
2020年度 理工学部

授業時間割表

* 授 業 時 間 *
１時限目 ９：００～１０：３０
２時限目 １０：４５～１２：１５
３時限目 １２：５５～１４：２５
４時限目 １４：４０～１６：１０
５時限目 １６：２５～１７：５５
６時限目 １８：０５～１９：３５
７時限目 １９：４５～２１：１５



１
．

　（２）他学系履修制限科目について

　（３）基礎数学Ａ・基礎数学Ｂについて

  （４）「必修」・「選択必修」科目について

◆入学年度によって履修科目等が異なります。
　 必ず入学年度のアカデミックガイドまたは理工学部便覧を参照し、時間割表の記
載内容をよく確認して下さい。

* 専 門 科 目 編 *

【注意点について】

履修上の諸注意

　　　　授業科目は配当年次,および下級年次に配当された科目を履修することができます。

　　　「×印科目」以外は共通科目として履修できます。但し、履修者多数のときは所属学系が優先となります。 

 　　  難易度別にクラス分けされているため、「基礎数学A２」を修得後に「基礎数学A１」を後から履修す
ることはで　きません。

　（１）科目の配当年次について

　　  入学年度により「必修」・「選択必修」科目が違う科目がありますので、必ず「ACADEMIC GUIDE」ま
たは「理工学部便覧 （入学年度別）を参照してください。



令和2年度
理工学部 オフィスアワー

◎オフィスアワーは､特定の時間帯に研究室等を開放し､各教員が講義内容､研究活動､勉強方法等について
  質問や相談を受付､対応する制度です｡
  実施期間は､授業実施期間（休日を除く）です｡
  なお､やむを得ない事情により､指定した時間に受け付けられない場合もありますので､事前に連絡をして下さい｡

機械工学系

（号館／階） （研究室等）
※ 大髙 敏男 ｵｵﾀｶ ﾄｼｵ 5号館／4階 51研 月 3時限目 otaka
※ 大橋 隆弘 ｵｵﾊｼ ﾀｶﾋﾛ 7号館／3階 701研 月 4時限目 tohashi
※ 佐藤 公俊 ｻﾄｳ ｷﾐﾄｼ 7号館／3階 702研 火・木 1時限目 kisatoh

神野 誠 ｼﾞﾝﾉ  ﾏｺﾄ 7号館／3階 705研 火 1時限目 mjinno
富樫 盛典 ﾄｶﾞｼ  ｼｹﾞﾉﾘ 5号館／4階 54研 月 1時限目 togashis
堀井 宏祐 ﾎﾘｲ ﾋﾛｽｹ 7号館／3階 704研 火 5時限目 hhorii

※ 本田 康裕 ﾎﾝﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 7号館／3階 706研 月･木 5時限目 honda
三好 由記博 ﾐﾖｼ ﾕｷﾋﾛ 7号館／3階 703研 水 5時限目 miyoshi
モフィディ ハメッド モフィディ ハメッド 7号館／3階 707研 水 5時限目 mofidih

※アカウント名の後ろに【@kokushikan.ac.jp】をつけてください

電子情報学系

（号館／階） （研究室等）
※ 乾  昭文 ｲﾇｲ ｱｷﾌﾐ 7号館／4階 722研 金 16:25～17:55 ainui
※ 大屋 隆生 ｵｵﾔ ﾀｶｵ 7号館／4階 718研 火 4時限目 takaohya

小田井 圭 ｵﾀﾞｲ ｹｲ 7号館／5階 735研 木 odaikei 学外派遣（国外R2秋 ～R3春）
※ 九鬼 孝夫 ｸｷ ﾀｶｵ 5号館／4階 59研 水 3時限目 kukitaka

神津 薫 ｺｳｽﾞ  ｶｵﾙ 7号館／4階 721研 水 2時限目 kouzu 学外派遣（国外R1秋 ～R2春）
酒井 平祐 ｻｶｲ ﾍｲｽｹ 5号館／4階 56研 木 4時限目 hsakai
高橋 幸雄 ﾀｶﾊｼ ﾕｷｵ 中央図書館/6階 研究室5 火 4時限目 takayu

※ 中嶌 信弥 ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾝﾔ 7号館／4階 711研 火 3時限目 nakajima
中村 嘉志 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾕｷ 5号館／4階 52研 火 6時限目 nmura

※アカウント名の後ろに【@kokushikan.ac.jp】をつけてください

建築学系

（号館／階） （研究室等）
朝吹 香菜子 ｱｻﾌﾞｷ ｶﾅｺ 7号館／5階 731研 火・木 12:15～12:55 kanakos
位田 達哉 ｲﾝﾃﾞﾝ ﾀﾂﾔ 7号館／5階 732研 水 1時限目 indent

※ 国広 ジョージｸﾆﾋﾛ ｼﾞｮｰｼﾞ MCH／B1F 意匠研 水 13:00～15:00 kunihiro
春期：月 5時限目
秋期：木 5時限目

田中 千歳 ﾀﾅｶ ﾁﾄｾ 7号館／5階 726研 水 3時限目 suzume
寺内 義典 ﾃﾗｳﾁ ﾖｼﾉﾘ 7号館／5階 730研 月 3時限目 terauchi
原  英嗣 ﾊﾗ ｴｲｼﾞ 7号館／5階 729研 水 2時限目 haraei
南  泰裕 ﾐﾅﾐ ﾔｽﾋﾛ MCH／B1F 意匠研 水 5時限目 yminami
横内 基 ﾖｺｳﾁ ﾊｼﾞﾒ 7号館／5階 728研 火 5時限目 yokouchi

※アカウント名の後ろに【@kokushikan.ac.jp】をつけてください

まちづくり学系

（号館／階） （研究室等）
津野 和宏 ﾂﾉ ｶｽﾞﾋﾛ 7号館／5階 734研 木 2時限目 tsunoka
二井 昭佳 ﾆｲ ｱｷﾖｼ 7号館／4階 716研 木/月 3時限目 nii 春期は木曜日、秋期は月曜日
西村 亮彦 ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾋｺ 7号館／4階 720研 木 4時限目 nishimura
橋本 隆雄 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶｵ 7号館／3階 708研 木 3時限目 thashimo

※ 山坂 昌成 ﾔﾏｻｶ ﾏｻｼｹﾞ 7号館／5階 733研 月 3時限目 yamasaka
※アカウント名の後ろに【@kokushikan.ac.jp】をつけてください

人間情報（健康医工）学系

（号館／階） （研究室等）
※ 大浦 邦彦 ｵｵｳﾗ ｸﾆﾋｺ 7号館／4階 710研 月 4時限目 kuni

小崎 充 ｺｻﾞｷ ﾏｺﾄ 34号館／9階 A919研 木 3時限目 makkoz
地神 裕史 ﾁﾞｶﾞﾐ ﾋﾛﾌﾐ 7号館／4階 713研 月 5時限目 hjigami
土居 裕和 ﾄﾞｲ ﾋﾛｶｽﾞ 5号館／4階 53研 月 5時限目 hdoi

※ 二川  佳央 ﾆｶﾜ ﾖｼｵ 7号館／4階 714研 水 2時限目 nikawa
和田 匡史 ﾜﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 7号館／4階 715研 火 6時限目 twada

※アカウント名の後ろに【@kokushikan.ac.jp】をつけてください

基礎理学系

（号館／階） （研究室等）
乾  睦子 ｲﾇｲ ﾑﾂｺ 7号館／4階 717研 月 4時限目 inui
新庄 玲子 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾚｲｺ 7号館／5階 725研 火 ５時限目 reiko

春期：月 3時限目
秋期：月 4時限目
春期：水 5時限目
秋期：火 3時限目

関口 宗男 ｾｷｸﾞﾁ ﾓﾄｵ 10号館／1階 物理実験室 月､火､金 12:15～12:55 motoo
名越 篤史 ﾅｺﾞｴ ｱﾂｼ 7号館／5階 736研 水 5時限目 anagoe 学外派遣（国外R2春 ）
布田 徹 ﾌﾀﾞ ﾄｵﾙ 7号館／4階 709研 月､火､金 12:15～12:55 fudat
堀地 紀行 ﾎﾘﾁ ﾉﾘﾕｷ 7号館／4階 719研 火 13:30～14:30 horichi
和田 浩明 ﾜﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 5号館／4階 55研 水 5時限目 hrwada

※印の教員:応用ｼｽﾃﾑ工学専攻（博士課程）教員 ※アカウント名の後ろに【@kokushikan.ac.jp】をつけてください

鈴木 龍一 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｲﾁ 7号館／5階 724研 rsuzuki

時間

教員名 ﾌﾘｶﾞﾅ
場所

曜日

関口 勝右 ｾｷｸﾞﾁ ｶﾂｽｹ 7号館／5階 723研 sekiguch

時間

ﾌﾘｶﾞﾅ
場所

曜日 時間

教員名 ﾌﾘｶﾞﾅ
場所

曜日 時間

ﾌﾘｶﾞﾅ
場所

曜日 時間

教員名

連絡先 備考

連絡先 備考

教員名 ﾌﾘｶﾞﾅ
場所

曜日 時間

教員名

曜日

連絡先 備考

連絡先 備考

連絡先 備考

連絡先 備考

鈴木 啓 ｽｽﾞｷ ｱｷﾗ 7号館／5階 727研 aksuzuki

2020年2月27日　現在

教員名 ﾌﾘｶﾞﾅ
場所

mailto:odaikei@kokushikan.ac.jp
mailto:kukitaka@kokushikan.ac.jp


履修
区分

登 録
コード

必選
区分

時期 科　　目 教　員 教　室 摘　要
履修制限

履修
区分

登 録
コード

必選
区分

時期 科　　目 教　員 教　室 摘　要
履修制限

機・建
まち 701 必 春 キャリアデザインＡ 中村　嘉志 7201、7202、7203、7205 703 建必 秋 キャリアデザインＢ 位田　達哉 7201

再 702 必 春 キャリアデザインＡ 中村　嘉志 7204 704 電必 秋 キャリアデザインＢ 高橋　幸雄 6103

705 機必 春 機械設計製図およびＤＴＰＤ　Ｃ *堀井・志賀・佐藤 7101（世田谷端末室３）,5306
１～２限連続
H28年度以降生

706 機必 秋 機械設計製図およびＤＴＰＤ　Ｄ *神野・堀井・内野 7101（世田谷端末室３）、7102 １～２限連続

707 春 生物学Ａ 齋藤　理佳 8508

711 機必 春 機械設計製図Ｂ *堀井・志賀・佐藤 7101（世田谷端末室３）,5306
１～２限連続

H27年度以前生

教職 901 春 教育心理学 川本　哲也 10217

教職 902 秋 教育心理学 川本　哲也 10217

建・ま 701 選必 春 基礎数学Ａ２ 小林　康麿 8503
建築H30以前入学

生は必修 702 人必 秋 キャリアデザインＢ 大浦　邦彦 7201

703 春 情報戦略 大屋　隆生 7203

704 建必 秋 都市計画 寺内　義典 M大教室(M101)
建H31以降生

まち選択

705 建必 春 建築構造力学Ａ 鈴木　啓 7102 H31以降生

706 建必 春 建築構造力学の基礎 鈴木　啓 7102 H30以前生

707 医選必 春 医用工学 二川　佳央 7201 H30以前生

708 春 解析学 布田　徹 8410 H26以前生

709 春 解析学 鈴木　龍一 7202 H26以前生

713 人選必 春 医療機器学 二川　佳央 7201 H31以降生

710 春 解析学Ａ 布田　徹 8410 H27以降生

711 春 解析学Ａ 鈴木　龍一 7202 H27以降生

712 解析特論Ａ 鈴木　龍一 7103

連続 機必 春 機械設計製図Ｂ *堀井・志賀・佐藤 7101（世田谷端末室３）,5306 １～２限連続
H27年度以前生

連続 機必 春 機械設計製図およびＤＴＰＤ　Ｃ
*堀井・志賀・佐

藤
7101（世田谷端末室３）,5306

１～２限連続
H28年度以降生

連続 機必 秋 機械設計製図およびＤＴＰＤ　Ｄ *神野・堀井・内野 7101（世田谷端末室３）、7102 １～２限連続
H28年度以降生

教職 901 春 情報科教育論 高橋　幸雄 ワークステーション室 情免必

基礎 701 基必 春 物理実験 関口　宗男 物理実験室 ３～４限連続 725 必 秋 キャリアデザインＢ 二井　昭佳 7304（まちづくり演習室）

基礎 702 基必 秋 物理実験 関口　宗男 物理実験室 ３～４限連続 726 機必 秋 機械設計製図Ａ *佐藤・内野
富樫

7101（世田谷端末室３）
7103・7102

３～４限連続
H2７年度以前生

基礎 703 基必 春 化学実験 本波　裕美 化学実験室 ３～４限連続 727 春 スクリプト言語プログラミング 秋田　義一 34A504（梅ヶ丘端末室４）

基礎 704 基必 秋 化学実験 本波　裕美 化学実験室 ３～４限連続 728 春 Ｃプログラミング入門 高橋　幸雄 世田谷端末室１

705 機必 秋 機械設計製図およびＤＴＰＤ　Ｂ *佐藤・内野・富樫
7101（世田谷端末室３）・7103・

7102
３～４限連続

H28年度以降生 730 春 Ｃプログラミング入門 齋藤　研一
34A505（梅ヶ丘端末室

５）

建築 706 選必 春 基礎数学Ａ１ 小林　康麿 8503
H31以降入学

生
729 秋 Ｃプログラミング応用 高橋　幸雄 世田谷端末室１

建・ま 707 選必 秋 基礎数学Ｂ２ 小林　康麿 8503
建築H30以前入学

生は必修 731 秋 Ｃプログラミング応用 齋藤　研一 34A505（梅ヶ丘端末室５）

電必 春 電子情報の基礎および演習Ａ 中嶌　信弥 7201 732 秋 情報理論 大屋　隆生 5306 情免必

電必 秋 電子情報の基礎および演習Ｂ 中村　嘉志 7201 733 建必 秋 建築設備工学 原　英嗣 M中教室(M401) H31以降生

まち 722 まち必 春 測量学 米渓　武次 7203 734 春 建築構造力学演習Ａ 鈴木　啓 7102 H31以降生

723 医選必 春 医用工学序論 土居　裕和 7101（世田谷端末室３） H30以前生 735 建選必 春 建築の組立てとおさまり 坂本　匡史 M中教室(M401) H30以前生

724 人選必 春 人間情報学序論 土居　裕和 7101（世田谷端末室３） H31以降生 736 春 生物学実験 *齋藤・池田 M自然科学実験室 ３～４限連続

737 秋 数理情報入門 布田　徹 34A504（梅ヶ丘端末室４）

738 春 論理と集合 布田　徹 8410

701 まち必 秋 まちづくり基礎演習
*西村・山坂
橋本・津野 7304（まちづくり演習室） 705 秋 回路理論Ｂ 山崎　由喜 7203 H31年度以降生

まち 702 まち必 春 測量実習Ａ 米渓　武次 7205 ４～５限連続 708 秋 インテリア・デザインＡ 川口　とし子 7201

機・電
フレ

703 必 春 技術者倫理 長澤　敦氏 7201 707 電必 春 回路理論Ａと演習 小田井　圭 7102 木４ペア科目

建築 704 選必 秋 基礎数学Ｂ１ 小林　康麿 7202
H31以降入学

生
706 秋 回路理論Ｂと演習 山崎　由喜 7203 ４～５限連続

H30年度以前生

基礎 連続 基必 春 物理実験 関口　宗男 物理実験室 ３～４限連続 709 秋 まちづくりの交通計画 寺内　義典 7205

基礎 連続 基必 秋 物理実験 関口　宗男 物理実験室 ３～４限連続 連続 機必 秋 機械設計製図Ａ
*佐藤・内野

富樫
7101（世田谷端末室３）

7103・7102
３～４限連続

H2７年度以前生

基礎 連続 基必 春 化学実験 本波　裕美 化学実験室 ３～４限連続 連続 春 生物学実験 *齋藤・池田 M自然科学実験室 ３～４限連続

基礎 連続 基必 秋 化学実験 本波　裕美 化学実験室 ３～４限連続

連続 機必 秋 機械設計製図およびＤＴＰＤ　Ｂ *佐藤・内野・富樫
7101（世田谷端末室３）・7103・

7102
３～４限連続

H28年度以降生

人・基
フレ 701 必 春 技術者倫理 長澤　敦氏 7201 702 機必 春 材料力学Ａ *大橋・渡利 8410・7103

まち 連続 まち必 春 測量実習Ａ 米渓　武次 7205 ４～５限連続 703 機必 秋 材料力学Ｂ 大橋　隆弘 8410

教職 901 秋 道徳教育の理論と実践 栗栖　淳 10204階段教室 教免必 705 春 情報技術者演習Ｂ 齋藤　研一 7202

704 人選必 秋 医療情報学 大浦　邦彦 7101（世田谷端末室３）

連続 秋 回路理論Ｂと演習 山崎　由喜 7203 ４～５限連続
H30年度以前生

教職 902 春 理科教育論Ⅰ 佐藤　寛之 10105 理免必

教職 903 秋 理科教育論Ⅱ 佐藤　寛之 10105 理免必

５
時
限

５
時
限

４
時
限

【月曜日】 R2時間割表（専門科目・教職科目）*主担当教員

２　　　年　　　次時
限

１　　　年　　　次 時
限

１
時
限

３
時
限

２
時
限

４
時
限

３
時
限

２
時
限

１
時
限

【登録コード】

■電子情報の基礎および演習Ａ

708: 小田井圭 火曜2限ペア 712：乾 昭文 火曜2限ペア

709：酒井平祐 水曜5限ペア 713：九鬼孝夫 木曜1限ペア

710：高橋幸雄 木曜1限ペア 714：中村嘉志 火曜2限ペア

711：大屋隆生 木曜5限ペア

【登録コード】

■電子情報の基礎および演習Ｂ

715: 乾 昭文 火曜2限ペア 719：大屋隆生 木曜5限ペア

716：神津 薫 火曜2限ペア 720：中嶌信弥 木曜5限ペア

717：酒井平祐 水曜5限ペア 721：九鬼孝夫 木曜1限ペア

718：高橋幸雄 木曜1限ペア



履修
区分

登 録
コード

必選
区分
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履修
区分

登 録
コード

必選
区分

時期 科　　目 教　員 教　室 摘　要
履修制限

709 秋 送配電工学 塩入　哲 7203

710 機必 秋 機械設計製図Ｃ *神野・堀井・内野 7101（世田谷端末室３）、7102 １～２限連続
H27年度以前生

教職 903 春 教育相談 桜井　美加 10329 教免必

教職 904 秋 教育相談 桜井　美加 10329 教免必

714 春 生命科学 齋藤　理佳 8508 720 医選必 秋 ニューラルネットワーク 土居　裕和 7205

715 春 自動車工学 鶴田　清文 8507 721 建選必 春 福祉のまちづくり 寺内　義典 7103 まち選択

716 秋 過渡現象論 小倉　常雄 10105

717 春 電子回路 小田井　圭 10105

718 建選必 春 近代建築論 寺松　康裕 M中教室(M401)

719 医選必 春 生体計測論 地神　裕史 7204

704 建必 秋 都市計画 寺内　義典 M大教室(M101) 建H30以前生

連続 機必 秋 機械設計製図Ｃ *神野・堀井・内野 7101（世田谷端末室３）、7102 １～２限連続
H27年度以前生

教職 902 秋 情報科指導法 高橋　幸雄 ワークステーション室 情免必

739 春 生産加工学 大橋　隆弘 7301演習室 748 春 高電圧プラズマ工学 乾　昭文 7205

741 建選必 春 建築構造設計Ａ 横内　基 7202

740 春 機能材料 大橋　隆弘 7301演習室

742 春 デジタル通信 中村　嘉志 8409

743 春 セキュリティと情報処理符号 飯塚　重善 34A302

744 建選必 秋 建築地震工学 横内　基 7203

745 医必 春 健康医工学Ｂ 二川　佳央 10105

746 医必 春 健康医工学Ｂ 地神　裕史
Mフィットネスセンター

7204

747 医必 秋 健康医工学Ｃ 地神　裕史
Mフィットネスセンター

7204
３～４限連続

基礎 710 春 ゼミナールＡ 布田　徹 7104演習室 720 建選必 春 給排水・防災設備 渡辺　忍 7203

711 春 三次元ＣＡＤ機械設計 大髙　敏男 7101（世田谷端末室３） H27年度以前生

712 春 機械設計製図およびＤＴＰＤ　Ｅ 大髙　敏男 7101（世田谷端末室３） H28年度以降生

713 秋 通信ネットワーク 中村　嘉志 8409

714 秋 実践プログラミング 高橋　幸雄 34A505（梅ヶ丘端末室５） ４～５限連続

715 建必 春 建築構造デザインと材料力学 鈴木　啓 8409

716 建必 秋 設備システム計画 原　英嗣 M中教室(M401)

