 久己他

安部 芳絵

面]

高等学校)　[教職][対

教職実践演習(中学校

面]

高等学校)　[教職][対

教職実践演習(中学校

A1100787 後期

後期A1100203

asic II　[全][対面] ンカルマ A1100191 通年 教育実習A　[教職][対 内山 宗昭他 A0201074 後期 物理学演習II　[工学/ 本橋 隼人

面] 新 A-0715 情報][遠隔(オ)]

A1100192 通年 教育実習B　[教職][対 内山 宗昭他 A0800076 3Q 偏微分　[先進/情報][ 菊田 伸

面] 新 A-0715 遠隔(オ)]

A1000275 4Q 重積分　[先進/情報][ 熊ノ郷 直人

遠隔(オ)]

END

集中・実習

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A1900790 通年 卒業論文(PBL)　[登録 近藤 公久

不可/シラバス用コー

ド]

END



大学　情報学部　情報科学科　1年
     2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0200970

A0200971

1Q

1Q
月

*物理学及び演習Ⅰ　[ 坪内 健他 八 1S-110安部 芳絵現代教職論　[教職][前期A0700026 A0700038 前期 現代教職論　[教職][ 安部 芳絵 八 1E-106

情報]【A前半】[遠隔( 対面] 対面]

オ)&対面] A1900882 1Q *線形代数学及び演習 荒川 智匡他 八 02-114 A0200970 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 坪内 健他 八 02-114

*物理学及び演習Ⅰ　[ 高瀬 昇他 Ⅰ　[情報]【ABC】[遠 情報]【A前半】[遠隔(

情報]【A後半】[遠隔( 隔(オ)&対面] オ)&対面]

オ)&対面] A1900883 1Q *線形代数学及び演習 岸 俊晴他 八 02-214 A0200971 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 高瀬 昇他 八 1S-209

陸名 雄一他

鈴木 敏行他

面]

]【ABC】[遠隔(オ)&対

*微分及び演習　[情報

面]

]【ABC】[遠隔(オ)&対

*微分及び演習　[情報

1Q

1Q

A0200836

A0200835

大野 雄三

山崎 文重

安 明姫

遠隔(同)]

ドイツ語初級1　[全][

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

前期A0400143

前期A0300073

前期A0300072

八 1W-213

八 02-114

高瀬 昇他

坪内 健他

オ)&対面]

情報]【D後半】[遠隔(

*物理学及び演習Ⅰ　[

オ)&対面]

情報]【D前半】[遠隔(

*物理学及び演習Ⅰ　[

1Q

1Q

A0200976

A0200975

A0200972 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 渡邉 夏輝他 Ⅰ　[情報]【ABC】[遠 情報]【A後半】[遠隔( A0200977 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 渡邉 夏輝他 八 02-264 A0400166 前期 フランス語初級1　[全 沼田 憲治 A0200837 1Q *微分及び演習　[情報 間庭 正明他

情報]【B前半】[遠隔( 隔(オ)&対面] オ)&対面] 情報]【E前半】[遠隔( ][遠隔(同)] ]【ABC】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] A1900884 1Q *線形代数学及び演習 長谷川 研二 八 02-313 A0200972 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 渡邉 夏輝他 八 02-264 オ)&対面] A0400167 前期 フランス語初級1　[全 内山 憲一 面]

A0200973 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 田坂 由貴他 Ⅰ　[情報]【ABC】[遠 他 情報]【B前半】[遠隔( A0200978 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 田坂 由貴他 八 15-204 ][遠隔(同)] A0200838 1Q *微分及び演習　[情報 田村 充司他

情報]【B後半】[遠隔( 隔(オ)&対面] オ)&対面] 情報]【E後半】[遠隔( A0500010 前期 English for Intercul 秋本 隆之 ]【ABC】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] A1900885 1Q *線形代数学及び演習 丹下 稜斗他 八 02-364 A0200973 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 田坂 由貴他 八 15-204 オ)&対面] tural Communication 面]

A0200974 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 今枝 佑輔他 Ⅰ　[情報]【ABC】[遠 情報]【B後半】[遠隔( A0200979 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 今枝 佑輔他 八 02-564 A　[全][遠隔(同)] A0200839 1Q *微分及び演習　[情報 椎名 貴久他

情報]【C前半】[遠隔( 隔(オ)&対面] オ)&対面] 情報]【F前半】[遠隔( A1800093 前期 ロシア語初級1　[全][ 岩崎 理恵 ]【ABC】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] A1900886 1Q *線形代数学及び演習 齋藤 正顕他 八 02-664 A0200974 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 今枝 佑輔他 八 02-564 オ)&対面] 遠隔(同)] 面]

A0200975 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 坪内 健他 Ⅰ　[情報]【ABC】[遠 情報]【C前半】[遠隔( A0201064 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 木村 久美子 八 1W-211 A1100683 1Q *化学及び演習Ⅰ　[情 徳永 健 八 02-164 A0200840 1Q *微分及び演習　[情報 鈴木 敏行他

情報]【D前半】[遠隔( 隔(オ)&対面] オ)&対面] 情報]【F後半】[遠隔( 他 報]【ABC】[遠隔(オ)& ]【DEF】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] A1900894 2Q *線形代数学及び演習 荒川 智匡他 八 02-114 A0201062 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 木村 久美子 八 1W-211 オ)&対面] 対面] 面]

A0200976 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 高瀬 昇他 Ⅱ　[情報]【ABC】[遠 情報]【C後半】[遠隔( 他 A0200993 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 坪内 健他 八 02-114 A0201194 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 田坂 由貴他 八 1E-106 A0200841 1Q *微分及び演習　[情報 陸名 雄一他

情報]【D後半】[遠隔( 隔(オ)&対面] オ)&対面] 情報]【D前半】[遠隔( 先進/工学/情報][遠隔 ]【DEF】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] A1900895 2Q *線形代数学及び演習 岸 俊晴他 八 02-214 A1100685 1Q *化学及び演習Ⅰ　[情 徳永 健 八 02-364 オ)&対面] (オ)&対面] 面]

A0200977 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 渡邉 夏輝他 Ⅱ　[情報]【ABC】[遠 報]【DEF】[遠隔(オ)& A0200994 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 高瀬 昇他 八 1W-213 A1100687 2Q *化学及び演習Ⅱ　[情 徳永 健他 八 02-364 A0200842 1Q *微分及び演習　[情報 田村 充司他

情報]【E前半】[遠隔( 隔(オ)&対面] 対面] 情報]【D後半】[遠隔( 報]【ABC】[遠隔(オ)& ]【DEF】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] A1900896 2Q *線形代数学及び演習 長谷川 研二 八 02-313 A0200988 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 坪内 健他 八 02-114 オ)&対面] 対面] 面]

A0200978 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 田坂 由貴他 Ⅱ　[情報]【ABC】[遠 他 情報]【A前半】[遠隔( A0200995 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 渡邉 夏輝他 八 02-264 A1100695 2Q 化学及び演習Ⅰ　[先 高見 知秀 八 1W-211 A0200843 1Q *微分及び演習　[情報 椎名 貴久他

情報]【E後半】[遠隔( 隔(オ)&対面] オ)&対面] 情報]【E前半】[遠隔( 進/工学/情報][遠隔( ]【DEF】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] A1900897 2Q *線形代数学及び演習 丹下 稜斗他 八 02-364 A0200989 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 高瀬 昇他 八 1S-209 オ)&対面] オ)&対面] 面]

A0200979 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 今枝 佑輔他 Ⅱ　[情報]【ABC】[遠 情報]【A後半】[遠隔( A0200996 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 田坂 由貴他 八 15-204 A0200302 後期 Basic English I　[全 萩原 輝 新 1001 A0200844 1Q *微分及び演習　[情報 菊田 伸他

情報]【F前半】[遠隔( 隔(オ)&対面] オ)&対面] 情報]【E後半】[遠隔( ](再)[ハイ] 八 1N-214 ]【DEF】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] A1900898 2Q *線形代数学及び演習 豊田 哲他 八 02-664 A0200990 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 渡邉 夏輝他 八 02-264 オ)&対面] A0300086 後期 中国語初級1　[全][遠 安 明姫 面]

A0201062 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 木村 久美子 Ⅱ　[情報]【ABC】[遠 情報]【B前半】[遠隔( A0200997 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 今枝 佑輔他 八 02-564 隔(同)] A1100296 1Q 工学院大スタディーズ 二上 武生他

情報]【C後半】[遠隔( 他 隔(オ)&対面] オ)&対面] 情報]【F前半】[遠隔( A0300087 後期 中国語初級1　[全][遠 山崎 文重 [情報][遠隔(オ)]

オ)&対面] A1100195 後期 教育心理学　[教職][ 安部 芳絵 八 1S-208 A0200991 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 田坂 由貴他 八 15-204 オ)&対面] 隔(同)] A0200847 2Q 微分及び演習　[先進/ 大井 周他

A0201064 1Q *物理学及び演習Ⅰ　[ 木村 久美子 対面] 情報]【B後半】[遠隔( A0201065 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 木村 久美子 八 1W-211 A0400158 後期 ドイツ語初級1　[全][ 大野 雄三 情報][遠隔(オ)&対面]

情報]【F後半】[遠隔( 他 A0201054 3Q *物理学及び演習ⅢC 吉田 勝彦他 八 02-164 オ)&対面] 情報]【F後半】[遠隔( 他 遠隔(同)] A1100695 2Q 化学及び演習Ⅰ　[先 高見 知秀

オ)&対面] [情報]【DEF】[遠隔( A0200992 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 今枝 佑輔他 八 02-564 オ)&対面] A0400168 後期 フランス語初級1　[全 沼田 憲治 進/工学/情報][遠隔(

A1900882 1Q *線形代数学及び演習 荒川 智匡他 オ)&対面] 情報]【C前半】[遠隔( A0200637 3Q 物理学実験　[情報][ 渡部 隆史他 八 1W-329 ][遠隔(同)] オ)&対面]

Ⅰ　[情報]【ABC】[遠 A0201055 3Q *物理学及び演習ⅢC 高瀬 昇他 八 1W-212 オ)&対面] 連続][対面] A0400169 後期 フランス語初級1　[全 内山 憲一 A0200848 3Q 微分及び演習　[先進/ 齋藤 正顕他

隔(オ)&対面] [情報]【DEF】[遠隔( A0201063 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 木村 久美子 八 1W-211 ][遠隔(同)] 情報][遠隔(オ)&対面]

A1900883 1Q *線形代数学及び演習 岸 俊晴他 オ)&対面] 情報]【C後半】[遠隔( 他 A0500012 後期 English for Intercul 秋本 隆之 A1100694 3Q 化学及び演習Ⅱ　[先 徳永 健

Ⅰ　[情報]【ABC】[遠 A1900430 3Q 総合的な学習の時間の 内山 宗昭 オ)&対面] tural Communication 進/工学/情報][遠隔(

隔(オ)&対面] 理論と方法　[教職][ A1100688 2Q *化学及び演習Ⅱ　[情 徳永 健他 八 1W-111 B　[全][遠隔(同)] オ)&対面]

A1900884 1Q *線形代数学及び演習 長谷川 研二 遠隔(同)] 報]【DEF】[遠隔(オ)& A1800099 後期 ロシア語初級1　[全][ 岩崎 理恵 A0200849 4Q 微分及び演習　[先進/ 間庭 正明他

Ⅰ　[情報]【ABC】[遠 他 A1900906 3Q *線形代数学及び演習 鈴木 敏行他 八 1S-108 対面] 遠隔(同)] 情報][遠隔(オ)&対面]

隔(オ)&対面] Ⅲ　[情報]【ABC】[遠 A1100788 後期 教育心理学　[教職][ 安部 芳絵 八 02-364 A0200998 3Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 吉田 勝彦他 八 1E-203

A1900885 1Q *線形代数学及び演習 丹下 稜斗他 隔(オ)&対面] 対面] 先進/工学/情報][遠隔

Ⅰ　[情報]【ABC】[遠 A1900907 3Q *線形代数学及び演習 荒川 智匡他 八 1S-207 A0200637 3Q 物理学実験　[情報][ 渡部 隆史他 八 1W-329 (オ)&対面]

隔(オ)&対面] Ⅲ　[情報]【ABC】[遠 連続][対面] A1900964 3Q 積分及び演習　[先進/ 間庭 正明他 八 1E-106

A1900886 1Q *線形代数学及び演習 齋藤 正顕他 隔(オ)&対面] 情報][遠隔(オ)&対面]

Ⅰ　[情報]【ABC】[遠 A1900908 3Q *線形代数学及び演習 梅田 典晃他 八 1N-214 A0200818 4Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 吉田 勝彦他 八 1E-206

隔(オ)&対面] Ⅲ　[情報]【ABC】[遠 先進/工学/情報][遠隔

A1900888 1Q *線形代数学及び演習 鈴木 敏行他 隔(オ)&対面] (オ)&対面]

Ⅰ　[情報]【DEF】[遠 A1900909 3Q *線形代数学及び演習 多田 秀樹他 八 1N-216 A0200849 4Q 微分及び演習　[先進/ 間庭 正明他 八 1E-106

隔(オ)&対面] Ⅲ　[情報]【ABC】[遠 情報][遠隔(オ)&対面]

A1900889 1Q *線形代数学及び演習 菊田 伸他 隔(オ)&対面] A0200999 4Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 田坂 由貴他 八 1E-205

Ⅰ　[情報]【DEF】[遠 A0200817 4Q *物理学及び演習ⅢD 吉田 勝彦他 八 02-164 先進/工学/情報][遠隔

隔(オ)&対面] [情報]【DEF】[遠隔( (オ)&対面]

A1900890 1Q *線形代数学及び演習 椎名 貴久他 オ)&対面]

Ⅰ　[情報]【DEF】[遠 A1900918 4Q *線形代数学及び演習 鈴木 敏行他 八 1S-108

隔(オ)&対面] Ⅳ　[情報]【ABC】[遠

A1900891 1Q *線形代数学及び演習 豊田 哲他 隔(オ)&対面]

Ⅰ　[情報]【DEF】[遠 A1900919 4Q *線形代数学及び演習 荒川 智匡他 八 1S-207

隔(オ)&対面] Ⅳ　[情報]【ABC】[遠

A1900892 1Q *線形代数学及び演習 田村 充司他 隔(オ)&対面]

Ⅰ　[情報]【DEF】[遠 A1900920 4Q *線形代数学及び演習 梅田 典晃他 八 1N-214

隔(オ)&対面] Ⅳ　[情報]【ABC】[遠

A0200981 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他 隔(オ)&対面]

先進/工学/情報][遠隔 A1900921 4Q *線形代数学及び演習 多田 秀樹他 八 1N-216

(オ)&対面] Ⅳ　[情報]【ABC】[遠

A0200983 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他 隔(オ)&対面]

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0200985 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 田坂 由貴他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201192 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 高瀬 昇他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201193 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201194 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 田坂 由貴他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201195 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 五十嵐　朱夏

END



大学　情報学部　情報科学科　1年
2      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

先進/工学/情報][遠隔 他

(オ)&対面]

A1900935 2Q 線形代数学及び演習Ⅰ 陸名 雄一他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A0200986 3Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201075 3Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 吉田 勝彦他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201144 3Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A1900937 3Q 線形代数学及び演習Ⅰ 陸名 雄一他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A0200818 4Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 吉田 勝彦他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0200987 4Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201104 4Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201145 4Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A1900938 4Q 線形代数学及び演習Ⅰ 国定　亮一他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

END



大学　情報学部　情報科学科　1年
3      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0200988

A0200989

2Q

2Q
火

*物理学及び演習Ⅱ　[ 坪内 健他 八 02-164位野木 万里情報数学および演習11QA1000188 A1000188 1Q 情報数学および演習1 位野木 万里 八 02-164

情報]【A前半】[遠隔( [情報1年生][連続][ 他 八 02-264 [情報1年生][連続][ 他 八 02-264

オ)&対面] 対面] 八 15-204 対面] 八 15-204

*物理学及び演習Ⅱ　[ 高瀬 昇他 八 15-206 八 15-206

情報]【A後半】[遠隔( 八 1N-028 八 1N-028

オ)&対面] 八 1W-026 八 1W-026

陸名 雄一他

鈴木 敏行他

面]

]【ABC】[遠隔(オ)&対

*積分及び演習　[情報

面]

]【ABC】[遠隔(オ)&対

*積分及び演習　[情報

2Q

2Q

A1900954

A1900953

田　芳

閻　瑜

山崎 文重

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

前期A0300107

前期A0300105

前期A0300075

A0200990 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 渡邉 夏輝他 八 1W-111 八 1W-111 A0400144 前期 ドイツ語初級1　[全][ 柳 勝己 A1900955 2Q *積分及び演習　[情報 間庭 正明他

情報]【B前半】[遠隔( A1000195 2Q 情報数学および演習2 位野木 万里 八 15-204 A1000195 2Q 情報数学および演習2 位野木 万里 八 15-204 遠隔(同)] ]【ABC】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] [情報1年生][連続][ 他 八 15-206 [情報1年生][連続][ 他 八 15-206 A0400145 前期 ドイツ語初級1　[全][ 大野 雄三 面]

A0200991 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 田坂 由貴他 対面] 八 1N-028 対面] 八 1N-028 遠隔(同)] A1900956 2Q *積分及び演習　[情報 田村 充司他

情報]【B後半】[遠隔( 八 1W-026 八 1W-026 A0600046 前期 フランス語初級1　[全 沼田 憲治 ]【ABC】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] 八 1W-111 八 1W-111 ][遠隔(同)] 面]

A0200992 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 今枝 佑輔他 A1000271 2Q 情報数学および演習1 位野木 万里 八 02-164 A1000271 2Q 情報数学および演習1 位野木 万里 八 02-164 A0600047 前期 フランス語初級1　[全 内山 憲一 A1900957 2Q *積分及び演習　[情報 椎名 貴久他

情報]【C前半】[遠隔( [情報1年生](再)[連 他 八 02-264 [情報1年生](再)[連 他 八 02-264 ][遠隔(同)] ]【ABC】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] 続][対面] 続][対面] A1000180 前期 *情報学基礎論I　[情 三木 良雄 面]

A0200993 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 坪内 健他 A1000200 3Q 情報数学および演習1 大和 淳司他 八 1S-210 A1000200 3Q 情報数学および演習1 大和 淳司他 八 1S-210 報]【ABC】[遠隔(同)] A1900958 2Q *積分及び演習　[情報 鈴木 敏行他

情報]【D前半】[遠隔( [情報1年生](再)[連 [情報1年生](再)[連 A1000183 前期 *情報学基礎論I　[情 小林 亜樹 ]【DEF】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] 続][対面] 続][対面] 報]【DEF】[遠隔(同)] 面]

A0200994 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 高瀬 昇他 A1000202 3Q 情報数学および演習2 大和 淳司他 八 1E-106 A1000202 3Q 情報数学および演習2 大和 淳司他 八 1E-106 A1400007 前期 日本語中級I　[全][対 酒井 駿多 八 1N-214 A1900959 2Q *積分及び演習　[情報 陸名 雄一他

情報]【D後半】[遠隔( [情報1年生][連続][ 八 1N-215 [情報1年生][連続][ 八 1N-215 面] ]【DEF】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] 対面] 対面] A1800094 前期 ロシア語初級1　[全][ 大月 晶子 面]

A0200995 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 渡邉 夏輝他 A1000204 3Q 情報数学および演習3 渡邉 桂子 八 1N-216 A1000204 3Q 情報数学および演習3 渡邉 桂子 八 1N-216 遠隔(同)] A1900960 2Q *積分及び演習　[情報 田村 充司他

情報]【E前半】[遠隔( [情報1年生][連続][ [情報1年生][連続][ A0200981 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他 八 1N-028 ]【DEF】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] 対面] 対面] 先進/工学/情報][遠隔 面]

A0200996 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 田坂 由貴他 A1000205 3Q 情報数学および演習3 長嶋 祐二 八 1N-217 A1000205 3Q 情報数学および演習3 長嶋 祐二 八 1N-217 (オ)&対面] A1900961 2Q *積分及び演習　[情報 椎名 貴久他

情報]【E後半】[遠隔( [情報1年生][連続][ [情報1年生][連続][ A0200305 後期 Basic English I　[全 秋本 隆之 新 1001 ]【DEF】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] 対面] 対面] ](再)[ハイ] 八 1E-106 面]

A0200997 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 今枝 佑輔他 A1000206 3Q 情報数学および演習3 高橋 義典 八 1W-111 A1000206 3Q 情報数学および演習3 高橋 義典 八 1W-111 A0300088 後期 中国語初級1　[全][遠 田　芳 A1900962 2Q *積分及び演習　[情報 菊田 伸

情報]【F前半】[遠隔( [情報1年生][連続][ [情報1年生][連続][ 隔(同)] ]【DEF】[遠隔(オ)&対

オ)&対面] 対面] 対面] A0300089 後期 中国語初級1　[全][遠 山崎 文重 面]

A0201063 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 木村 久美子 A1000207 4Q 情報数学および演習2 大和 淳司他 八 02-564 A1000207 4Q 情報数学および演習2 大和 淳司他 八 02-564 隔(同)] A1100692 3Q 化学及び演習Ⅱ　[先 高見 知秀

情報]【C後半】[遠隔( 他 [情報1年生][連続][ 八 1S-108 [情報1年生][連続][ 八 1S-108 A0300106 後期 中国語初級1　[全][遠 閻　瑜 進/工学/情報][遠隔(

オ)&対面] 対面] 八 1S-210 対面] 八 1S-210 隔(同)] オ)&対面]

A0201065 2Q *物理学及び演習Ⅱ　[ 木村 久美子 A1000209 4Q 情報数学および演習4 渡邉 桂子 八 1N-216 A1000209 4Q 情報数学および演習4 渡邉 桂子 八 1N-216 A0400159 後期 ドイツ語初級1　[全][ 柳 勝己 A1900964 3Q 積分及び演習　[先進/ 間庭 正明他

情報]【F後半】[遠隔( 他 [情報1年生][連続][ [情報1年生][連続][ 遠隔(同)] 情報][遠隔(オ)&対面]

オ)&対面] 対面] 対面] A0400160 後期 ドイツ語初級1　[全][ 大野 雄三 A1900965 3Q 積分及び演習　[先進/ 齋藤 正顕他

A1900894 2Q *線形代数学及び演習 荒川 智匡他 A1000210 4Q 情報数学および演習4 長嶋 祐二 八 1N-217 A1000210 4Q 情報数学および演習4 長嶋 祐二 八 1N-217 遠隔(同)] 情報][遠隔(オ)&対面]

Ⅱ　[情報]【ABC】[遠 [情報1年生][連続][ [情報1年生][連続][ A0600057 後期 フランス語初級1　[全 内山 憲一 A1900966 4Q 積分及び演習　[先進/ 田村 充司他

隔(オ)&対面] 対面] 対面] ][遠隔(同)] 情報][遠隔(オ)&対面]

A1900895 2Q *線形代数学及び演習 岸 俊晴他 A1000211 4Q 情報数学および演習4 高木 悟 八 1W-212 A1000211 4Q 情報数学および演習4 高木 悟 八 1W-212 A0600064 後期 フランス語初級1　[全 沼田 憲治

Ⅱ　[情報]【ABC】[遠 [情報1年生][連続][ [情報1年生][連続][ ][遠隔(同)]

隔(オ)&対面] 対面] 対面] A1000184 後期 *情報学基礎論II　[情 木全 英明他 八 1N-028

A1900896 2Q *線形代数学及び演習 長谷川 研二 A1000212 4Q 情報数学および演習4 高橋 義典 八 1W-111 A1000212 4Q 情報数学および演習4 高橋 義典 八 1W-111 報]【AB】[対面]

Ⅱ　[情報]【ABC】[遠 他 [情報1年生][連続][ [情報1年生][連続][ A1000185 後期 *情報学基礎論II　[情 水野 修他 八 1N-029

隔(オ)&対面] 対面] 対面] 報]【CD】[対面]

A1900897 2Q *線形代数学及び演習 丹下 稜斗他 A1000186 後期 *情報学基礎論II　[情 浅野 太他 八 1W-026

Ⅱ　[情報]【ABC】[遠 報]【EF】[対面]

隔(オ)&対面] A1400008 後期 日本語中級II　[全][ 酒井 駿多 八 1N-216

A1900898 2Q *線形代数学及び演習 豊田 哲他 対面]

Ⅱ　[情報]【ABC】[遠 A1800100 後期 ロシア語初級1　[全][ 大月 晶子

隔(オ)&対面] 遠隔(同)]

A1900900 2Q *線形代数学及び演習 鈴木 敏行他 A0201000 3Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 田坂 由貴他 八 1S-207

Ⅱ　[情報]【DEF】[遠 先進/工学/情報][遠隔

隔(オ)&対面] (オ)&対面]

A1900901 2Q *線形代数学及び演習 菊田 伸他 A0201075 3Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 吉田 勝彦他 八 1E-203

Ⅱ　[情報]【DEF】[遠 先進/工学/情報][遠隔

隔(オ)&対面] (オ)&対面]

A1900902 2Q *線形代数学及び演習 椎名 貴久他 A0201001 4Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 田坂 由貴他 八 1S-207

Ⅱ　[情報]【DEF】[遠 先進/工学/情報][遠隔

隔(オ)&対面] (オ)&対面]

A1900903 2Q *線形代数学及び演習 豊田 哲他 A0201056 4Q 物理学及び演習ⅢC　[ 吉田 勝彦他 八 1E-202

Ⅱ　[情報]【DEF】[遠 A1/A2/情報][遠隔(オ)

隔(オ)&対面] &対面]

A1900904 2Q *線形代数学及び演習 田村 充司他 A1900966 4Q 積分及び演習　[先進/ 田村 充司他 八 02-264

Ⅱ　[情報]【DEF】[遠 情報][遠隔(オ)&対面]

隔(オ)&対面]

A0200867 3Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 高瀬 昇他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0200998 3Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 吉田 勝彦他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201000 3Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 田坂 由貴他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201002 3Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 今枝 佑輔他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A1900936 3Q 線形代数学及び演習Ⅱ 国定　亮一他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A0200999 4Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 田坂 由貴他

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0201001 4Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 田坂 由貴他

END



大学　情報学部　情報科学科　1年
4      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A1900939 4Q 線形代数学及び演習Ⅱ 陸名 雄一他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

END



大学　情報学部　情報科学科　1年
5      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A1900906

A1900907

3Q

3Q
水

*線形代数学及び演習 鈴木 敏行他 八 15-202鈴木 敏行他*線形代数学及び演習1QA1900888 A0200132 前期 *Basic Communication 今井 博啓 八 02-114

Ⅲ　[情報]【ABC】[遠 Ⅰ　[情報]【DEF】[遠 I　[情報]【ABC】[対

隔(オ)&対面] 隔(オ)&対面] 面]

*線形代数学及び演習 荒川 智匡他 A1900889 1Q *線形代数学及び演習 菊田 伸他 八 02-214 A0200133 前期 *Basic Communication 南波　慧 八 02-164

Ⅲ　[情報]【ABC】[遠 Ⅰ　[情報]【DEF】[遠 I　[情報]【ABC】[対

隔(オ)&対面] 隔(オ)&対面] 面]

間庭 正明他

陸名 雄一他

対面]

報]【ABC】[遠隔(オ)&

*偏微分及び演習　[情

対面]

報]【ABC】[遠隔(オ)&

*偏微分及び演習　[情

3Q

3Q

A0800063

A0800062

八 1E-206

八 1E-203

八 1E-202

三野 和惠

井上 真理

飯沼 好永

情報]【ABC】[対面]

*Basic English I　[

情報]【ABC】[対面]

*Basic English I　[

情報]【ABC】[対面]

*Basic English I　[

前期A0200225

前期A0200224

前期A0200223

八 02-164

八 02-114

塚田 浩幸

日吉 佑太

面]

I　[情報]【DEF】[対

*Basic Communication

面]

I　[情報]【DEF】[対

*Basic Communication

前期

前期

A0200128

A0200127

A1900908 3Q *線形代数学及び演習 梅田 典晃他 A1900890 1Q *線形代数学及び演習 椎名 貴久他 八 02-313 A0200134 前期 *Basic Communication 未定 八 02-214 A0200129 前期 *Basic Communication 田中 俊雄 八 02-214 A0200226 前期 *Basic English I　[ 田中 聡一郎 八 1N-215 A0800064 3Q *偏微分及び演習　[情 椎名 貴久他

Ⅲ　[情報]【ABC】[遠 Ⅰ　[情報]【DEF】[遠 I　[情報]【ABC】[対 I　[情報]【DEF】[対 情報]【ABC】[対面] 報]【ABC】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 隔(オ)&対面] 面] 面] A0200227 前期 *Basic English I　[ 塚田 浩幸 八 1S-108 対面]

A1900909 3Q *線形代数学及び演習 多田 秀樹他 A1900891 1Q *線形代数学及び演習 豊田 哲他 八 02-364 A0200135 前期 *Basic Communication プリチャード 八 02-264 A0200130 前期 *Basic Communication プリチャード 八 02-264 情報]【ABC】[対面] A0800065 3Q *偏微分及び演習　[情 熊ノ郷 直人

Ⅲ　[情報]【ABC】[遠 Ⅰ　[情報]【DEF】[遠 I　[情報]【ABC】[対 パトリック I　[情報]【DEF】[対 パトリック A0200873 前期 *Basic English I　[ ハウル ポー 八 1W-116 報]【ABC】[遠隔(オ)& 他

隔(オ)&対面] 隔(オ)&対面] 面] ノエル 面] ノエル 情報]【ABC】[対面] ル 対面]

A1900912 3Q *線形代数学及び演習 小林 康麿他 A1900892 1Q *線形代数学及び演習 田村 充司他 八 02-664 A0200136 前期 *Basic Communication 三野 和惠 八 02-313 A0200131 前期 *Basic Communication 三野 和惠 八 02-313 A0201184 前期 Basic English I　[全 南波　慧 新 1001 A0800066 3Q *偏微分及び演習　[情 齋藤 正顕他

Ⅲ　[情報]【DEF】[遠 Ⅰ　[情報]【DEF】[遠 I　[情報]【ABC】[対 I　[情報]【DEF】[対 ](再)[ハイ] 八 1S-107 報]【ABC】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 隔(オ)&対面] 面] 面] A0300076 前期 中国語初級1　[全][遠 川原 勝彦 対面]

A1900913 3Q *線形代数学及び演習 田村 充司他 A1900900 2Q *線形代数学及び演習 鈴木 敏行他 八 15-202 A0200890 前期 *Basic Communication 田中 聡一郎 八 02-364 A0200891 前期 *Basic Communication 未定 八 02-364 隔(同)] A0800068 3Q *偏微分及び演習　[情 陸名 雄一他

Ⅲ　[情報]【DEF】[遠 Ⅱ　[情報]【DEF】[遠 I　[情報]【ABC】[対 I　[情報]【DEF】[対 A0300108 前期 中国語初級1　[全][遠 閻　瑜 報]【DEF】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 隔(オ)&対面] 面] 面] 隔(同)] 対面]

A1900914 3Q *線形代数学及び演習 間庭 正明他 A1900901 2Q *線形代数学及び演習 菊田 伸他 八 02-214 A0200840 1Q *微分及び演習　[情報 鈴木 敏行他 八 1E-106 A0400239 前期 ドイツ語初級1　[全][ 本田 博之 A0400146 前期 ドイツ語初級1　[全][ 本田 博之 A0800069 3Q *偏微分及び演習　[情 間庭 正明他

Ⅲ　[情報]【DEF】[遠 Ⅱ　[情報]【DEF】[遠 ]【DEF】[遠隔(オ)&対 遠隔(同)] 遠隔(同)] 報]【DEF】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 隔(オ)&対面] 面] A0200835 1Q *微分及び演習　[情報 鈴木 敏行他 八 1E-106 A0500011 前期 English for Intercul 山田 朋美 対面]

A1900915 3Q *線形代数学及び演習 陸名 雄一他 A1900902 2Q *線形代数学及び演習 椎名 貴久他 八 02-313 A0200841 1Q *微分及び演習　[情報 陸名 雄一他 八 1W-212 ]【ABC】[遠隔(オ)&対 tural Communication A0800070 3Q *偏微分及び演習　[情 椎名 貴久他

Ⅲ　[情報]【DEF】[遠 Ⅱ　[情報]【DEF】[遠 ]【DEF】[遠隔(オ)&対 面] A　[全][遠隔(同)] 報]【DEF】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 隔(オ)&対面] 面] A0200836 1Q *微分及び演習　[情報 陸名 雄一他 八 1W-212 A0600048 前期 フランス語初級1　[全 内山 憲一 対面]

A1900903 2Q *線形代数学及び演習 豊田 哲他 八 02-364 A0200842 1Q *微分及び演習　[情報 田村 充司他 八 1S-107 ]【ABC】[遠隔(オ)&対 ][遠隔(同)] A0800071 3Q *偏微分及び演習　[情 田村 充司他

Ⅱ　[情報]【DEF】[遠 ]【DEF】[遠隔(オ)&対 面] A1800095 前期 ロシア語初級1　[全][ 粕谷 典子 報]【DEF】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 面] A0200837 1Q *微分及び演習　[情報 間庭 正明他 八 1N-215 遠隔(同)] 対面]

A1900904 2Q *線形代数学及び演習 田村 充司他 八 02-664 A0200843 1Q *微分及び演習　[情報 椎名 貴久他 八 15-204 ]【ABC】[遠隔(オ)&対 A0200983 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他 八 1N-029 A0800072 3Q *偏微分及び演習　[情 小林 康麿他

Ⅱ　[情報]【DEF】[遠 ]【DEF】[遠隔(オ)&対 面] 先進/工学/情報][遠隔 報]【DEF】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 面] A0200838 1Q *微分及び演習　[情報 田村 充司他 八 1S-107 (オ)&対面] 対面]

A0201144 3Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他 八 1S-108 A0200844 1Q *微分及び演習　[情報 菊田 伸他 八 15-202 ]【ABC】[遠隔(オ)&対 A1100689 2Q 化学及び演習Ⅰ　[先 桑村 直人 八 1W-211 A0800074 4Q 偏微分及び演習　[先 齋藤 正顕他

先進/工学/情報][遠隔 ]【DEF】[遠隔(オ)&対 面] 進/工学/情報][遠隔( 進/情報][遠隔(オ)&対

(オ)&対面] 面] A0200839 1Q *微分及び演習　[情報 椎名 貴久他 八 15-204 オ)&対面] 面]

A1900912 3Q *線形代数学及び演習 小林 康麿他 八 1W-027 A1900958 2Q *積分及び演習　[情報 鈴木 敏行他 八 1E-106 ]【ABC】[遠隔(オ)&対 A1900935 2Q 線形代数学及び演習Ⅰ 陸名 雄一他 八 1W-212 A1100696 4Q 化学及び演習Ⅱ　[先 桑村 直人

Ⅲ　[情報]【DEF】[遠 ]【DEF】[遠隔(オ)&対 面] [情報][遠隔(オ)&対 進/工学/情報][遠隔(

隔(オ)&対面] 面] A1900953 2Q *積分及び演習　[情報 鈴木 敏行他 八 1E-106 面] オ)&対面]

A1900913 3Q *線形代数学及び演習 田村 充司他 八 1W-111 A1900959 2Q *積分及び演習　[情報 陸名 雄一他 八 1W-212 ]【ABC】[遠隔(オ)&対 A0200274 後期 *Basic English II　[ 飯沼 好永 八 15-204

Ⅲ　[情報]【DEF】[遠 ]【DEF】[遠隔(オ)&対 面] 情報]【ABC】[対面]

隔(オ)&対面] 面] A1900954 2Q *積分及び演習　[情報 陸名 雄一他 八 1W-212 A0200275 後期 *Basic English II　[ 井上 真理 八 15-206

A1900914 3Q *線形代数学及び演習 間庭 正明他 八 1W-116 A1900960 2Q *積分及び演習　[情報 田村 充司他 八 1S-107 ]【ABC】[遠隔(オ)&対 情報]【ABC】[対面]

Ⅲ　[情報]【DEF】[遠 ]【DEF】[遠隔(オ)&対 面] A0200276 後期 *Basic English II　[ 三野 和惠 八 1E-106

隔(オ)&対面] 面] A1900955 2Q *積分及び演習　[情報 間庭 正明他 八 1N-215 情報]【ABC】[対面]

A1900915 3Q *線形代数学及び演習 陸名 雄一他 八 1W-211 A1900961 2Q *積分及び演習　[情報 椎名 貴久他 八 15-204 ]【ABC】[遠隔(オ)&対 A0200277 後期 *Basic English II　[ 田中 聡一郎 八 1N-401

Ⅲ　[情報]【DEF】[遠 ]【DEF】[遠隔(オ)&対 面] 情報]【ABC】[対面]

隔(オ)&対面] 面] A1900956 2Q *積分及び演習　[情報 田村 充司他 八 1S-107 A0200278 後期 *Basic English II　[ 塚田 浩幸 八 1W-027

A0201145 4Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他 八 1S-108 A1900962 2Q *積分及び演習　[情報 菊田 伸 八 15-202 ]【ABC】[遠隔(オ)&対 情報]【ABC】[対面]

先進/工学/情報][遠隔 ]【DEF】[遠隔(オ)&対 面] A0200682 後期 Basic English I　[全 今井 博啓 新 1001

(オ)&対面] 面] A1900957 2Q *積分及び演習　[情報 椎名 貴久他 八 15-204 ](再)[ハイ] 八 1W-116

A1900924 4Q *線形代数学及び演習 小林 康麿他 八 1W-027 A0200183 後期 *Basic Communication 今井 博啓 八 02-214 ]【ABC】[遠隔(オ)&対 A0200884 後期 *Basic English II　[ ハウル ポー 八 15-208

Ⅳ　[情報]【DEF】[遠 II　[情報]【ABC】[ 面] 情報]【ABC】[対面] ル

隔(オ)&対面] 対面] A0200178 後期 *Basic Communication 日吉 佑太 八 02-214 A0201189 後期 Basic English II　[ 南波　慧 新 1001

A1900925 4Q *線形代数学及び演習 田村 充司他 八 1W-111 A0200184 後期 *Basic Communication 南波　慧 八 02-114 II　[情報]【DEF】[ 全](再)[ハイ] 八 1W-211

Ⅳ　[情報]【DEF】[遠 II　[情報]【ABC】[ 対面] A0300090 後期 中国語初級1　[全][遠 川原 勝彦

隔(オ)&対面] 対面] A0200179 後期 *Basic Communication 塚田 浩幸 八 02-114 隔(同)]

A1900926 4Q *線形代数学及び演習 間庭 正明他 八 1W-116 A0200185 後期 *Basic Communication 未定 八 02-164 II　[情報]【DEF】[ A0300091 後期 中国語初級1　[全][遠 閻　瑜

Ⅳ　[情報]【DEF】[遠 II　[情報]【ABC】[ 対面] 隔(同)]

隔(オ)&対面] 対面] A0200180 後期 *Basic Communication 田中 俊雄 八 02-164 A0400161 後期 ドイツ語初級1　[全][ 本田 博之

A1900927 4Q *線形代数学及び演習 陸名 雄一他 八 1W-211 A0200186 後期 *Basic Communication プリチャード 八 02-364 II　[情報]【DEF】[ 遠隔(同)]

Ⅳ　[情報]【DEF】[遠 II　[情報]【ABC】[ パトリック 対面] A0500013 後期 English for Intercul 山田 朋美

隔(オ)&対面] 対面] ノエル A0200181 後期 *Basic Communication プリチャード 八 02-364 tural Communication

A0200187 後期 *Basic Communication 三野 和惠 八 02-264 II　[情報]【DEF】[ パトリック B　[全][遠隔(同)]

II　[情報]【ABC】[ 対面] ノエル A0600058 後期 フランス語初級1　[全 内山 憲一

対面] A0200182 後期 *Basic Communication 三野 和惠 八 02-264 ][遠隔(同)]

A0200899 後期 *Basic Communication 田中 聡一郎 八 02-313 II　[情報]【DEF】[ A1800101 後期 ロシア語初級1　[全][ 粕谷 典子

II　[情報]【ABC】[ 対面] 遠隔(同)]

対面] A0200900 後期 *Basic Communication 未定 八 02-313 A0200848 3Q 微分及び演習　[先進/ 齋藤 正顕他 八 1N-215

A0800068 3Q *偏微分及び演習　[情 陸名 雄一他 八 1W-213 II　[情報]【DEF】[ 情報][遠隔(オ)&対面]

報]【DEF】[遠隔(オ)& 対面] A0201002 3Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 今枝 佑輔他 八 1S-209

対面] A0400240 後期 ドイツ語初級1　[全][ 本田 博之 先進/工学/情報][遠隔

A0800069 3Q *偏微分及び演習　[情 間庭 正明他 八 1N-214 遠隔(同)] (オ)&対面]

報]【DEF】[遠隔(オ)& A0800062 3Q *偏微分及び演習　[情 陸名 雄一他 八 1W-213 A1100691 3Q 化学及び演習Ⅰ　[先 桑村 直人 八 1E-202

対面] 報]【ABC】[遠隔(オ)& 進/工学/情報][遠隔(

A0800070 3Q *偏微分及び演習　[情 椎名 貴久他 八 1S-208 対面] オ)&対面]

報]【DEF】[遠隔(オ)& A0800063 3Q *偏微分及び演習　[情 間庭 正明他 八 1N-214 A1100692 3Q 化学及び演習Ⅱ　[先 高見 知秀 八 1N-214

対面] 報]【ABC】[遠隔(オ)& 進/工学/情報][遠隔(

A0800071 3Q *偏微分及び演習　[情 田村 充司他 八 1W-212 対面] オ)&対面]

報]【DEF】[遠隔(オ)& A0800064 3Q *偏微分及び演習　[情 椎名 貴久他 八 1S-208 A1900937 3Q 線形代数学及び演習Ⅰ 陸名 雄一他 八 1W-213

対面] 報]【ABC】[遠隔(オ)& [情報][遠隔(オ)&対

A0800072 3Q *偏微分及び演習　[情 小林 康麿他 八 1S-209 対面] 面]

報]【DEF】[遠隔(オ)& A0800065 3Q *偏微分及び演習　[情 熊ノ郷 直人 八 1S-209 A0201057 4Q 物理学及び演習ⅢC　[ 吉田 勝彦他 八 1E-205

対面] 報]【ABC】[遠隔(オ)& 他 A1/A2/情報][遠隔(オ)

A1000259 4Q *重積分及び演習　[情 陸名 雄一他 八 1W-213 対面] &対面]