717 春 放送と情報ネットワーク 飯塚　重善 34A308

718 医選必 春 トレーニング科学 地神　裕史 Mフィットネスセンター

719 春 まちづくりの調査解析 *山坂・寺内 5306

連続 医必 秋 健康医工学Ｃ 地神　裕史
Mフィットネスセンター

7204
３～４限連続

教職 901 春 理科指導法Ⅰ 佐藤　寛之 10105 理免必

教職 902 秋 理科指導法Ⅱ 佐藤　寛之 10105 理免必

706 秋 環境工学 佐々木　美弥 7202

707 春 ＪＡＶＡプログラミング 高橋　幸雄 世田谷端末室１

708 医選必 春 医療統計学 大浦　邦彦 7204

連続 秋 実践プログラミング 高橋　幸雄 34A505（梅ヶ丘端末室５） ４～５限連続

４
時
限

５
時
限

４
時
限

【月曜日】R2時間割表（専門科目・教職科目）*主担当教員

１
時
限

２
時
限

時
限

時
限

３　　　年　　　次 4　　　年　　　次

３
時
限

１
時
限

２
時
限

３
時
限

５
時
限



【火曜日】
 
１
配
当
学

履修
区分

登 録
コード

必選
区分

時期 科　　目 教　員 教　室
摘　要

履修制限
履修
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登 録
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必選区
分
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摘　要

履修制限

701 機必 春 基礎製図 1～2時限連続 713 基必 秋 キャリアデザインＢ 布田　徹 6302

702 機必 春 機械設計製図およびＤＴＰＤ　Ａ
H27年度以降生
1～2時限連続 714 建必 秋 建築施工法 位田　達哉 7201

703 春 コンピュータリテラシーＡ 715 秋 電気電子計測Ｂ 上野　剛 7205

704 秋 コンピュータリテラシーＢ 716 春 Ｗｅｂデザイン 陳　慧 世田谷端末室１ H30以前生

709 春 コンピュータリテラシーＡ 717 秋 Ｗｅｂデザイン 陳　慧 世田谷端末室１ H30以前生

710 秋 コンピュータリテラシーＢ 司諭 901 春 学校図書館メディアの構成 田中　均 5302

705 春 コンピュータリテラシーＡ 司諭 902 秋 情報メディアの活用 田中　均 5302

706 秋 コンピュータリテラシーＢ 702 秋 電磁気学Ｂ 酒井　平祐 10101 H31以降生

707 春 コンピュータリテラシーＡ 704 建選必 秋 建築生産 朝吹　香菜子 8410 H31以降生

708 秋 コンピュータリテラシーＢ 705 建必 春 建築環境工学 原　英嗣 7201 H31以降生

706 建必 春 建築と環境 原　英嗣 7201 H30以前生

711 春 基礎化学Ａ 707 建選必 秋 省エネルギーと建築形態 木原　己人 5302 H30以前生

712 秋 基礎化学Ｂ 708 電必 春 電磁気学Ａと演習 九鬼　孝夫 10101 金２ペア科目

703 秋 電磁気学Ｂと演習 酒井　平祐 10101 H30以前生
金２ペア科目

709 人選必 春 生理学 和田　匡史 7202

710 人選必 秋 生化学 和田　匡史 7102

連続 機必 春 機械設計製図およびＤＴＰＤ　Ａ H27年度以降生
1～2時限連続 711 春 行列論 新庄　玲子 7205 H26以前生

連続 機必 春 基礎製図 1～2時限連続 713 春 地球科学Ａ 乾　睦子 8403

701 秋 力学 和田　浩明 8503 714 秋 地球科学Ｂ 清田　馨 8403

712 春 行列論Ａ 新庄　玲子 7205 H27以降生

ペア 電必 春 電子情報の基礎および演習Ａ 小田井　圭 7104演習室 月3ペア科目 715 行列論Ｂ 関口　勝右 7202

ペア 電必 春 電子情報の基礎および演習Ａ 乾　昭文 7301演習室 月3ペア科目 716 まち必 秋 コンクリート工学及び演習 津野　和宏 8508 ２～３限連続

ペア 電必 春 電子情報の基礎および演習Ａ 中村　嘉志 5416第1講義室 月3ペア科目 司諭 901 春 学校図書館メディアの構成 田中　均 5301 AL教室

ペア 電必 秋 電子情報の基礎および演習Ｂ 乾　昭文 7301演習室 月3ペア科目 司諭 902 秋 情報メディアの活用 田中　均 5301 AL教室

ペア 電必 秋 神津　薫 7104演習室 月3ペア科目

建築
のみ 712 建必 春 建築材料実験 *位田・朝吹

建築材料実験室
7101

H31以降生

建築
のみ 713 建必 春 建築材料実験 *位田・朝吹　 建築材料実験室

7101
H30以前生
３～４限連続

711 建必 秋 建築構造力学Ｂ 横内　基 5304 H31以降生

701 春 物理実験 714 建必 秋 建築構造力学 横内　基 5304 H30以前生

702 秋 物理実験 電子 715 電必 春 電子情報実験Ａ *中村・中嶌・九鬼
舛澤・酒井・難波 電気基礎実験室 ３～４限連続

703 春 化学実験 電子 716 電必 秋 電子情報実験Ｂ *九鬼・中嶌・舛澤
中村・酒井・難波 電気基礎実験室 ３～４限連続

704 秋 化学実験 717 医選必 春 臨床医学各論Ｂ 牧　亮 7201 H30以前生

705 春 ものづくり基礎Ａ *本田・大高・井尻 718 医選必 秋 臨床医学各論Ｅ 牧　亮 7201 H30以前生

706 秋 ものづくり基礎Ｂ *大髙・本田・井尻 719 春 熱・統計力学 高橋　忍 10331

電子 707 電選必 春 基礎数学Ａ１ 720 春 情報と符号化Ａ 布田　徹 7301演習室

電子 708 電選必 秋 基礎数学Ｂ１ 721 秋 情報と符号化Ｂ 布田　徹 7301演習室

709 機必 春 機械の基礎Ａ 三好　由記博 7104演習室 Ｈ29年度以前生
3～4時限連続 722 人選必 春 医学各論Ｂ 牧　亮 7201 H31以降生

基礎 710 春 数学基礎演習 関口　勝右 7205 723 人選必 秋 医学各論Ｃ 牧　亮 7201 H31以降生

教職 902 秋 特別活動の理論と実践 宮野　祥子 34A208 724 春 防災まちづくり 橋本　隆雄 6104

連続 まち必 秋 コンクリート工学及び演習 津野　和宏 8508 ２～３限連続

703 春 確率論 寺内　義典 7201

701 機必 秋 機械の基礎 704 秋 統計学 寺内　義典 7201

702 機必 秋 機械の基礎Ｂ 705 秋 建築構造力学演習Ｂ 横内　基 5304 H31以前生

連続 春 物理実験 建築
のみ 706 建必 春 建築材料実験 *位田・朝吹

建築材料実験室
7101

H３１年以降生

連続 秋 物理実験 707 人選必 春 認知科学概論Ａ 小崎　充 7204 H３１年以降生

連続 春 化学実験 708 人選必 秋 認知科学概論Ｂ 小崎　充 7204 H３１年以降生

連続 秋 化学実験 709 まち必 秋 土質力学Ａ 橋本　隆雄 7103

連続 機必 春 機械の基礎Ａ 三好　由記博 7104演習室 Ｈ29年度以前生
3～4時限連続

建築
のみ 連続 建必 春 建築材料実験 *位田・朝吹　 建築材料実験室

7101
H30以前生
３～４限連続

教職 904 秋 特別活動の理論と実践 宮野　祥子 34A208 電子 連続 電必 春 電子情報実験Ａ *中村・中嶌・九鬼
舛澤・酒井・難波 電気基礎実験室 ３～４限連続

電子 連続 電必 秋 電子情報実験Ｂ *九鬼・中嶌・舛澤
中村・酒井・難波 電気基礎実験室 ３～４限連続

教職 901 春 生徒指導論 郡司　菜津美 10212 H30年以前生

教職 902 春 生徒・進路指導論 郡司　菜津美 10212 H31年以降生

連続 機必 秋 機械の基礎

連続 機必 秋 機械の基礎Ｂ 701 春 情報社会及び情報倫理 難波　和明 7201 情免必

教職 902 秋 教職論 郡司　菜津美 5301 AL教室

教職 901 春 教育基礎論 菱刈　晃夫 34B302

3～4時限連続
理免必

4～5時限連続

3～4時限連続
理免必

B
…
機
械
・
建
築
以
外
必
修

A
…
必
修

R2時間割表（専門科目・教職科目）*主担当教員

２
時
限

H30年度以前生は
選択

34A503
（梅：端末室３）

3～4時限連続
理免必

佐藤　謙二 34A506
（梅：端末室６）

清田　馨

小林　康麿

時
限

１　　　年　　　次 時
限

２　　　年　　　次

化学実験室

１
時
限

*モフィディ
志賀

7101（世：端末室３）
7102

２
時
限

高崎　恵

3～4時限連続
理免必

３
時
限

*モフィディ
志賀

7101（世：端末室３）
7102

清田　馨 化学実験室

物理実験室

物理実験室

8410

梅崎　馨章

４
時
限

*モフィディ
奥津・井尻

8508
M機械実習工場
Mものづくり工房

4
時
限

建築
・

まち
・

人情

建築
・

まち
・

人情

M製図室
Mものづくり工房

５
時
限

５
時
限

梅崎　馨章

６
時
限

8508
M機械実習工場
Mものづくり工房

4～5時限連続
＊モフィディ
奥津・井尻

３
時
限

木村　昌史 34A505
（梅：端末室５）

まち
・

人情
清田　馨 7202

電
子
・
建
築
・
基
礎
・
フ
レ
キ

１
時
限

一島　力男 34A502
（梅：端末室２）
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718 秋 発変電工学 伊藤　裕道 34A405 教職 904 春 教育実習Ⅱ（事後指導を含む） *郡司・伊藤
5301AL教室

34A401 教職選必

720 春 通信工学Ａ 九鬼　孝夫 7201 H30以前の入学生 教職 905 春 教育実習Ⅲ（事後指導を含む） *郡司・伊藤
5301AL教室

34A401 教職選必

721 秋 通信工学Ｂ 九鬼　孝夫 8404 H30以前の入学生

719 春 電力工学 伊藤　裕道 34A405

722 建選必 秋 広域・都市環境論 木原　己人 7203

723 医選必 春 診療情報学Ａ 降旗　光太郎 34A602

教職 903 秋 教育実習Ⅰ（事前指導） *助川・伊藤 34B304
34A401

教職必

717 医選必 秋 循環器系工学 二川　佳央 7103

718 春 流体工学 玉木　秀明 8503 730 春 電気法規及び施設管理Ａ 舛澤　弘一 7203

719 春 基礎ロボット工学 神野　誠 7204 731 秋 電気法規及び施設管理Ｂ 舛澤　弘一 7203

720 秋 マイクロ波・光工学 九鬼　孝夫 8404 732 秋 建築と介護支援論 田中　千歳 7201

721 春 河川工学 山坂　昌成 7304（まちづくり演習室）

722 建選必 秋 建築生産論 朝吹　香菜子 8410 H30以前生

723 秋 計測工学 奥津　良之 7205

724 建選必 春 福祉住環境論Ｂ *田中・寺内 7103

725 春 地球惑星発達史 清田　馨 8404

726 医選必 春 診療情報学Ｂ 降旗　光太郎 34A602

727 秋 固体地球物質科学 乾　睦子 大学院講義室2

728 春 解析特論Ｂ 鈴木　龍一 8409

729 秋 解析特論Ｃ 鈴木　龍一 8409

教職 903 春 教育方法論 笹川　啓一 5304

725 医選必 春 スポーツバイオメカニクス 和田　匡史 7203

726 秋 メカトロニクス 櫛橋　康博 7202

727 春 電気機器Ａ 乾　昭文 7204

728 秋 電気機器Ｂ 乾　昭文 7204 724 春 防災まちづくり 橋本　隆雄 6104 H30年度以前入学生対象

729 建必 春 設備デザイン計画 原　英嗣 7102 H30以前生

731 秋 データベース 秋田　義一 34A505（梅ヶ丘端末室５）

732 建選必 秋 建築構造製図 菅野　斉 世田谷端末室１ ３～４限連続

730 春 空間情報学 秋田　義一 世田谷端末室１

733 医選必 春 医用流体工学 玉木　秀明 7202

735 秋 グラフ理論 新庄　玲子 7203 H26以前生

734 春 位相空間論 新庄　玲子 7103 H26以前生

737 秋 量子化学 高橋　忍 7104演習室 H25以前生

736 秋 原子・分子の科学 高橋　忍 7104演習室 H26以前生

738 春 幾何学Ｂ 新庄　玲子 7103 H27以降生

739 秋 幾何学Ｃ 新庄　玲子 7203 H27以降生

740 秋 橋梁・道路デザイン 二井　昭佳 7304（まちづくり演習室）

718 春 自然環境エネルギー 乾　昭文 大学院講義室1

教職 901 春 教育方法論 笹川　啓一 5304

710 春 自動車デザイン 馬場　雅之 7202

711 春 電磁波工学 紀平　一成 7203

712 春 ３ＤプレゼンテーションＣＡＤ 井手　孝太郎 世田谷端末室１ ４～５限連続

713 秋 車両運動学 馬場　雅之 7202

715 医選必 春 認知科学概論Ａ 小崎　充 7204 H30以前生

716 医選必 秋 認知科学概論Ｂ 小崎　充 7204 H30以前生

717 まち必 春 土質力学Ｂ 橋本　隆雄 7103

719 秋 まちづくり特別講義 西村・二井 7304（まちづくり演習室）

連続 建選必 秋 建築構造製図 菅野　斉 世田谷端末室１ ３～４限連続

教職 903 春 教育行財政 堀井　雅道 10101

707 春 電波法規 紀平　一成 7202

702 春 電気電子材料Ａ 酒井　平祐 7204

703 秋 電気電子材料Ｂ 酒井　平祐 7204

704 通年 キャリアデザインＣ 中村　嘉志 7103、7102

705 建選必 秋 建築構造設計Ｂ 鈴木　啓 大学院講義室2

706 まち必 秋 構造物設計演習 *橋本・堀田 7101（世田谷端末室３）

連続 春 ３ＤプレゼンテーションＣＡＤ 井手　孝太郎 世田谷端末室１ ４～５限連続

教職 903 秋 教育行財政 堀井　雅道 10101

３
時
限
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701 建必 春 人・建築・社会 国広　ジョージ　健彦 M中教室(M401) 708 機必 春 機械設計製作プロジェクトＡ 1～2時限連続

702 春 情報技術者演習Ａ 嶋田　丈裕 7203 709 機必 春 設計製作プロジェクトＢ
H24年度以前生
1～2時限連続

703 秋 建築の力とかたち *横内・位田
M製図室

M建築スタジオ
H31以降生 710 秋 制御工学 中嶌　信弥 7102

電・基 704 春 基礎化学Ａ 栁川　昭久 7201 713 春 コンピュータリテラシーＡ 小林　泰介 世田谷端末室１ 再履修クラス

電・基 705 秋 基礎化学Ｂ 名越　篤史 7201 714 秋 コンピュータリテラシーＢ 小林　泰介 世田谷端末室１ 再履修クラス

706 まち必 春 景観デザインの基礎Ａ 山田　裕貴 5303 隔週開講 711 春 電気数学Ａ 舛澤　弘一 7101（世田谷端末室３）
電子情報3年以上再
履、電子以外対象