報]【DEF】[遠隔(オ)& A0800066 3Q *偏微分及び演習　[情 齋藤 正顕他 八 1N-215 A1100696 4Q 化学及び演習Ⅱ　[先 桑村 直人 八 1E-202

対面] 報]【ABC】[遠隔(オ)& 進/工学/情報][遠隔(

A1000260 4Q *重積分及び演習　[情 間庭 正明他 八 1N-214 対面] オ)&対面]

END



大学　情報学部　情報科学科　1年
6      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

報]【DEF】[遠隔(オ)& A1000253 4Q *重積分及び演習　[情 陸名 雄一他 八 1W-213 A1900939 4Q 線形代数学及び演習Ⅱ 陸名 雄一他 八 1W-213

対面] 報]【ABC】[遠隔(オ)& [情報][遠隔(オ)&対

A1000261 4Q *重積分及び演習　[情 椎名 貴久他 八 1S-208 対面] 面]

報]【DEF】[遠隔(オ)& A1000254 4Q *重積分及び演習　[情 間庭 正明他 八 1N-214

対面] 報]【ABC】[遠隔(オ)&

A1000262 4Q *重積分及び演習　[情 田村 充司他 八 1W-212 対面]

報]【DEF】[遠隔(オ)& A1000255 4Q *重積分及び演習　[情 椎名 貴久他 八 1S-208

対面] 報]【ABC】[遠隔(オ)&

A1000263 4Q *重積分及び演習　[情 小林 康麿他 八 1S-209 対面]

報]【DEF】[遠隔(オ)& A1000256 4Q *重積分及び演習　[情 熊ノ郷 直人 八 1S-209

対面] 報]【ABC】[遠隔(オ)& 他

対面]

A1000257 4Q *重積分及び演習　[情 齋藤 正顕他 八 1N-215

報]【ABC】[遠隔(オ)&

対面]

END



大学　情報学部　情報科学科　1年
7      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A1100687

A1100688

2Q

2Q
木

*化学及び演習Ⅱ　[情 徳永 健他 八 15-103淺野 裕俊*情報処理入門　[情報前期A1000093 A1600053 1Q *プログラミングおよ 保坂 修治 八 15-003

報]【ABC】[遠隔(オ)& ]【A】[対面] び演習1　[情報]【A】

対面] A1000094 前期 *情報処理入門　[情報 吉田 直人 八 15-105 [連続][対面]

*化学及び演習Ⅱ　[情 徳永 健他 ]【B】[対面] A1600054 1Q *プログラミングおよ 坂野 遼平 八 02-664

報]【DEF】[遠隔(オ)& A1000095 前期 *情報処理入門　[情報 坂野 遼平 八 15-001 び演習1　[情報]【B】

対面] ]【C】[対面] [連続][対面]

陸名 雄一他

桑村 直人

対面]

報]【ABC】[遠隔(オ)&

*重積分及び演習　[情

オ)&対面]

進/工学/情報][遠隔(

化学及び演習Ⅰ　[先

4Q

3Q

A1000253

A1100693

八 1N-401

新 1001

田　芳

川原 勝彦

日吉 佑太

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

](再)[ハイ]

Basic English I　[全

前期A0300103

前期A0300078

前期A0201185

八 02-664

八 15-003

坂野 遼平

保坂 修治

[連続][対面]

び演習1　[情報]【B】

*プログラミングおよ

[連続][対面]

び演習1　[情報]【A】

*プログラミングおよ

1Q

1Q

A1600054

A1600053

A1900918 4Q *線形代数学及び演習 鈴木 敏行他 A1000100 前期 *情報処理入門　[情報 京地 清介 八 02-364 A1600055 1Q *プログラミングおよ 張 ジョ 八 02-564 A1600055 1Q *プログラミングおよ 張 ジョ 八 02-564 A0400114 前期 道徳教育の理論と方法 内山 宗昭 A1000254 4Q *重積分及び演習　[情 間庭 正明他

Ⅳ　[情報]【ABC】[遠 ]【D】[対面] び演習1　[情報]【C】 び演習1　[情報]【C】 [教職][遠隔(同)] 報]【ABC】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] A1000103 前期 *情報処理入門　[情報 浅野 太 八 02-564 [連続][対面] [連続][対面] A0400147 前期 ドイツ語初級1　[全][ 柴田 教昭 対面]

A1900919 4Q *線形代数学及び演習 荒川 智匡他 ]【E】[対面] A1600056 1Q *プログラミングおよ 菅谷 奈津子 八 15-005 A1600056 1Q *プログラミングおよ 菅谷 奈津子 八 15-005 遠隔(同)] A1000255 4Q *重積分及び演習　[情 椎名 貴久他

Ⅳ　[情報]【ABC】[遠 A1000104 前期 *情報処理入門　[情報 三上 弾 八 02-664 び演習1　[情報]【D】 び演習1　[情報]【D】 A0400148 前期 ドイツ語初級1　[全][ 柳 勝己 報]【ABC】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] ]【F】[対面] [連続][対面] [連続][対面] 遠隔(同)] 対面]

A1900920 4Q *線形代数学及び演習 梅田 典晃他 A1800083 後期 *論理回路　[情報]【A 木全 英明他 新 1001 A1600057 1Q *プログラミングおよ 藤井 昭宏 八 15-103 A1600057 1Q *プログラミングおよ 藤井 昭宏 八 15-103 A0600049 前期 フランス語初級1　[全 山上 昌子 A1000256 4Q *重積分及び演習　[情 熊ノ郷 直人

Ⅳ　[情報]【ABC】[遠 B】[ハイ] 八 1W-026 び演習1　[情報]【E】 び演習1　[情報]【E】 ][遠隔(同)] 報]【ABC】[遠隔(オ)& 他

隔(オ)&対面] A1800084 後期 *論理回路　[情報]【C 藤川 真樹他 新 1001 [連続][対面] [連続][対面] A0600050 前期 フランス語初級1　[全 内山 憲一 対面]

A1900921 4Q *線形代数学及び演習 多田 秀樹他 D】[ハイ] 八 1W-026 A1600058 1Q *プログラミングおよ 川崎　敏治 八 15-105 A1600058 1Q *プログラミングおよ 川崎　敏治 八 15-105 ][遠隔(同)] A1000257 4Q *重積分及び演習　[情 齋藤 正顕他

Ⅳ　[情報]【ABC】[遠 A1800085 後期 *論理回路　[情報]【E 福田 一帆他 新 1001 び演習1　[情報]【F】 び演習1　[情報]【F】 A0900034 前期 Introduction to Engl 和田 朋子 報]【ABC】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] F】[ハイ] 八 1W-026 [連続][対面] [連続][対面] ish for Global Commu 対面]

A1900924 4Q *線形代数学及び演習 小林 康麿他 A1600059 2Q プログラミングおよび 藤井 昭宏 八 15-103 A1600059 2Q プログラミングおよび 藤井 昭宏 八 15-103 nication I　[全][遠 A1000259 4Q *重積分及び演習　[情 陸名 雄一他

Ⅳ　[情報]【DEF】[遠 演習1　[情報][連続][ 演習1　[情報][連続][ 隔(同)] 報]【DEF】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 対面] 対面] A1800096 前期 ロシア語初級1　[全][ 岩崎 理恵 対面]

A1900925 4Q *線形代数学及び演習 田村 充司他 A1600060 2Q プログラミングおよび 保坂 修治 八 15-003 A1600060 2Q プログラミングおよび 保坂 修治 八 15-003 遠隔(同)] A1000260 4Q *重積分及び演習　[情 間庭 正明他

Ⅳ　[情報]【DEF】[遠 演習2　[情報][連続][ 演習2　[情報][連続][ A0200847 2Q 微分及び演習　[先進/ 大井 周他 八 1W-116 報]【DEF】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 対面] 対面] 情報][遠隔(オ)&対面] 対面]

A1900926 4Q *線形代数学及び演習 間庭 正明他 A1600061 2Q プログラミングおよび 坂野 遼平 八 02-364 A1600061 2Q プログラミングおよび 坂野 遼平 八 02-364 A0201195 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 五十嵐　朱夏 八 1N-215 A1000261 4Q *重積分及び演習　[情 椎名 貴久他

Ⅳ　[情報]【DEF】[遠 演習2　[情報][連続][ 演習2　[情報][連続][ 先進/工学/情報][遠隔 他 報]【DEF】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 対面] 対面] (オ)&対面] 対面]

A1900927 4Q *線形代数学及び演習 陸名 雄一他 A1600062 2Q プログラミングおよび 張 ジョ 八 02-164 A1600062 2Q プログラミングおよび 張 ジョ 八 02-164 A0200729 後期 Basic English I　[全 今井 博啓 新 1001 A1000262 4Q *重積分及び演習　[情 田村 充司他

Ⅳ　[情報]【DEF】[遠 演習2　[情報][連続][ 演習2　[情報][連続][ ](再)[ハイ] 八 1W-211 報]【DEF】[遠隔(オ)&

隔(オ)&対面] 対面] 対面] A0201190 後期 Basic English II　[ 日吉 佑太 新 1001 対面]

A1600064 2Q プログラミングおよび 川崎　敏治 八 15-108 A1600064 2Q プログラミングおよび 川崎　敏治 八 15-108 全](再)[ハイ] 八 1N-214 A1000263 4Q *重積分及び演習　[情 小林 康麿他

演習2　[情報][連続][ 演習2　[情報][連続][ A0300092 後期 中国語初級1　[全][遠 川原 勝彦 報]【DEF】[遠隔(オ)&

対面] 対面] 隔(同)] 対面]

A1600101 2Q プログラミングおよび 菅谷 奈津子 八 15-005 A1600101 2Q プログラミングおよび 菅谷 奈津子 八 15-005 A0300104 後期 中国語初級1　[全][遠 田　芳 A1100697 4Q 化学及び演習Ⅰ　[先 高見 知秀

演習1　[情報][連続][ 演習1　[情報][連続][ 隔(同)] 進/工学/情報][遠隔(

対面] 対面] A0400115 後期 道徳教育の理論と方法 内山 宗昭 オ)&対面]

A1600063 3Q プログラミングおよび 保坂 修治 八 15-105 A1600063 3Q プログラミングおよび 保坂 修治 八 15-105 [教職][遠隔(同)] A1600067 4Q プログラミングおよび 雨車 和憲

演習2　[情報][連続][ 演習2　[情報][連続][ A0400162 後期 ドイツ語初級1　[全][ 柴田 教昭 演習2　[情報][連続][

対面] 対面] 遠隔(同)] 遠隔(オ)]

A1600065 3Q プログラミングおよび 雨車 和憲 八 02-564 A1600065 3Q プログラミングおよび 雨車 和憲 八 02-564 A0400163 後期 ドイツ語初級1　[全][ 柳 勝己

演習2　[情報][連続][ 演習2　[情報][連続][ 遠隔(同)]

対面] 対面] A0600059 後期 フランス語初級1　[全 山上 昌子

A1600066 3Q プログラミングおよび 三上 弾 八 15-103 A1600066 3Q プログラミングおよび 三上 弾 八 15-103 ][遠隔(同)]

演習2　[情報][連続][ 演習2　[情報][連続][ A0600060 後期 フランス語初級1　[全 内山 憲一

対面] 対面] ][遠隔(同)]

A1600069 3Q プログラミングおよび 淺野 裕俊 新 1001 A1600069 3Q プログラミングおよび 淺野 裕俊 新 1001 A0900035 後期 Introduction to Engl 和田 朋子

演習3　[情報][連続][ 八 1W-026 演習3　[情報][連続][ 八 1W-026 ish for Global Com.

ハイ] ハイ] Ⅱ　[全][遠隔(同)]

A1600068 4Q プログラミングおよび 保坂 修治 八 15-103 A1600068 4Q プログラミングおよび 保坂 修治 八 15-103 A1800102 後期 ロシア語初級1　[全][ 岩崎 理恵

演習3　[情報][連続][ 演習3　[情報][連続][ 遠隔(同)]

対面] 対面] A0200867 3Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 高瀬 昇他 八 1S-208

A1600072 4Q プログラミングおよび 雨車 和憲 八 02-564 A1600072 4Q プログラミングおよび 雨車 和憲 八 02-564 先進/工学/情報][遠隔

演習3　[情報][連続][ 演習3　[情報][連続][ (オ)&対面]

対面] 対面] A1900936 3Q 線形代数学及び演習Ⅱ 国定　亮一他 八 1E-106

A1600073 4Q プログラミングおよび 淺野 裕俊 八 02-364 A1600073 4Q プログラミングおよび 淺野 裕俊 八 02-364 [情報][遠隔(オ)&対

演習3　[情報][連続][ 演習3　[情報][連続][ 面]

対面] 対面] A1900965 3Q 積分及び演習　[先進/ 齋藤 正顕他 八 1W-116

A1600077 4Q プログラミングおよび 三上 弾 新 1001 A1600077 4Q プログラミングおよび 三上 弾 新 1001 情報][遠隔(オ)&対面]

演習4　[情報][連続][ 八 1W-026 演習4　[情報][連続][ 八 1W-026 A0201058 4Q 物理学及び演習ⅢC　[ 田坂 由貴他 八 1E-203

ハイ] ハイ] A1/A2/情報][遠隔(オ)

A1100707 通年 教育原論　[教職][遠 内山 宗昭 &対面]

隔(同)] A0201104 4Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他 八 1S-207

先進/工学/情報][遠隔

(オ)&対面]

A0800074 4Q 偏微分及び演習　[先 齋藤 正顕他 八 1W-116

進/情報][遠隔(オ)&対

面]

A1900938 4Q 線形代数学及び演習Ⅰ 国定　亮一他 八 1E-106

[情報][遠隔(オ)&対

面]

END



大学　情報学部　情報科学科　1年
8      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0201052

A0201053

3Q

3Q
金

*物理学及び演習ⅢC 高瀬 昇他 八 15-202松井 領明*Basic English I　[前期A0200246 A1000041 前期 *情報ロジカルライテ 勝田 由美 八 02-364

[情報]【ABC】[遠隔( 情報]【DEF】[対面] ィングI　[情報]【DEF

オ)&対面] A0200247 前期 *Basic English I　[ 原　将吾 八 15-204 】[対面]

*物理学及び演習ⅢC 吉村 季織他 情報]【DEF】[対面] A1000042 前期 *情報ロジカルライテ 梅津 紀雄 八 02-164

[情報]【ABC】[遠隔( A0200248 前期 *Basic English I　[ 佐々木 恭介 八 15-206 ィングI　[情報]【DEF

オ)&対面] 情報]【DEF】[対面] 】[対面]

桑村 直人

徳永 健

オ)&対面]

進/工学/情報][遠隔(

化学及び演習Ⅱ　[先

オ)&対面]

進/工学/情報][遠隔(

化学及び演習Ⅰ　[先

4Q

2Q

A1100698

A1100690

八 1N-215

新 1001

八 1W-213

新 1001

安 明姫

野口 大斗

田村 幸恵

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

全](再)[ハイ]

Basic English II　[

](再)[ハイ]

Basic English I　[全

前期A0300079

前期A0201188

前期A0201186

八 02-164

八 1N-214

梅津 紀雄

古川 哲

】[対面]

ィングI　[情報]【ABC

*情報ロジカルライテ

】[対面]

ィングI　[情報]【ABC

*情報ロジカルライテ

前期

前期

A1000038

A1000037

A0201054 3Q *物理学及び演習ⅢC 吉田 勝彦他 A0200249 前期 *Basic English I　[ 萩原 さがみ 八 1S-108 A1000043 前期 *情報ロジカルライテ 古川 哲 八 1N-214 A1000039 前期 *情報ロジカルライテ 黒川 悠輔 八 02-264 A0300109 前期 中国語初級1　[全][遠 田　芳

[情報]【DEF】[遠隔( 情報]【DEF】[対面] ィングI　[情報]【DEF ィングI　[情報]【ABC 隔(同)]

オ)&対面] A0200250 前期 *Basic English I　[ 和田 朋子 八 02-164 】[対面] 】[対面] A0400149 前期 ドイツ語初級1　[全][ 大野 雄三

A0201055 3Q *物理学及び演習ⅢC 高瀬 昇他 情報]【DEF】[対面] A1000044 前期 *情報ロジカルライテ 黒川 悠輔 八 02-264 A1000040 前期 *情報ロジカルライテ 勝田 由美 八 02-364 遠隔(同)]

[情報]【DEF】[遠隔( A0200874 前期 *Basic English I　[ 田中 俊雄 八 02-264 ィングI　[情報]【DEF ィングI　[情報]【ABC A0600051 前期 フランス語初級1　[全 内山 憲一

オ)&対面] 情報]【DEF】[対面] 】[対面] 】[対面] ][遠隔(同)]

A0201056 4Q 物理学及び演習ⅢC　[ 吉田 勝彦他 A0200297 後期 *Basic English II　[ 松井 領明 八 1E-201 A1900513 前期 *身体･運動科学演習I 中村 みづき 八 MT-105 A1900546 前期 *身体･運動科学演習I 中村 みづき 八 MT-105 A0200985 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 田坂 由貴他 八 1W-212

A1/A2/情報][遠隔(オ) 情報]【DEF】[対面] [情報]【ABC】[サッ [情報]【DEF】[サッ 先進/工学/情報][遠隔

&対面] A0200298 後期 *Basic English II　[ 原　将吾 八 1E-202 カー][対面] カー][対面] (オ)&対面]

A0201057 4Q 物理学及び演習ⅢC　[ 吉田 勝彦他 情報]【DEF】[対面] A1900514 前期 *身体･運動科学演習I 望月 康司 八 MT-105 A1900547 前期 *身体･運動科学演習I 望月 康司 八 MT-105 A0201192 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 高瀬 昇他 八 1E-106

A1/A2/情報][遠隔(オ) A0200299 後期 *Basic English II　[ 佐々木 恭介 八 1E-203 [情報]【ABC】[バド [情報]【DEF】[バド 先進/工学/情報][遠隔

&対面] 情報]【DEF】[対面] ミントン][対面] ミントン][対面] (オ)&対面]

A0201058 4Q 物理学及び演習ⅢC　[ 田坂 由貴他 A0200300 後期 *Basic English II　[ 萩原 さがみ 八 1E-205 A1900515 前期 *身体･運動科学演習I 白滝　聡 八 MT-105 A1900548 前期 *身体･運動科学演習I 白滝　聡 八 MT-105 A0201193 2Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他 八 1N-214

A1/A2/情報][遠隔(オ) 情報]【DEF】[対面] [情報]【ABC】[ソフ [情報]【DEF】[ソフ 先進/工学/情報][遠隔

&対面] A0200301 後期 *Basic English II　[ 和田 朋子 八 1E-206 トボール][対面] トボール][対面] (オ)&対面]

情報]【DEF】[対面] A1900516 前期 *身体･運動科学演習I 数馬 広二 八 MT-105 A1900549 前期 *身体･運動科学演習I 数馬 広二 八 MT-105 A1100690 2Q 化学及び演習Ⅰ　[先 徳永 健 八 1N-335

A0200885 後期 *Basic English II　[ 田中 俊雄 八 1S-108 [情報]【ABC】[剣道 [情報]【DEF】[卓球 進/工学/情報][遠隔(

情報]【DEF】[対面] ][対面] ][対面] オ)&対面]

A0201052 3Q *物理学及び演習ⅢC 高瀬 昇他 八 1W-211 A1900517 前期 *身体･運動科学演習I 土肥 啓一郎 八 MT-105 A1900551 前期 *身体･運動科学演習I 土肥 啓一郎 八 MT-105 A0201187 後期 Basic English I　[全 野口 大斗 新 1001

[情報]【ABC】[遠隔( [情報]【ABC】[ハン [情報]【DEF】[ハン ](再)[ハイ] 八 1N-215

オ)&対面] ドボール][対面] ドボール][対面] A0201191 後期 Basic English II　[ 田村 幸恵 新 1001

A0201053 3Q *物理学及び演習ⅢC 吉村 季織他 八 1W-212 A1900545 前期 *身体･運動科学演習I 武田 典子 八 MT-105 A1900552 前期 *身体･運動科学演習I 武田 典子 八 MT-105 全](再)[ハイ] 八 1W-027

[情報]【ABC】[遠隔( [情報]【ABC】[卓球 [情報]【DEF】[ウォ A0300093 後期 中国語初級1　[全][遠 安 明姫

オ)&対面] ][対面] ーキング][対面] 隔(同)]

A0200816 4Q *物理学及び演習ⅢD 高瀬 昇他 八 1W-211 A1000049 後期 *情報ロジカルライテ 梅津 紀雄 八 02-164 A1000045 後期 *情報ロジカルライテ 勝田 由美 八 02-264 A0300094 後期 中国語初級1　[全][遠 田　芳

[情報]【ABC】[遠隔( ィングII　[情報]【DE ィングII　[情報]【AB 隔(同)]

オ)&対面] F】[対面] C】[対面] A0400164 後期 ドイツ語初級1　[全][ 大野 雄三

A1000050 後期 *情報ロジカルライテ 勝田 由美 八 02-264 A1000046 後期 *情報ロジカルライテ 梅津 紀雄 八 02-164 遠隔(同)]

ィングII　[情報]【DE ィングII　[情報]【AB A0600061 後期 フランス語初級1　[全 内山 憲一

F】[対面] C】[対面] ][遠隔(同)]

A1000051 後期 *情報ロジカルライテ 黒川 悠輔 八 1W-212 A1000047 後期 *情報ロジカルライテ 黒川 悠輔 八 1W-212 A0200986 3Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他 八 1S-107

ィングII　[情報]【DE ィングII　[情報]【AB 先進/工学/情報][遠隔

F】[対面] C】[対面] (オ)&対面]

A1000052 後期 *情報ロジカルライテ 古川 哲 八 1W-213 A1000048 後期 *情報ロジカルライテ 古川 哲 八 1W-213 A1100693 3Q 化学及び演習Ⅰ　[先 桑村 直人 八 1E-106

ィングII　[情報]【DE ィングII　[情報]【AB 進/工学/情報][遠隔(

F】[対面] C】[対面] オ)&対面]

A1900669 後期 *身体･運動科学演習II 白滝　聡 八 MT-105 A1900798 後期 *身体･運動科学演習II 白滝　聡 八 MT-105 A1100694 3Q 化学及び演習Ⅱ　[先 徳永 健 八 1N-401

[情報]【ABC】[ソフ [情報]【DEF】[ソフ 進/工学/情報][遠隔(

トボール][対面] トボール][対面] オ)&対面]

A1900674 後期 *身体･運動科学演習II 坂下 博之 八 MT-105 A1900799 後期 *身体･運動科学演習II 坂下 博之 八 MT-105 A0200987 4Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 金 哲夫他 八 1S-107

[情報]【ABC】[サッ [情報]【DEF】[サッ 先進/工学/情報][遠隔

カー][対面] カー][対面] (オ)&対面]

A1900793 後期 *身体･運動科学演習II 望月 康司 八 MT-105 A1901174 後期 *身体･運動科学演習II 望月 康司 八 MT-105 A1100697 4Q 化学及び演習Ⅰ　[先 高見 知秀 八 1N-401

[情報]【ABC】[卓球 [情報]【DEF】[卓球 進/工学/情報][遠隔(

][対面] ][対面] オ)&対面]

A1900794 後期 *身体･運動科学演習II 数馬 広二 八 MT-105 A1901175 後期 *身体･運動科学演習II 数馬 広二 八 MT-105 A1100698 4Q 化学及び演習Ⅱ　[先 桑村 直人 八 1S-207

[情報]【ABC】[剣道 [情報]【DEF】[剣道 進/工学/情報][遠隔(

][対面] ][対面] オ)&対面]

A1900795 後期 *身体･運動科学演習II 土肥 啓一郎 八 MT-105 A1901176 後期 *身体･運動科学演習II 土肥 啓一郎 八 MT-105

[情報]【ABC】[バス [情報]【DEF】[バス

ケットボール][対面] ケットボール][対面]

A1900797 後期 *身体･運動科学演習II 高橋　和孝 八 MT-105 A1901177 後期 *身体･運動科学演習II 高橋　和孝 八 MT-105

[情報]【ABC】[テニ [情報]【DEF】[テニ

ス][対面] ス][対面]

END



大学　情報学部　情報科学科　1年
9      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0200816

A0200817

4Q

4Q
土

*物理学及び演習ⅢD 高瀬 昇他 植松 希久磨中国語初級1　[全][遠前期A0300081 A0300082 前期 中国語初級1　[全][遠 川原 勝彦

[情報]【ABC】[遠隔( 隔(同)] 隔(同)]

オ)&対面] A0400150 前期 ドイツ語初級1　[全][ 柳 勝己 A0300083 前期 中国語初級1　[全][遠 安 明姫

*物理学及び演習ⅢD 吉田 勝彦他 遠隔(同)] 隔(同)]

[情報]【DEF】[遠隔( A0400151 前期 ドイツ語初級1　[全][ 大野 雄三 A0400152 前期 ドイツ語初級1　[全][ 柳 勝己

オ)&対面] 遠隔(同)] 遠隔(同)]

桑村 直人

桑村 直人

オ)&対面]

進/工学/情報][遠隔(

化学及び演習Ⅰ　[先

オ)&対面]

進/工学/情報][遠隔(

化学及び演習Ⅰ　[先

3Q

2Q

A1100691

A1100689

山上 昌子

柴田 教昭

安 明姫

][遠隔(同)]

フランス語初級1　[全

遠隔(同)]

ドイツ語初級1　[全][

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

前期A0600056

前期A0400156

前期A0300068

柳 勝己

安 明姫

川原 勝彦

遠隔(同)]

ドイツ語初級1　[全][

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

隔(同)]

中国語初級1　[全][遠

前期

前期

前期

A0400154

A0300085

A0300084

A0600052 前期 フランス語初級1　[全 谷口 清彦 A0400153 前期 ドイツ語初級1　[全][ 柴田 教昭 A0400155 前期 ドイツ語初級1　[全][ 柴田 教昭 A0400175 後期 ドイツ語初級1　[全][ 柴田 教昭

][遠隔(同)] 遠隔(同)] 遠隔(同)] 遠隔(同)]

A0900026 前期 Introduction to Engl 和田 朋子 A0600053 前期 フランス語初級1　[全 谷口 清彦 A0600054 前期 フランス語初級1　[全 谷口 清彦 A0600067 後期 フランス語初級1　[全 山上 昌子

ish for Global Commu ][遠隔(同)] ][遠隔(同)] ][遠隔(同)]

nication I　[全][遠 A0300096 後期 中国語初級1　[全][遠 川原 勝彦 A0600055 前期 フランス語初級1　[全 山上 昌子

隔(同)] 隔(同)] ][遠隔(同)]

A1800098 前期 ロシア語初級1　[全][ 大月 晶子 A0300097 後期 中国語初級1　[全][遠 安 明姫 A1900048 前期 社会教育　[教職･学芸 片岡 了

遠隔(同)] 隔(同)] 員][遠隔(同)]

A0300095 後期 中国語初級1　[全][遠 植松 希久磨 A0400171 後期 ドイツ語初級1　[全][ 柳 勝己 A0300098 後期 中国語初級1　[全][遠 川原 勝彦

隔(同)] 遠隔(同)] 隔(同)]

A0400165 後期 ドイツ語初級1　[全][ 柳 勝己 A0400172 後期 ドイツ語初級1　[全][ 柴田 教昭 A0300099 後期 中国語初級1　[全][遠 安 明姫

遠隔(同)] 遠隔(同)] 隔(同)]

A0400170 後期 ドイツ語初級1　[全][ 大野 雄三 A0600063 後期 フランス語初級1　[全 谷口 清彦 A0400173 後期 ドイツ語初級1　[全][ 柳 勝己

遠隔(同)] ][遠隔(同)] 遠隔(同)]

A0600062 後期 フランス語初級1　[全 谷口 清彦 A0400174 後期 ドイツ語初級1　[全][ 柴田 教昭

][遠隔(同)] 遠隔(同)]

A0900027 後期 Introduction to Engl 和田 朋子 A0600065 後期 フランス語初級1　[全 谷口 清彦

ish for Global Com. ][遠隔(同)]

Ⅱ　[全][遠隔(同)] A0600066 後期 フランス語初級1　[全 山上 昌子

A1800104 後期 ロシア語初級1　[全][ 大月 晶子 ][遠隔(同)]

遠隔(同)]

END

集中・実習

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0300024 集中 中国語集中講座A　[個 未定 A0300102 集中 中国語集中講座B　[個 未定 A0400128 集中 道徳教育の理論と方法 浜野 兼一 集中 English for Global C 和田 朋子 A0500015 集中 English for Global C 和田 朋子 A0700036 集中 現代教職論　[教職][ 安部 芳絵 新 A-1161新 A-0865 A0500014

別登録不可:グ][開講 別登録不可:グ][開講 ommunication A　[個 ommunication B　[個 対面][教職][対面]

未定] 未定] 別登録不可:グ][全][ 別登録不可:グ][全][

遠隔(同)] 遠隔(同)]

A0800039 集中 博物館概論　[学芸員] 原 眞麻子 新 A-0862 A0800040 集中 博物館教育論　[学芸 原 眞麻子 新 A-0765 A0800045 集中 博物館情報･メディア 磯崎 咲美 集中 Int.Eng.Course　[個 山田 朋美 A0900017 集中 インターンシップA　[ 二上 武生 A0900018 集中 インターンシップB　[ 二上 武生新 A-0765 A0900002

[対面] 員][対面] 別登録不可:グ][春期H 個別登録不可:教][全] 個別登録不可:教][全]論　[学芸員][対面]

B留学][対面]

A0900020 集中 Int.Eng.Course　[個 山田 朋美 A0900030 集中 Int.Eng.Course　[個 未定 A1100492 集中 教育課程論　[教職][ 丸山 剛史 集中 教育心理学　[教職][ 岩田 泉 A1100727 集中 教育原論　[教職][遠 内山 宗昭 A1900435 集中 社会教育　[教職･学芸 片岡 了A1100653

別登録不可:グ][ネバ 別登録不可:グ][NZ語 遠隔(同)] 隔(同)] 員][遠隔(同)]遠隔(同)]

ダ大学][遠隔] 学研修]

A2000044 集中 特別なニーズ教育入門 尾高 進 新 B-0663

[教職][対面]

END



大学　情報学部　システム数理学科　2年
     2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0200650

A0800035

前期

前期

前期

月

文学A　[全][遠隔(オ) 内山 憲一

A0700011

八 1N-028田中 輝雄他データ構造とアルゴリ前期A0400229 A0400229 前期 データ構造とアルゴリ 田中 輝雄他 八 1N-028

] ズム及び演習　[情報] 八 1N-029 ズム及び演習　[情報] 八 1N-029

芸術学A　[全][遠隔( 吉田 司雄 [連続][対面] 八 1N-214 [連続][対面] 八 1N-214

オ)] 八 1N-217 八 1N-217

法学A(日本国憲法1単 井上 知樹 八 1N-335 八 1N-335

位を含む)　[全][遠隔 A1901259 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 齋藤 正顕他 八 02-664 A0201170 1Q 微分及び演習　[情報] 齋藤 正顕他 八 15-206

田村 充司他

荒川 智匡他

齋藤 正顕他

(再)[遠隔(オ)&対面]

微分及び演習　[情報]

(再)[遠隔(オ)&対面]

微分及び演習　[情報]

(再)[遠隔(オ)&対面]

微分及び演習　[情報]

1Q

1Q

1Q

A0201174

A0201172

A0201170

八 02-564

八 1W-116

新 1001

八 1W-027

新 1001

今枝 佑輔他

萩原 輝

田中 智子

先進/工学/情報][遠隔

物理学及び演習Ⅱ　[

全](再)[ハイ]

Basic English II　[

](再)[ハイ]

Basic English I　[全

1QA0201117

前期A0200254

前期A0200252

八 1N-401

八 1W-026

荒川 智匡他

矢崎 敬人

浅野 太

(再)[遠隔(オ)&対面]

微分及び演習　[情報]

対面]

確率･統計I　[情報][

遠隔(同)]

確率･統計I　[情報][

1Q

前期

前期

A0201172

A1100375

A1100374

(オ)] [情報](再)[遠隔(オ (再)[遠隔(オ)&対面] A1901267 2Q 積分及び演習　[情報] 荒川 智匡他 八 1N-401 (オ)&対面] A0201176 1Q 微分及び演習　[情報] 田村 充司他

A1100097 前期 科学論A　[全][遠隔( 林 真理 )&対面] A1901265 2Q 積分及び演習　[情報] 豊田 哲他 八 15-206 (再)[遠隔(オ)&対面] A1600093 1Q プログラミングおよび 浅野 太 (再)[遠隔(オ)&対面]

オ)] A1901261 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 豊田 哲他 八 02-664 (再)[遠隔(オ)&対面] A2000005 後期 多変量解析　[J3][ハ 竹川 高志 新 1001 演習3　[情報][連続][ A0201178 1Q 微分及び演習　[情報] 梅田 典晃他

A1100209 前期 経営学A　[全][遠隔( 脇 みどり [情報](再)[遠隔(オ A1900433 後期 *システム数理学実験 橘 完太他 八 15-105 イ] 八 15-005 遠隔(同)&遠隔(オ)] (再)[遠隔(オ)&対面]

オ)] )&対面] [J3]【ABC】[連続][ A0800087 3Q 偏微分及び演習　[情 荒川 智匡他 八 1N-214 A1600095 1Q プログラミングおよび 前山 和喜 A0201180 1Q 微分及び演習　[情報] 大井 周他

A1800078 前期 歴史学A　[全][遠隔( 塚本 剛 A1900433 後期 *システム数理学実験 橘 完太他 八 15-105 対面] 報](再)[遠隔(オ)&対 演習4　[情報][連続][ (再)[遠隔(オ)&対面]

オ)] [J3]【ABC】[連続][ A1900434 後期 *システム数理学実験 橘 完太他 八 15-103 面] 遠隔(同)&遠隔(オ)] A1600093 1Q プログラミングおよび 浅野 太

A1900051 前期 社会思想A　[全][遠隔 木下 ちがや 対面] [J3]【DEF】[連続][ A1000287 4Q 重積分及び演習　[情 荒川 智匡他 八 1N-214 A1901250 1Q 積分及び演習　[先進/ 間庭 正明他 八 15-202 演習3　[情報][連続][

(オ)] A1900434 後期 *システム数理学実験 橘 完太他 八 15-103 対面] 報](再)[遠隔(オ)&対 情報][遠隔(オ)&対面] 遠隔(同)&遠隔(オ)]

A1900055 前期 宗教学A　[全][遠隔( 田口 博子 [J3]【DEF】[連続][ A0800085 3Q 偏微分及び演習　[情 丹下 稜斗他 八 1N-217 面] A0800083 2Q 偏微分及び演習　[先 間庭 正明他 八 15-202 A1600095 1Q プログラミングおよび 前山 和喜

オ)] 対面] 報](再)[遠隔(オ)&対 進/情報][遠隔(オ)&対 演習4　[情報][連続][

A1900107 前期 政治学A　[全][遠隔( 小野 一 A1901316 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 多田 秀樹他 八 1N-216 面] 面] 遠隔(同)&遠隔(オ)]

オ)] [J3][遠隔(オ)&対面 A1000285 4Q 重積分及び演習　[情 丹下 稜斗他 八 1N-217 A1600097 2Q プログラミングおよび 前山 和喜 A1600097 2Q プログラミングおよび 前山 和喜

A1901192 前期 社会学A　[全][遠隔( 勝田 由美 ] 報](再)[遠隔(オ)&対 演習4　[情報][連続][ 演習4　[情報][連続][

オ)] A1901336 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 多田 秀樹他 八 1N-216 面] 遠隔(同)&遠隔(オ)] 遠隔(同)&遠隔(オ)]

A2000015 前期 哲学A　[全][遠隔(オ) 草野 章 [J3][遠隔(オ)&対面 A0200306 後期 Basic English II　[ 田中 智子 新 1001 A1000034 後期 情報ネットワーク概論 小林 淳史

] ] 全](再)[ハイ] 八 1N-215 [J3][遠隔(オ)]

A0201116 1Q 物理学及び演習Ⅰ　[ 田坂 由貴他 A1300002 後期 マーケティング概論 三木 良雄 八 1N-401

先進/工学/情報][遠隔 [J3][対面]

(オ)&対面]

A1901259 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 齋藤 正顕他

[情報](再)[遠隔(オ

)&対面]

A1901302 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 高木 悟他

[情報](再)[遠隔(オ

)&対面]

A1901303 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 梅田 典晃他

[情報](再)[遠隔(オ

)&対面]

A1901304 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 小林 康麿他

[情報](再)[遠隔(オ

)&対面]

A1901305 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 小林 康麿他

[情報](再)[遠隔(オ

)&対面]

A1901306 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 小林 康麿他

[情報](再)[遠隔(オ

)&対面]

A1901377 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 森澤 貴之

[情報](再)[遠隔(オ

)&対面]

A0700017 後期 芸術学B　[全][遠隔( 吉田 司雄

オ)]

A0800037 後期 法学B(日本国憲法1単 井上 知樹

位を含む)　[全][遠隔

(オ)]

A1100213 後期 経営学B　[全][遠隔( 脇 みどり

オ)]

A1400013 後期 日本国憲法　[全][遠 辛嶋 了憲

隔(オ)]

A1800077 後期 倫理学B　[全][遠隔( 林 真理

オ)]

A1800080 後期 歴史学B　[全][遠隔( 塚本 剛

オ)]

A1900053 後期 社会思想B　[全][遠隔 木下 ちがや

(オ)]

A1900056 後期 宗教学B　[全][遠隔( 田口 博子

オ)]

A1900110 後期 政治学B　[全][遠隔( 小野 一

オ)]

A1901194 後期 社会学B　[全][遠隔( 勝田 由美

オ)]

A2000019 後期 哲学B　[全][遠隔(オ) 草野 章

]

END

前期 生涯スポーツ1/2[全]
[ヨガ/ピラティス]
[対面]

武安 由宇里 新

前期 生涯スポーツ1/2[全]
[バレーボール][対
面]

桂 良寛 八

後期 生涯スポーツ1/2[全]
[ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ入門][対
面]

村山 久美子 新

後期 生涯スポーツ1/2[全]
[ソフトボール][対
面]

前期 生涯スポーツ1/2[全]
[フットサル、ヨガ/
ピラティス][対面]

坂下 博之
武安 由宇里

新

前期 生涯スポーツ1/2[全]
[テニス、サッカー、
バレーボール][対面]

溝口 美貴
中村 隼人
桂 良寛

八

後期 生涯スポーツ1/2[全]
[ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ入門、
フットサル][対面]

村山 久美子
坂下 博之

新

後期 生涯スポーツ1/2[全]
[テニス、卓球、サッ
カー][対面]

溝口 美貴
山本 恵弥里
中村 隼人

八

前期 生涯スポーツ1/2[全]
[フットサル][対面]

坂下 博之 新

前期 生涯スポーツ1/2[全]
[テニス、卓球、サッ
カー、バレーボール]
[対面]

溝口 美貴
針ヶ谷 雅子
中村 隼人
桂 良寛

八

後期 生涯スポーツ1/2[全]
[フットサル][対面]

坂下 博之 新

後期 生涯スポーツ1/2[全]
[テニス、ソフトボー
ル、サッカー][対面]

溝口 美貴
山本 恵弥里
中村 隼人

八

山本 恵弥里 八



大学　情報学部　システム数理学科　2年
2      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0200651

A0800036

前期

前期

前期

火

文学A　[全][遠隔(オ) 永野 宏志

A0700012

八 1S-208吉田 勝彦他物理学及び演習ⅢC　[1QA0201133 A0200025 前期 *Basic Academic Engl 赤間 主計 八 1E-203

] A1/A2/情報][遠隔(オ) ish I　[情報]【ABC】

芸術学A　[全][遠隔( 吉田 司雄 &対面] [対面]

オ)] A1000272 1Q 情報数学および演習1 位野木 万里 八 02-164 A0200026 前期 *Basic Academic Engl 杉野 早苗月 八 1E-202

法学A(日本国憲法1単 井上 知樹 [情報2年生以上][連 八 02-264 ish I　[情報]【ABC】

位を含む)　[全][遠隔 続][対面] 八 15-204 [対面]

荒川 智匡他

豊田 哲他

間庭 正明他

(再)[遠隔(オ)&対面]

積分及び演習　[情報]

(再)[遠隔(オ)&対面]

積分及び演習　[情報]

情報][遠隔(オ)&対面]

積分及び演習　[先進/

2Q

2Q

1Q

A1901267

A1901265

A1901250

八 1S-209

新 1001

八 1N-215

新 1001

八 1S-210

新 1001

秋本 隆之

今井 博啓

ル

ハウル ポー

全](再)[ハイ]

Basic English II　[

](再)[ハイ]

Basic English I　[全

I　[情報](再)[ハイ]

Basic Communication

前期A0200683

前期A0200255

前期A0200152

八 1E-202

八 1E-201

杉野 早苗月

工藤 秀平

[対面]

ish I　[情報]【DEF】

*Basic Academic Engl

[対面]

ish I　[情報]【DEF】

*Basic Academic Engl

前期

前期

A0200002

A0200001

(オ)] 八 15-206 A0200027 前期 *Basic Academic Engl 田中 智子 八 1E-206 A0200003 前期 *Basic Academic Engl 今井 博啓 八 1E-203 A1000270 前期 情報学基礎論I　[情報 未定 八 1N-029 A1901269 2Q 積分及び演習　[情報] 田村 充司他

A1100098 前期 科学論A　[全][遠隔( 林 真理 八 1N-028 ish I　[情報]【ABC】 ish I　[情報]【DEF】 ](再)[対面] (再)[遠隔(オ)&対面]

オ)] 八 1W-026 [対面] [対面] A0200203 後期 Basic Communication ハウル ポー 新 1001 A1901271 2Q 積分及び演習　[情報] 田村 充司他

A1100210 前期 経営学A　[全][遠隔( 脇 みどり 八 1W-111 A0200028 前期 *Basic Academic Engl 松井 領明 八 1E-205 A0200004 前期 *Basic Academic Engl 松井 領明 八 1E-205 II　[情報](再)[ハイ] ル 八 1N-215 (再)[遠隔(オ)&対面]

オ)] A1000194 2Q 情報数学および演習2 位野木 万里 八 1W-026 ish I　[情報]【ABC】 ish I　[情報]【DEF】 A0200303 後期 Basic English II　[ 今井 博啓 新 1001 A1901273 2Q 積分及び演習　[情報] 梅田 典晃他