707 まち必 秋 景観デザインの基礎Ｂ 山田　裕貴 7304（まちづくり演習室） 隔週開講 712 秋 電気数学Ｂ 神津　薫 7101（世田谷端末室３）

教職 901 春 教育基礎論 柏瀬　健一 10331

教職 902 秋 教育基礎論 柏瀬　健一 10331

人情 701 春 基礎力学Ａ 堀畑　聡 5306 H31以降生 713 春 化学Ａ 栁川　昭久 8501

電子 705 春 基礎力学Ａ 高橋　忍 7202 H31以降生 714 春 電子工学 野田　悦夫 7205

人情 703 秋 基礎力学Ｂ 堀畑　聡 7205 H31以降生 715 春 スクリプト言語プログラミング 小林　泰介 世田谷端末室１

電子 707 秋 基礎力学Ｂ 高橋　忍 7202 H31以降生 716 春 コンピュータソフトウエア 大屋　隆生 7101（世田谷端末室３） H30以前生

基礎 709 基選必 春 基礎数学Ａ１ 梅田　典晃 34B302 718 秋 情報管理 大屋　隆生 7101（世田谷端末室３）

基礎 710 基選必 秋 基礎数学Ｂ１ 梅田　典晃 34B302 717 春 情報技術概論 大屋　隆生 7101（世田谷端末室３） H31以降生

医 702 春 基礎物理Ａ 堀畑　聡 5306 H30以前生 719 建必 春 建築福祉医療 田中　千歳 7201 H31以降生

電子 706 春 基礎物理Ａ 高橋　忍 7202 H30以前生 722 秋 基礎電子回路 野本　俊裕 7104演習室

医 704 秋 基礎物理Ｂ 堀畑　聡 7205 H30以前生 720 建必 春 福祉住環境論Ａ 田中　千歳 7201 H30以前生

電子 708 秋 基礎物理Ｂ 高橋　忍 7202 H30以前生 まち 721 秋 住環境の心理学 田中　千歳 7201 まち選択

711 春 線形代数Ａ 岡田　篤子 6303 723 春 幾何学 新庄　玲子 7103 H26以前生

712 秋 線形代数Ｂ 岡田　篤子 6303 724 秋 新庄　玲子 7103 H26以前生

連続 まち必 春 景観デザインの基礎Ａ 山田　裕貴 5303 隔週開講 725 春 幾何学Ａ 新庄　玲子 7103 H27以降生

連続 まち必 秋 景観デザインの基礎Ｂ 山田　裕貴 7304（まちづくり演習室） 隔週開講 726 秋 幾何学Ａ 新庄　玲子 7103 H27以降生

901 秋 教育基礎論 柏瀬　健一 10105 連続 機必 春 機械設計製作プロジェクトＡ 1～2時限連続

連続 機必 春 設計製作プロジェクトＢ
H24年度以前生
1～2時限連続

司諭 902 春 学校経営と学校図書館 藤森　馨 34A602

司諭 903 秋 学校経営と学校図書館 藤森　馨 34A602

機械 701 機必 春 物理実験 和田　浩明 物理実験室 ３～４限連続 717 春 Ｃプログラミング入門 鬼頭　政
34A503（梅ヶ丘端末室

３）

機械 702 機必 秋 物理実験 和田　浩明 物理実験室 ３～４限連続 718 秋 Ｃプログラミング応用 鬼頭　政
34A503（梅ヶ丘端末室

３）

機械 703 春 化学実験 栁川　昭久 化学実験室 ３～４限連続
建築
のみ 719 建必 春 設計スタジオⅠａ

*南・鈴木丈・蔵楽
高橋・植・杉山

M製図室
M建築スタジオ

H31以降生
３～４限連続

機械 704 秋 化学実験 名越　篤史 化学実験室 ３～４限連続
建築
のみ 721 建必 秋 設計スタジオⅠｂ

*国広・蔵楽・須川
植・髙橋・鈴木丈 M製図室

H31以降生
３～４限連続

基礎 705 春 基礎力学Ａ 小倉　昭弘 8409 H31以降生
建築
のみ 720 建必 春 設計スタジオⅠ

*南・鈴木丈・蔵楽
高橋・植・杉山

M製図室
M建築スタジオ

H30以前生
３～４限連続

建築 709 建必 春 基礎力学Ａ 堀畑　聡 7102 H31以降生
建築
のみ 722 建必 秋 設計スタジオⅡ

*国広・蔵楽・須川
植・髙橋・鈴木丈 M製図室

H30以前生
３～４限連続

基礎 707 秋 基礎力学Ｂ 小倉　昭弘 8409 H31以降生 723 秋 地学実験 *乾・泉 M自然科学実験室
理免必

３～４限連続

建築 711 建必 秋 基礎力学Ｂ 堀畑　聡 7102 H31以降生 724 春 代数学幾何学精義 新庄　玲子 7205

基礎 706 春 基礎物理Ａ 小倉　昭弘 8409 H30以前生 725 まち必 秋 水理学及び演習 山坂　昌成 7205 ３～４限連続

建築 710 建必 春 基礎物理Ａ 堀畑　聡 7102 H30以前生 教職 901 秋 教育心理学 雨森　雅哉 6403

基礎 708 秋 基礎物理Ｂ 小倉　昭弘 8409 H30以前生

建築 712 建必 秋 基礎物理Ｂ 堀畑　聡 7102 H30以前生

713 春 線形代数Ａ 梅田　典晃 7203

714 秋 線形代数Ｂ 梅田　典晃 7203

715 春 線形代数概論Ａ 関口　勝右 7202

716 秋 線形代数概論Ｂ 新庄　玲子 7201

701 建必 秋 建築構法 朝吹　香菜子 M中教室(M401) 704 秋 メディアコンテンツ演習 中嶌　信弥 7101（世田谷端末室３）

電子 702 電選必 春 基礎数学Ａ２ 石川　賢太 8411 H30以前生は選択 705 秋 情報ビジネス論 池田　尚義 7102

電子 703 電選必 秋 基礎数学Ｂ２ 石川　賢太 8411 H30以前生は選択 706 医選必 秋 医療管理１ 三上　可菜子 7202 H30以前生

機械 連続 機必 春 物理実験 和田　浩明 物理実験室 ３～４限連続 707 人選必 秋 医療管理 三上　可菜子 7202 H31以降生

機械 連続 機必 秋 物理実験 和田　浩明 物理実験室 ３～４限連続
建築
のみ 連続 建必 春 設計スタジオⅠａ

*南・鈴木丈・蔵楽
高橋・植・杉山

M製図室
M建築スタジオ

H31以降生
３～４限連続

機械 連続 春 化学実験 栁川　昭久 化学実験室 ３～４限連続
建築
のみ 連続 建必 秋 設計スタジオⅠｂ

*国広・蔵楽・須川
植・髙橋・鈴木丈 M製図室

H31以降生
３～４限連続

機械 連続 秋 化学実験 名越　篤史 化学実験室 ３～４限連続
建築
のみ 連続 建必 春 設計スタジオⅠ

*南・鈴木丈・蔵楽
高橋・植・杉山

M製図室
M建築スタジオ

H30以前生
３～４限連続

教職 901 秋 道徳教育の理論と実践 栗栖　淳 34B204
建築
のみ 連続 建必 秋 設計スタジオⅡ

*国広・蔵楽・須川
植・髙橋・鈴木丈 M製図室

H30以前生
３～４限連続

連続 秋 地学実験 *乾・泉 M自然科学実験室
理免必

３～４限連続

連続 まち必 秋 水理学及び演習 山坂　昌成 7205 ３～４限連続

教職 902 秋 教育心理学 金子　真人 10331

教職 903 秋 教職論 郡司　菜津美 5303

701 秋 機械工学概論 相澤　収 7203 704 秋 コンピュータ工学 河本　満 7201 情報免

基礎 702 春 線形代数Ａ 石川　賢太 7205 705 機必 春 機械力学Ａ 本田　康裕 7201

基礎 703 秋 線形代数Ｂ 石川　賢太 7205 基礎のみ 706 機必 秋 機械力学Ｂ 本田　康裕 5303

ペア 電必 春 電子情報の基礎および演習Ａ 酒井　平祐 7301演習室 月３ペア 707 電必 春 電気数学Ａ 舛澤　弘一 7101（世田谷端末室３）

ペア 電必 秋 電子情報の基礎および演習Ｂ 酒井　平祐 7301演習室 月３ペア 709 秋 環境科学Ｂ 泉　賢太郎 7204

教職 901 春 道徳教育の理論と実践 栗栖　淳 34B204 人情 710 人選必 春 人間情報処理演習Ａ
*小崎・大浦
土居・三上

世田谷端末室１
M健康医工学実験室

人情 711 人選必 秋 人間情報処理演習Ｂ *和田・二川
地神・三上

7101（世田谷端末室３）
M健康医工学実験室

教職 902 春 教育心理学 金子　真人 10331

教職 903 春 教職論 郡司　菜津美 5303

教職 901 春 数学科教育論Ⅰ 吉田　昌裕 7202 数免必

教職 902 秋 数学科教育論Ⅱ 吉田　昌裕 7202 数免必
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715 秋 機械材料工学 モフィディ　タバタバイ 7205

716 医選必 春 分類法 降旗　光太郎 34A411 １～２限連続

717 春 フーリエ解析 岡田　篤子 7202 H26以前生

719 秋 偏微分方程式 岡田　篤子 7202 H26以前生

721 医必 秋 健康医工学Ｃ 立原　敬一 7204 １～２限連続

718 春 解析学Ｄ 岡田　篤子 7202 H27以降生

720 秋 解析学Ｅ 岡田　篤子 7202 H27以降生

727 春 伝熱工学 佐藤　公俊 7104演習室 H31年度 水・春・2限 737 建選必 春 建築構造計画 鈴木　啓 大学院講義室1

729 秋 ＪＡＶＡプログラミング 小林　泰介 世田谷端末室１

728 秋 エネルギー工学 佐藤　公俊 7203

730 建選必 秋 工事管理 位田　達哉 7102

731 秋 ソフトウェア工学Ａ 池田　尚義 6304

732 春 パターン認識 中嶌　信弥 7203

733 建選必 春 未来の都市・建築論 国広　ジョージ　健彦 M中教室(M401)

734 医選必 春 医用工学特別講義 立原　敬一 6104

735 春 相対性理論 小倉　昭弘 8409

736 秋 放射線科学概論 小倉　昭弘 8409 H26年度以降生対象

建築 721 建選必 秋 住環境の心理学 田中　千歳 7201

連続 医選必 春 分類法 降旗　光太郎 34A411 １～２限連続

連続 医必 秋 健康医工学Ｃ 立原　敬一 7204 １～２限連続

教職 904 秋 教育方法論 助川　晃洋 5304

726 機必 春 機械設計製作プロジェクトＣ
*モフィディ・大橋・大高・
神野・本田・三好・佐藤・

堀井・富樫

H25以降生
３～４限連続

電子 737 春 電力通信実験A
*乾・小田井・菊地
野田・舛澤・中本

728 機必 秋 研究開発プロジェクト基礎
*モフィディ・大橋・大高・
神野・本田・三好・佐藤・

堀井・富樫

H25以降生
３～４限連続

電子 738 秋 電力通信実験B
*乾・菊地・野本
野田・舛澤・中本

730 建選必 春 建築環境工学実験 原　英嗣 環境工学実験室 ３～４限連続 739 建選必 春 建築施工計画 位田　達哉 建築材料実験室

727 機必 春 設計製作プロジェクトＣ
*モフィディ・大橋・大高・
神野・本田・三好・佐藤・

堀井・富樫

H24以前生
３～４限連続

729 機必 秋 設計製作プロジェクトＤ
*モフィディ・大橋・大高・
神野・本田・三好・佐藤・

堀井・富樫

H24以前生
３～４限連続

731 秋 ソフトウェア工学Ｂ 池田　尚義 5306

732 建選必 秋 建築設備製図 原　英嗣 M建築スタジオ ３～４限連続

733 春 素粒子と宇宙 関口　宗男 8411

734 医必 春 医療系実験Ａ
*二川・和田・立原
内田・村瀬・土居 ３～４限連続

735 医必 秋 医療系実験Ｂ
*和田・立原・内田
村瀬・土居・二川 ３～４限連続

736 秋 土質実験 橋本　隆雄 土質実験室 ３～４限連続

708 秋 コンピュータグラフィックス 小林　泰介 34A506（梅ヶ丘端末室６） 709 春 建築リハビリテーション論 田中　千歳 7205 H25～H30年度生

連続 機必 春 機械設計製作プロジェクトＣ
*モフィディ・大橋・大高・
神野・本田・三好・佐藤・

堀井・富樫

H25以降生
３～４限連続

電子 連続 春 電力通信実験A *乾・小田井・菊地
野田・舛澤・中本

連続 機必 秋 研究開発プロジェクト基礎
*モフィディ・大橋・大高・
神野・本田・三好・佐藤・

堀井・富樫

H25以降生
３～４限連続

電子 連続 秋 電力通信実験B
*乾・菊地・野本
野田・舛澤・中本

連続 建選必 春 建築環境工学実験 原　英嗣 環境工学実験室 ３～４限連続

連続 機必 春 設計製作プロジェクトＣ
*モフィディ・大橋・大高・
神野・本田・三好・佐藤・

堀井・富樫

H24以前生
３～４限連続

連続 機必 秋 設計製作プロジェクトＤ
*モフィディ・大橋・大高
神野・本田・三好・佐藤

堀井・富樫

H24以前生
３～４限連続

連続 建選必 秋 建築設備製図 原　英嗣 M建築スタジオ ３～４限連続

連続 医必 春 医療系実験Ａ
*二川・和田・立原
内田・村瀬・土居 ３～４限連続

連続 医必 秋 医療系実験Ｂ
*和田・立原・内田
村瀬・土居・二川 ３～４限連続

連続 秋 土質実験 橋本　隆雄 土質実験室 3～4限連続

教職 904 春 教育課程論 助川　晃洋 34A208

教職 905 秋 教育課程論 助川　晃洋 34A208

712 まち必 秋 力学総合演習Ａ *山坂・橋本・津野 7102

教職 904 春 数学科指導法Ⅰ 吉田　昌裕 7202 数免必

教職 905 秋 数学科指導法Ⅱ 吉田　昌裕 7202 数免必

教職 906 秋 教育課程論 助川　晃洋 34A208 教免必

５
時
限

３
時
限

電気基礎実験室

４
時
限

４
時
限

【水曜日】
4　　　年　　　次

3～4時限連続

時
限

３
時
限

１
時
限

２
時
限

時
限

２
時
限

電気基礎実験室 3～4時限連続

１
時
限

R2時間割表（専門科目・教職科目）*主担当教員

３　　　年　　　次

Mものづくり工房、
7301演習室、M機械実
習工場、院講義室2、
7103、院講義室1

Mものづくり工房、
7301演習室、M機械実
習工場、院講義室2、
7103、院講義室1

7204、
世田谷端末室２、

M健康医工学実験室

Mものづくり工房、
7301演習室、M機械実
習工場、院講義室2、
7103、院講義室1

Mものづくり工房、
7301演習室、
M機械実習工場、院講
義室2、7103、院講義室
1

7204、
世田谷端末室２、

M健康医工学実験室
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履修制限

建築
のみ 701 建必 春 デザインの表現Ａ *南・大野 M製図室 711 秋期 化学Ｂ 名越　篤史 7203

建築
のみ

702 建選必 秋 デザインの表現Ｂ *山嵜・大野 M製図室 712 機必 春 工業熱力学Ａ 大髙　敏男 7201

建築
のみ

連続 春 基礎デザインＡ 佐藤圭一 M建築スタジオ 713 機必 秋 工業熱力学Ｂ 大髙　敏男 7201

建築
のみ 連続 秋 基礎デザインＢ 佐藤圭一 M建築スタジオ 714 春 電気製図 中本　哲哉 7103

H31以降生
１～２限連続

715 春 電気製図Ａ 中本　哲哉 7103
H30以前生

１～２限連続

703 春 コンピュータリテラシーＡ 鬼頭　政 世田谷端末室１ 716 秋 電気製図Ｂ 中本　哲哉 7103
H30以前生

１～２限連続

704 春 コンピュータリテラシーＡ 大嶌　彰昇
34A506

（梅ヶ丘端末室６） 717 春 景観工学 二井　昭佳 7202

705 春 コンピュータリテラシーＡ 林　一雅
34A501

（梅ヶ丘端末室１）
718 建必 春 住居論 江川　紀美子 7102

706 春 コンピュータリテラシーＡ 齋藤　研一
34A502

（梅ヶ丘端末室２）

707 秋 コンピュータリテラシーＢ 齋藤　研一
34A502

（梅ヶ丘端末室２）

708 秋 コンピュータリテラシーＢ 鬼頭　政 世田谷端末室１

709 秋 コンピュータリテラシーＢ 林　一雅
34A501

（梅ヶ丘端末室１）

710 秋 コンピュータリテラシーＢ 大嶌　彰昇
34A506

（梅ヶ丘端末室６）

ペア 電必 春 電子情報の基礎および演習Ａ 九鬼　孝夫 5416第1講義室 月３ペア科目

ペア 電必 秋 電子情報の基礎および演習Ｂ 九鬼　孝夫 5416第1講義室 月３ペア科目

ペア 電必 春 電子情報の基礎および演習Ａ 高橋　幸雄 大学院講義室2 月３ペア科目

ペア 電必 秋 電子情報の基礎および演習Ｂ 高橋　幸雄 大学院講義室2 月３ペア科目

基礎 703
基選
必

春 基礎数学Ａ２ 間庭　正明 7201 705 機必 春 流体力学Ａ 富樫　盛典 8503

基礎 704
基選
必

秋 基礎数学Ｂ２ 鈴木　龍一 7205 706 機必 秋 流体力学Ｂ 富樫　盛典 8503

707 建必 秋 建築計画 南　泰裕 M中教室(M401) H31以降生

建築
のみ

連続 建必 春 デザインの表現Ａ *南・大野 M製図室 708
建必

まち必 建築構造材料 朝吹　香菜子 8405

建築
のみ

連続 建選必 秋 デザインの表現Ｂ *山嵜・大野 M製図室 709 建必 秋 建築の環境構成 南　泰裕 M中教室(M401) H30以前生

建築
のみ

701 春 基礎デザインＡ 佐藤圭一 M建築スタジオ 710 春 基礎電磁気学 和田　浩明 大学院講義室2

建築
のみ

702 秋 基礎デザインＢ 佐藤圭一 M建築スタジオ 711 秋 振動と波動 和田　浩明 7102

712 医選必 秋 スポーツ解剖学 地神　裕史 7204 H30以前生

713 人選必 秋 機能解剖学 地神　裕史 7204 H31以降生

→ 714 春 基礎理学演習Ｂ 鈴木　龍一 7205 H26年度以前生

→ 716 秋 基礎理学演習Ｃ 間庭　正明 8402 H26年度以前生

→ 715 春 解析学精義Ａ 鈴木　龍一 7205 H27年度以降生

→ 717 秋 解析学精義Ｂ 間庭　正明 8402 H27年度以降生

718 秋 ランドスケープデザイン 西田　正徳
7304

（まちづくり演習
室）

連続 春 電気製図 中本　哲哉 7103
H31以降生

１～２限連続

連続 春 電気製図Ａ 中本　哲哉 7103
H30以前生

１～２限連続

連続 秋 電気製図Ｂ 中本　哲哉 7103
H30以前生

１～２限連続

司諭 901 春 学習指導と学校図書館 三澤　勝己 6105

司諭 902 秋 読書と豊かな人間性 三澤　勝己 6105

電子 701 電必 春 物理実験 高橋　忍 物理実験室 709 機必 秋 機械設計製作プロジェクトＢ

電子 702 電必 秋 物理実験 高橋　忍 物理実験室 710 機必 秋 設計製作プロジェクトＡ

電子 703 春 化学実験 栁川　昭久 化学実験室 711 建必 秋 建築実務ＣＡＤ *横内・井手 世田谷端末室１ 3～4時限連続

電子 704 秋 化学実験 栁川　昭久 化学実験室 712 春 電気電子計測Ａ 芹澤　善積 7202

人情 705 人選必 春 基礎数学Ａ２ 間庭　正明 7205 713 医必 秋 医療系基礎実験
*二川・岩原

内田・地神・土居

7101、7204、M健康医
工学実験室、7301演習

室

H30以前生
3～4時限連続

機械 707 機必 春 基礎数学Ａ２ 堀地　紀行 7102 715 医必 春 医療系情報技術実験
*大浦・岩原
内田・地神

7101、M健康医工学
実験室、7204

H30以前生
3～4時限連続

人情 706 人選必 秋 基礎数学Ｂ２ 間庭　正明 7205 717 春期 代数学 関口　勝右 7203 H26年度以前生

機械 708 機必 秋 基礎数学Ｂ２ 堀地　紀行 7102 714 人必 秋 人間情報学基礎実験
*二川・岩原

内田・地神・土居

7101、7204、M健康医
工学実験室、7301演習

室

H31以降生
3～4時限連続

716 人必 春 人間情報学技術実験
*大浦・岩原
内田・地神

7101、M健康医工学
実験室、7204

H31以降生
3～4時限連続

718 春期 代数学Ａ 関口　勝右 7203 H27年度以降生

719 春 まちづくりの計画と進め方Ａ 西村　亮彦 7304（まちづくり演習
室）

720 秋 まちづくりの計画と進め方Ｂ 西村　亮彦 7304（まちづくり演習室）

701 まち必 春 まちづくり概論 二井　昭佳
7304

（まちづくり演習
室）

703 秋 オペレーティングシステム 中村　嘉志 8409
H28年度入学生以降対

象

建築・ま
ち

・フレキ
702 必 秋 技術者倫理 木村　礼夫 7201 704 春 代数学 関口　勝右 5306 H26年度以前生

電子 連続 電必 春 物理実験 高橋　忍 物理実験室 705 春 理工系の数理解析Ａ 堀地　紀行 7102

電子 連続 電必 秋 物理実験 高橋　忍 物理実験室 706 秋 理工系の数理解析Ｂ 堀地　紀行 7202

電子 連続 春 化学実験 栁川　昭久 化学実験室 707 春 代数学Ａ 関口　勝右 5306 H27年度以降生

電子 連続 秋 化学実験 栁川　昭久 化学実験室 708 秋 代数学Ｂ 関口　勝右 7103

教職 901 春 教育基礎論 菱刈　晃夫 34B205 ペア 電必 春 回路理論Ａと演習 小田井　圭 7201 月４ペア科目

連続 機必 秋 機械設計製作プロジェクトＢ

連続 機必 秋 設計製作プロジェクトＡ

連続 建必 秋 建築実務ＣＡＤ *横内・井手 世田谷端末室１ 3～4時限連続

連続 医必 秋 医療系基礎実験
*二川・岩原

内田・地神・土居

7101、7204、M健康医
工学実験室、7301演習

室

H30以前生
3～4時限連続

連続 医必 春 医療系情報技術実験
*大浦・岩原
内田・地神

7101、M健康医工学
実験室、7204

H30以前生
3～4時限連続

連続 人必 秋 人間情報学基礎実験
*二川・岩原

内田・地神・土居

7101、7204、M健康医
工学実験室、7301演習

室

H31以降生
3～4時限連続

連続 人必 春 人間情報学技術実験
*大浦・岩原
内田・地神

7101、M健康医工学
実験室、7204

H31以降生
3～4時限連続

司諭 902 春 学習指導と学校図書館 三澤　勝己 6105

司諭 903 秋 読書と豊かな人間性 三澤　勝己 6105

機・ま 701
機必
ま必 春 基礎力学Ａ 和田　浩明 7201 H31年度以降生 705 春 デジタル信号処理 中嶌　信弥 7202 H28年度以降生

機・ま 703
機必
ま選

秋 基礎力学Ｂ 和田　浩明 7201 H31年度以降生

機・ま 702
機必
ま必

春 基礎物理Ａ 和田　浩明 7201 H30年度以前生

機・ま 704
機必
ま選 秋 基礎物理Ｂ 和田　浩明 7201 H30年度以前生

ペア 電必 春 電子情報の基礎および演習Ａ 大屋　隆生 大学院講義室1 月３ペア科目

ペア 電必 秋 電子情報の基礎および演習Ｂ 大屋　隆生 大学院講義室1 月３ペア科目

ペア 電必 秋 電子情報の基礎および演習Ｂ 中嶌　信弥 7301演習室 月３ペア科目

教職 901 通年 情報と職業 山﨑　由喜 世田谷端末室１ 情免必

B
…
機
械
・
建
築
以
外
必
修

A
…
必
修

５
時
限

６
時
限

６
時
限

５
時
限 706 健康医工学A

３
時
限

３
時
限

*三好
佐藤・堀井

大学院講義室2
Mものづくり工房
M機械実習工場

8506

時
限

２　　　年　　　次

【木曜日】

１
時
限

学系別
学籍 No. 順

ｸﾗｽ分け

秋・木2時限で入力

秋・木1時限で入力

春・木2時限で入力

２
時
限

１～2時限連続
（隔週）

*三好
佐藤・堀井

２
時
限

時
限

１
時
限

機
械
・
ま
ち
・
人
情
・
基
礎

・デザインの表現A

・デザインの表現B

・基礎デザインA

・基礎デザインB

◆Ｗｅｂ履修登録注意点

１　　　年　　　次

R2時間割表（専門科目・教職科目）*主担当教員

１～2時限連続
（隔週）

春・木1時限で入力

1～2時限連続
（隔週）

1～2時限連続
（隔週）

４
時
限

４
時
限

3～4時限連続
H24年度以前生

707 人必 春 人間情報学Ａ H31年度以降生

H30年度以前生春医必
7101・7203

7204・7205・34A609
M自然科学実験室

M健康医工学実験室

*大浦・二川・小崎
和田・地神・土居・

岩原

大学院講義室2
Mものづくり工房
M機械実習工場

8506

3～4時限連続
H24年度以前生
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719 秋 エンジン工学 本田　康裕 7203 724 建選必 春 建築設備設計 原　英嗣
大学院講義室