A1400012 前期 日本国憲法　[全][遠 辛嶋 了憲 [情報2年生以上][連 [対面] [対面] 全](再)[ハイ] 八 1W-213 (再)[遠隔(オ)&対面]

隔(オ)] 続][対面] A0200029 前期 *Basic Academic Engl 山口 唯 八 1S-110 A0200005 前期 *Basic Academic Engl 赤間 主計 八 1N-214 A1100001 後期 キャリアデザイン　[ 二上 武生 八 1N-338 A1901275 2Q 積分及び演習　[情報] 大井 周他

A1800079 前期 歴史学A　[全][遠隔( 塚本 剛 A1000273 2Q 情報数学および演習1 位野木 万里 八 02-164 ish I　[情報]【ABC】 ish I　[情報]【DEF】 情報][対面] (再)[遠隔(オ)&対面]

オ)] [情報2年生以上][連 他 八 02-264 [対面] [対面] A1000282 3Q 重積分及び演習　[先 田村 充司他 八 02-264 A1100373 後期 確率･統計I　[情報]( 浅野 太

A1900054 前期 宗教学A　[全][遠隔( 田口 博子 続][対面] A0200904 前期 *Basic Academic Engl ハウル ポー 八 1S-210 A0200905 前期 *Basic Academic Engl ハウル ポー 八 1S-210 進/情報][遠隔(オ)&対 再)[遠隔(オ)]

オ)] A1000203 3Q 情報数学および演習2 大和 淳司 八 02-564 ish I　[情報]【ABC】 ル ish I　[情報]【DEF】 ル 面]

A1900108 前期 政治学A　[全][遠隔( 小野 一 [情報2年生以上][連 [対面] [対面]

オ)] 続][対面] A1000272 1Q 情報数学および演習1 位野木 万里 八 02-164 A0200052 後期 *Basic Academic Engl 工藤 秀平 八 1E-201

A1901359 前期 身体健康学　[全][遠 数馬 広二 A1000274 3Q 情報数学および演習1 大和 淳司他 八 1S-210 [情報2年生以上][連 八 02-264 ish II　[情報]【DEF

隔(オ)] [情報2年生以上][連 続][対面] 八 15-204 】[対面]

A2000016 前期 哲学A　[全][遠隔(オ) 草野 章 続][対面] 八 15-206 A0200053 後期 *Basic Academic Engl 杉野 早苗月 八 1S-209

] A1000208 4Q 情報数学および演習2 大和 淳司 八 1S-108 八 1N-028 ish II　[情報]【DEF

A0201117 1Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 今枝 佑輔他 [情報2年生以上][連 八 1W-026 】[対面]

先進/工学/情報][遠隔 続][対面] 八 1W-111 A0200054 後期 *Basic Academic Engl 今井 博啓 八 1S-208

(オ)&対面] A1000194 2Q 情報数学および演習2 位野木 万里 八 1W-026 ish II　[情報]【DEF

A0201118 1Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 金 哲夫他 [情報2年生以上][連 】[対面]

先進/工学/情報][遠隔 続][対面] A0200055 後期 *Basic Academic Engl 松井 領明 八 1E-203

(オ)&対面] A1000273 2Q 情報数学および演習1 位野木 万里 八 02-164 ish II　[情報]【DEF

A1901260 1Q 線形代数学及び演習Ⅱ 陸名 雄一他 [情報2年生以上][連 他 八 02-264 】[対面]

[情報][遠隔(オ)&対 続][対面] A0200056 後期 *Basic Academic Engl 赤間 主計 八 1S-207

面] A0200076 後期 *Basic Academic Engl 赤間 主計 八 1S-208 ish II　[情報]【DEF

A1901261 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 豊田 哲他 ish II　[情報]【ABC 】[対面]

[情報](再)[遠隔(オ 】[対面] A0200913 後期 *Basic Academic Engl ハウル ポー 八 1E-206

)&対面] A0200077 後期 *Basic Academic Engl 杉野 早苗月 八 1S-209 ish II　[情報]【DEF ル

A1901307 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 高木 悟他 ish II　[情報]【ABC 】[対面]

[情報](再)[遠隔(オ 】[対面] A1900012 後期 *システム幾何学　[J3 田村 充司 八 02-264

)&対面] A0200078 後期 *Basic Academic Engl 田中 智子 八 1S-207 ]【ABC】[対面]

A1901308 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 梅田 典晃他 ish II　[情報]【ABC

[情報](再)[遠隔(オ 】[対面]

)&対面] A0200079 後期 *Basic Academic Engl 松井 領明 八 1E-203

A1901309 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 小林 康麿他 ish II　[情報]【ABC

[情報](再)[遠隔(オ 】[対面]

)&対面] A0200080 後期 *Basic Academic Engl 山口 唯 八 1E-202

A1901310 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 小林 康麿他 ish II　[情報]【ABC

[情報](再)[遠隔(オ 】[対面]

)&対面] A0200912 後期 *Basic Academic Engl ハウル ポー 八 1E-206

A1901311 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 小林 康麿他 ish II　[情報]【ABC ル

[情報](再)[遠隔(オ 】[対面]

)&対面] A1900011 後期 *システム幾何学　[J3 田村 充司 八 02-264

A1901378 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 森澤 貴之他 ]【DEF】[対面]

[情報](再)[遠隔(オ A1000203 3Q 情報数学および演習2 大和 淳司 八 02-564

)&対面] [情報2年生以上][連

A0200654 後期 文学B　[全][遠隔(オ) 永野 宏志 続][対面]

] A1000274 3Q 情報数学および演習1 大和 淳司他 八 1S-210

A0700018 後期 芸術学B　[全][遠隔( 吉田 司雄 [情報2年生以上][連

オ)] 続][対面]

A0800038 後期 法学B(日本国憲法1単 井上 知樹 A1000208 4Q 情報数学および演習2 大和 淳司 八 1S-108

位を含む)　[全][遠隔 [情報2年生以上][連

(オ)] 続][対面]

A1100100 後期 科学論B　[全][遠隔( 林 真理

オ)]

A1100214 後期 経営学B　[全][遠隔( 脇 みどり

オ)]

A1800081 後期 歴史学B　[全][遠隔( 塚本 剛

オ)]

A1900057 後期 宗教学B　[全][遠隔( 田口 博子

オ)]

A1900111 後期 政治学B　[全][遠隔( 小野 一

オ)]

A2000020 後期 哲学B　[全][遠隔(オ) 草野 章

]

END

生涯スポーツ1/2[全]
[ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ入門、卓球]
[対面]
生涯スポーツ1/2[全]
[サッカー、ボディワー
ク、バドミントン、テ
ニス、ソフトボール、
体力トレーニング][対
面]
生涯スポーツ1/2[全]
[ヨガ/ピラティス、卓
球][対面]
生涯スポーツ1/2[全]
[サッカー、卓球、バ
レーボール、テニス、
体力トレーニング][対
面]

村山 久美子
二宮 恭子

坂下 博之
針ヶ谷 雅子
望月 康司
内藤 裕子
山本 恵弥里
木内 政孝
武安 由宇里
二宮 恭子

坂下 博之
針ヶ谷 雅子
望月 康司
内藤 裕子
木内 政孝

新

八

新

八

前期

前期

後期

後期

生涯スポーツ1/2[全]
[ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ入門、卓
球][対面]
生涯スポーツ1/2[全]
[ヨガ/ピラティス、
卓球][対面]

村山 久美子
二宮 恭子

武安 由宇里
二宮 恭子

新

新

前期

後期



大学　情報学部　システム数理学科　2年
3      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0200652

A1100183

前期

前期

前期

水

文学A　[全][遠隔(オ) 永野 宏志

A0700014

八 1N-028高橋 泰樹電気回路理論I　[情報前期A0400200 A0400206 前期 電気回路理論演習I　[ 高橋 泰樹 八 1N-028

] ][対面] 情報][対面]

芸術学A　[全][遠隔( 吉田 司雄 A0400201 前期 電気回路理論I　[情報 水野 修 八 1N-029 A0400207 前期 電気回路理論演習I　[ 水野 修 八 1N-029

オ)] ][対面] 情報][対面]

教育学A　[全][遠隔( 長谷川 鷹士 A0400202 前期 電気回路理論I　[情報 工藤 幸寛 八 1N-214 A0400208 前期 電気回路理論演習I　[ 工藤 幸寛 八 1N-214

オ)] ][対面] 情報][対面]

長嶋 祐二

間庭 正明他

BC】[連続][遠隔(オ)]

[情報2年生以上]【A

*情報数学および演習3

面]

進/情報][遠隔(オ)&対

偏微分及び演習　[先

1Q

1Q

A1000229

A0800082

新 1001

八 1N-216

新 1001

八 1N-214

新 1001

田邉 正雄

真鍋 義文

今井 博啓

*コンピュータアーキ

C】[ハイ]

テクチャ　[情報]【AB

*コンピュータアーキ

全](再)[ハイ]

Basic English II　[

A1100013 前期

前期A1100012

前期A0200251

八 1S-107

八 15-103

八 02-664

八 02-564

八 1S-107

田村 充司他

ドラシリ他

ＮＰ チャン

田村 充司他

積分及び演習　[情報]

報][対面]

情報学特別講義　[情

(再)[遠隔(オ)&対面]

微分及び演習　[情報]

2Q

2Q

1Q

A1901271

A1000056

A0201176

A1100219 前期 経済学A　[全][遠隔( 平岩 幸弘 A0400203 前期 電気回路理論I　[情報 淺野 裕俊 八 1N-215 A0400209 前期 電気回路理論演習I　[ 淺野 裕俊 八 1N-215 (再)[遠隔(オ)&対面] テクチャ　[情報]【DE 八 1N-217 A1000230 1Q *情報数学および演習3 福田 一帆

オ)] ][対面] 情報][対面] A2300017 後期 Webプログラミング演 八木 勲 新 1001 F】[ハイ] [情報2年生以上]【D

A1100337 前期 国際関係論A　[全][遠 小野 一 A0400204 前期 電気回路理論I　[情報 高見 一正 八 15-206 A0400210 前期 電気回路理論演習I　[ 高見 一正 八 1N-216 習　[J3][ハイ] 八 02-564 A0800082 1Q 偏微分及び演習　[先 間庭 正明他 八 1S-208 EF】[連続][遠隔(オ)]

隔(オ)] ][対面] 情報][対面] A0800091 3Q 偏微分及び演習　[情 齋藤 正顕他 八 1N-215 進/情報][遠隔(オ)&対 A0800083 2Q 偏微分及び演習　[先 間庭 正明他

A1400011 前期 日本国憲法　[全][遠 辛嶋 了憲 A0400205 前期 電気回路理論I　[情報 永井 謙治 八 1W-211 A0400211 前期 電気回路理論演習I　[ 永井 謙治 八 1W-211 報](再)[遠隔(オ)&対 面] 進/情報][遠隔(オ)&対

隔(オ)] ][対面] 情報][対面] 面] A1901260 1Q 線形代数学及び演習Ⅱ 陸名 雄一他 八 1W-212 面]

A1800070 前期 倫理学A　[全][遠隔( 真達 大輔 A1901302 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 高木 悟他 八 1S-108 A0201174 1Q 微分及び演習　[情報] 田村 充司他 八 1S-107 A1000291 4Q 重積分及び演習　[情 齋藤 正顕他 八 1N-215 [情報][遠隔(オ)&対 A1000231 2Q *情報数学および演習4 長嶋 祐二

オ)] [情報](再)[遠隔(オ (再)[遠隔(オ)&対面] 報](再)[遠隔(オ)&対 面] [情報2年生以上]【A

A1800088 前期 論理学A　[全][遠隔( 草野 章 )&対面] A1901269 2Q 積分及び演習　[情報] 田村 充司他 八 1S-107 面] A1000281 2Q 重積分及び演習　[先 間庭 正明他 八 1S-208 BC】[連続][遠隔(オ)]

オ)] A1901307 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 高木 悟他 八 1S-108 (再)[遠隔(オ)&対面] 進/情報][遠隔(オ)&対 A1000232 2Q *情報数学および演習4 福田 一帆

A1900091 前期 身体健康学　[全][遠 桂 良寛 [情報](再)[遠隔(オ A2300016 後期 Webプログラミング　[ 八木 勲 新 1001 面] [情報2年生以上]【D

隔(オ)] )&対面] J3][ハイ] 八 02-564 A1500006 後期 オペレーションズリサ 真鍋 義文 新 1001 EF】[連続][遠隔(オ)]

A0200655 後期 文学B　[全][遠隔(オ) 永野 宏志 A0400001 後期 データベース論　[J3] 北山 大輔 新 1001 A0800089 3Q 偏微分及び演習　[情 椎名 貴久他 八 1S-208 ーチ　[J3][ハイ] 八 02-664 A1000090 後期 情報処理技術基礎論 田邉 正雄他

] [ハイ] 八 02-164 報](再)[遠隔(オ)&対 [J3][遠隔(オ)]

A0700015 後期 芸術学B　[全][遠隔( 吉田 司雄 A1901322 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 陸名 雄一他 八 1W-211 面] A0800085 3Q 偏微分及び演習　[情 丹下 稜斗他

オ)] [J3][遠隔(オ)&対面 A1000289 4Q 重積分及び演習　[情 椎名 貴久他 八 1S-208 報](再)[遠隔(オ)&対

A1100099 後期 科学論B　[全][遠隔( 林 真理 ] 報](再)[遠隔(オ)&対 面]

オ)] A1901342 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 陸名 雄一他 八 1W-211 面] A0800087 3Q 偏微分及び演習　[情 荒川 智匡他

A1100122 後期 環境経済学　[全][遠 平岩 幸弘 [J3][遠隔(オ)&対面 報](再)[遠隔(オ)&対

隔(オ)] ] 面]

A1100186 後期 教育学B　[全][遠隔( 長谷川 鷹士 A0800089 3Q 偏微分及び演習　[情 椎名 貴久他

オ)] 報](再)[遠隔(オ)&対

A1100342 後期 国際関係論B　[全][遠 小野 一 面]

隔(オ)] A0800091 3Q 偏微分及び演習　[情 齋藤 正顕他

A1800074 後期 倫理学B　[全][遠隔( 真達 大輔 報](再)[遠隔(オ)&対

オ)] 面]

A1800090 後期 論理学B　[全][遠隔( 草野 章 A0800093 3Q 偏微分及び演習　[情 岸 俊晴他

オ)] 報](再)[遠隔(オ)&対

A1900028 後期 スポーツ科学　[全][ 武田 典子 面]

遠隔(オ)] A0800095 3Q 偏微分及び演習　[情 大井 周他

A1901316 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 多田 秀樹他 報](再)[遠隔(オ)&対

[J3][遠隔(オ)&対面 面]

]

A1901322 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 陸名 雄一他

[J3][遠隔(オ)&対面

]

A1901324 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 立井 博子他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A1901326 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 森澤 貴之他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A1901328 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 岸 俊晴他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A1901330 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 小林 康麿他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A1901332 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 岸 俊晴他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

END

生涯スポーツ1/2[全]
[ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ入門、卓
球、テニス、体力ト
レーニング][対面]
生涯スポーツ1/2[全]
[ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ入門、剣
道、テニス、ソフト
ボール][対面]

村山 久美子
古谷 崇子
内藤 裕子
木内 政孝
村山 久美子
古谷 崇子
内藤 裕子
木内 政孝

八

八

前期

後期



大学　情報学部　システム数理学科　2年
4      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0700030

A1100220

前期

前期

前期

木

現代文化論A　[全][遠 吉田 司雄

A1100184

八 1N-215梅田 典晃他線形代数学及び演習Ⅰ1QA1901303 A0200467 前期 美術A　[全][対面] 市原 恭代他 八 03-201

隔(オ)] [情報](再)[遠隔(オ A0201178 1Q 微分及び演習　[情報] 梅田 典晃他 八 1S-208

教育学A　[全][遠隔( 長谷川 鷹士 )&対面] (再)[遠隔(オ)&対面]

オ)] A0201142 2Q 物理学及び演習ⅢD　[ 小麥 真也他 八 1W-213 A1901273 2Q 積分及び演習　[情報] 梅田 典晃他 八 1S-208

経済学A　[全][遠隔( 平岩 幸弘 情報][遠隔(オ)&対面] (再)[遠隔(オ)&対面]

オ)] A1901308 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 梅田 典晃他 八 1N-215 A0200475 後期 美術B　[全][対面] 市原 恭代他 八 03-201

徳永 健

大井 周他

オ)&対面]

進/工学/情報][遠隔(

化学及び演習Ⅱ　[先

面]

進/情報][遠隔(オ)&対

重積分及び演習　[先

1Q

1Q

A1100791

A1000280

八 1S-207

八 1W-116

八 1E-106

新 1001

吉田 勝彦他

大井 周他

今井 博啓

物理学及び演習ⅢC　[

面]

進/情報][遠隔(オ)&対

重積分及び演習　[先

全](再)[ハイ]

Basic English II　[

A0201137 3Q

1QA1000280

前期A0200728

八 1S-208

八 1E-206

八 03-201

森澤 貴之

大井 周他

市原 恭代他

)&対面]

[情報](再)[遠隔(オ

線形代数学及び演習Ⅰ

(再)[遠隔(オ)&対面]

微分及び演習　[情報]

美術A　[全][対面]

1Q

1Q

前期

A1901377

A0201180

A0200468

A1100340 前期 国際関係論A　[全][遠 大和田 悠太 [情報](再)[遠隔(オ A0800093 3Q 偏微分及び演習　[情 岸 俊晴他 八 1S-107 A1901275 2Q 積分及び演習　[情報] 大井 周他 八 1E-206 A1/A2/情報][遠隔(オ) A1000281 2Q 重積分及び演習　[先 間庭 正明他

隔(オ)] )&対面] 報](再)[遠隔(オ)&対 (再)[遠隔(オ)&対面] &対面] 進/情報][遠隔(オ)&対

A1800071 前期 倫理学A　[全][遠隔( 真達 大輔 A1901324 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 立井 博子他 八 15-204 面] A1901378 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 森澤 貴之他 八 1S-208 面]

オ)] [情報][遠隔(オ)&対 A1901326 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 森澤 貴之他 八 15-202 [情報](再)[遠隔(オ A1000282 3Q 重積分及び演習　[先 田村 充司他

A1800087 前期 論理学A　[全][遠隔( 草野 章 面] [情報][遠隔(オ)&対 )&対面] 進/情報][遠隔(オ)&対

オ)] A1901344 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 立井 博子他 八 15-204 面] A0200476 後期 美術B　[全][対面] 市原 恭代他 八 03-201 面]

A1900068 前期 心理学A　[全][遠隔( 山田 豊明 [情報][遠隔(オ)&対 A1000293 4Q 重積分及び演習　[情 岸 俊晴他 八 1S-107 A0800095 3Q 偏微分及び演習　[情 大井 周他 八 1W-116 A1000285 4Q 重積分及び演習　[情 丹下 稜斗他

オ)] 面] 報](再)[遠隔(オ)&対 報](再)[遠隔(オ)&対 報](再)[遠隔(オ)&対

A1901204 前期 政治学A　[全][遠隔( 小野 一 面] 面] 面]

オ)] A1901346 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 森澤 貴之 八 15-202 A1000295 4Q 重積分及び演習　[情 大井 周他 八 1W-116 A1000287 4Q 重積分及び演習　[情 荒川 智匡他

A1901360 前期 身体健康学　[全][遠 数馬 広二 [情報][遠隔(オ)&対 報](再)[遠隔(オ)&対 報](再)[遠隔(オ)&対

隔(オ)] 面] 面] 面]

A0700032 後期 現代文化論B　[全][遠 吉田 司雄 A1000289 4Q 重積分及び演習　[情 椎名 貴久他

隔(オ)] 報](再)[遠隔(オ)&対

A1100123 後期 環境経済学　[全][遠 平岩 幸弘 面]

隔(オ)] A1000291 4Q 重積分及び演習　[情 齋藤 正顕他

A1100185 後期 教育学B　[全][遠隔( 長谷川 鷹士 報](再)[遠隔(オ)&対

オ)] 面]

A1100344 後期 国際関係論B　[全][遠 大和田 悠太 A1000293 4Q 重積分及び演習　[情 岸 俊晴他

隔(オ)] 報](再)[遠隔(オ)&対

A1800075 後期 倫理学B　[全][遠隔( 真達 大輔 面]

オ)] A1000295 4Q 重積分及び演習　[情 大井 周他

A1800089 後期 論理学B　[全][遠隔( 草野 章 報](再)[遠隔(オ)&対

オ)] 面]

A1900070 後期 心理学B　[全][遠隔( 山田 豊明

オ)]

A1901205 後期 政治学B　[全][遠隔( 小野 一

オ)]

A1901336 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 多田 秀樹他

[J3][遠隔(オ)&対面

]

A1901342 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 陸名 雄一他

[J3][遠隔(オ)&対面

]

A1901344 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 立井 博子他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A1901346 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 森澤 貴之

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A1901348 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 小林 康麿他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A1901350 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 岸 俊晴他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

A1901352 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 小林 康麿他

[情報][遠隔(オ)&対

面]

END

生涯スポーツ1/2[全]
[卓球][対面]
生涯スポーツ1/2[全]
[剣道][対面]

二宮 恭子

数馬 広二

新

新

前期

後期

生涯スポーツ1/2[全]
[卓球、ヨガ/ピラ
ティス][対面]
生涯スポーツ1/2[全]
[卓球、ヨガ/ピラ
ティス][対面]