1

720 春 西洋建築史 奥田　耕一郎 7102

721 建選必 秋 建築仕上材料 朝吹　香菜子 7201

722 春 機構学 山本　大介 7203

723 秋 河川環境とまちづくり *萱場・西村 7202

726 秋 代数学C 関口　勝右 7103

727 春 建設材料・構造実験 津野　和宏
コンクリート実験

室
3～4時限連続

728 秋 維持管理工学 津野　和宏 7203

723 秋 半導体工学 小倉　常雄 7202

基礎 722 春 ゼミナールＡ 鈴木　龍一 8402

709 秋 代数方程式論 関口　勝右 7103 H26年度以前生

710 秋 数学特別演習 間庭　正明 7205

711 まち必 秋 土木施工 加藤　敏明 7102

712 秋 画像音響処理 中嶌　信弥 8410 情免必

連続 春 建設材料・構造実験 津野　和宏
コンクリート実験

室
3～4時限連続

708 秋 機械加工 三好　由記博 7202

電必

電必連続

連続電子

電子

*中嶌・梅崎・大
屋・神津・野田・岩

舘・菊地

電気基礎実験
室

7101（世田谷端末室
３）

1～2時限連続電気電子工学実験Ｂ

電気電子工学実験Ａ春

秋

電気基礎実験
室

7101（世田谷端末室
３）

1～2時限連続

電必719電子

秋電必720電子

６
時
限

６
時
限

５
時
限

５
時
限

機械工学実験721 機必 春

３
時
限

725

時
限

１
時
限

4　　　年　　　次

*中嶌・梅崎・大屋
野田・芹澤・岩舘・

菊地

時
限

３　　　年　　　次

【木曜日】

*中嶌・梅崎・大
屋・神津・野田・岩

舘・菊地

電気基礎実験
室

7101（世田谷端末室
３）

1～2時限連続電気電子工学実験Ｂ

電気電子工学実験Ａ春

R2時間割表（専門科目・教職科目）*主担当教員

１
時
限

２
時
限

２
時
限

*中嶌・梅崎・大屋
野田・芹澤・岩舘・

菊地

1～2時限連続

３
時
限

４
時
限

４
時
限

3～4時限連続Ｍ製図室

7103・7301
M機械実習工場
Mものづくり工房

電気基礎実験
室

7101（世田谷端末室
３）

3～4時限連続
*本田・大髙
大橋・奥津

ﾓﾌｨﾃﾞｨ・富樫

春建選必連続

724
*国広･ｳﾞｧﾝｱｶｰ
高階・吉本・池田設計スタジオⅢ

Ｍ製図室

建選必連続

*国広･ｳﾞｧﾝｱｶｰ
高階・吉本・池田

M製図室
*南･ｳﾞｧﾝｱｶ―

高階・吉本・鈴木
啓

設計スタジオⅣ

3～4時限連続設計スタジオⅢ

秋 3～4時限連続

連続

春建選必

*南･ｳﾞｧﾝｱｶ―
高階・吉本・鈴木

啓
M製図室建選必 3～4時限連続秋 設計スタジオⅣ

機必 春 3～4時限連続
7103・7301

M機械実習工場
Mものづくり工房

*本田・大髙
大橋・奥津

ﾓﾌｨﾃﾞｨ・富樫
機械工学実験



履修
区分

登 録
コード

必選
区分

時期 科　　目 教　員 教　室 摘　要
履修制限

履修
区分

登 録
コード

必選
区分

時期 科　　目 教　員 教　室 摘　要
履修制限

電、人
基、フ

701 必 春 キャリアデザインＡ 中村　嘉志
7202、7203、7204、

7205、7201
705 建選必 春 建築ユニバーサルデザイン 村井　エリ 7102 H31年度以降生

機械 702 機必 春 基礎化学Ａ 向田　雅一 8410 706 春 生物学Ｂ 齋藤　理佳 8411

機械 703 機必 秋 基礎化学Ｂ 向田　雅一 8410 707 まち必 春 設計製図Ｂ 近藤　尚二 世田谷端末室１

704 まち必 秋 設計製図Ａ 近藤　尚二 7204

機械 708 機必 春 基礎数学Ａ２ 岡田　篤子 5302 715 機必 秋 キャリアデザインＢ 佐藤　公俊 8405

機械 709 機必 秋 基礎数学Ｂ２ 岡田　篤子 5302 716 秋 スクリプト言語プログラミング 鬼頭　政 34A503（梅ヶ丘端末室３）

建築 710 春 基礎化学Ａ 向田　雅一 7203 717 建選必 春 建築デザインＡ 杉山　久哉 M製図室

建築 711 秋 基礎化学Ｂ 向田　雅一 7203 718 秋 建築デザインＢ 池田　雪絵 M中教室(M401)

701 医必 春 健康医工学基礎演習Ａ *土居・大浦・二川
小崎・和田・地神 H30年度以前生 719 秋 システム工学 中村　嘉志 7204 H31以降の入学生

702 人必 春 人間情報学基礎演習Ａ *土居・大浦・二川
小崎・和田・地神、 H31年度以降生 720 秋 基礎量子力学 関口　宗男 8411

電・フ 712 春 コンピュータ操作演習 鈴木　里史 世田谷端末室１ 721 まち必 春 構造力学及び演習Ｂ 秋元　礼子 10105 ２～３限連続

713 春 コンピュータ操作演習 鬼頭　政 34A505（梅ヶ丘端末室５） ペア 電必 春 電磁気学Ａと演習 九鬼　孝夫 10101 火２ペア科目

703 医必 秋 健康医工学基礎演習Ｂ *土居・大浦・二川
小崎・和田、地神 7102 H30年度以前生 ペア 秋 電磁気学Ｂと演習 酒井　平祐 10101 火２ペア科目

704 人必 秋 人間情報学基礎演習Ｂ *土居・大浦・二川
小崎・和田、地神 7102 H31年度以降生 教職 901 春 生徒指導論 小谷川　元一 10212 H30年度以前生

電・フ 705 秋 スクリプト言語プログラミング 鈴木　里史 世田谷端末室１ 教職 902 秋 生徒指導論 小谷川　元一 10212 H30年度以前生

706 春 建築と健康の生態学 村井　エリ 7102 H30年度以前生 教職 903 春 生徒・進路指導論 小谷川　元一 10212 H31年度以降生

707 春 福祉住環境 村井　エリ 7102 H31年度以降生 教職 904 秋 生徒・進路指導論 小谷川　元一 10212 H31年度以降生

714 まち必 秋 構造力学及び演習Ａ 秋元　礼子 10105 2～3時限連続

人情 701 人選必 春 基礎数学Ａ１ 杉江　道男 7205 703 春 科学技術と知的財産法
*飯田・三浦
本山・田邊 7202

人情 702 人選必 秋 杉江　道男 7205 704 春 Ｃプログラミング入門 鈴木　里史 34A506（梅ヶ丘端末室６）

連続 まち必 秋 構造力学及び演習Ａ 秋元　礼子 10105 2～3時限連続 705 秋 Ｃプログラミング応用 鈴木　里史 34A506（梅ヶ丘端末室６）

教職 904 春 特別活動の理論と実践 宮野　祥子 34B302 706 春 級数論 岡田　篤子 7203 H26年度以前生

707 春 解析学Ｂ 岡田　篤子 7203 H27年度以降生

708 秋 常微分方程式 岡田　篤子 7203 H26年度以前生

709 秋 解析学Ｃ 岡田　篤子 7203 H27年度以降生

連続 まち必 春 構造力学及び演習Ｂ 秋元　礼子 10105 ２～３限連続

まち 701 ま選必 春 基礎数学Ａ１ 杉江　道男 7205 703 春 スクリプト言語プログラミング 鈴木　里史 34A501（梅ヶ丘端末室１）

まち 702 ま選必 秋 基礎数学Ｂ１ 杉江　道男 7205 704 建必 春 日本建築史Ａ 木谷　建太 10105

教職 904 春 特別活動の理論と実践 宮野　祥子 34B302 705 建選必 秋 日本建築史Ｂ 木谷　建太 10105

１
時
限

２
時
限

１
時
限

7101・7103・7301・院講義室1
M健康医工学実験室

時
限

１　　　年　　　次 ２　　　年　　　次時
限

R2時間割表（専門科目・教職科目）*主担当教員【金曜日】

３
時
限

３
時
限

２
時
限

５
時
限

４
時
限

５
時
限

４
時
限



履修
区分

登 録
コード

必選
区分

時期 科　　目 教　員 教　室 摘　要
履修制限

履修
区分

登 録
コード

必選
区分

時期 科　　目 教　員 教　室 摘　要
履修制限

709 春 公共空間デザイン演習 *二井・崎谷・西村 7304（まちづくり演習室） 1～2時限連続

708 建選必 春 建築ユニバーサルデザイン論 村井　エリ 7102 H30年度以前生

722 春 情報数学 布田　徹 7202

723 秋 アルゴリズム論 布田　徹 7101（世田谷端末室３）

724 建選必 秋 建築仕様積算 藪下　明博 7202

725 建必 春 建築の法規 片山　文 7201

まち 726 まち必 秋 測量学 米渓　武次 7201

727 春 分子生物学 齋藤　理佳 8411

連続 春 公共空間デザイン演習 *二井・崎谷・西村 7304（まちづくり演習室） 1～2時限連続

711 春 都市デザイン 井上　憲司 7102 教職 902 春 教育実習Ⅱ（事前指導を含む） 小谷川　元一 10329 教職必

まち・建 710 まち必
建選必 秋 測量実習Ａ 米渓　武次 7103 ３～４限連続 教職 903 春 教育実習Ⅲ（事前指導を含む） 小谷川　元一 10329 教職必

712 医必 春 健康医工学B 伊藤　浩志 7204

713 医必 秋 健康医工学C 伊藤　浩志 7202、7101 ３～４限連続

教職 901 秋 教育実習Ⅰ（事前指導） 小谷川　元一 10329 教職必

707 春 冷凍及び空気調和 山岸　勝明 7301演習室

708 秋 ＪＡＶＡプログラミング 鈴木　里史 34A506（梅ヶ丘端末室６）

709 春 インテリア・デザインＢ 蔵楽　友美 7202

まち・建 連続
まち必
建選
必

秋 測量実習Ａ 米渓　武次 7103 ３～４限連続

710 春 都市緑地計画学 西田　正徳 7304（まちづくり演習室）

連続 医必 秋 健康医工学C 伊藤　浩志 7202、7101 ３～４限連続

教職 901 秋 教育実習Ⅰ（事前指導） 小谷川　元一 10329 教職必

701 通年 キャリアデザインＣ 中村　嘉志 7102、7103 702 春 パワーエレクトロニクス 餅川　宏 7203

春

１
時
限

教職

時
限

１
時
限

２
時
限

２
時
限

時
限

３　　　年　　　次 4　　　年　　　次

R2時間割表（専門科目・教職科目）*主担当教員

教職必

３
時
限

３
時
限

【金曜日】

５
時
限

５
時
限

４
時
限

４
時
限

小谷川　元一 10329

教職 903

902 教育実習Ⅱ
（事後指導を含む）

小谷川　元一 10329 教職必春 教育実習Ⅲ
（事後指導を含む）



履修
区分

登 録
コード

必選
区分

時期 科　　目 教　員 教　室
摘　要

履修制限
履修
区分

登 録
コード

必選区
分

時期 科　　目 教　員 教　室
摘　要

履修制限

まち 701 春 まちづくりの実際 佐々木　康史 7304
（まちづくり演習室）

履修
区分

登 録
コード

必選
区分

時期 科　　目 教　員 教　室
摘　要

履修制限
履修
区分

登 録
コード

必選区
分

時期 科　　目 教　員 教　室
摘　要

履修制限

201 春 木材加工Ａ 大谷　忠 開講時掲示

202 秋 木材加工Ｂ 大谷　忠 開講時掲示

203 機必 春 機械設計製図およびＤＴＰＤ　Ｃ 富樫　盛典 開講時掲示

204 機必 秋 機械設計製図およびＤＴＰＤ　Ｄ
三好　由記

博
開講時掲示

205 選択 秋 環境科学Ａ 泉　賢太郎 開講時掲示

電子 119 春 ものづくり基礎B *小田井
大屋・中嶌 開講時掲示 206 春 技術科教育論Ⅰ 木下　龍 開講時掲示 技免必

207 秋 技術科教育論Ⅱ 木下　龍 開講時掲示 技免必

120 人選必 春 医学概論 坂口　健史 208 機必 機械設計製図Ｂ 富樫　盛典 開講時掲示

122 人選必 秋 医学各論Ａ 坂口　健史 開講時掲示 H31年度以降生

121 医
選必 秋 臨床医学序論 坂口　健史 開講時掲示 H30年度以前生

まち 118 測量実習Ｂ 米渓　武次 開講時掲示

２　　　年　　　次

専任教員
（基礎理学系）

開講時掲示 H27年度以降生

１
時
限

【土曜日】 H31時間割表（専門科目・教職科目）*主担当教員

時
限

１　　　年　　　次

建築
のみ

110
～
117

基必 春 基礎理学演習

101
～
109

建必 春 建築基礎演習 開講時掲示

１　　　年　　　次 ２　　　年　　　次

※集中授業の教室は7号館掲示板に掲示、
　または担任教員から通知されます。

２
時
限

３
時
限

４
時
限

５
時
限

【集中授業】



履修
区分

登 録
コード

必選区
分 時期 科　　目 教　員 教　室

摘　要
履修制限

履修
区分

登 録
コード

必選
区分 時期 科　　目 教　員 教　室

摘　要
履修制限

教職 901 通年 職業指導 粕谷　和生 10330 工免必

履修
区分

登 録
コード

必選区
分 時期 科　　目 教　員 教　室

摘　要
履修制限

履修
区分

登 録
コード

必選
区分 時期 科　　目 教　員 教　室

摘　要
履修制限

301 インターンシップ 中村　嘉志 開講時掲示

406 教職実践演習（中・高） 堀井　雅道
開講時
掲示

まち 303 測量実習Ｂ 米渓　武次 開講時掲示

304 機必 秋 機械設計製図Ｃ 三好　由記博 開講時掲示

305 医選必 国際疾病分類概論 降旗　光太郎 開講時掲示

306 まちづくりフィールド演習
*二井・西村

南雲
開講時掲示

307 春 技術科指導法Ⅰ 木下　龍 開講時掲示 技免必

308 秋 技術科指導法Ⅱ 木下　龍 開講時掲示 技免必

必 通年 卒業研究 専任教員 各研究室
アカデミックガイド

各学系を参照
（履修条件有）

時
限

３　　　年　　　次

全

学

系

アカデミックガイド
各学系を参照

（医工、基礎理は
履修条件有）

801
～
844

全

学

系

専任教員

３　　　年　　　次 4　　　年　　　次

ゼミナールB 専任教員 各研究室
必

建選

740
～
783

秋

１
時
限

H31時間割表（専門科目・教職科目）*主担当教員 【土曜日】
4　　　年　　　次

各研究室
701
～
739

必
建選

春 ゼミナールA

２
時
限

３
時
限

４
時
限

５
時
限

【集中授業】

401
～
405

開講時
掲示

西村・津野
二井・橋本

山坂
力学総合演習B春まち必



１年次配当科目
科目名 時期 曜日 時限 教員 教室 科目名 時期 曜日 時限 教員 教室

春 火 5 菱刈　晃夫 34B302 秋 火 3 宮野　祥子 34A208
春 水 1 柏瀬　健一 10331 秋 火 4 宮野　祥子 34A208
秋 水 1 柏瀬　健一 10331 春 金 3 宮野　祥子 34B302
秋 水 2 柏瀬　健一 10105 春 金 4 宮野　祥子 34B302
春 木 4 菱刈　晃夫 34B205 秋 月 5 栗栖　淳 10204階段教室

秋 水 4 栗栖　淳 34B204
春 水 5 栗栖　淳 34B204

２年次配当科目
科目名 時期 曜日 時限 教員 教室 科目名 時期 曜日 時限 教員 教室

秋 火 5 郡司　菜津美 5301 AL教室 数学科教育論Ⅰ 春 水 6 吉田　昌裕 7202
秋 水 4 郡司　菜津美 5303 数学科教育論Ⅱ 秋 水 6 吉田　昌裕 7202
春 水 5 郡司　菜津美 5303 理科教育論Ⅰ 春 月 5 佐藤　寛之 10105
春 月 1 川本　哲也 10217 理科教育論Ⅱ 秋 月 5 佐藤　寛之 10105
秋 月 1 川本　哲也 10217 技術科教育論Ⅰ 木下　龍 開講時指示
秋 水 3 雨森　雅哉 6403 技術科教育論Ⅱ 木下　龍 開講時指示
秋 水 4 金子　真人 10331 情報科教育論 春 月 2 高橋　幸雄 ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ室
春 水 5 金子　真人 10331 情報と職業 通年 木 6 山崎　由喜 世田谷端末室１
春 火 4 郡司　菜津美 10212
春 金 2 小谷川　元一 10212
秋 金 2 小谷川　元一 10212

３年次配当科目
科目名 時期 曜日 時限 教員 教室 科目名 時期 曜日 時限 教員 教室

春 火 2 笹川　啓一 5304 数学科指導法Ⅰ 春 水 5 吉田　昌裕 7202
春 火 3 笹川　啓一 5304 数学科指導法Ⅱ 秋 水 5 吉田　昌裕 7202
秋 水 2 助川　晃洋 5304 理科指導法Ⅰ 春 月 4 佐藤　寛之 10105
春 月 1 桜井　美加 10329 理科指導法Ⅱ 秋 月 4 佐藤　寛之 10105
秋 月 1 桜井　美加 10329 技術科指導法Ⅰ 木下　龍 開講時指示
春 火 4 堀井　雅道 10101 技術科指導法Ⅱ 木下　龍 開講時指示
秋 火 5 堀井　雅道 10101 情報科指導法 秋 月 2 高橋幸雄 ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ室

助川　晃洋 34B304 春 水 4 助川　晃洋 34A208
伊藤　洋二 34A401 秋 水 4 助川　晃洋 34A208

秋 金 3 小谷川　元一 10329 秋 水 5 助川　晃洋 34A208
秋 金 4 小谷川　元一 10329

４年次配当科目
科目名 時期 曜日 時限 教員 教室 科目名 時期 曜日 時限 教員 教室

郡司　菜津美 5301 AL教室
伊藤　洋二 34A401

春 金 3 小谷川　元一 10329
春 金 4 小谷川　元一 10329

春 金 3 小谷川　元一 10329
春 金 4 小谷川　元一 10329

1

集中
集中

教育実習Ⅲ
春

職業指導 通年 土

火 1
郡司菜津美
伊藤　洋二

5301 AL教室
34A401

生徒・進路指導論
(H31以降生）

生徒指導論(H30
以前生）

教育方法論

集中
集中

2 粕谷　和生 10330

教職実践演習
(中・高)

集中 堀井雅道 開講時掲示

教育実習Ⅰ

教育実習Ⅱ

秋 火 1

火春

特別活動の理論と実践

道徳教育の理論と実践

教　職　論

教育心理学

教育相談

教育基礎論

教育行財政

教育課程論

教 職 科 目

◆下記は「理工学部生限定クラス」の時間割です。



時期 曜日 時限 教員 教室
春 水 2 藤森　馨 34A602
秋 水 2 藤森　馨 34A602
春 火 1 田中　均 5302
春 火 2 田中　均 5301 AL教室
秋 火 1 田中　均 5302
秋 火 2 田中　均 5301 AL教室
春 木 2 三澤　勝己 6105
春 木 4 三澤　勝己 6105
秋 木 2 三澤　勝己 6105
秋 木 4 三澤　勝己 6105

科目名 時期 曜日 時限 教員 教室 科目名 時期 曜日 時限 教員 教室

英語１ 春 木 2 青木　宏 34A401 英語２ 春 金 3 河内裕二 34A404
英語２ 秋 木 2 青木　宏 34A401 英語３ 秋 金 3 河内裕二 34A404
英語１ 春 木 2 小山　さや香 34A612 英語３ 春 金 3 佐藤江里子 34A403
英語２ 秋 木 2 小山　さや香 34A612 英語４ 秋 金 3 佐藤江里子 34A403
英語１ 春 木 2 宮澤信彦 34A410 英語３ 春 金 3 貝瀬英夫 10217
英語２ 秋 木 2 宮澤信彦 34A410 英語４ 秋 金 3 貝瀬英夫 10217

英語３ 春 金 3 石川太郎 34A611
英語１ 春 木 3 青木　宏 34A401 英語４ 秋 金 3 石川太郎 34A611
英語２ 秋 木 3 青木　宏 34A401 英語３ 春 金 3 安田孝子 34A601
英語１ 春 木 3 寺嶋さなえ 34A404 英語４ 秋 金 3 安田孝子 34A601
英語２ 秋 木 3 寺嶋さなえ 34A404 英語３ 春 金 3 多湖純佳 34A402
英語１ 春 木 3 河田英介 34A609 英語４ 秋 金 3 多湖純佳 34A402
英語２ 秋 木 3 河田英介 34A609 英語３ 春 金 3 西浦　寛子 34A606
英語１ 春 木 3 福島君子 5301(AL) 英語４ 秋 金 3 西浦　寛子 34A606
英語２ 秋 木 3 福島君子 5301(AL)

英語２ 春 金 4 河内裕二 34A404
英語１ 春 木 4 青木　宏 34A401 英語３ 秋 金 4 河内裕二 34A404
英語２ 秋 木 4 青木　宏 34A401 英語３ 春 金 4 佐藤江里子 34A403
英語１ 春 木 4 岩﨑永一 34A409 英語４ 秋 金 4 佐藤江里子 34A403
英語２ 秋 木 4 岩﨑永一 34A409 英語３ 春 金 4 大西和子 34A411
英語１ 春 木 4 福島君子 5301(AL) 英語４ 秋 金 4 大西和子 34A411
英語２ 秋 木 4 福島君子 5301(AL) 英語３ 春 金 4 坂井竜太郎 34A602
英語１ 春 木 4 伊藤千里 34A606 英語４ 秋 金 4 坂井竜太郎 34A602
英語２ 秋 木 4 伊藤千里 34A606 英語３ 春 金 4 石川太郎 34A611
英語１ 春 木 4 沢村　静 6404 英語４ 秋 金 4 石川太郎 34A611
英語２ 秋 木 4 沢村　静 6404 英語３ 春 金 4 安田孝子 34A601
英語１ 春 木 4 松井直樹 34A413 英語４ 秋 金 4 安田孝子 34A601
英語２ 秋 木 4 松井直樹 34A413 英語３ 春 金 4 多湖純佳 34A402
英語１ 春 木 4 高橋明子 34A604 英語４ 秋 金 4 多湖純佳 34A402
英語２ 秋 木 4 高橋明子 34A604

機械工 ・人間情報 ・基礎理学 ・フレキシブル

２年次配当科目
科目名

１年次配当科目 ２年次配当科目

電　　子　　情　　報 機械工 ・ 建築 ・ 人間情報

建築 ・まちづくり ・フレキシブル

電子情報 ・まちづくり ・基礎理学

学校経営と学校図書館

学校図書館ﾒﾃﾞｨｱの構成

情報メディアの活用

学習指導と学校図書館

読書と豊かな人間性

学校図書館司書教諭講習科目

英 語【学部指定クラス】（必修科目）

◆下記は「理工学部生限定クラス」の時間割です。

再履修等の他学部合同クラスについては、時間割表で確認して履修してください。



月曜日

学年 登録ｺｰﾄﾞ 必選 期間 科　目　名 教　員　名 教　室 学年 登録ｺｰﾄﾞ 必選 期間 科　目　名 教　員　名 教　室
1,2 101 選択 春期 国文学Ａ 西田　りか 34A208 1,2 101 選択 春期 地理学Ａ 桐越　仁美 10330

1,2 102 選択 秋期 国文学Ｂ 西田　りか 34A208 1,2 102 選択 秋期 地理学Ｂ 桐越　仁美 10330

1,2 103 選択 春期 教育学Ａ 菱刈　晃夫 34A304 1,2 103 選択 春期 経済学Ａ 貫名　貴洋 34B202

1,2 104 選択 秋期 教育学Ｂ 正田　良 6303 1,2 104 選択 秋期 経済学Ｂ 貫名　貴洋 34B202

1,2 105 選択 春期 文化人類学Ａ 杉浦　孝昌 34A607 1,2 105 選択 春期 教育学Ａ 菱刈　晃夫 34A304

1,2 106 選択 秋期 文化人類学Ｂ 杉浦　孝昌 34A607 1,2 106 選択 秋期 教育学Ｂ 正田　良 6303

1,2 107 選択 春期 科学技術の現代史Ａ 木原　英逸 34A309 1 107 選択 春期 情報科学 秋田　義一 34B201

1,2 108 選択 秋期 科学技術の現代史Ｂ 木原　英逸 34A309 1 108 選択 秋期 コンピュータシステム 秋田　義一 34B201

1,2 109 選択 秋期 身体と運動Ｂ 後藤　貴浩 10204階段教室 1,2,3,4 109 選択 秋期 特別講義　経営戦略論（世田谷６大学連携授業） 橋本　倫明 34B304

1 201 選択 春期 ＴＯＥＩＣ英語１ 亀山　恭子 34A404 1 201 選択 春期 ＴＯＥＩＣ英語１ 浦出　留美子 34A409

1 202 選択 秋期 ＴＯＥＩＣ英語２ 亀山　恭子 34A404 1 202 選択 秋期 ＴＯＥＩＣ英語２ 浦出　留美子 34A409

2,3,4 203 必修 春期 英語２(再） 清水　治郎 34A307 2 203 選択 春期 ＴＯＥＩＣ英語３ 小平　昌子 5301 AL教室

3,4 206 必修 秋期 英語４(再) 清水　治郎 34A307 2 204 選択 秋期 ＴＯＥＩＣ英語４ 小平　昌子 5301 AL教室

2,3,4 204 必修 秋期 英語３(再) 田代　真 34A603 2,3,4 205 必修 春期 英語１(再) 田代　真 34A603

3,4 205 必修 春期 英語４(再) 田代　真 34A603 2,3,4 206 必修 秋期 英語２(再) 田代　真 34A603

1 207 選択 春期 中国語１ 西川　和孝 34A302 3,4 207 必修 春期 英語３(再) 清水　治郎 34A307

1 208 選択 秋期 中国語２ 西川　和孝 34A302 3,4 208 必修 秋期 英語４(再) 清水　治郎 34A307

2 209 選択 春期 中国語３ 陳　振雄 34A401 1 209 選択 春期 マルチメディア英語Ｃ 菅原　安彦 34A501（梅ヶ丘端末室１）

2 210 選択 秋期 中国語４ 陳　振雄 34A401 1 210 選択 秋期 マルチメディア英語Ｄ 菅原　安彦 34A501（梅ヶ丘端末室１）

1 301 必修 春期 アカデミック日本語１Ａ 杉山　ますよ 34A308 2,3,4 211 選択 春期 英語ワークショップＡ ヘニング　ベバリ　ジュン 34A403

1 302 必修 秋期 アカデミック日本語１Ｂ 杉山　ますよ 34A308 2,3,4 212 選択 秋期 英語ワークショップＢ ヘニング　ベバリ　ジュン 34A403

1 303 必修 春期 アカデミック日本語２Ａ 岩佐　靖夫 34A613 1 213 選択 春期 ドイツ語１ 島﨑　のぞみ 34A402

1 304 必修 秋期 アカデミック日本語２Ｂ 岩佐　靖夫 34A613 1 214 選択 秋期 ドイツ語２ 島﨑　のぞみ 34A402

1 401 必修 通年 体育実習　卓球 葛西　順一 旧剣道場（多目的フロア） 1 215 選択 春期 フランス語１ ﾃﾞﾙﾒｰﾙ, ｼﾞﾙ 34A604

1 401 必修 通年 体育実習　アクアフィットネス 田村　浩志 1 216 選択 秋期 フランス語２ ﾃﾞﾙﾒｰﾙ, ｼﾞﾙ 34A604

1 401 必修 通年 体育実習　フィジカルトレーニング 井手口　学 Mフィットネスセンター 1 217 選択 春期 中国語会話１ 陳　振雄 34A401

1 218 選択 秋期 中国語会話２ 陳　振雄 34A401

1 219 選択 春期 中国語１ 申　晨 34A611

1 221 選択 秋期 中国語２ 申　晨 34A611

1,2,3,4 220 選択 秋期 中国語１(再) 宮島　琴美 34A410

2 222 選択 春期 中国語３ 西川　和孝 34A411

2 223 選択 秋期 中国語４ 西川　和孝 34A411

1 301 必修 春期 アカデミック日本語２Ａ 岩佐　靖夫 34A410

1 302 必修 秋期 アカデミック日本語２Ｂ 横須賀　柳子 34A607

1,2,3,4 303 選択 春期 日本語スキルアップＡ 小池　亜子 34A302

1,2,3,4 304 選択 秋期 日本語スキルアップＢ 小池　亜子 34A302

1 401 必修 通年 体育実習　卓球 葛西　順一 旧剣道場（多目的フロア）

1 401 必修 通年 体育実習　ニュー　スポーツ 竹市　勝 Mアリーナ

1 401 必修 通年 体育実習　アクアフィットネス 田村　浩志 Mプール

1 401 必修 通年 体育実習　フィジカルトレーニング 井手口　学 Mフィットネスセンター

月曜1限　（9：00 ～ 10：30） 月曜2限　（10：45 ～ 12：15）



学年 登録ｺｰﾄﾞ 必選 期間 科　目　名 教　員　名 教　室 学年 登録ｺｰﾄﾞ 必選 期間 科　目　名 教　員　名 教　室
1,2 101 選択 春期 論理学Ａ 森　禎徳 34B205 1,2 101 選択 春期 哲学Ａ 森　禎徳 34B303

1,2 102 選択 秋期 論理学Ｂ 森　禎徳 34B205 1,2 102 選択 秋期 哲学Ｂ 森　禎徳 34B303

1,2 103 選択 春期 国文学Ａ 安西　晋二 10101 1,2 103 選択 秋期 日本史Ａ 高松　百香 34A208

1,2 104 選択 秋期 国文学Ｂ 安西　晋二 10101 1,2 104 選択 春期 西洋史Ａ 市川　雅俊 6104

1,2 105 選択 秋期 日本史Ａ 高松　百香 34A302 1,2 105 選択 秋期 西洋史Ｂ 市川　雅俊 6104

1,2 106 選択 春期 身体と運動Ａ 田村　浩志 6303 1,2 106 選択 秋期 身体と運動Ｂ 奥山　靖彦 10329

1,2 107 選択 春期 防災リーダー養成論 山崎　登　他 34B304 1,2 107 選択 春期 防災リーダー養成論 中林　啓修　他 34B304

1 201 選択 春期 英会話１ ヘニング　ベバリ　ジュン 34A403 1,2 108 選択 秋期 防災リーダー養成論 山崎　登　他 34B304

1 204 選択 秋期 英会話２ ヘニング　ベバリ　ジュン 34A403 1 202 選択 春期 英会話１ ヘニング　ベバリ　ジュン 34A403

2 206 選択 春期 英会話３ 井上　摂 34A411 1 204 選択 秋期 英会話２ ヘニング　ベバリ　ジュン 34A403

2 208 選択 秋期 英会話４ 井上　摂 34A411 1 201 選択 春期 英会話１ 井上　摂 34A411

1 202 選択 春期 英会話１ 砂田　恵理加 34A601 1 203 選択 秋期 英会話２ 井上　摂 34A411

1 203 選択 秋期 英会話２ 砂田　恵理加 34A601 1 205 選択 春期 ＴＯＥＩＣ英語１ 浦出　留美子 34A409

2 205 選択 春期 英会話３ 本間　須摩子 34A405 1 206 選択 秋期 ＴＯＥＩＣ英語２ 浦出　留美子 34A409

2 207 選択 秋期 英会話４ 本間　須摩子 34A405 2 207 選択 春期 ＴＯＥＩＣ英語３ 九谷　浩之 34A609

1 209 選択 春期 ＴＯＥＩＣ英語１ 亀山　恭子 34A404 2 208 選択 秋期 ＴＯＥＩＣ英語４ 九谷　浩之 34A609

1 210 選択 秋期 ＴＯＥＩＣ英語２ 亀山　恭子 34A404 1 209 必修 春期 英語１ 砂田　恵理加 34A601

2 211 選択 春期 ＴＯＥＩＣ英語３ 九谷　浩之 34A609 1 211 必修 秋期 英語２ 砂田　恵理加 34A601

2 212 選択 秋期 ＴＯＥＩＣ英語４ 九谷　浩之 34A609 2 212 必修 春期 英語３ 今村　紅子 34A607

1 213 選択 春期 マルチメディア英語Ａ 小平　昌子 34A501（梅ヶ丘端末室１） 2 214 必修 秋期 英語４ 今村　紅子 34A607

1 214 選択 秋期 マルチメディア英語Ｂ 小平　昌子 34A501（梅ヶ丘端末室１） 2,3,4 210 必修 春期 英語２(再) 伊藤　千里 34A309

2,3,4 215 選択 春期 英語ワークショップＣ 菅原　安彦 34A612 2,3,4 213 必修 秋期 英語３(再) 伊藤　千里 34A309

2,3,4 216 選択 秋期 英語ワークショップＤ 菅原　安彦 34A612 1 215 選択 春期 マルチメディア英語Ａ 小平　昌子 34A501（梅ヶ丘端末室１）

1 217 選択 春期 ドイツ語１ 二瓶　尚 34A602 1 216 選択 秋期 マルチメディア英語Ｂ 小平　昌子 34A501（梅ヶ丘端末室１）

1 218 選択 秋期 ドイツ語２ 二瓶　尚 34A602 2,3,4 217 選択 春期 英語ワークショップＡ 田代　真 34A613

2 219 選択 春期 ドイツ語３ 島﨑　のぞみ 34A402 2,3,4 218 選択 秋期 英語ワークショップＢ 田代　真 34A613

2 220 選択 秋期 ドイツ語４ 島﨑　のぞみ 34A402 1 219 選択 春期 ドイツ語会話１ 島﨑　のぞみ 34A402

1 221 選択 春期 フランス語会話１ ﾃﾞﾙﾒｰﾙ, ｼﾞﾙ 34A604 1 220 選択 秋期 ドイツ語会話２ 島﨑　のぞみ 34A402

1 222 選択 秋期 フランス語会話２ ﾃﾞﾙﾒｰﾙ, ｼﾞﾙ 34A604 1 221 選択 春期 ドイツ語１ 谷崎　秋彦 34A405

1 223 選択 春期 フランス語１ 澤崎　久木 34A412 1 222 選択 秋期 ドイツ語２ 谷崎　秋彦 34A405

1 224 選択 秋期 フランス語２ 澤崎　久木 34A412 2 223 選択 春期 ドイツ語３ 二瓶　尚 34A602

1 225 選択 春期 中国語会話１ 王　丹 34A414 2 224 選択 秋期 ドイツ語４ 二瓶　尚 34A602

1 226 選択 秋期 中国語会話２ 王　丹 34A414 2 225 選択 春期 フランス語３ 澤崎　久木 34A412

1 227 選択 春期 中国語１ 申　晨 34A611 2 226 選択 秋期 フランス語４ 澤崎　久木 34A412

1 228 選択 秋期 中国語２ 申　晨 34A611 2,3,4 227 選択 春期 中級フランス語Ａ 生方　淳子 34A204

2 229 選択 春期 中国語３ 郭　莉莉 34A309 2,3,4 228 選択 秋期 中級フランス語Ｂ 生方　淳子 34A204

2 230 選択 秋期 中国語４ 郭　莉莉 34A309 2,3,4 229 選択 春期 中級フランス語Ｃ 生方　淳子 34A204

1 231 選択 春期 韓国語インテンシヴ１ 齊藤　良子 34A308 2,3,4 230 選択 秋期 中級フランス語Ｄ 生方　淳子 34A204

1 232 選択 秋期 韓国語インテンシヴ２ 齊藤　良子 34A308 1 231 選択 春期 中国語１ 郭　莉莉 34A604

1 401 必修 通年 体育実習　剣道 小森　富士登 M剣道場 1 232 選択 秋期 中国語２ 郭　莉莉 34A604

1 401 必修 通年 体育実習　バドミントン 竹市　勝 Mアリーナ 2 233 選択 春期 中国語３ 申　晨 34A611

1 401 必修 通年 体育実習　卓球 能登谷　雄太 旧剣道場（多目的フロア） 2 234 選択 秋期 中国語４ 申　晨 34A611

1 401 必修 通年 体育実習　フィジカルコンディショニング 立河　京子 M多目的フロア 1 235 選択 春期 中国語インテンシヴ１ 西川　和孝 34A302

1 236 選択 秋期 中国語インテンシヴ２ 西川　和孝 34A302

1,2 301 選択 秋期 日本事情Ｂ（近代日本の歩み） 大庭　裕介 34A401

1 401 必修 通年 体育実習　柔道 岡部　洋興 M柔道場

1 401 必修 通年 体育実習　剣道 小森　富士登 M剣道場

1 401 必修 通年 体育実習　卓球 能登谷　雄太 旧剣道場（多目的フロア）

2 402 選択 通年 スポーツ実習Ａ　フィジカルコンディショニング 立河　京子 M多目的フロア

3 403 選択 通年 スポーツ実習Ｂ　フィジカルコンディショニング 立河　京子 M多目的フロア

4 404 選択 通年 スポーツ実習Ｃ　フィジカルコンディショニング 立河　京子 M多目的フロア

月曜3限　（12：55 ～ 14：25） 月曜4限　（14：40 ～ 16：10）



月曜日
学年 登録ｺｰﾄﾞ 必選 期間 科　目　名 教　員　名 教　室 学年 登録ｺｰﾄﾞ 必選 期間 科　目　名 教　員　名 教　室
1,2 101 選択 春期 論理学Ａ 森　禎徳 34B302 1,2 101 選択 春期 地理学Ａ 伊藤　修一 6104

1,2 102 選択 秋期 論理学Ｂ 森　禎徳 34B302 1,2 102 選択 秋期 地理学Ｂ 伊藤　修一 6104

1,2 103 選択 春期 西洋史Ａ 市川　雅俊 6104 1 401 必修 通年 体育実習　柔道 岡部　洋興 M柔道場

1,2 104 選択 秋期 西洋史Ｂ 市川　雅俊 6104 1 401 必修 通年 体育実習　サッカー 奥山　靖彦 グラウンド

1,2 105 選択 春期 心理学Ａ 桜井　美加 34A208 1 401 必修 通年 体育実習　バスケットボール 新井　遼太 Mアリーナ

1,2,3 106 選択 春期 自然科学（地学系Ａ） 上野　龍之 8409 2 402 選択 通年 スポーツ実習Ａ　バレーボール 山田　美絵子 アリーナ（体育・武道棟）

1,2,3 107 選択 秋期 自然科学（地学系Ｂ） 上野　龍之 8409 3 403 選択 通年 スポーツ実習Ｂ　バレーボール 山田　美絵子 アリーナ（体育・武道棟）

1,2 108 選択 春期 科学・技術・社会論Ａ 木原　英逸 34A309 4 404 選択 通年 スポーツ実習Ｃ　バレーボール 山田　美絵子 アリーナ（体育・武道棟）