二宮 恭子
武安 由宇里

数馬 広二
武安 由宇里

新

新

前期

後期

生涯スポーツ1/2[全]
[ヨガ/ピラティス][対
面]
生涯スポーツ1/2[全]
[サッカー、バレー
ボール、卓球、テニ
ス][対面]
生涯スポーツ1/2[全]
[ボディワーク][対面]
生涯スポーツ1/2[全]
[ソフトボール、サッ
カー、バスケットボー
ル、卓球、テニス][対
面]

武安 由宇里

中村 みづき
桂 良寛
武田 典子
白石 洋隆
針ヶ谷 雅子

桂 良寛
中村 みづき
二宮 恭子
武田 典子
白石 洋隆

新

八

新

八

前期

前期

後期

後期



大学　情報学部　システム数理学科　2年
5      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0200653

A1100339

前期

前期

前期

金

文学A　[全][遠隔(オ) 内山 憲一

A0700042

八 02-564真鍋 義文他*情報学実験　[情報]前期A1000171 A1000171 前期 *情報学実験　[情報] 真鍋 義文他 八 02-564

] 【DEF】[連続][対面] 八 02-664 【DEF】[連続][対面] 八 02-664

現代文化論A　[全][遠 吉田 司雄 八 05-301 八 05-301

隔(オ)] A0201118 1Q 物理学及び演習Ⅱ　[ 金 哲夫他 八 1S-107 A1901305 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 小林 康麿他 八 1W-116

国際関係論A　[全][遠 大和田 悠太 先進/工学/情報][遠隔 [情報](再)[遠隔(オ

隔(オ)] (オ)&対面] )&対面]

中島 弘史

[遠隔(オ)]

論理回路　[情報](再)前期A1800086

八 1W-212

八 05-301

八 02-664

八 02-564

田坂 由貴他

真鍋 義文他

(オ)&対面]

先進/工学/情報][遠隔

物理学及び演習Ⅰ　[

【ABC】[連続][対面]

*情報学実験　[情報]

A0201116 1Q

前期A1000172

八 1N-215

八 05-301

八 02-664

八 02-564

小林 康麿他

真鍋 義文他

)&対面]

[情報](再)[遠隔(オ

線形代数学及び演習Ⅰ

【ABC】[連続][対面]

*情報学実験　[情報]

1Q

前期

A1901306

A1000172

A1900050 前期 社会思想A　[全][遠隔 木下 ちがや A0201135 1Q 物理学及び演習ⅢC　[ 田坂 由貴他 八 1N-215 A1901310 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 小林 康麿他 八 1W-116 A1901311 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 小林 康麿他 八 1N-215 A1100791 1Q 化学及び演習Ⅱ　[先 徳永 健 八 1E-106

(オ)] A1/A2/情報][遠隔(オ) [情報](再)[遠隔(オ [情報](再)[遠隔(オ 進/工学/情報][遠隔(

A1900069 前期 心理学A　[全][遠隔( 山田 豊明 &対面] )&対面] )&対面] オ)&対面]

オ)] A1901304 1Q 線形代数学及び演習Ⅰ 小林 康麿他 八 1S-207 A1300008 後期 ミクロ経済学　[J3][ 矢崎 敬人 八 1N-216 A0400066 後期 *電気回路理論I　[情 坂野 遼平 八 1N-216 A0400075 後期 *電気回路理論演習I 坂野 遼平 八 1N-216

A1900092 前期 身体健康学　[全][遠 桂 良寛 [情報](再)[遠隔(オ 対面] 報]【ABC】(再)[対面] [情報]【ABC】(再)[対

隔(オ)] )&対面] A1901330 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 小林 康麿他 八 1N-214 A0400067 後期 *電気回路理論I　[情 牛田 啓太 八 1N-217 面]

A1900109 前期 政治学A　[全][遠隔( 小野 一 A0201136 2Q 物理学及び演習ⅢC　[ 田坂 由貴他 八 1N-215 [情報][遠隔(オ)&対 報]【DEF】(再)[対面] A0400076 後期 *電気回路理論演習I 牛田 啓太 八 1N-217

オ)] A1/A2/情報][遠隔(オ) 面] A1901332 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 岸 俊晴他 八 1N-401 [情報]【DEF】(再)[対

A1900214 前期 *生物学基礎論　[情報 松村 義隆 &対面] A1901350 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 岸 俊晴他 八 1N-401 [情報][遠隔(オ)&対 面]

]【ABC】[遠隔(オ)] A1901309 2Q 線形代数学及び演習Ⅱ 小林 康麿他 八 1S-207 [情報][遠隔(オ)&対 面]

A1900215 前期 *生物学基礎論　[情報 篠山 浩文 [情報](再)[遠隔(オ 面] A1901352 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 小林 康麿他 八 1N-214

]【DEF】[遠隔(オ)] )&対面] [情報][遠隔(オ)&対

A2000017 前期 哲学A　[全][遠隔(オ) 草野 章 A1900021 後期 システム数理学基礎論 大和 淳司 八 02-164 面]

] [J3][対面]

A0201133 1Q 物理学及び演習ⅢC　[ 吉田 勝彦他 A1901328 3Q 線形代数学及び演習Ⅲ 岸 俊晴他 八 1S-207

A1/A2/情報][遠隔(オ) [情報][遠隔(オ)&対

&対面] 面]

A0201135 1Q 物理学及び演習ⅢC　[ 田坂 由貴他 A1901348 4Q 線形代数学及び演習Ⅳ 小林 康麿他 八 1N-401

A1/A2/情報][遠隔(オ) [情報][遠隔(オ)&対

&対面] 面]

A0201136 2Q 物理学及び演習ⅢC　[ 田坂 由貴他

A1/A2/情報][遠隔(オ)

&対面]

A0700033 後期 現代文化論B　[全][遠 吉田 司雄

隔(オ)]

A1100343 後期 国際関係論B　[全][遠 大和田 悠太

隔(オ)]

A1800076 後期 倫理学B　[全][遠隔( 林 真理

オ)]

A1900029 後期 スポーツ科学　[全][ 武田 典子

遠隔(オ)]

A1900052 後期 社会思想B　[全][遠隔 木下 ちがや

(オ)]

A1900071 後期 心理学B　[全][遠隔( 山田 豊明

オ)]

A1900112 後期 政治学B　[全][遠隔( 小野 一

オ)]

A1900216 後期 *生物学基礎論　[情報 篠山 浩文

]【ABC】[遠隔(オ)]

A1900217 後期 *生物学基礎論　[情報 松村 義隆

]【DEF】[遠隔(オ)]

A2000021 後期 哲学B　[全][遠隔(オ) 草野 章

]

A0201137 3Q 物理学及び演習ⅢC　[ 吉田 勝彦他

A1/A2/情報][遠隔(オ)

&対面]

A0700031

A1900046

前期

前期

前期

土

現代文化論A　[全][遠 吉田 司雄

A1100338

隔(オ)]

国際関係論A　[全][遠 小野 一

隔(オ)]

社会学A　[全][遠隔( 勝田 由美

オ)]

安 明姫

隔(同)]

中国語中級B　[全][遠後期A0300069

A2000018 前期 哲学A　[全][遠隔(オ) 草野 章

]

A0201142 2Q 物理学及び演習ⅢD　[ 小麥 真也他

情報][遠隔(オ)&対面]

A0700043 後期 現代文化論B　[全][遠 吉田 司雄

隔(オ)]

A1100341 後期 国際関係論B　[全][遠 小野 一

隔(オ)]

A1901193 後期 社会学B　[全][遠隔( 勝田 由美

オ)]

A2000022 後期 哲学B　[全][遠隔(オ) 草野 章

]

END

集中・実習

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0800041 集中 博物館経営論　[学芸 濱村 伸治 新 A-0715 A0800042 集中 博物館資料保存論　[ 米倉 立子 新 A-1015 A0800046 集中 博物館展示論　[学芸 太田 美喜子 集中 海外総合文化A　[個別 吉田 司雄新 A-0862 A1100792

員][対面] 学芸員][対面] 登録不可:グ][先進/情員][対面]

報][遠隔(オ)]

END

生涯スポーツ1/2[全]
[サッカー、バドミント
ン、卓球、ソフトボー
ル][対面]
生涯スポーツ1/2[全]
[テニス、バドミント
ン、ソフトボール][対
面]

中村 みづき
望月 康司
武田 典子
白滝 聡
髙橋 和孝
望月 康司
白滝 聡

八

八

前期

後期



大学　情報学部　システム数理学科　3年
     2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0200489

A0200487

1Q

2Q

3Q

月

物理学1　[先進/情報] 小麥 真也

A0200490

八 02-313長谷川 研二線形代数学演習　[情前期A1901203 A0201094 前期 微分･積分演習　[先進 菊田 伸 八 02-313

[遠隔(オ)] 報][対面] /情報][対面]

物理学1　[先進/情報] 小麥 真也

[遠隔(オ)]

物理学1　[先進/情報] 小麥 真也

[遠隔(オ)]

八 1E-106

八 15-202

八 15-202

間庭 正明

間庭 正明

間庭 正明

面]

積分　[先進/情報][対

対面]

偏微分　[先進/情報][

面]

積分　[先進/情報][対

3QA1901227

2QA0800010

1QA1901015八 1N-214長谷川 研二

/情報][対面]

微分･積分演習　[先進前期A0201096

A0200488 4Q 物理学1　[先進/情報] 小麥 真也 A0201082 4Q 微分　[先進/情報][対 間庭 正明 八 1E-106

[遠隔(オ)] 面]

A0200507

A0200509

1Q

2Q

3Q

火

物理学2　[先進/情報] 本橋 隼人

A0200508

新 A-0762富安 玲子博物館資料論　[学芸前期A0800043 A1800060 前期 離散システム　[J3][ 真鍋 義文 新 A-1161

[遠隔(オ)] 員][対面] ハイ] 八 2001

物理学2　[先進/情報] 本橋 隼人 A2300018 前期 Webマイニング　[J3][ 北山 大輔 新 A-0712 A1901238 前期 線形代数学演習　[情 森澤 貴之 八 1S-107

[遠隔(オ)] ハイ] 八 2001 報][対面]

物理学2　[先進/情報] 本橋 隼人 A0400113 後期 動的システム　[J3][ 竹川 高志 新 A-1411

[遠隔(オ)] ハイ] 八 2001

徳永 健

桑村 直人

徳永 健

遠隔(オ)]

化学I　[工学/情報][

遠隔(オ)]

化学II　[工学/情報][

遠隔(オ)]

化学I　[工学/情報][

2Q

1Q

1Q

A1100603

A1100611

A1100600

八 02-264

八 2001

新 A-1611

田村 充司

長谷部　光治

対面]

重積分　[先進/情報][

ィング　[J3][ハイ]

クラウドコンピューテ

3QA1000011

後期A1100007

八 2001

新 A-0712

八 1S-107

八 2001

新 A-0762

八木 勲

森澤 貴之

八木 勲

[ハイ]

マネジメント論　[J3]

報][対面]

線形代数学演習　[情

[ハイ]

システム構築論　[J3]

後期

前期

前期

A1300006

A1901239

A1900018

A0200510 4Q 物理学2　[先進/情報] 本橋 隼人 A1100614 2Q 化学II　[工学/情報][ 桑村 直人

[遠隔(オ)] 遠隔(オ)]

A1100604 3Q 化学I　[工学/情報][ 徳永 健

遠隔(オ)]

A1100615 3Q 化学II　[工学/情報][ 桑村 直人

遠隔(オ)]

A1100605 4Q 化学I　[工学/情報][ 徳永 健

遠隔(オ)]

A1100616 4Q 化学II　[工学/情報][ 桑村 直人

遠隔(オ)]

水

林 真理情報社会と情報倫理前期A1000072 A0201097 前期 微分･積分演習　[先進 菊田 伸 八 15-202

[情報][遠隔(同)] /情報][対面]

A1901236 前期 線形代数学演習　[情 豊田 哲 八 02-364 A2500014 前期 予測モデリング　[J3] 竹川 高志 新 A-0715

報][対面] [ハイ] 新 A-1441

A1100231 後期 計算知能　[J3][対面] 橘 完太 新 A-0765 八 2001

A0400238 後期 道徳教育の理論と方法 浜野 兼一 新 A-0862 八 1W-212

八 1W-212

八 1S-210

新 1001

陸名 雄一

陸名 雄一

日吉 佑太

線形代数学1　[情報][

対面]

線形代数学2　[情報][

イ]

sh I　[情報](再)[ハ

Basic Academic Engli

A1901224 2Q

A1900372 1Q

前期A0200030

新 A-0473

八 2001

新 A-1441

新 A-0715

足立 節子

竹川 高志

[対面]

英語文献講読　[情報]

[J3][ハイ]

予測モデリング演習

後期

前期

A0500006

A2500021

[教職][対面] 対面]

A1500027 後期 応用計量経済分析演習 矢崎 敬人 新 A-0715 A0200081 後期 Basic Academic Engli 日吉 佑太 新 1001

(PBL)　[J3][対面] sh II　[情報](再)[ハ 八 1S-108

イ]

A1901225 3Q 線形代数学1　[情報][ 陸名 雄一 八 1W-213

対面]

A1901230 4Q 線形代数学2　[情報][ 陸名 雄一 八 1W-213

対面]

A1900436 通年 数学教育の理論と方法 齋藤 史夫 新 A-1616

B　[教職][対面]

END

生涯スポーツ
1/2/3[全][ヨガ/ピラ
ティス][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][バレーボー
ル][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ
入門][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ソフトボー
ル][対面]

武安 由宇里

桂 良寛

村山 久美子

山本 恵弥里

新

八

新

八

前期

前期

後期

後期

生涯スポーツ1/2/3[全]
[フットサル、ヨガ/ピ
ラティス][対面]
生涯スポーツ1/2/3[全]
[テニス、サッカー、バ
レーボール][対面]
生涯スポーツ1/2/3[全]
[ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ入門、フッ
トサル][対面]
生涯スポーツ1/2/3[全]
[テニス、卓球、サッ
カー][対面]

坂下 博之
武安 由宇里

溝口 美貴
中村 隼人
桂 良寛
村山 久美子
坂下 博之

溝口 美貴
山本 恵弥里
中村 隼人

新

八

新

八

前期

前期

後期

後期

生涯スポーツ
1/2/3[全][フットサ
ル][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][テニス、
卓球、サッカー、バ
レーボール][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][フットサ
ル][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][テニス、
ソフトボール、サッ
カー][対面]

坂下 博之

溝口 美貴
針ヶ谷 雅子
中村 隼人
桂 良寛
坂下 博之

溝口 美貴
山本 恵弥里
中村 隼人

新

八

新

八

前期

前期

後期

後期

生涯スポーツ
1/2/3[全][ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ
入門、卓球][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][サッカー、
ボディワーク、バドミ
ントン、テニス、ソフ
トボール、体力トレー
ニング][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ヨガ/ピラ
ティス、卓球][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][サッカー、
卓球、バレーボール、
テニス、体力トレーニ
ング][対面]

村山 久美子
二宮 恭子

坂下 博之
針ヶ谷 雅子
望月 康司
内藤 裕子
山本 恵弥里
木内 政孝
武安 由宇里
二宮 恭子

坂下 博之
針ヶ谷 雅子
望月 康司
内藤 裕子
木内 政孝

新

八

新

八

前期

前期

後期

後期

生涯スポーツ
1/2/3[全][ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ
入門、卓球][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ヨガ/ピラ
ティス、卓球][対面]

村山 久美子
二宮 恭子

武安 由宇里
二宮 恭子

新

新

前期

後期

生涯スポーツ
1/2/3[全][ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ
入門、卓球、テニス、
体力トレーニング][対
面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ
入門、剣道、テニス、
ソフトボール][対面]

村山 久美子
古谷 崇子
内藤 裕子
木内 政孝

村山 久美子
古谷 崇子
内藤 裕子
木内 政孝

八

八

前期

後期



大学　情報学部　システム数理学科　3年
2      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

木

新 A-0471MOHARRAMIPOU英語文献講読　[情報]前期A0500009 A0201099 前期 微分･積分演習　[先進 長谷川 研二 八 15-202

[対面] R ZAHRA /情報][対面]

A1900019 前期 システム数理セミナー 大和 淳司他 A0300022 前期 中国の社会と文化　[ 高橋 恵子 新 A-0762

I(PBL)　[登録不可/シ 全][対面]

ラバス用コード][J3] A1400004 前期 日本経済分析入門　[ 玉川 雅之 新 A-0715

A1901240 前期 線形代数学演習　[情 豊田 哲 八 1W-116 全][対面]

八 1W-116

新 A-0715

大井 周

尾高 進

豊福 晋平

対面]

重積分　[先進/情報][

指導法　[全][対面]

教育者のための遊びの

隔(同)]

教育工学　[教職][遠

1QA1000009

前期A1100753

前期A1100189

新 A-0473

新 A-0471

八 1S-207

尾高 進

足立 節子

熊ノ郷 直人

対面]

情報と職業　[教職][

[対面]

英語文献講読　[情報]

/情報][対面]

微分･積分演習　[先進

前期

前期

前期

A1000284

A0500007

A0200745

報][対面] A1600005 前期 パターン認識　[J3][ 橘 完太 新 A-1611 A1600006 前期 パターン認識演習　[J 大和 淳司 新 A-1611 A0201080 2Q 微分　[先進/情報][対 大井 周 八 1W-116

対面] 3][対面] 面]

A1000001 後期 事業運営の基礎知識 玉川 雅之 新 A-0652 A1901361 前期 線形代数学演習　[情 森澤 貴之 八 1S-208 A0400228 後期 データ分析応用　[J3] 三木 良雄 新 A-1411

[全][対面] 報][対面] [対面]

A1100148 後期 機械学習　[J3][対面] 大和 淳司 新 A-1611 A0500008 後期 英語文献講読　[情報] MOHARRAMIPOU 新 A-0511 A1100752 後期 教育方法論(情報通信 豊福 晋平

A1000266 3Q 情報技術者英語　[J3] 足立 節子 新 A-0514

[対面] R ZAHRA 技術の活用含む)　[教

[対面]

A1900020 後期 システム数理セミナー 大和 淳司他 職][遠隔(同)]

A1000267 3Q 情報技術者英語　[J3] MOHARRAMIPOU 新 A-0615

II(PBL)　[登録不可/ A1901228 3Q 線形代数学2　[情報][ 国定　亮一 八 1E-106

[対面] R ZAHRA

シラバス用コード][J3 対面]

A1000268 3Q 情報技術者英語　[J3] 小坂　恵理子 新 B-0523

] A1901379 3Q 積分　[先進/情報][対 齋藤 正顕 八 1W-116

[対面]

面]

A1000269 4Q 情報技術者英語　[情 MOHARRAMIPOU 新 A-0615

A0201083 4Q 偏微分　[先進/情報][ 齋藤 正顕 八 1W-116

報](再)[対面] R ZAHRA

対面]

A1100190 通年 教育史　[教職][遠隔( 内山 宗昭

A1000057 4Q 情報技術者英語　[情 MOHARRAMIPOU 新 A-0611

A1901229 4Q 線形代数学1　[情報][ 国定　亮一 八 1E-106

同)]

報](再)[対面] R ZAHRA

対面]

A1901202

A1901217

1Q

2Q

3Q

金

線形代数学1　[情報][ 森澤 貴之

A1901233

新 A-1055森田 肇マーケティング演習(P前期A1300001 A0400013 前期 デジタル経済学　[J3] 矢崎 敬人 新 A-0765

遠隔(オ)] BL)　[J3][対面] [対面]

線形代数学2　[情報][ 齋藤 正顕 A1901357 前期 線形代数学演習　[情 熊ノ郷 直人 八 1E-202 A1901358 前期 線形代数学演習　[情 長谷川 研二 八 1N-215

遠隔(オ)] 報][対面] 報][対面]

線形代数学3　[情報][ 熊ノ郷 直人

遠隔(オ)]

豊田 哲

熊ノ郷 直人

渡部 隆史

隔(オ)]

積分　[先進/情報][遠

隔(オ)]

微分　[先進/情報][遠

情報][遠隔(オ)]

物理学演習I　[工学/

2Q

1Q

前期

A1901234

A0200743

A0201148新 A-1055北山 大輔

J3][対面]

Webマイニング演習　[後期A2300019

新 A-0811

新 A-0542

檜山 徹

ン

安 ウンギョ

近藤 公久他

3][対面]

企業システム研究　[J

隔(同)]

教育法規　[教職][遠

報][対面]

情報学先端技術　[情

後期

前期

前期

A1100136

A1100199

A1000265

A1901218 4Q 線形代数学4　[情報][ 菊田 伸 A0201072 後期 物理学演習I　[工学/ 渡部 隆史

遠隔(オ)] 情報][遠隔(オ)]

A0200746 3Q 微分　[先進/情報][遠 齋藤 正顕

隔(オ)]

A1901235 4Q 積分　[先進/情報][遠 齋藤 正顕

隔(オ)]

土

新 A-0511安部 芳絵現代教職論　[教職][前期A0700027 A2300022 前期 Writing in English B イム ヘリー 新 A-0514

対面] asic I　[全][対面] ンカルマ

A0700008 後期 学校経営論　[教職][ 三浦 登 新 A-0712 A1900453 2Q 総合的な学習の時間の 内山 宗昭 新 A-1165

対面] 理論と方法　[教職][

A1100197 後期 教育心理学　[教職][ 安部 芳絵 新 A-0762 対面]