1,2 109 選択 秋期 科学・技術・社会論Ｂ 木原　英逸 34A309

1,2 110 選択 春期 身体と運動Ａ 山田　美絵子 8405

1 201 選択 春期 英会話１ 砂田　恵理加 34A601

1 202 選択 秋期 英会話２ 砂田　恵理加 34A601

1 203 選択 春期 ＴＯＥＩＣ英語１ 浦出　留美子 34A409

1 204 選択 秋期 ＴＯＥＩＣ英語２ 浦出　留美子 34A409

3,4 205 必修 春期 英語４(再) 九谷　浩之 34A609

3,4 206 必修 秋期 英語４（再） 九谷　浩之 34A609

1 207 選択 春期 マルチメディア英語Ａ 小平　昌子 34A501（梅ヶ丘端末室１）

1 208 選択 秋期 マルチメディア英語Ｂ 小平　昌子 34A501（梅ヶ丘端末室１）

1,2,3,4 209 選択 秋期 ドイツ語１ 谷崎　秋彦 34A605

2,3,4 210 選択 春期 中級韓国語Ａ 齊藤　良子 34A410

2,3,4 211 選択 秋期 中級韓国語Ｂ 齊藤　良子 34A410

2 401 選択 通年 スポーツ実習Ａ　柔道 岡部　洋興 M柔道場

2 401 選択 通年 スポーツ実習Ａ　卓球 竹市　勝 旧剣道場（多目的フロア）

3 402 選択 通年 スポーツ実習Ｂ　柔道 岡部　洋興 M柔道場

3 402 選択 通年 スポーツ実習Ｂ　卓球 竹市　勝 旧剣道場（多目的フロア）

4 403 選択 通年 スポーツ実習Ｃ　柔道 岡部　洋興 M柔道場

4 403 選択 通年 スポーツ実習Ｃ　卓球 竹市　勝 旧剣道場（多目的フロア）

月曜5限　（16：25 ～ 17：55） 月曜6限　（18：05 ～ 19：35）



学年 登録ｺｰﾄﾞ 必選 期間 科　目　名 教　員　名 教　室
1 401 必修 通年 体育実習　バレーボール 山田　美絵子 アリーナ（体育・武道棟）

2 402 選択 通年 スポーツ実習Ａ　サッカー 奥山　靖彦 グラウンド

3 403 選択 通年 スポーツ実習Ｂ　サッカー 奥山　靖彦 グラウンド

4 404 選択 通年 スポーツ実習Ｃ　サッカー 奥山　靖彦 グラウンド

月曜7限　（19：45 ～ 21：15）



火曜日

学年 登録ｺｰﾄﾞ 必選 期間 科　目　名 教　員　名 教　室 学年 登録ｺｰﾄﾞ 必選 期間 科　目　名 教　員　名 教　室

1,2 101 選択 春期 社会学Ａ 鈴木　江理子 34B302 1,2 101 選択 春期 哲学Ａ 岡田　聡 10329

1,2 102 選択 秋期 社会学Ｂ 鈴木　江理子 34B302 1,2 102 選択 春期 哲学Ａ 野内　聡 34B202

1,2,3 103 選択 春期 地学応用の基礎Ａ 上野　龍之 7204（実験室） 1,2 103 選択 秋期 哲学Ｂ 野内　聡 34B202

1,2,3 104 選択 秋期 地学応用の基礎Ｂ 上野　龍之 7204（実験室） 1,2 104 選択 秋期 哲学Ｂ 岡田　聡 10329

1 201 選択 春期 英会話１ ソーントン，ティム 34A412 1,2 105 選択 春期 日本史Ａ 長島　淳子 34B303

1 202 選択 秋期 英会話２ ソーントン，ティム 34A412 1,2 106 選択 秋期 日本史Ｂ 長島　淳子 34B203

1 203 選択 春期 中国語会話１ 江林　佳恵 34A307 1,2 107 選択 春期 東洋史Ａ 山元　貴尚 6401

1 204 選択 秋期 中国語会話２ 江林　佳恵 34A307 1,2 108 選択 秋期 東洋史Ｂ 山元　貴尚 6401

2 205 選択 春期 中国語３ 郭　莉莉 34A308 1,2 109 選択 春期 西洋史Ａ 山田　朋子 34B304

2 206 選択 秋期 中国語４ 郭　莉莉 34A308 1,2 110 選択 秋期 西洋史Ｂ 山田　朋子 34B304

1 207 選択 春期 韓国語１ 荻野　優子 34A613 1,2 111 選択 春期 地理学Ａ 品田　光春 6301

1 208 選択 秋期 韓国語２ 荻野　優子 34A613 1,2 112 選択 秋期 地理学Ｂ 品田　光春 6301

2 209 選択 春期 韓国語３ 金　文喜 34A410 1,2 113 選択 春期 社会学Ａ 鈴木　江理子 34B301

2 210 選択 秋期 韓国語４ 金　文喜 34A410 1,2 114 選択 春期 社会学Ａ 三上　真理子 34B204

1 401 必修 通年 体育実習　柔道 佐藤　雄哉 M柔道場 1,2 115 選択 秋期 社会学Ｂ 三上　真理子 34B204

1 401 必修 通年 体育実習　剣道 川上　有光 M剣道場 1,2 116 選択 秋期 社会学Ｂ 鈴木　江理子 34B301

1 401 必修 通年 体育実習　バスケットボール 河野　寛 Mアリーナ 1,2,3 117 選択 春期 自然科学（地学系Ａ） 上野　龍之 5303

1 401 必修 通年 体育実習　空手道 田中　理沙 空手道場（柴田会館） 1,2,3 118 選択 秋期 自然科学（地学系Ｂ） 上野　龍之 5303

1,2 119 選択 春期 身体と運動Ｂ 岸本　卓也 6402

1 201 選択 春期 英会話１ 石川　太郎 34A405

1 202 選択 秋期 英会話２ 石川　太郎 34A405

2 203 選択 春期 英会話３ ソーントン，ティム 34A412

2 204 選択 秋期 英会話４ ソーントン，ティム 34A412

1 205 選択 春期 ＴＯＥＩＣ英語１ 亀山　恭子 34A607

1 206 選択 秋期 ＴＯＥＩＣ英語２ 亀山　恭子 34A607

2 207 選択 春期 ＴＯＥＩＣ英語３ 赤羽　俊昭 34A403

2 208 選択 秋期 ＴＯＥＩＣ英語４ 赤羽　俊昭 34A403

2,3,4 209 必修 秋期 英語２(再) 清宮　協子 34A302

2 210 選択 春期 ドイツ語３ 三澤　真 34A404

2 211 選択 秋期 ドイツ語４ 三澤　真 34A404

1 212 選択 春期 フランス語１ 松浦　寛 34A601

1 213 選択 秋期 フランス語２ 松浦　寛 34A601

1 214 選択 春期 韓国語１ 金　文喜 34A410

1 215 選択 秋期 韓国語２ 金　文喜 34A410

2 216 選択 春期 韓国語３ 荻野　優子 34A613

2 217 選択 秋期 韓国語４ 荻野　優子 34A613

1 401 必修 通年 体育実習　柔道 佐藤　雄哉 M柔道場

1 401 必修 通年 体育実習　剣道 小森　富士登 M剣道場

1 401 必修 通年 体育実習　空手道 田中　理沙 空手道場（柴田会館）

2 402 選択 通年 スポーツ実習Ａ　バスケットボール 河野　寛 Mアリーナ

3 403 選択 通年 スポーツ実習Ｂ　バスケットボール 河野　寛 Mアリーナ

4 404 選択 通年 スポーツ実習Ｃ　バスケットボール 河野　寛 Mアリーナ

火曜1限　（9：00 ～ 10：30） 火曜2限　（10：45 ～ 12：15）



学年 登録ｺｰﾄﾞ 必選 期間 科　目　名 教　員　名 教　室 学年 登録ｺｰﾄﾞ 必選 期間 科　目　名 教　員　名 教　室

1,2 101 選択 春期 哲学Ａ 野内　聡 34B202 1,2 101 選択 春期 論理学Ａ 野内　聡 34B202

1,2 102 選択 秋期 哲学Ｂ 野内　聡 34B202 1,2 102 選択 秋期 論理学Ｂ 野内　聡 34B202

1,2 103 選択 春期 倫理学Ａ 岡田　聡 M大教室(M101) 1,2 103 選択 春期 倫理学Ａ 岡田　聡 M大教室(M101)

1,2 104 選択 秋期 倫理学Ｂ 岡田　聡 M大教室(M101) 1,2 104 選択 秋期 倫理学Ｂ 岡田　聡 M大教室(M101)

1,2 105 選択 春期 日本史Ａ 岩下　祥子 34B205 1,2 105 選択 春期 東洋史Ａ 山元　貴尚 6302

1,2 106 選択 春期 日本史Ａ 長島　淳子 34B303 1,2 106 選択 秋期 東洋史Ｂ 山元　貴尚 6302

1,2 107 選択 秋期 日本史Ｂ 長島　淳子 34B203 1,2 107 選択 春期 西洋史Ａ 山田　朋子 34B304

1,2 108 選択 秋期 日本史Ｂ 岩下　祥子 34B205 1,2 108 選択 秋期 西洋史Ｂ 山田　朋子 34B304

1,2 109 選択 春期 東洋史Ａ 山元　貴尚 6401 1,2 109 選択 春期 地理学Ａ 品田　光春 6301

1,2 110 選択 秋期 東洋史Ｂ 山元　貴尚 6401 1,2 110 選択 秋期 地理学Ｂ 品田　光春 6301

1,2 111 選択 春期 西洋史Ａ 山田　朋子 34B304 1,2 111 選択 春期 政治学Ａ 五味　太始 M中教室(M401)

1,2 112 選択 春期 西洋史Ａ 石野　裕子 6304 1,2 112 選択 秋期 政治学Ｂ 五味　太始 M中教室(M401)

1,2 113 選択 秋期 西洋史Ｂ 石野　裕子 6304 1,2 113 選択 春期 社会学Ａ 三上　真理子 34B303

1,2 114 選択 秋期 西洋史Ｂ 山田　朋子 34B304 1,2 114 選択 秋期 社会学Ｂ 三上　真理子 34B303

1,2 115 選択 春期 地理学Ａ 品田　光春 6301 1,2,3 115 選択 春期 自然科学（生物系Ａ） 池田　史枝 7102

1,2 116 選択 秋期 地理学Ｂ 品田　光春 6301 1,2,3 116 選択 秋期 自然科学（生物系Ｂ） 池田　史枝 7102

1,2 117 選択 春期 政治学Ａ 五味　太始 M中教室(M401) 1,2 117 選択 春期 身体と運動Ｂ 波多野　圭吾 8503

1,2 118 選択 秋期 政治学Ｂ 五味　太始 M中教室(M401) 1,2,3,4 201 選択 秋期 ＴＯＥＩＣ英語１ 清宮　協子 34A304

1,2,3,4 119 選択 春期 特別講義　ニュースな科学－メディア取材の現場から（世田谷６大学連携授業） 柴田　文隆 34B203 1 202 選択 春期 マルチメディア英語Ａ 近藤　良子 34A501（梅ヶ丘端末室１）

1,2 120 選択 春期 物理学概論Ａ 関口　宗男 8404 1 203 選択 秋期 マルチメディア英語Ｂ 近藤　良子 34A501（梅ヶ丘端末室１）

1,2 121 選択 秋期 物理学概論Ｂ 関口　宗男 8404 1 204 選択 春期 ドイツ語１ 松島　渉 34A601

1,2 122 選択 春期 身体と運動Ｂ 佐藤　雄哉 5306 1 206 選択 秋期 ドイツ語２ 松島　渉 34A601

1 201 選択 春期 英会話１ 磯部　芳恵 34A603 2,3,4 205 選択 春期 ドイツ語２(再) 真嶋　秀毅 34A607

1 203 選択 秋期 英会話２ 磯部　芳恵 34A603 2,3,4 207 選択 秋期 ドイツ語３(再) 真嶋　秀毅 34A607

1,2,3,4 202 選択 秋期 英会話１ 清宮　協子 34A310 1 208 選択 春期 フランス語インテンシヴ１ ﾊﾞﾙﾀﾞﾝ,ｼﾞｬﾝﾐｼｪﾙ 34A412

1 204 選択 春期 ＴＯＥＩＣ英語１ 小嵜　とも子 34A411 1 209 選択 秋期 フランス語インテンシヴ２ ﾊﾞﾙﾀﾞﾝ,ｼﾞｬﾝﾐｼｪﾙ 34A412

1 205 選択 秋期 ＴＯＥＩＣ英語２ 小嵜　とも子 34A411 1,2,3,4 210 選択 秋期 中国語１(再) 陳　振雄 34A409

2 206 選択 春期 ＴＯＥＩＣ英語３ 佐藤　江里子 34A308 2,3,4 211 選択 春期 中国語２(再) 陳　振雄 34A409

2 207 選択 秋期 ＴＯＥＩＣ英語４ 佐藤　江里子 34A308 1 212 選択 春期 韓国語１ 荻野　優子 34A613

1 208 選択 春期 マルチメディア英語Ａ 近藤　良子 34A501（梅ヶ丘端末室１） 1 213 選択 秋期 韓国語２ 荻野　優子 34A613

1 209 選択 秋期 マルチメディア英語Ｂ 近藤　良子 34A501（梅ヶ丘端末室１） 1 301 必修 春期 アカデミック日本語２Ａ 難波　京子 34A604

1 210 選択 春期 ドイツ語１ 三澤　真 34A304 1 302 必修 秋期 アカデミック日本語２Ｂ 難波　京子 34A604

1 211 選択 秋期 ドイツ語２ 三澤　真 34A304 1 401 必修 通年 体育実習　剣道 小森　富士登 M剣道場

2 212 選択 春期 ドイツ語３ 真嶋　秀毅 34A607

2 213 選択 秋期 ドイツ語４ 真嶋　秀毅 34A607

1 214 選択 春期 フランス語会話１ ﾊﾞﾙﾀﾞﾝ,ｼﾞｬﾝﾐｼｪﾙ 34A412

1 215 選択 秋期 フランス語会話２ ﾊﾞﾙﾀﾞﾝ,ｼﾞｬﾝﾐｼｪﾙ 34A412

2 216 選択 春期 フランス語３ 松浦　寛 34A601

2 217 選択 秋期 フランス語４ 松浦　寛 34A601

1 218 選択 春期 韓国語１ 荻野　優子 34A613

1 219 選択 秋期 韓国語２ 荻野　優子 34A613

2 220 選択 春期 韓国語３ 金　文喜 34A410

2 221 選択 秋期 韓国語４ 金　文喜 34A410

1 301 必修 春期 アカデミック日本語１Ａ 難波　京子 34A604

1 302 必修 秋期 アカデミック日本語１Ｂ 難波　京子 34A604

2 401 選択 通年 スポーツ実習Ａ　剣道 岸本　卓也 M剣道場

2 401 選択 通年 スポーツ実習Ａ　バスケットボール 波多野　圭吾 Mアリーナ

3 402 選択 通年 スポーツ実習Ｂ　剣道 岸本　卓也 M剣道場

3 402 選択 通年 スポーツ実習Ｂ　バスケットボール 波多野　圭吾 Mアリーナ

4 403 選択 通年 スポーツ実習Ｃ　剣道 岸本　卓也 M剣道場

4 403 選択 通年 スポーツ実習Ｃ　バスケットボール 波多野　圭吾 Mアリーナ

火曜3限　（12：55 ～ 14：25） 火曜4限　（14：40 ～ 16：10）



火曜日
学年 登録ｺｰﾄﾞ 必選 期間 科　目　名 教　員　名 教　室 学年 登録ｺｰﾄﾞ 必選 期間 科　目　名 教　員　名 教　室
1,2 101 選択 春期 哲学Ａ 本郷　朝香 34A310 1 401 必修 通年 体育実習　バスケットボール 波多野　圭吾 Mアリーナ

1,2 102 選択 秋期 哲学Ｂ 本郷　朝香 34A310

1,2 103 選択 春期 日本史Ａ 池田　順 34A207

1,2 104 選択 秋期 日本史Ｂ 池田　順 34A207

1,2 105 選択 春期 地理学Ａ 品田　光春 6301

1,2 106 選択 秋期 地理学Ｂ 品田　光春 6301

1,2 107 選択 秋期 法学 土屋　彰久 8405

1,2 108 選択 春期 日本国憲法 土屋　彰久 8405

1,2 109 選択 春期 心理学Ａ 高橋　良博 6401

1,2 110 選択 秋期 心理学Ｂ 高橋　良博 6401

2 111 選択 春期 栽培 池田　史枝 7203

1,2 112 選択 春期 倫理学Ａ 野津　悌 6402

1,2 113 選択 秋期 倫理学Ｂ 野津　悌 6402

2,3,4 201 選択 春期 ドイツ語４(再) 松島　渉 34A601

1 202 選択 春期 中国語１ 陳　振雄 34A412

1 203 選択 秋期 中国語２ 陳　振雄 34A412

2 204 選択 春期 韓国語３ 荻野　優子 34A613

2 205 選択 秋期 韓国語４ 荻野　優子 34A613

1 401 必修 通年 体育実習　卓球 波多野　圭吾 旧剣道場（多目的フロア）

2 402 選択 通年 スポーツ実習Ａ　剣道 川上　有光 M剣道場

3 403 選択 通年 スポーツ実習Ｂ　剣道 川上　有光 M剣道場

4 404 選択 通年 スポーツ実習Ｃ　剣道 川上　有光 M剣道場

火曜5限　（16：25 ～ 17：55） 火曜6限　（18：05 ～ 19：35）



学年 登録ｺｰﾄﾞ 必選 期間 科　目　名 教　員　名 教　室
火曜7限　（19：45 ～ 21：15）



水曜日

学年 登録ｺｰﾄﾞ 必選 期間 科　目　名 教　員　名 教　室 学年 登録ｺｰﾄﾞ 必選 期間 科　目　名 教　員　名 教　室

1,2 101 選択 春期 政治学Ａ 古坂　正人 34B301 1,2 101 選択 春期 論理学Ａ 野内　聡 34B201

1,2 102 選択 秋期 政治学Ｂ 古坂　正人 34B301 1,2 102 選択 秋期 論理学Ｂ 野内　聡 34B201

1,2 103 選択 春期 心理学Ａ 飯田　緑 34B203 1,2 103 選択 春期 国文学Ａ 西田　りか 34B205

1,2 104 選択 秋期 心理学Ｂ 飯田　緑 34B203 1,2 104 選択 秋期 国文学Ｂ 西田　りか 34B205

1,2 105 選択 春期 文化人類学Ａ 鈴木　裕之 34B304 1,2 105 選択 春期 経済学Ａ 助川　成也 6301

1,2 106 選択 秋期 文化人類学Ｂ 鈴木　裕之 34B304 1,2 106 選択 秋期 経済学Ｂ 助川　成也 6301

1,2 107 選択 秋期 身体と運動Ｂ 河野　寛 M中教室(M401) 1,2 107 選択 春期 心理学Ａ 雨森　雅哉 6403

1 201 選択 春期 英会話１ 吉田　紀容美 34A402 1,2 108 選択 秋期 心理学Ｂ 雨森　雅哉 6403

1 202 選択 秋期 英会話２ 吉田　紀容美 34A402 1 202 選択 春期 英会話１ 吉田　紀容美 34A402

2 203 選択 春期 英会話３ ソーントン，ティム 5302 1 203 選択 秋期 英会話２ 吉田　紀容美 34A402

2 204 選択 秋期 英会話４ ソーントン，ティム 5302 1 201 選択 春期 英会話１ 樋口　ソニア 34A403

1 205 選択 春期 ＴＯＥＩＣ英語１ 河田　英介 34A611 1 204 選択 秋期 英会話２ 樋口　ソニア 34A403

1 206 選択 秋期 ＴＯＥＩＣ英語２ 河田　英介 34A611 2 205 選択 春期 英会話３ ソーントン，ティム 5302

1 207 選択 春期 中国語会話１ 祝　振媛 34A410 2 206 選択 秋期 英会話４ ソーントン，ティム 5302

1 208 選択 秋期 中国語会話２ 祝　振媛 34A410 1 207 選択 春期 ＴＯＥＩＣ英語１ 木村　眞理子 34A307

1 209 選択 春期 中国語１ 曽　蓉子 34B204 1 208 選択 秋期 ＴＯＥＩＣ英語２ 木村　眞理子 34A307

1 210 選択 秋期 中国語２ 曽　蓉子 34B204 2 209 選択 春期 ＴＯＥＩＣ英語３ 小竹　直 8507

2 211 選択 春期 中国語３ 徐　前 34A302 2 210 選択 秋期 ＴＯＥＩＣ英語４ 小竹　直 8507

2 212 選択 秋期 中国語４ 徐　前 34A302 1 211 必修 春期 英語１ 河田　英介 34A611

1,2,3,4 213 選択 秋期 韓国語１(再) 金　文喜 34A606 1 213 必修 秋期 英語２ 河田　英介 34A611

2,3,4 214 選択 春期 韓国語２(再) 金　文喜 34A606 1,2,3,4 212 必修 秋期 英語１(再) 清宮　協子 34A305

3,4 301 選択 春期 アカデミック日本語４Ａ 武田　聡子 34A308 1 214 選択 春期 マルチメディア英語Ｃ 小崎　充 34A501（梅ヶ丘端末室１）

3,4 302 選択 秋期 アカデミック日本語４Ｂ 武田　聡子 34A308 1 215 選択 秋期 マルチメディア英語Ｄ 小崎　充 34A501（梅ヶ丘端末室１）

1 401 必修 通年 体育実習　合気道 成山　哲也 M柔道場 1 216 選択 春期 ドイツ語１ 大淵　知直 34A603

1 217 選択 秋期 ドイツ語２ 大淵　知直 34A603

2 218 選択 春期 ドイツ語３ 伊藤　みどり 34A401

2 219 選択 秋期 ドイツ語４ 伊藤　みどり 34A401

1 220 選択 春期 フランス語１ 生方　淳子 34A604

1 221 選択 秋期 フランス語２ 生方　淳子 34A604

1 222 選択 春期 中国語会話１ 徐　前 34A302

1 223 選択 秋期 中国語会話２ 徐　前 34A302

1 224 選択 春期 中国語１ 曽　蓉子 34B204

1 225 選択 秋期 中国語２ 曽　蓉子 34B204

2 226 選択 春期 中国語３ 祝　振媛 34A410

2 227 選択 秋期 中国語４ 祝　振媛 34A410

1 228 選択 春期 韓国語１ 崔　柄珠 34A413

1 229 選択 秋期 韓国語２ 崔　柄珠 34A413

2 230 選択 春期 韓国語３ 金　文喜 34A606

2 231 選択 秋期 韓国語４ 金　文喜 34A606

1 301 必修 春期 アカデミック日本語２Ａ 小池　亜子 34A409

1 302 必修 秋期 アカデミック日本語２Ｂ 小池　亜子 34A202

2,3,4 303 選択 春期 ビジネス日本語Ａ 武田　聡子 34A305

2,3,4 304 選択 秋期 ビジネス日本語Ｂ 横須賀　柳子 34A409

1,2 305 選択 春期 日本事情Ｃ（自然環境） 乾　睦子 8408

1,2 306 選択 秋期 日本事情Ｃ（地方地誌） 乾　睦子 8408

1 401 必修 通年 体育実習　ピラティス 立河　京子 M多目的フロア

2 402 選択 通年 スポーツ実習Ａ　合気道 成山　哲也 M柔道場

3 403 選択 通年 スポーツ実習Ｂ　合気道 成山　哲也 M柔道場

4 404 選択 通年 スポーツ実習Ｃ　合気道 成山　哲也 M柔道場

水曜1限　（9：00 ～ 10：30） 水曜2限　（10：45 ～ 12：15）



学年 登録ｺｰﾄﾞ 必選 期間 科　目　名 教　員　名 教　室 学年 登録ｺｰﾄﾞ 必選 期間 科　目　名 教　員　名 教　室

1,2 101 選択 春期 哲学Ａ 中川　雅博 8501 1,2 101 選択 春期 東洋史Ａ 太田　麻衣子 10330

1,2 102 選択 秋期 哲学Ｂ 中川　雅博 8501 1,2 104 選択 秋期 東洋史Ｂ 太田　麻衣子 10330

1,2 103 選択 春期 論理学Ａ 野内　聡 34A208 1,2 102 選択 春期 東洋史Ａ 辻村　純代 34A207

1,2 104 選択 秋期 論理学Ｂ 野内　聡 34A208 1,2 103 選択 秋期 東洋史Ｂ 辻村　純代 34A207

1,2 105 選択 春期 国文学Ａ 西田　りか 34B205 1,2 105 選択 春期 西洋史Ａ 石野　裕子 6303

1,2 106 選択 秋期 国文学Ｂ 西田　りか 34B205 1,2 106 選択 秋期 西洋史Ｂ 石野　裕子 6304

1,2 107 選択 春期 東洋史Ａ 辻村　純代 34A207 1,2 107 選択 春期 社会学Ａ 国府田　文則 8410

1,2 108 選択 秋期 東洋史Ｂ 辻村　純代 34A207 1,2 108 選択 秋期 社会学Ｂ 国府田　文則 8410

1,2 109 選択 春期 地理学Ａ 岡島　建 34B201 1,2 109 選択 春期 心理学Ａ 高橋　良博 6301

1,2 110 選択 秋期 地理学Ｂ 岡島　建 34B201 1,2 110 選択 秋期 心理学Ｂ 高橋　良博 6301

1,2 111 選択 春期 政治学Ａ 石見　豊 6302 1,2 111 選択 春期 文化人類学Ａ 鈴木　裕之 34B304

1,2 112 選択 秋期 政治学Ｂ 石見　豊 8405 1,2 112 選択 秋期 文化人類学Ｂ 鈴木　裕之 34B304

1,2 113 選択 春期 経済学Ａ 多部田　直樹 6401 1,2 113 選択 春期 身体と運動Ａ 竹市　勝 10329

1,2 114 選択 秋期 経済学Ｂ 多部田　直樹 6401 1,2 114 選択 春期 防災リーダー養成論 津波古　憲　他 34B205

1,2 115 選択 春期 身体と運動Ａ 田中　重陽 10101 1,2 115 選択 秋期 防災リーダー養成論 月ヶ瀬　恭子　他 34B205

1,2 116 選択 秋期 身体と運動Ａ 田中　重陽 10101 1 201 選択 春期 英会話１ ヘニング　ベバリ　ジュン 34A610

1,2 117 選択 春期 防災リーダー養成論 月ヶ瀬　恭子　他 34A310 1 202 選択 秋期 英会話２ ヘニング　ベバリ　ジュン 34A610

1 201 選択 春期 英会話１ ヘニング　ベバリ　ジュン 34A610 2 203 選択 春期 英会話３ 樋口　ソニア 34A403

1 202 選択 秋期 英会話２ ヘニング　ベバリ　ジュン 34A610 2 204 選択 秋期 英会話４ 樋口　ソニア 34A403

2 203 選択 春期 英会話３ 樋口　ソニア 34A403 1 205 選択 春期 ＴＯＥＩＣ英語１ 小崎　充 34A603

2 204 選択 秋期 英会話４ 樋口　ソニア 34A403 1 206 選択 秋期 ＴＯＥＩＣ英語２ 小崎　充 34A603

1 205 選択 春期 ＴＯＥＩＣ英語１ 乾　展子 34A612 2 207 選択 春期 ＴＯＥＩＣ英語３ 石和　義之 34A602

1 206 選択 秋期 ＴＯＥＩＣ英語２ 乾　展子 34A612 2 208 選択 秋期 ＴＯＥＩＣ英語４ 石和　義之 34A602

2 207 選択 春期 ＴＯＥＩＣ英語３ 石和　義之 34A602 2,3,4 209 必修 春期 英語１(再) 井上　和哉 34A414

2 208 選択 秋期 ＴＯＥＩＣ英語４ 石和　義之 34A602 2,3,4 210 必修 秋期 英語２(再) 井上　和哉 34A414

1 209 必修 春期 英語１ 小崎　充 34A308 2 211 必修 春期 英語３ 小嵜　とも子 34A605

1 210 必修 秋期 英語２ 小崎　充 34A308 2 212 選択 秋期 英語４ 小嵜　とも子 34A605

2,3,4 211 必修 秋期 英語２(再) 清宮　協子 34A305 1 213 選択 春期 マルチメディア英語Ａ 近藤　良子 34A501（梅ヶ丘端末室１）

1 212 選択 春期 マルチメディア英語Ａ 近藤　良子 34A501（梅ヶ丘端末室１） 1 214 選択 秋期 マルチメディア英語Ｂ 近藤　良子 34A501（梅ヶ丘端末室１）

1 213 選択 秋期 マルチメディア英語Ｂ 近藤　良子 34A501（梅ヶ丘端末室１） 1 215 選択 春期 フランス語１ 市川　しのぶ 34A411

1 214 選択 春期 ドイツ語１ 伊藤　みどり 34A401 1 217 選択 秋期 フランス語２ 市川　しのぶ 34A411

1 215 選択 秋期 ドイツ語２ 伊藤　みどり 34A401 1,2,3,4 216 選択 秋期 フランス語１(再) 飯島　幸夫 34A402

2 216 選択 春期 ドイツ語３ 大淵　知直 34A603 3,4 218 選択 春期 フランス語４(再) 飯島　幸夫 34A402

2 217 選択 秋期 ドイツ語４ 大淵　知直 34A603 1 219 選択 春期 中国語会話１ 廬　承謚 34A611

　 1 218 選択 春期 フランス語１ 飯島　幸夫 34A412 1 220 選択 秋期 中国語会話２ 廬　承謚 34A611

1 219 選択 秋期 フランス語２ 飯島　幸夫 34A412 1 221 選択 春期 中国語１ 祝　振媛 34A410

2 220 選択 春期 フランス語３ 市川　しのぶ 34A411 1 222 選択 秋期 中国語２ 祝　振媛 34A410

2 221 選択 秋期 フランス語４ 市川　しのぶ 34A411 1 223 選択 春期 韓国語１ 金　成恩 34A405

1 222 選択 春期 中国語会話１ 廬　承謚 34A611 1 224 選択 秋期 韓国語２ 金　成恩 34A405

1 223 選択 秋期 中国語会話２ 廬　承謚 34A611 2 225 選択 春期 韓国語３ 崔　柄珠 34A413

1 224 選択 春期 中国語１ 祝　振媛 34A410 2 226 選択 秋期 韓国語４ 崔　柄珠 34A413

1 225 選択 秋期 中国語２ 祝　振媛 34A410 1,2 301 選択 春期 日本事情Ｂ（日本の国際化） 中岡　俊介 8405

2 226 選択 春期 中国語３ 徐　前 34A302 1 401 必修 通年 体育実習　卓球 村上　秀明 旧剣道場（多目的フロア）

2 227 選択 秋期 中国語４ 徐　前 34A302 1 401 必修 通年 体育実習　ピラティス 立河　京子 M多目的フロア

1 228 選択 春期 韓国語１ 金　成恩 34A606 2 402 選択 秋期 スポーツ実習Ａ　スキー 渡部　裕美 Mフィットネスセンター

1 229 選択 秋期 韓国語２ 金　成恩 34A606 3 403 選択 秋期 スポーツ実習Ｂ　スキー 渡部　裕美 Mフィットネスセンター

2 230 選択 春期 韓国語３ 崔　柄珠 34A413 4 404 選択 秋期 スポーツ実習Ｃ　スキー 渡部　裕美 Mフィットネスセンター

2 231 選択 秋期 韓国語４ 崔　柄珠 34A413

2 301 選択 春期 アカデミック日本語３Ａ 小池　亜子 34A407

2 302 選択 秋期 アカデミック日本語３Ｂ 小池　亜子 34A407

1 401 必修 通年 体育実習　柔道 山内　直人 M柔道場

1 401 必修 通年 体育実習　ニュー　スポーツ 後藤　貴浩 旧剣道場（多目的フロア）

2 402 選択 通年 スポーツ実習Ａ　剣道 川上　有光 M剣道場

3 403 選択 通年 スポーツ実習Ｂ　剣道 川上　有光 M剣道場

4 404 選択 通年 スポーツ実習Ｃ　剣道 川上　有光 M剣道場

水曜3限　（12：55 ～ 14：25） 水曜4限　（14：40 ～ 16：10）



水曜日

学年 登録ｺｰﾄﾞ 必選 期間 科　目　名 教　員　名 教　室 学年 登録ｺｰﾄﾞ 必選 期間 科　目　名 教　員　名 教　室

1,2 101 選択 春期 日本史Ａ 夏目　琢史 34A207 1 401 必修 通年 体育実習　バドミントン 竹市　勝 Mアリーナ

1,2 102 選択 秋期 日本史Ｂ 夏目　琢史 34A207

1,2 103 選択 春期 心理学Ａ 高橋　良博 6301

1,2 104 選択 秋期 心理学Ｂ 高橋　良博 6301

1,2 105 選択 春期 文化人類学Ａ 鈴木　裕之 34B304

1,2 106 選択 秋期 文化人類学Ｂ 鈴木　裕之 34B304

1 201 選択 春期 英会話１ 樋口　ソニア 34A403

1 202 選択 秋期 英会話２ 樋口　ソニア 34A403

1 203 選択 春期 ＴＯＥＩＣ英語１ 石和　義之 34A602

1 204 選択 秋期 ＴＯＥＩＣ英語２ 石和　義之 34A602

2,3,4 205 選択 秋期 中国語３ 廬　承謚 34A611

3,4 206 選択 春期 中国語４ 廬　承謚 34A611

1 401 必修 通年 体育実習　合気道 成山　哲也 M柔道場

1 401 必修 通年 体育実習　卓球 村上　秀明 旧剣道場（多目的フロア）

1 401 必修 通年 体育実習　Ｔ．Ｅ． 川上　有光 M剣道場

水曜5限　（16：25 ～ 17：55） 水曜6限　（18：05 ～ 19：35）



水曜7限　（19：45 ～ 21：15）

学年 登録ｺｰﾄﾞ 必選 期間 科　目　名 教　員　名 教　室



木曜日

学年 登録ｺｰﾄﾞ 必選 期間 科　目　名 教　員　名 教　室 学年 登録ｺｰﾄﾞ 必選 期間 科　目　名 教　員　名 教　室

1,2 101 選択 春期 日本史Ａ 泉　正人 34A207 1,2 101 選択 春期 哲学Ａ 和田　義浩 34B304

1,2 102 選択 秋期 日本史Ｂ 泉　正人 34A207 1,2 102 選択 秋期 哲学Ｂ 和田　義浩 34B304

1,2 103 選択 春期 経済学Ａ 川村　哲章 34B302 1,2 103 選択 春期 倫理学Ａ 高橋　章仁 6303

1,2 104 選択 秋期 経済学Ｂ 川村　哲章 34B302 1,2 104 選択 秋期 倫理学Ｂ 高橋　章仁 6303

1,2 105 選択 春期 心理学Ａ 飯田　緑 34B204 1,2 105 選択 春期 政治学Ａ 大木　啓介 34B302

1,2 106 選択 秋期 心理学Ｂ 飯田　緑 34B204 1,2 106 選択 秋期 政治学Ｂ 大木　啓介 34B302

1 201 選択 春期 英会話１ ﾄﾞﾉｳﾞｧﾝ, ﾏｲｹﾙ 34A304 1,2 107 選択 春期 文化人類学Ａ 鈴木　裕之 6401

1 202 選択 秋期 英会話２ ﾄﾞﾉｳﾞｧﾝ, ﾏｲｹﾙ 34A304 1,2 108 選択 秋期 文化人類学Ｂ 鈴木　裕之 6401

2 203 選択 春期 中国語３ 曽　蓉子 34A613 1,2 109 選択 秋期 文化人類学Ｂ 市田　雅崇 6301

2 204 選択 秋期 中国語４ 曽　蓉子 34A613 1 202 選択 春期 英会話１ ﾄﾞﾉｳﾞｧﾝ, ﾏｲｹﾙ 34A304

2 205 選択 春期 韓国語３ 朴　天弘 34A411 1 204 選択 秋期 英会話２ ﾄﾞﾉｳﾞｧﾝ, ﾏｲｹﾙ 34A304

2 206 選択 秋期 韓国語４ 朴　天弘 34A411 1 201 選択 春期 英会話１ 沢村　静 6104

2,3,4 301 選択 春期 ビジネス日本語Ａ 横道　千秋 34A401 1 203 選択 秋期 英会話２ 沢村　静 6104

2,3,4 302 選択 秋期 ビジネス日本語Ｂ 横道　千秋 34A401 1 205 選択 春期 ＴＯＥＩＣ英語１ 北村　豊 10204階段教室

1 401 必修 通年 体育実習　バレーボール 山田　美絵子 Mアリーナ 1 206 選択 秋期 ＴＯＥＩＣ英語２ 北村　豊 10204階段教室

1 401 必修 通年 体育実習　ヘルスケアトレーニング 竹市　勝 Mフィットネスセンター 1 207 必修 春期 英語１(電子情報学系１年） 宮澤　信彦 34A410

2 402 選択 通年 スポーツ実習Ａ　柔道 佐藤　雄哉 M柔道場 1 211 必修 秋期 英語２(電子情報学系１年） 宮澤　信彦 34A410

3 403 選択 通年 スポーツ実習Ｂ　柔道 佐藤　雄哉 M柔道場 1 208 必修 春期 英語１(電子情報学系１年） 小山　さや香 34A612

4 404 選択 通年 スポーツ実習Ｃ　柔道 佐藤　雄哉 M柔道場 1 212 必修 秋期 英語２(電子情報学系１年） 小山　さや香 34A612

1 209 必修 春期 英語１(電子情報学系１年） 青木　宏 34A401

1 210 必修 秋期 英語２(電子情報学系１年） 青木　宏 34A401

2,3,4 234 選択 春期 英語１ 坂井　竜太郎 34A611

2,3,4 235 選択 秋期 英語２ 坂井　竜太郎 5303

2,3,4 213 必修 秋期 英語３(再) 利根　有紀 34A611

1 214 選択 春期 マルチメディア英語Ａ 菅原　安彦 34A501（梅ヶ丘端末室１）

1 215 選択 秋期 マルチメディア英語Ｂ 菅原　安彦 34A501（梅ヶ丘端末室１）

1 216 選択 春期 ドイツ語１ 河口　伸 34A406

1 217 選択 秋期 ドイツ語２ 河口　伸 34A406

2 218 選択 春期 ドイツ語３ 鷲巣　由美子 34A402

2 219 選択 秋期 ドイツ語４ 鷲巣　由美子 34A402

1 220 選択 春期 フランス語１ 下田　隆之 34A412

1 221 選択 秋期 フランス語２ 下田　隆之 34A412

1,2,3,4 223 選択 秋期 中国語１(再) 周　偉嘉 34A606

2,3,4 224 選択 春期 中国語２(再) 周　偉嘉 34A606

1 222 選択 春期 中国語１ 曽　蓉子 34A613

1 225 選択 秋期 中国語２ 曽　蓉子 34A613

2 227 選択 春期 中国語３ 王　丹 6106

2 229 選択 秋期 中国語４ 王　丹 6106

2 226 選択 春期 中国語３ 申　晨 34A602

2 228 選択 秋期 中国語４ 申　晨 34A602

1 230 選択 春期 韓国語１ 朴　天弘 34A411

1 231 選択 秋期 韓国語２ 朴　天弘 34A411

2 232 選択 春期 韓国語３ 齊藤　良子 34A610

2 233 選択 秋期 韓国語４ 齊藤　良子 34A610

1 301 必修 春期 アカデミック日本語１Ａ 横道　千秋 34A302

1 302 必修 秋期 アカデミック日本語１Ｂ 横須賀　柳子 34A302

1 401 必修 通年 体育実習　バレーボール 山田　美絵子 Mアリーナ

2 402 選択 通年 スポーツ実習Ａ　柔道 佐藤　雄哉 M柔道場

3 403 選択 通年 スポーツ実習Ｂ　柔道 佐藤　雄哉 M柔道場

4 404 選択 通年 スポーツ実習Ｃ　柔道 佐藤　雄哉 M柔道場

木曜1限　（9：00 ～ 10：30） 木曜2限　（10：45 ～ 12：15）



学年 登録ｺｰﾄﾞ 必選 期間 科　目　名 教　員　名 教　室 学年 登録ｺｰﾄﾞ 必選 期間 科　目　名 教　員　名 教　室

1,2 101 選択 春期 倫理学Ａ 高橋　章仁 6303 1,2 103 選択 春期 国文学Ａ 中村　一夫 34B302

1,2 102 選択 秋期 倫理学Ｂ 高橋　章仁 6303 1,2 104 選択 秋期 国文学Ｂ 中村　一夫 34B302

1,2 103 選択 春期 社会学Ａ 鈴木　江理子 34A309 1,2 105 選択 春期 経済学Ａ 加藤　将貴 34B303

1,2 104 選択 秋期 社会学Ｂ 鈴木　江理子 34A309 1,2 106 選択 秋期 経済学Ｂ 加藤　将貴 34B303

1,2 105 選択 春期 文化人類学Ａ 市田　雅崇 34B203 1,2 107 選択 秋期 心理学Ｂ 桜井　美加 5306

1,2 106 選択 秋期 文化人類学Ｂ 市田　雅崇 34B203 1,2 108 選択 春期 文化人類学Ａ 市田　雅崇 34B203

1,2 107 選択 秋期 身体と運動Ａ 竹市　勝 10212 1,2 109 選択 秋期 文化人類学Ｂ 市田　雅崇 34B203

1 202 選択 春期 英会話１ ｵｰﾙﾀﾞｰ, ﾏｰｸ 34A603 1,2 110 選択 春期 人間と地球環境 長谷川　三雄 6302

1 204 選択 秋期 英会話２ ｵｰﾙﾀﾞｰ, ﾏｰｸ 34A603 1,2 111 選択 秋期 かけがえのない地球環境 長谷川　三雄 6302

1 201 選択 春期 英会話１ 沢村　静 6404 1 201 選択 春期 英会話１ ｵｰﾙﾀﾞｰ, ﾏｰｸ 34A603

1 203 選択 秋期 英会話２ 沢村　静 6404 1 204 選択 秋期 英会話２ ｵｰﾙﾀﾞｰ, ﾏｰｸ 34A603

2 205 選択 春期 英会話３ ﾄﾞﾉｳﾞｧﾝ, ﾏｲｹﾙ 34A304 1 202 選択 春期 英会話１ ﾄﾞﾉｳﾞｧﾝ, ﾏｲｹﾙ 34A304

2 206 選択 秋期 英会話４ ﾄﾞﾉｳﾞｧﾝ, ﾏｲｹﾙ 34A304 1 203 選択 秋期 英会話２ ﾄﾞﾉｳﾞｧﾝ, ﾏｲｹﾙ 34A304

1 207 選択 春期 ＴＯＥＩＣ英語１ 松井　直樹 34A413 1 210 必修 春期 英語１(機械・人情・基礎・フレ1年) 伊藤　千里 34A606

1 208 選択 秋期 ＴＯＥＩＣ英語２ 松井　直樹 34A413 1 219 必修 秋期 英語２(機械・人情・基礎・フレ1年) 伊藤　千里 34A606

2 209 選択 春期 ＴＯＥＩＣ英語３ 岩崎　永一 34A310 1 207 必修 春期 英語１(機械・人情・基礎・フレ1年) 岩崎　永一 34A409

2 210 選択 秋期 ＴＯＥＩＣ英語４ 岩崎　永一 34A310 1 216 必修 秋期 英語２(機械・人情・基礎・フレ1年) 岩崎　永一 34A409

1 214 必修 春期 英語１(建築・まち・フレ1年) 河田　英介 34A609 1 206 必修 春期 英語１(機械・人情・基礎・フレ1年) 高橋　明子 34A604

1 218 必修 秋期 英語２(建築・まち・フレ1年) 河田　英介 34A609 1 218 必修 秋期 英語２(機械・人情・基礎・フレ1年) 高橋　明子 34A604

1 211 必修 春期 英語１(建築・まち・フレ1年) 寺嶋　さなえ 34A404 1 208 必修 春期 英語１(機械・人情・基礎・フレ1年) 松井　直樹 34A413

1 217 必修 秋期 英語２(建築・まち・フレ1年) 寺嶋　さなえ 34A404 1 215 必修 秋期 英語２(機械・人情・基礎・フレ1年) 松井　直樹 34A413

1 212 必修 春期 英語１(建築・まち・フレ1年) 青木　宏 34A401 1 209 必修 春期 英語１(機械・人情・基礎・フレ1年) 青木　宏 34A401

1 216 必修 秋期 英語２(建築・まち・フレ1年) 青木　宏 34A401 1 214 必修 秋期 英語２(機械・人情・基礎・フレ1年) 青木　宏 34A401

1 213 必修 春期 英語１(建築・まち・フレ1年) 福島　君子 5301 AL教室 1 211 必修 春期 英語１(機械・人情・基礎・フレ1年) 沢村　静 6404

1 215 必修 秋期 英語２(建築・まち・フレ1年) 福島　君子 5301 AL教室 1 217 必修 秋期 英語２(機械・人情・基礎・フレ1年) 沢村　静 6404