対面] A2300023 後期 Writing in English B イム ヘリー 新 A-0762

菊田 伸

菊田 伸

本橋 隼人

遠隔(オ)]

重積分　[先進/情報][

遠隔(オ)]

偏微分　[先進/情報][

情報][遠隔(オ)]

物理学演習II　[工学/

2Q

1Q

前期

A1000296

A0800096

A0200622

新 A-0762

新 A-0712

三浦 登

三浦 登

[対面]

教育実習指導　[教職]

[教職][対面]

特別活動の理論と方法

後期A1100193

前期A2000039

新 A-0715

新 A-1616

新 A-1441

安部 芳絵

ンカルマ

イム ヘリー

ンカルマ

イム ヘリー

及び進路指導を含む)

生徒指導論(教育相談

面]

P.I.E.B II　[全][対

]

P.I.E.B I　[全][対面

通年

後期

前期

A1900198

A1600004

A1600003

asic II　[全][対面] ンカルマ [教職][対面] A0201074 後期 物理学演習II　[工学/ 本橋 隼人

A1000173 通年 情報教育の理論と方法 長嶋 秀幸他 新 B-0523 情報][遠隔(オ)]

B　[教職][対面] A0800076 3Q 偏微分　[先進/情報][ 菊田 伸

遠隔(オ)]

A1000275 4Q 重積分　[先進/情報][ 熊ノ郷 直人

遠隔(オ)]

END

集中・実習

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0300001 前期 C.I.E.A I　[2023年度 未定 A0300003 前期 C.I.E.B I　[2023年度 未定 A1600001 前期 P.I.E.A I　[2023年度 未定 後期 C.I.E.A II　[2023年 未定 A0300004 後期 C.I.E.B II　[2023年 未定 A1600002 後期 P.I.E.A II　[2023年 未定A0300002

閉講/登録不可][全][ 閉講/登録不可][全][ 度閉講/登録不可][全] 度閉講/登録不可][全] 度閉講/登録不可][全]閉講/登録不可][全][

遠隔(同)] 遠隔(同)] [遠隔(同)] [遠隔(同)] [遠隔(同)]遠隔(同)]

A0700034 集中 学校経営論　[教職][ 小野江　隆 新 A-1015 A0700041 集中 学外研修　[個別登録 二上 武生 A0800044 集中 博物館実習　[学芸員] 浜田 浄人他 集中 医薬工協働（PBL）　[ 二上 武生他 A1000071 集中 情報教育の理論と方法 長嶋 秀幸 新 A-1616 A1000170 集中 情報と職業　[教職][ 尾高 進 新 A-1161新 A-0765 A0900029

対面] 不可:教][情報] 個別登録不可:教][全] A　[教職][対面] 対面][対面]

[遠隔(同)]

A1100427 集中 教育法規　[教職][遠 安 ウンギョ A1100654 集中 教育工学　[教職][遠 豊福 晋平 A1100749 集中 教育方法論(情報通信 豊福 晋平 集中 応用情報システム(PBL 高村 明裕 A1900093 集中 数学教育の理論と方法 齋藤 史夫 新 A-1165 A2000040 集中 特別活動の理論と方法 安 ウンギョA1500029

隔(同)] ン 隔(同)] )　[J3][対面] A　[教職][対面] [教職][遠隔(同)] ン技術の活用含む)　[教

職][遠隔(同)]

END

生涯スポーツ
1/2/3[全][卓球][対
面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][剣道][対
面]

二宮 恭子

数馬 広二

新

新

前期

後期

生涯スポーツ
1/2/3[全][卓球、ヨ
ガ/ピラティス][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][卓球、ヨ
ガ/ピラティス][対面]

二宮 恭子
武安 由宇里

数馬 広二
武安 由宇里

新

新

前期

後期
生涯スポーツ
1/2/3[全][ヨガ/ピラ
ティス][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][サッカー、
バレーボール、卓球、
テニス][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ボディワー
ク][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ソフトボー
ル、サッカー、バス
ケットボール、卓球、
テニス][対面]

武安 由宇里

中村 みづき
桂 良寛
武田 典子
白石 洋隆
針ヶ谷 雅子

桂 良寛
中村 みづき
二宮 恭子
武田 典子
白石 洋隆

新

八

新

八

前期

前期

後期

後期

生涯スポーツ
1/2/3[全][サッカー、
バドミントン、卓球、
ソフトボール][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][テニス、バ
ドミントン、ソフト
ボール][対面]

中村 みづき
望月 康司
武田 典子
白滝 聡
髙橋 和孝
望月 康司
白滝 聡

八

八

前期

後期



大学　情報学部　システム数理学科　4年
     2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A0200489

A0200487

1Q

2Q

3Q

月

物理学1　[先進/情報] 小麥 真也

A0200490

八 1N-028田中 輝雄データ構造とアルゴリ前期A0400003 A0201094 前期 微分･積分演習　[先進 菊田 伸 八 02-313

[遠隔(オ)] ズム　[情報](再)[対 /情報][対面]

物理学1　[先進/情報] 小麥 真也 面] A0400212 前期 データ構造とアルゴリ 田中 輝雄 八 1N-028

[遠隔(オ)] A1901203 前期 線形代数学演習　[情 長谷川 研二 八 02-313 ズム演習　[情報](再)

物理学1　[先進/情報] 小麥 真也 報][対面] [対面]

[遠隔(オ)] A1100504 後期 教職実践演習(中学校 尾高 進 八 1E-201

八 1E-106

八 15-202

八 15-202

間庭 正明

間庭 正明

間庭 正明

面]

積分　[先進/情報][対

対面]

偏微分　[先進/情報][

面]

積分　[先進/情報][対

3QA1901227

2QA0800010

1QA1901015八 1N-214長谷川 研二

/情報][対面]

微分･積分演習　[先進前期A0201096

A0200488 4Q 物理学1　[先進/情報] 小麥 真也 高等学校)　[教職][対 A0201082 4Q 微分　[先進/情報][対 間庭 正明 八 1E-106

[遠隔(オ)] 面] 面]

A0200507

A0200509

1Q

2Q

3Q

火

物理学2　[先進/情報] 本橋 隼人

A0200508

新 A-0762富安 玲子博物館資料論　[学芸前期A0800043 A1901238 前期 線形代数学演習　[情 森澤 貴之 八 1S-107

[遠隔(オ)] 員][対面] 報][対面]

物理学2　[先進/情報] 本橋 隼人

[遠隔(オ)]

物理学2　[先進/情報] 本橋 隼人

[遠隔(オ)]

八 02-264田村 充司

対面]

重積分　[先進/情報][3QA1000011八 1S-107森澤 貴之

報][対面]

線形代数学演習　[情前期A1901239

A0200510 4Q 物理学2　[先進/情報] 本橋 隼人

[遠隔(オ)]

水

中島 崇晴情報と法　[J3][遠隔(前期A1000167 A0201097 前期 微分･積分演習　[先進 菊田 伸 八 15-202

同)] /情報][対面]

A1901236 前期 線形代数学演習　[情 豊田 哲 八 02-364 A0400238 後期 道徳教育の理論と方法 浜野 兼一 新 A-0862

報][対面] [教職][対面]

A1100201 後期 教職実践演習(中学校 内山 宗昭他 八 1N-217

高等学校)　[教職][対

八 1W-213

八 1W-212

八 1W-212

陸名 雄一

陸名 雄一

陸名 雄一

対面]

線形代数学1　[情報][

対面]

線形代数学1　[情報][

対面]

線形代数学2　[情報][

3QA1901225

2QA1901224

1QA1900372

面] A1901230 4Q 線形代数学2　[情報][ 陸名 雄一 八 1W-213

対面]

木

八 1W-116豊田 哲線形代数学演習　[情前期A1901240 A0201099 前期 微分･積分演習　[先進 長谷川 研二 八 15-202

報][対面] /情報][対面]

八 1E-106

八 1W-116

八 1W-116

国定　亮一

大井 周

大井 周

対面]

線形代数学2　[情報][

面]

微分　[先進/情報][対

対面]

重積分　[先進/情報][

3QA1901228

2QA0201080

1QA1000009

八 1S-208

八 1S-207

森澤 貴之

熊ノ郷 直人

報][対面]

線形代数学演習　[情

/情報][対面]

微分･積分演習　[先進

前期

前期

A1901361

A0200745

A1901379 3Q 積分　[先進/情報][対 齋藤 正顕 八 1W-116

面]

A0201083 4Q 偏微分　[先進/情報][ 齋藤 正顕 八 1W-116

対面]

A1901229 4Q 線形代数学1　[情報][ 国定　亮一 八 1E-106

対面]

END

生涯スポーツ
1/2/3[全][ヨガ/ピラ
ティス][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][バレー
ボール][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ
入門][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ソフト
ボール][対面]

武安 由宇里

桂 良寛

村山 久美子

山本 恵弥里

新

八

新

八

前期

前期

後期

後期

生涯スポーツ
1/2/3[全][フットサ
ル、ヨガ/ピラティス]
[対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][テニス、
サッカー、バレーボー
ル][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ
入門、フットサル][対
面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][テニス、卓
球、サッカー][対面]

坂下 博之
武安 由宇里

溝口 美貴
中村 隼人
桂 良寛

村山 久美子
坂下 博之

溝口 美貴
山本 恵弥里
中村 隼人

新

八

新

八

前期

前期

後期

後期

生涯スポーツ
1/2/3[全][フットサ
ル][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][テニス、
卓球、サッカー、バ
レーボール][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][フットサ
ル][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][テニス、
ソフトボール、サッ
カー][対面]

坂下 博之

溝口 美貴
針ヶ谷 雅子
中村 隼人
桂 良寛

坂下 博之

溝口 美貴
山本 恵弥里
中村 隼人

新

八

新

八

前期

前期

後期

後期

生涯スポーツ
1/2/3[全][ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ
入門、卓球][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][サッカー、
ボディワーク、バドミ
ントン、テニス、ソフ
トボール、体力トレー
ニング][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ヨガ/ピラ
ティス、卓球][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][サッカー、
卓球、バレーボール、
テニス、体力トレーニ
ング][対面]

村山 久美子
二宮 恭子

坂下 博之
針ヶ谷 雅子
望月 康司
内藤 裕子
山本 恵弥里
木内 政孝
武安 由宇里
二宮 恭子

坂下 博之
針ヶ谷 雅子
望月 康司
内藤 裕子
木内 政孝

新

八

新

八

前期

前期

後期

後期

生涯スポーツ1/2/3[全]
[ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ入門、卓球]
[対面]
生涯スポーツ1/2/3[全]
[ヨガ/ピラティス、卓
球][対面]

村山 久美子
二宮 恭子

武安 由宇里
二宮 恭子

新

新

前期

後期

生涯スポーツ
1/2/3[全][ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ
入門、卓球、テニス、
体力トレーニング][対
面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ
入門、剣道、テニス、
ソフトボール][対面]

村山 久美子
古谷 崇子
内藤 裕子
木内 政孝

村山 久美子
古谷 崇子
内藤 裕子
木内 政孝

八

八

前期

後期

生涯スポーツ
1/2/3[全][卓球][対
面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][剣道][対
面]

二宮 恭子

数馬 広二

新

新

前期

後期

生涯スポーツ1/2/3[全]
[卓球、ヨガ/ピラティ
ス][対面]
生涯スポーツ1/2/3[全]
[卓球、ヨガ/ピラティ
ス][対面]

二宮 恭子
武安 由宇里

数馬 広二
武安 由宇里

新

新

前期

後期
生涯スポーツ
1/2/3[全][ヨガ/ピラ
ティス][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][サッ
カー、バレーボー
ル、卓球、テニス]
[対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ボディ
ワーク][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][ソフト
ボール、サッカー、
バスケットボール、
卓球、テニス][対面]

武安 由宇里

中村 みづき
桂 良寛
武田 典子
白石 洋隆

針ヶ谷 雅子

桂 良寛
中村 みづき
二宮 恭子
武田 典子
白石 洋隆

新

八

新

八

前期

前期

後期

後期



大学　情報学部　システム数理学科　4年
2      2023/3/9

5時限 6時限4時限1時限 2時限 3時限

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室教員名授業科目名学期授業ｺｰﾄﾞ 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室 教室授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A1901202

A1901217

1Q

2Q

3Q

金

線形代数学1　[情報][ 森澤 貴之

A1901233

八 1E-202熊ノ郷 直人線形代数学演習　[情前期A1901357 A1901358 前期 線形代数学演習　[情 長谷川 研二 八 1N-215

遠隔(オ)] 報][対面] 報][対面]

線形代数学2　[情報][ 齋藤 正顕

遠隔(オ)]

線形代数学3　[情報][ 熊ノ郷 直人

遠隔(オ)]

豊田 哲

熊ノ郷 直人

渡部 隆史

隔(オ)]

積分　[先進/情報][遠

隔(オ)]

微分　[先進/情報][遠

情報][遠隔(オ)]

物理学演習I　[工学/

2Q

1Q

前期

A1901234

A0200743

A0201148

A1901218 4Q 線形代数学4　[情報][ 菊田 伸 A0201072 後期 物理学演習I　[工学/ 渡部 隆史

遠隔(オ)] 情報][遠隔(オ)]

A0200746 3Q 微分　[先進/情報][遠 齋藤 正顕

隔(オ)]

A1901235 4Q 積分　[先進/情報][遠 齋藤 正顕

隔(オ)]

土

新 A-0511安部 芳絵現代教職論　[教職][前期A0700027 A2300022 前期 Writing in English B イム ヘリー 新 A-0514

対面] asic I　[全][対面] ンカルマ

A1100197 後期 教育心理学　[教職][ 安部 芳絵 新 A-0762 A1900453 2Q 総合的な学習の時間の 内山 宗昭 新 A-1165

対面] 理論と方法　[教職][

対面]

A2300023 後期 Writing in English B イム ヘリー 新 A-0762

菊田 伸

菊田 伸

本橋 隼人

遠隔(オ)]

重積分　[先進/情報][

遠隔(オ)]

偏微分　[先進/情報][

情報][遠隔(オ)]

物理学演習II　[工学/

2Q

1Q

前期

A1000296

A0800096

A0200622

新 A-0765

新 A-0715

大石 久己他

安部 芳絵

面]

高等学校)　[教職][対

教職実践演習(中学校

面]

高等学校)　[教職][対

教職実践演習(中学校

A1100787 後期

後期A1100203

asic II　[全][対面] ンカルマ A1100191 通年 教育実習A　[教職][対 内山 宗昭他 A0201074 後期 物理学演習II　[工学/ 本橋 隼人

面] 新 A-0715 情報][遠隔(オ)]

A1100192 通年 教育実習B　[教職][対 内山 宗昭他 A0800076 3Q 偏微分　[先進/情報][ 菊田 伸

面] 新 A-0715 遠隔(オ)]

A1000275 4Q 重積分　[先進/情報][ 熊ノ郷 直人

遠隔(オ)]

END

集中・実習

授業ｺｰﾄﾞ 学期 授業科目名 教員名 教室

A1900791 通年 卒業論文(PBL)　[登録 大和 淳司

不可/シラバス用コー

ド]

END

生涯スポーツ
1/2/3[全][サッカー、
バドミントン、卓球、
ソフトボール][対面]
生涯スポーツ
1/2/3[全][テニス、バ
ドミントン、ソフト
ボール][対面]

中村 みづき
望月 康司
武田 典子
白滝 聡
髙橋 和孝
望月 康司
白滝 聡

八

八

前期

後期



2019年度以前入学生用　授業コード表

カリキュラムの変更に伴い、一部の授業は時間割表に表示されません。

受講したい授業が時間割に存在しない場合は、こちらの授業コード表もしくは科目変遷表をご確認ください。

授業コード 授業名称 開講期 開講曜日 時限 利用教室 担当教員

A1000152 情報数学演習II[情報][遠隔(オ)] 前期 火 6 - 福田 一帆

A1100474 工学技術英語IIIA[S5](再)[遠隔(同)] 前期 水 5 - S． ブルック

A1000140 情報数学3[情報][遠隔(オ)] 1Q 水 6 - 福田 一帆

A1000147 情報数学4[情報][遠隔(オ)] 2Q 水 6 - 福田 一帆

A1000233 情報数学演習II[情報][対面] 後期 火 3 1W-111 高橋 義典

A1100198 教育方法論[教職][遠隔(同)] 後期 木 5 - 豊福 晋平

A1100476 工学技術英語IIIB[S5](再)[遠隔(同)] 後期 水 5 - S． ブルック

A1600090 プログラミング演習II[情報][遠隔(オ)] 後期 木 7 - 三上 弾

A1000141 情報数学3[情報][対面] 3Q 火 2 1W-111 高橋 義典

A1000234 情報学概論[情報](再)[対面] 3Q 火 5 1N-029 水野 修

A1600100 プログラミング3[情報][遠隔(オ)] 3Q 木 6 - 淺野 裕俊

A1000144 情報数学4[情報][対面] 4Q 火 2 1W-111 高橋 義典

A1600036 プログラミング4[情報][遠隔(オ)] 4Q 木 6 - 三上 弾



保健体育科目　生涯スポーツ１・２・3　授業コード表【前期】

【前期・八王子キャンパス開講】
曜日 時限 授業コード 授業科目名 種目 教員名 曜日時限 授業コード 授業科目名 種目 教員名 曜日時限 授業コード 授業科目名 種目 教員名

A1901169 生涯スポーツ1 バレーボール 桂 良寛 A1900185 生涯スポーツ1 サッカー 坂下 博之 A1900978 生涯スポーツ1 サッカー 中村 みづき

A1901171 生涯スポーツ2 バレーボール 桂 良寛 A1900187 生涯スポーツ2 サッカー 坂下 博之 A1900980 生涯スポーツ2 サッカー 中村 みづき

A1901173 生涯スポーツ3 バレーボール 桂 良寛 A1900189 生涯スポーツ3 サッカー 坂下 博之 A1900982 生涯スポーツ3 サッカー 中村 みづき

A1900140 生涯スポーツ1 テニス 溝口 美貴 A1900190 生涯スポーツ1 ボディワーク 針ヶ谷 雅子 A1900983 生涯スポーツ1 バレーボール 桂 良寛

A1900146 生涯スポーツ2 テニス 溝口 美貴 A1900192 生涯スポーツ2 ボディワーク 針ヶ谷 雅子 A1900985 生涯スポーツ2 バレーボール 桂 良寛

A1900150 生涯スポーツ3 テニス 溝口 美貴 A1900459 生涯スポーツ3 ボディワーク 針ヶ谷 雅子 A1900987 生涯スポーツ3 バレーボール 桂 良寛

A1900153 生涯スポーツ1 サッカー 中村 隼人 A1900460 生涯スポーツ1 バドミントン 望月 康司 A1900988 生涯スポーツ1 卓球 武田 典子

A1900155 生涯スポーツ2 サッカー 中村 隼人 A1900462 生涯スポーツ2 バドミントン 望月 康司 A1900990 生涯スポーツ2 卓球 武田 典子

A1900157 生涯スポーツ3 サッカー 中村 隼人 A1900464 生涯スポーツ3 バドミントン 望月 康司 A1900992 生涯スポーツ3 卓球 武田 典子

A1901362 生涯スポーツ1 バレーボール 桂 良寛 A1900465 生涯スポーツ1 テニス 内藤 裕子 A1901382 生涯スポーツ1 テニス 白石 洋隆

A1901363 生涯スポーツ2 バレーボール 桂 良寛 A1900467 生涯スポーツ2 テニス 内藤 裕子 A1901383 生涯スポーツ2 テニス 白石 洋隆

A1901364 生涯スポーツ3 バレーボール 桂 良寛 A1900471 生涯スポーツ3 テニス 内藤 裕子 A1901384 生涯スポーツ3 テニス 白石 洋隆

A1900165 生涯スポーツ1 テニス 溝口 美貴 A1900474 生涯スポーツ1 ソフトボール 山本 恵弥里 A1900993 生涯スポーツ1 サッカー 中村 みづき

A1900167 生涯スポーツ2 テニス 溝口 美貴 A1900476 生涯スポーツ2 ソフトボール 山本 恵弥里 A1900995 生涯スポーツ2 サッカー 中村 みづき

A1900169 生涯スポーツ3 テニス 溝口 美貴 A1900478 生涯スポーツ3 ソフトボール 山本 恵弥里 A1900997 生涯スポーツ3 サッカー 中村 みづき

A1900170 生涯スポーツ1 卓球 針ヶ谷 雅子 A1901368 生涯スポーツ1 体力トレーニング 木内 政孝 A1900998 生涯スポーツ1 バドミントン 望月 康司

A1900172 生涯スポーツ2 卓球 針ヶ谷 雅子 A1901369 生涯スポーツ2 体力トレーニング 木内 政孝 A1901000 生涯スポーツ2 バドミントン 望月 康司

A1900174 生涯スポーツ3 卓球 針ヶ谷 雅子 A1901370 生涯スポーツ3 体力トレーニング 木内 政孝 A1901002 生涯スポーツ3 バドミントン 望月 康司

A1900175 生涯スポーツ1 サッカー 中村 隼人 A1900596 生涯スポーツ1 ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ入門 村山 久美子 A1901003 生涯スポーツ1 卓球 武田 典子

A1900177 生涯スポーツ2 サッカー 中村 隼人 A1900599 生涯スポーツ2 ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ入門 村山 久美子 A1901005 生涯スポーツ2 卓球 武田 典子

A1900179 生涯スポーツ3 サッカー 中村 隼人 A1900602 生涯スポーツ3 ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ入門 村山 久美子 A1901007 生涯スポーツ3 卓球 武田 典子

A1901365 生涯スポーツ1 バレーボール 桂 良寛 A1900604 生涯スポーツ1 卓球 古谷 崇子 A1901371 生涯スポーツ1 ソフトボール 白滝 聡

A1901366 生涯スポーツ2 バレーボール 桂 良寛 A1900616 生涯スポーツ2 卓球 古谷 崇子 A1901372 生涯スポーツ2 ソフトボール 白滝 聡

A1901367 生涯スポーツ3 バレーボール 桂 良寛 A1900619 生涯スポーツ3 卓球 古谷 崇子 A1901373 生涯スポーツ3 ソフトボール 白滝 聡

A1900620 生涯スポーツ1 テニス 内藤 裕子

A1900623 生涯スポーツ2 テニス 内藤 裕子

A1900632 生涯スポーツ3 テニス 内藤 裕子

A1900634 生涯スポーツ1 体力トレーニング 木内 政孝

A1900637 生涯スポーツ2 体力トレーニング 木内 政孝

A1900640 生涯スポーツ3 体力トレーニング 木内 政孝

【前期・新宿キャンパス開講】

曜日 時限 授業コード 授業科目名 種目 教員名 曜日時限 授業コード 授業科目名 種目 教員名 曜日時限 授業コード 授業科目名 種目 教員名

A1900180 生涯スポーツ1 ヨガ/ピラティス 武安 由宇里 A1900116 生涯スポーツ1 ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ入門 村山 久美子 A1900641 生涯スポーツ1 卓球 二宮 恭子

A1900182 生涯スポーツ2 ヨガ/ピラティス 武安 由宇里 A1900119 生涯スポーツ2 ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ入門 村山 久美子 A1900644 生涯スポーツ2 卓球 二宮 恭子

A1900184 生涯スポーツ3 ヨガ/ピラティス 武安 由宇里 A1900123 生涯スポーツ3 ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ入門 村山 久美子 A1900647 生涯スポーツ3 卓球 二宮 恭子

A1900528 生涯スポーツ1 ヨガ/ピラティス 武安 由宇里 A1900536 生涯スポーツ1 卓球 二宮 恭子 A1900656 生涯スポーツ1 ヨガ/ピラティス 武安 由宇里

A1900531 生涯スポーツ2 ヨガ/ピラティス 武安 由宇里 A1900592 生涯スポーツ2 卓球 二宮 恭子 A1900659 生涯スポーツ2 ヨガ/ピラティス 武安 由宇里

A1900534 生涯スポーツ3 ヨガ/ピラティス 武安 由宇里 A1900595 生涯スポーツ3 卓球 二宮 恭子 A1900672 生涯スポーツ3 ヨガ/ピラティス 武安 由宇里

A1900135 生涯スポーツ1 フットサル 坂下 博之 A1900130 生涯スポーツ1 ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ入門 村山 久美子 A1900649 生涯スポーツ1 卓球 二宮 恭子

A1900137 生涯スポーツ2 フットサル 坂下 博之 A1900132 生涯スポーツ2 ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ入門 村山 久美子 A1900652 生涯スポーツ2 卓球 二宮 恭子

A1900139 生涯スポーツ3 フットサル 坂下 博之 A1900134 生涯スポーツ3 ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ入門 村山 久美子 A1900655 生涯スポーツ3 卓球 二宮 恭子

A1900158 生涯スポーツ1 フットサル 坂下 博之 A1900479 生涯スポーツ1 卓球 二宮 恭子 A1900973 生涯スポーツ1 ヨガ/ピラティス 武安 由宇里

A1900161 生涯スポーツ2 フットサル 坂下 博之 A1900524 生涯スポーツ2 卓球 二宮 恭子 A1900975 生涯スポーツ2 ヨガ/ピラティス 武安 由宇里

A1900164 生涯スポーツ3 フットサル 坂下 博之 A1900527 生涯スポーツ3 卓球 二宮 恭子 A1900977 生涯スポーツ3 ヨガ/ピラティス 武安 由宇里

木 2
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木 4

4

月 4

月 3
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木
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月 2
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火 2

水 2



保健体育科目　生涯スポーツ１・２・3　授業コード表【後期】

【後期・八王子キャンパス開講】
曜日 時限 授業コード 授業科目名 種目 教員名 曜日時限 授業コード 授業科目名 種目 教員名 曜日時限 授業コード 授業科目名 種目 教員名

A1901013 生涯スポーツ1 ソフトボール 山本 恵弥里 A1901059 生涯スポーツ1 サッカー 坂下 博之 A1901119 生涯スポーツ1 ソフトボール 桂 良寛

A1901016 生涯スポーツ2 ソフトボール 山本 恵弥里 A1901061 生涯スポーツ2 サッカー 坂下 博之 A1901121 生涯スポーツ2 ソフトボール 桂 良寛

A1901018 生涯スポーツ3 ソフトボール 山本 恵弥里 A1901063 生涯スポーツ3 サッカー 坂下 博之 A1901123 生涯スポーツ3 ソフトボール 桂 良寛

A1901029 生涯スポーツ1 テニス 溝口 美貴 A1901064 生涯スポーツ1 卓球 針ヶ谷 雅子 A1901144 生涯スポーツ1 サッカー 中村 みづき

A1901031 生涯スポーツ2 テニス 溝口 美貴 A1901066 生涯スポーツ2 卓球 針ヶ谷 雅子 A1901146 生涯スポーツ2 サッカー 中村 みづき

A1901033 生涯スポーツ3 テニス 溝口 美貴 A1901068 生涯スポーツ3 卓球 針ヶ谷 雅子 A1901148 生涯スポーツ3 サッカー 中村 みづき

A1901034 生涯スポーツ1 卓球 山本 恵弥里 A1901069 生涯スポーツ1 バレーボール 望月 康司 A1901149 生涯スポーツ1 バスケットボール 二宮 恭子

A1901036 生涯スポーツ2 卓球 山本 恵弥里 A1901071 生涯スポーツ2 バレーボール 望月 康司 A1901151 生涯スポーツ2 バスケットボール 二宮 恭子

A1901038 生涯スポーツ3 卓球 山本 恵弥里 A1901073 生涯スポーツ3 バレーボール 望月 康司 A1901153 生涯スポーツ3 バスケットボール 二宮 恭子

A1901186 生涯スポーツ1 サッカー 中村 隼人 A1901074 生涯スポーツ1 テニス 内藤 裕子 A1901154 生涯スポーツ1 卓球 武田 典子

A1901187 生涯スポーツ2 サッカー 中村 隼人 A1901076 生涯スポーツ2 テニス 内藤 裕子 A1901156 生涯スポーツ2 卓球 武田 典子

A1901208 生涯スポーツ3 サッカー 中村 隼人 A1901078 生涯スポーツ3 テニス 内藤 裕子 A1901158 生涯スポーツ3 卓球 武田 典子

A1901044 生涯スポーツ1 テニス 溝口 美貴 A1901079 生涯スポーツ1 体力トレーニング 木内 政孝 A1901385 生涯スポーツ1 テニス 白石 洋隆

A1901046 生涯スポーツ2 テニス 溝口 美貴 A1901081 生涯スポーツ2 体力トレーニング 木内 政孝 A1901386 生涯スポーツ2 テニス 白石 洋隆

A1901048 生涯スポーツ3 テニス 溝口 美貴 A1901083 生涯スポーツ3 体力トレーニング 木内 政孝 A1901387 生涯スポーツ3 テニス 白石 洋隆

A1901049 生涯スポーツ1 ソフトボール 山本 恵弥里 A1901099 生涯スポーツ1 ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ入門 村山 久美子 A1901159 生涯スポーツ1 テニス 髙橋 和孝

A1901051 生涯スポーツ2 ソフトボール 山本 恵弥里 A1901101 生涯スポーツ2 ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ入門 村山 久美子 A1901161 生涯スポーツ2 テニス 髙橋 和孝

A1901053 生涯スポーツ3 ソフトボール 山本 恵弥里 A1901103 生涯スポーツ3 ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ入門 村山 久美子 A1901163 生涯スポーツ3 テニス 髙橋 和孝

A1901189 生涯スポーツ1 サッカー 中村 隼人 A1901104 生涯スポーツ1 剣道 古谷 崇子 A1901164 生涯スポーツ1 バドミントン 望月 康司

A1901190 生涯スポーツ2 サッカー 中村 隼人 A1901106 生涯スポーツ2 剣道 古谷 崇子 A1901166 生涯スポーツ2 バドミントン 望月 康司

A1901211 生涯スポーツ3 サッカー 中村 隼人 A1901108 生涯スポーツ3 剣道 古谷 崇子 A1901168 生涯スポーツ3 バドミントン 望月 康司

A1901109 生涯スポーツ1 テニス 内藤 裕子 A1901374 生涯スポーツ1 ソフトボール 白滝 聡

A1901111 生涯スポーツ2 テニス 内藤 裕子 A1901375 生涯スポーツ2 ソフトボール 白滝 聡

A1901113 生涯スポーツ3 テニス 内藤 裕子 A1901376 生涯スポーツ3 ソフトボール 白滝 聡

A1901114 生涯スポーツ1 ソフトボール 木内 政孝

A1901116 生涯スポーツ2 ソフトボール 木内 政孝

A1901118 生涯スポーツ3 ソフトボール 木内 政孝

【後期・新宿キャンパス開講】

曜日 時限 授業コード 授業科目名 種目 教員名 曜日時限 授業コード 授業科目名 種目 教員名 曜日時限 授業コード 授業科目名 種目 教員名

A1901008 生涯スポーツ1 ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ入門 村山 久美子 A1901054 生涯スポーツ1 ヨガ/ピラティス 武安 由宇里 A1901124 生涯スポーツ1 剣道 数馬 広二

A1901010 生涯スポーツ2 ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ入門 村山 久美子 A1901056 生涯スポーツ2 ヨガ/ピラティス 武安 由宇里 A1901126 生涯スポーツ2 剣道 数馬 広二

A1901012 生涯スポーツ3 ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ入門 村山 久美子 A1901058 生涯スポーツ3 ヨガ/ピラティス 武安 由宇里 A1901128 生涯スポーツ3 剣道 数馬 広二

A1901019 生涯スポーツ1 ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ入門 村山 久美子 A1901094 生涯スポーツ1 卓球 二宮 恭子 A1901134 生涯スポーツ1 ヨガ/ピラティス 武安 由宇里

A1901021 生涯スポーツ2 ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ入門 村山 久美子 A1901096 生涯スポーツ2 卓球 二宮 恭子 A1901136 生涯スポーツ2 ヨガ/ピラティス 武安 由宇里

A1901023 生涯スポーツ3 ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ入門 村山 久美子 A1901098 生涯スポーツ3 卓球 二宮 恭子 A1901138 生涯スポーツ3 ヨガ/ピラティス 武安 由宇里

A1901024 生涯スポーツ1 フットサル 坂下 博之 A1901089 生涯スポーツ1 ヨガ/ピラティス 武安 由宇里 A1901129 生涯スポーツ1 卓球 数馬 広二

A1901026 生涯スポーツ2 フットサル 坂下 博之 A1901091 生涯スポーツ2 ヨガ/ピラティス 武安 由宇里 A1901131 生涯スポーツ2 卓球 数馬 広二

A1901028 生涯スポーツ3 フットサル 坂下 博之 A1901093 生涯スポーツ3 ヨガ/ピラティス 武安 由宇里 A1901133 生涯スポーツ3 卓球 数馬 広二

A1901039 生涯スポーツ1 フットサル 坂下 博之 A1901084 生涯スポーツ1 卓球 二宮 恭子 A1901139 生涯スポーツ1 ボディワーク 針ヶ谷 雅子

A1901041 生涯スポーツ2 フットサル 坂下 博之 A1901086 生涯スポーツ2 卓球 二宮 恭子 A1901141 生涯スポーツ2 ボディワーク 針ヶ谷 雅子

A1901043 生涯スポーツ3 フットサル 坂下 博之 A1901088 生涯スポーツ3 卓球 二宮 恭子 A1901143 生涯スポーツ3 ボディワーク 針ヶ谷 雅子
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集中授業時間割表

工

学

情

報

全

医薬工協働（PBL） 二上 武生 全学部 - 3～4

後期土曜日の午後に遠隔（同時双

方向型）の授業を予定

シラバスを参照すること

インターンシップA 個別登録不可 二上 武生

工学技術概論 個別登録不可 未定
工学部全学科 - 1

※2021年度以降入学生対象

掲示等を参照のこと

ハイブリッド留学関連科目

掲示等を参照のこと

先

進

工

掲示等を参照のこと実務のための知的財産権 A1000006

微生物実験

8月中旬以降予定(日程未定、７日

間）

ガイダンスは7月中に実施予定

掲示等を参照のこと

辛　英哲 他

先進工学部全学科 - 3

※生命化学科あるいは応用化学科

の教職課程の「理科」希望者は、

「教科に関する科目として、それぞれ

「基礎生物学実験」あるいは「応化

生物学実験」を履修のこと。

生物学実験 A1900218

科目名 授業ｺｰﾄﾞ 担当者 学科・学年 備考 実施場所

全学部 - 3 掲示等を参照のこと
新宿キャンパス

各研修先

中国語集中講座A
北京航空航天

大学　講師陣
全学部 - 1～4 掲示等を参照のこと 北京航空航天大学

遠隔(同)個別登録不可

学外研修 二上 武生

中国語集中講座B

個別登録不可

海外総合文化 B 個別登録不可

海外総合文化 A 個別登録不可

A1100141 辛 英哲

生命化学科 - 3

※生命化学科では、当該科目が教

職課程「理科」の「教科に関する科

目」必修科目。

詳細はガイダンスにて説明

ガイダンスは7月中に実施予定

応用化学科 - 3

※応用化学科では、当該科目が教

職課程「理科」の「教科に関する科

目」必修科目。

詳細はガイダンスにて説明

ガイダンスは7月中に実施予定

基礎生物学実験

杉山 健二郎応化生物学実験 A1500007

インターンシップB

創造工学海外研修 個別登録不可 塩見 誠規 他 機械理工学科 - 3～４

二上 武生 全学部 - 1～2 掲示等を参照のこと 各研修先

詳細はガイダンスにて説明

ガイダンスは7月中に実施予定

新宿キャンパス

八王子キャンパス

八王子キャンパス

山田 朋美 全学部 - 1～4

Harvey Mudd

College他

全学部 - 1～2 掲示等を参照のこと

山口 幸久 先進工学部全学科 - 2

北京航空航天

大学　講師陣
全学部 - 1～4 掲示等を参照のこと 北京航空航天大学

吉田 司雄 全学部 - 1～4

語学研修・ハイブリッド留学関連科目

掲示等を参照のこと

各研修先

八王子キャンパス

吉田 司雄 全学部 - 1～4

応用情報システム(PBL) A1500029 高村 明裕 システム数理学科 - 3 掲示等を要確認 新宿キャンパス

八王子キャンパス

地球科学実験 A0300020 並木 則和 他

環境化学科 - 3

※環境化学科のみ、当該科目が教

職課程「理科」の「教科に関する科

目」必修科目

8月中旬以降予定(日程未定、７日

間）

ガイダンスは7月中に実施予定

掲示等を参照のこと

A0200314 杉山 健二郎 他 応用化学科 - 4

八王子キャンパス

04-601

7月下旬予定(日程未定、7日間)

掲示等を要確認

八王子キャンパス

04-601
地学実験 A0300019 並木 則和 他

先進工学部全学科 - 3

※環境化学科で教職課程の「理科」

希望者は、「教科に関する科目」とし

て、「地球科学実験」を履修のこと。

くらしと化学 個別登録不可 後関 頼太 先進工学部全学科 - 2
ハイブリッド留学関連科目

掲示等を参照のこと

以下の科目については下記の通り集中授業を行います。

授業コードの記載がある授業は基本的に夏期集中授業期間に実施予定のため、履修希望者は夏期集中履修登録期間までに履修登録を行ってください。

※一部授業においては事前にCoursePowerを用いて資料共有を行う場合があるため、掲示をご確認ください。

ただし、授業コード欄に「個別登録不可」と記載のある授業は、履修登録期間中に各自で履修申請をする必要はありません。

別途募集や登録が行われますので、キューポート掲示や募集要項、シラバス等を随時参照してください。

個別登録不可

個別登録不可

個別登録不可

English for Global Communication A 和田 朋子
全学部 - 1～4
※2022年度以降入学生対象

English for Global Communication B 和田 朋子
全学部 - 1～4

※2022年度以降入学生対象

掲示等を参照のこと個別登録不可

個別登録不可

Intensive English Course

個別登録不可

ガイダンス等で通知



教職課程・学芸員課程 夏期集中授業時間割

7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 1 2

月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土

教職・学芸員課程科目は、それぞれの課程登録後、履修登録期間内に履修申請をすること。教職・学芸員課程科目は、それぞれの課程登録後、履修登録期間内に履修申請をすること

授業日程・時間の重複履修は認めれられません

＊1： 教職・学芸員課程の共通科目

＊2：2019年度入学生以降の課程認定科目

＊3： 「博物館実習」はここに掲載した授業（学内演習）のほかに、学外実習(4年次)および報告会(2回)の出席が必要

＊4： 「博物館資料論」は前期火曜2限（新宿）に開講

【表の見方】

科目名

授業コード

担当者

対象学科・学年

［授業形態］教室名

キ

ャ

ン

パ

ス

8月 9月

夏

期

集

中

授

業

教

職

課

程

八

王

子

　授業時間　 　09：20 ～ 16：00　

金属加工 木材加工

[対面] 中高キャンパス [対面] 中高キャンパス

新

宿

栽培

A1901248

垣内　仁

機械工学科・機械システム工学科 - 2年

[対面] A-1165

A1100761 A1300032

島田　浩行 三浦 登

機械工学科・機械システム工学科 - 2年 機械工学科・機械システム工学科 - 2年

安 ウンギョン

全学科 - 1年 情報学部 - 3年 全学科  - 3年

新

宿

　授業時間　 　13：00 ～ 16：55　※10分間の休憩を含む

現代教職論 情報と職業 特別活動の理論と方法

A0700036 A1000170 A2000040

安部芳絵 尾高 進

　授業時間　 　17：50 ～ 21：45　※10分間の休憩を含む

教育心理学 道徳教育の理論と方法 社会教育*1 教育課程論＊２

A1100653 A0400128 A1900435 A1100492

[遠隔(同)]

教育原論

岩田 泉 浜野 兼一 片岡 了 丸山 剛史
全学科 - 1年 全学科 - 1年 全学科 - 1年 全学科 - 1年

[対面] A-1161 [対面] A-1161 [遠隔(同)]

A1100727 A2000044

内山 宗昭 尾高 進

全学科 - 1年 全学科 - 1年

[遠隔(同)] [対面] A-0865 [遠隔(同)]

特別なニーズ教育入門*2

安 ウンギョン 小野江 隆 豊福 晋平

全学科  - 3年 全学科  - 3年 全学科 - 3年

[遠隔(同)] [対面] B-0663

教育法規 学校経営論 教育工学

A1100427 A0700034 A1100654

豊福 晋平 丸山 剛史　他

全学科 - 3年 機械工学科・機械システム工学科 - 3年

[遠隔(同)] [対面] A-1441 AL講義室1

[遠隔(同)] [対面] A-1015 [遠隔(同)]

教育方法論（情報通信技術の活用含む） 技術教育の理論と方法A

A1100749 A0700009

A1900682 A1800059

森 佳奈枝 高城 英子

機械理工学科 - 3年 生命化学科・応用化学科・環境化学科・応用物理学科 - 3年

工業教育の理論と方法A

A1100301

竹谷 尚人　他

機械理工学科・工学部各学科・建築学部各学科 - 3年

[対面] A-1015

職業指導総論 理科教育の理論と方法A

森 佳奈枝 長嶋 秀幸

工学部各学科 - 3年 情報学部各学科 - 3年

[遠隔(同)] [対面]  A-1616 AL講義室2

[遠隔(同)] [対面]  A-1161

機械職業指導 / 機械システム職業指導 / 電気電子職業指導 情報教育の理論と方法A

A0400223 / A0400224 / A0400140 A1000071

学

芸

員

課

程
*4

　授業時間　 　17：50 ～ 21：45　※10分間の休憩を含む

博物館展示論 博物館概論 博物館情報･メディア論 博物館教育論

まちづくり職業指導 / 建築職業指導 / 建築デザイン職業指導 数学教育の理論と方法A

A0400225 / A0400226 / A0400227 A1900093

森 佳奈枝 齋藤 史夫

A0800046 A0800039 A0800045 A0800040

太田 美喜子 原 眞麻子 磯﨑 咲美 原 眞麻子

建築学部各学科 - 3年 電気電子工学科・建築学科・情報学部各学科 - 3年

[遠隔(同)] [対面]  A-1165

博物館資料保存論 博物館実習*3 社会教育*1 博物館経営論

A0800042 A0800044 A1900435 A0800041

全学科 - 2年 全学科 - 1年 全学科 - 1年 全学科 - 1年

[対面] A-0862 [対面] A-0862 [対面] A-0765 [対面] A-0765

[対面] A-1015 [対面] A-0765 [遠隔(同)] [対面] A-0715

米倉 立子 濵田 浄人　他 片岡 了 濱村 伸治

全学科 - 2年 全学科  - 3・4年 全学科 - 1年 全学科 - 2年
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