2 219 必修 春期 英語３ 足立　公平 34A410 1 205 必修 春期 英語１(機械・人情・基礎・フレ1年) 福島　君子 5301 AL教室

2 221 必修 秋期 英語４ 足立　公平 34A410 1 213 必修 秋期 英語２(機械・人情・基礎・フレ1年) 福島　君子 5301 AL教室

2,3,4 220 必修 秋期 英語３(再) 利根　有紀 34A611 1,2,3,4 212 必修 秋期 英語１(再) 利根　有紀 34A612

1 222 選択 春期 マルチメディア英語Ａ 菅原　安彦 34A501（梅ヶ丘端末室１） 1 220 選択 春期 ドイツ語１ 大淵　知直 34A605

1 223 選択 秋期 マルチメディア英語Ｂ 菅原　安彦 34A501（梅ヶ丘端末室１） 1 221 選択 秋期 ドイツ語２ 大淵　知直 34A605

2,3,4 224 選択 春期 英語ワークショップＡ 貝瀬　英夫 5306 2,3,4 222 選択 春期 フランス語２(再) 下田　隆之 34A414

2,3,4 225 選択 秋期 英語ワークショップＢ 貝瀬　英夫 5306 2,3,4 223 選択 秋期 フランス語３(再) 下田　隆之 34A414

2,3,4 226 選択 春期 中級ドイツ語Ａ 鷲巣　由美子 34A403 1 224 選択 春期 中国語会話１ 宮島　琴美 34A601

2,3,4 227 選択 秋期 中級ドイツ語Ｂ 鷲巣　由美子 34A403 1 225 選択 秋期 中国語会話２ 宮島　琴美 34A601

2,3,4 228 選択 春期 中級ドイツ語Ｃ 鷲巣　由美子 34A403 1 226 選択 春期 中国語１ 申　晨 34A613

2,3,4 229 選択 秋期 中級ドイツ語Ｄ 鷲巣　由美子 34A403 1 228 選択 秋期 中国語２ 申　晨 34A613

2 230 選択 春期 フランス語３ 下田　隆之 34A412 2,3,4 227 選択 春期 中国語２(再) 八木　堅二 34A407

2 231 選択 秋期 フランス語４ 下田　隆之 34A412 1 229 選択 春期 韓国語会話１ 朴　天弘 10330

1 233 選択 春期 中国語会話１ 王　丹 34A405 1 230 選択 秋期 韓国語会話２ 朴　天弘 10330

1 235 選択 秋期 中国語会話２ 王　丹 34A405 1 301 必修 春期 アカデミック日本語１Ａ 小池　亜子 34A609

1 232 選択 春期 中国語会話１ 周　偉嘉 34A606 1 302 必修 秋期 アカデミック日本語１Ｂ 小池　亜子 34A609

1 234 選択 秋期 中国語会話２ 周　偉嘉 34A606 1,2 303 選択 春期 日本事情Ａ（日本の歴史） 和田　義浩 34A207

1 236 選択 春期 中国語１ 申　晨 34A613 1,2 304 選択 秋期 日本事情Ａ（日本の現代文化） 高橋　章仁 34A607

1 237 選択 秋期 中国語２ 申　晨 34A613 1 401 必修 通年 体育実習　卓球 渡部　裕美 旧剣道場（多目的フロア）

2 238 選択 春期 中国語３ 宮島　琴美 34A208 2 402 選択 通年 スポーツ実習Ａ　剣道 小森　富士登 M剣道場

2 239 選択 秋期 中国語４ 宮島　琴美 34A208 3 403 選択 通年 スポーツ実習Ｂ　剣道 小森　富士登 M剣道場

1 240 選択 春期 韓国語１ 齊藤　良子 34A610 4 404 選択 通年 スポーツ実習Ｃ　剣道 小森　富士登 M剣道場

1 241 選択 秋期 韓国語２ 齊藤　良子 34A610

1 301 必修 春期 アカデミック日本語１Ａ 小池　亜子 34A205

1 302 必修 秋期 アカデミック日本語１Ｂ 小池　亜子 34A205

1 401 必修 通年 体育実習　剣道 小森　富士登 M剣道場

1 401 必修 通年 体育実習　卓球 渡部　裕美 旧剣道場（多目的フロア）

2 402 選択 通年 スポーツ実習Ａ　柔道 佐藤　雄哉 M柔道場

3 403 選択 通年 スポーツ実習Ｂ　柔道 佐藤　雄哉 M柔道場

4 404 選択 通年 スポーツ実習Ｃ　柔道 佐藤　雄哉 M柔道場

木曜3限　（12：55 ～ 14：25） 木曜4限　（14：40 ～ 16：10）



木曜日

学年 登録ｺｰﾄﾞ 必選 期間 科　目　名 教　員　名 教　室 学年 登録ｺｰﾄﾞ 必選 期間 科　目　名 教　員　名 教　室

1,2 101 選択 春期 哲学Ａ 和田　義浩 34A207 1 401 必修 通年 体育実習　バスケットボール 青山　慎一郎 Mアリーナ

1,2 102 選択 秋期 哲学Ｂ 和田　義浩 34A207

1,2 103 選択 春期 国文学Ａ 深澤　亨 10105

1,2 104 選択 秋期 国文学Ｂ 深澤　亨 10105

1,2 105 選択 春期 社会学Ａ 鈴木　江理子 34A309

1,2 106 選択 秋期 社会学Ｂ 鈴木　江理子 34A309

1,2 107 選択 春期 文化人類学Ａ 市田　雅崇 34A302

1 201 選択 春期 英会話１ ｵｰﾙﾀﾞｰ, ﾏｰｸ 34A603

1 203 選択 秋期 英会話２ ｵｰﾙﾀﾞｰ, ﾏｰｸ 34A603

1 202 選択 春期 英会話１ ﾄﾞﾉｳﾞｧﾝ, ﾏｲｹﾙ 34A304

1 204 選択 秋期 英会話２ ﾄﾞﾉｳﾞｧﾝ, ﾏｲｹﾙ 34A304

1 205 選択 春期 ＴＯＥＩＣ英語１ 松井　直樹 34A413

1 206 選択 秋期 ＴＯＥＩＣ英語２ 松井　直樹 34A413

2 207 選択 春期 ＴＯＥＩＣ英語３ 青木　宏 34A401

2 208 選択 秋期 ＴＯＥＩＣ英語４ 青木　宏 34A401

1,2,3,4 209 選択 秋期 ドイツ語１ 大淵　知直 34A604

2,3,4 210 選択 春期 ドイツ語２ 大淵　知直 34A604

2 211 選択 春期 中国語会話３ 宮島　琴美 34A601

2 212 選択 秋期 中国語会話４ 宮島　琴美 34A601

1 213 選択 春期 韓国語１ 朴　天弘 10330

1 214 選択 秋期 韓国語２ 朴　天弘 10330

1 401 必修 通年 体育実習　卓球 青山　慎一郎 旧剣道場（多目的フロア）

木曜5限　（16：25 ～ 17：55） 木曜6限　（18：05 ～ 19：35）



学年 登録ｺｰﾄﾞ 必選 期間 科　目　名 教　員　名 教　室

木曜7限　（19：45 ～ 21：15）



金曜日

学年 登録ｺｰﾄﾞ 必選 期間 科　目　名 教　員　名 教　室 学年 登録ｺｰﾄﾞ 必選 期間 科　目　名 教　員　名 教　室

1,2 101 選択 春期 経済学Ａ 案浦　崇 34B304 1,2 101 選択 春期 哲学Ａ 瀬嶋　貞徳 6302

1,2 102 選択 秋期 経済学Ｂ 案浦　崇 34B304 1,2 102 選択 秋期 哲学Ｂ 瀬嶋　貞徳 6302

1 103 選択 春期 情報科学 高橋　幸雄 7101（世田谷端末室３） 1,2 103 選択 春期 日本史Ａ 中川　壽之 34B302

1 104 選択 秋期 コンピュータシステム 高橋　幸雄 7101（世田谷端末室３） 1,2 104 選択 秋期 日本史Ｂ 中川　壽之 34B302

2 201 選択 春期 英会話３ ｻｻﾞｰﾗﾝﾄﾞ, ｼﾞｪｰﾑｽﾞ 34A409 1,2 105 選択 春期 経済学Ａ 大塚　健太郎 5306

2 202 選択 秋期 英会話４ ｻｻﾞｰﾗﾝﾄﾞ, ｼﾞｪｰﾑｽﾞ 34A409 1,2 106 選択 秋期 経済学Ｂ 大塚　健太郎 5306

1 203 選択 春期 ＴＯＥＩＣ英語１ 高橋　哲郎 34A302 1 201 選択 春期 英会話１ 石川　太郎 34A611

1 204 選択 秋期 ＴＯＥＩＣ英語２ 高橋　哲郎 34A302 1 202 選択 秋期 英会話２ 石川　太郎 34A611

2 205 選択 春期 ＴＯＥＩＣ英語３ 足立　公平 34A410 2 203 選択 春期 英会話３ ｻｻﾞｰﾗﾝﾄﾞ, ｼﾞｪｰﾑｽﾞ 34A409

2 206 選択 秋期 ＴＯＥＩＣ英語４ 足立　公平 34A410 2 204 選択 秋期 英会話４ ｻｻﾞｰﾗﾝﾄﾞ, ｼﾞｪｰﾑｽﾞ 34A409

2,3,4 207 選択 春期 中国語２(再) 八木　堅二 34A405 1 205 選択 春期 ＴＯＥＩＣ英語１ 高橋　哲郎 34A302

1 208 選択 春期 韓国語１ 崔　柄珠 8404 1 206 選択 秋期 ＴＯＥＩＣ英語２ 高橋　哲郎 34A302

1 209 選択 秋期 韓国語２ 崔　柄珠 8404 2 207 選択 春期 ＴＯＥＩＣ英語３ 井上　摂 34A401

2,3,4 210 選択 秋期 韓国語３(再) 魏　聖銓 34A609 2 208 選択 秋期 ＴＯＥＩＣ英語４ 井上　摂 34A401

3,4 211 選択 春期 韓国語４(再) 魏　聖銓 34A609 1 209 選択 春期 ドイツ語１ 鷲巣　由美子 34A406

1 401 必修 通年 体育実習　卓球 渡部　裕美 旧剣道場（多目的フロア） 1 210 選択 秋期 ドイツ語２ 鷲巣　由美子 34A406

1 401 必修 通年 体育実習　フィジカルトレーニング 田中　重陽 Mフィットネスセンター 2 211 選択 春期 ドイツ語３ 大淵　知直 34A413

2 212 選択 秋期 ドイツ語４ 大淵　知直 34A413

2 213 選択 春期 フランス語３ 生方　淳子 34A305

2 214 選択 秋期 フランス語４ 生方　淳子 34A305

2 215 選択 春期 中国語３ 廖　芙英 34A412

2 216 選択 秋期 中国語４ 廖　芙英 34A412

2,3,4 218 選択 秋期 中級中国語Ｂ 王　丹 34A201

2,3,4 220 選択 秋期 中級中国語Ｄ 王　丹 34A201

2,3,4 217 選択 春期 中級中国語Ａ 八木　堅二 34A405

2,3,4 219 選択 春期 中級中国語Ｃ 八木　堅二 34A405

1 221 選択 春期 韓国語１ 魏　聖銓 34A609

1 222 選択 秋期 韓国語２ 魏　聖銓 34A609

2 223 選択 春期 韓国語３ 崔　柄珠 8404

2 224 選択 秋期 韓国語４ 崔　柄珠 8404

1 225 選択 春期 韓国語会話１ 金　成恩 34A613

1 226 選択 秋期 韓国語会話２ 金　成恩 34A613

1 401 必修 通年 体育実習　柔道 岡部　洋興 M柔道場

1 401 必修 通年 体育実習　剣道 岸本　卓也 M剣道場

1 401 必修 通年 体育実習　卓球 田中　重陽 旧剣道場（多目的フロア）

1 401 必修 通年 体育実習　ダンス　エクササイズ 渡部　裕美 M多目的フロア

金曜1限　（9：00 ～ 10：30） 金曜2限　（10：45 ～ 12：15）



学年 登録ｺｰﾄﾞ 必選 期間 科　目　名 教　員　名 教　室 学年 登録ｺｰﾄﾞ 必選 期間 科　目　名 教　員　名 教　室

1,2 101 選択 春期 日本史Ａ 岩下　祥子 34B203 1,2 101 選択 秋期 日本史Ｂ 高松　百香 34B302

1,2 102 選択 秋期 日本史Ｂ 岩下　祥子 34B203 1,2 102 選択 春期 経済学Ａ 大塚　健太郎 5306

1,2 103 選択 春期 人間と地球環境 長谷川　三雄 6302 1,2 103 選択 秋期 経済学Ｂ 大塚　健太郎 5306

1,2 104 選択 秋期 かけがえのない地球環境 長谷川　三雄 6302 1,2 104 選択 春期 心理学Ａ 高橋　良博 M中教室(M401)

1,2 105 選択 春期 物理学概論Ａ 中島　基樹 34A207 1,2 105 選択 春期 心理学Ａ 飯田　緑 34B303

1,2 106 選択 秋期 物理学概論Ｂ 中島　基樹 34A207 1,2 106 選択 秋期 心理学Ｂ 飯田　緑 34B303

1 201 選択 春期 英会話１ 井上　摂 34A307 1,2 107 選択 秋期 心理学Ｂ 高橋　良博 M中教室(M401)

1 202 選択 秋期 英会話２ 井上　摂 34A307 1,2 108 選択 春期 人間と地球環境 長谷川　三雄 6302

2 203 選択 春期 英会話３ ｻｻﾞｰﾗﾝﾄﾞ, ｼﾞｪｰﾑｽﾞ 34A401 1,2 109 選択 秋期 かけがえのない地球環境 長谷川　三雄 6302

2 204 選択 秋期 英会話４ ｻｻﾞｰﾗﾝﾄﾞ, ｼﾞｪｰﾑｽﾞ 34A401 1 201 選択 春期 英会話１ ｻｻﾞｰﾗﾝﾄﾞ, ｼﾞｪｰﾑｽﾞ 34A401

1 205 選択 春期 ＴＯＥＩＣ英語１ 大西　和子 34A411 1 202 選択 秋期 英会話２ ｻｻﾞｰﾗﾝﾄﾞ, ｼﾞｪｰﾑｽﾞ 34A401

1 206 選択 秋期 ＴＯＥＩＣ英語２ 大西　和子 34A411 1 203 選択 春期 ＴＯＥＩＣ英語１ 高橋　哲郎 34A302

2 207 選択 春期 ＴＯＥＩＣ英語３ 足立　公平 34A304 1 206 選択 秋期 ＴＯＥＩＣ英語２ 高橋　哲郎 34A302

2 208 選択 秋期 ＴＯＥＩＣ英語４ 足立　公平 34A304 1 204 選択 春期 ＴＯＥＩＣ英語１ 尾関　裕子 34A606

2 213 必修 春期 英語３(機械・建築・人情2年) 安田　孝子 34A601 1 205 選択 秋期 ＴＯＥＩＣ英語２ 尾関　裕子 34A606

2 218 必修 秋期 英語４(機械・建築・人情2年) 安田　孝子 34A601 2 207 選択 春期 ＴＯＥＩＣ英語３ 井上　摂 34A409

2 210 必修 春期 英語２(機械・建築・人情2年) 河内　裕二 34A404 2 208 選択 秋期 ＴＯＥＩＣ英語４ 井上　摂 34A409

2 217 必修 秋期 英語３(機械・建築・人情2年) 河内　裕二 34A404 2 212 必修 春期 英語３(電子・まち・基礎2年） 安田　孝子 34A601

2 216 必修 春期 英語３(機械・建築・人情2年) 貝瀬　英夫 10217 2 219 必修 秋期 英語４(電子・まち・基礎2年） 安田　孝子 34A601

2 222 必修 秋期 英語４(機械・建築・人情2年) 貝瀬　英夫 10217 2 210 必修 春期 英語２(電子・まち・基礎2年） 河内　裕二 34A404

2 211 必修 春期 英語３(機械・建築・人情2年) 佐藤　江里子 34A403 2 218 必修 秋期 英語３(電子・まち・基礎2年） 河内　裕二 34A404

2 220 必修 秋期 英語４(機械・建築・人情2年) 佐藤　江里子 34A403 2 211 必修 春期 英語３(電子・まち・基礎2年） 佐藤　江里子 34A403

2 212 必修 春期 英語３(機械・建築・人情2年) 西浦　寛子 34A606 2 221 必修 秋期 英語４(電子・まち・基礎2年） 佐藤　江里子 34A403

2 219 必修 秋期 英語４(機械・建築・人情2年) 西浦　寛子 34A606 2 217 必修 春期 英語３(電子・まち・基礎2年） 坂井　竜太郎 34A602

2 215 必修 春期 英語３(機械・建築・人情2年) 石川　太郎 34A611 2 220 必修 秋期 英語４(電子・まち・基礎2年） 坂井　竜太郎 34A602

2 224 必修 秋期 英語４(機械・建築・人情2年) 石川　太郎 34A611 2 214 必修 春期 英語３(電子・まち・基礎2年） 石川　太郎 34A611

2 214 必修 春期 英語３(機械・建築・人情2年) 多湖　純佳 34A402 2 223 必修 秋期 英語４(電子・まち・基礎2年） 石川　太郎 34A611

2 223 必修 秋期 英語４(機械・建築・人情2年) 多湖　純佳 34A402 2 216 必修 春期 英語３(電子・まち・基礎2年） 多湖　純佳 34A402

2,3,4 209 必修 春期 英語２(再) 佐藤　清子 34A405 2 224 必修 秋期 英語４(電子・まち・基礎2年） 多湖　純佳 34A402

3,4 221 必修 秋期 英語４(再) 利根　有紀 34A610 2 213 必修 春期 英語３(電子・まち・基礎2年） 大西　和子 34A411

1 225 選択 春期 ドイツ語会話１ 鷲巣　由美子 34A413 2 222 必修 秋期 英語４(電子・まち・基礎2年） 大西　和子 34A411

1 226 選択 秋期 ドイツ語会話２ 鷲巣　由美子 34A413 1,2,3,4 209 必修 秋期 英語１(再) 利根　有紀 34A610

1 227 選択 春期 フランス語１ 下田　隆之 34A612 3,4 215 必修 春期 英語３(再) 佐藤　清子 34A405

1 228 選択 秋期 フランス語２ 下田　隆之 34A612 1 225 選択 春期 ドイツ語インテンシヴ１ 鷲巣　由美子 34A605

2 229 選択 春期 フランス語３ ｸﾞｻﾞﾋﾞｴ, ﾋﾞｭﾛｰ 34A504（梅ヶ丘端末室４） 1 226 選択 秋期 ドイツ語インテンシヴ２ 鷲巣　由美子 34A605

2 230 選択 秋期 フランス語４ ｸﾞｻﾞﾋﾞｴ, ﾋﾞｭﾛｰ 34A504（梅ヶ丘端末室４） 1 227 選択 春期 フランス語１ ｸﾞｻﾞﾋﾞｴ, ﾋﾞｭﾛｰ 34A504（梅ヶ丘端末室４）

2,3,4 231 選択 秋期 中国語３(再) 王　丹 6106 1 228 選択 秋期 フランス語２ ｸﾞｻﾞﾋﾞｴ, ﾋﾞｭﾛｰ 34A504（梅ヶ丘端末室４）

2 232 選択 春期 韓国語３ 金　成恩 34A410 1 229 選択 春期 中国語１ 廖　芙英 34A412

2 233 選択 秋期 韓国語４ 金　成恩 34A410 1 230 選択 秋期 中国語２ 廖　芙英 34A412

1 301 必修 春期 アカデミック日本語２Ａ 浅井　尚子 34A609 2 231 選択 春期 韓国語３ 金　成恩 34A410

1 302 必修 秋期 アカデミック日本語２Ｂ 浅井　尚子 34A609 2 232 選択 秋期 韓国語４ 金　成恩 34A410

1 401 必修 通年 体育実習　剣道 岸本　卓也 M剣道場 1,2,3,4 301 選択 春期 日本語スキルアップＡ 浅井　尚子 34A609

1 401 必修 通年 体育実習　バスケットボール 田中　重陽 Mアリーナ 1,2,3,4 302 選択 秋期 日本語スキルアップＢ 浅井　尚子 34A609

1 401 必修 通年 体育実習　ダンス　エクササイズ 渡部　裕美 M多目的フロア 1 401 必修 通年 体育実習　柔道 岡部　洋興 M柔道場

2 402 選択 通年 スポーツ実習Ａ　柔道 岡部　洋興 M柔道場 1 401 必修 通年 体育実習　卓球 下山　茂巳 旧剣道場（多目的フロア）

3 403 選択 通年 スポーツ実習Ｂ　柔道 岡部　洋興 M柔道場 1 401 必修 通年 体育実習　アクアフィットネス 田村　浩志 Mプール

4 404 選択 通年 スポーツ実習Ｃ　柔道 岡部　洋興 M柔道場 1 401 必修 通年 体育実習　フィジカルトレーニング 田中　重陽 Mフィットネスセンター

金曜3限　（12：55 ～ 14：25） 金曜4限　（14：40 ～ 16：10）



金曜日

学年 登録ｺｰﾄﾞ 必選 期間 科　目　名 教　員　名 教　室 学年 登録ｺｰﾄﾞ 必選 期間 科　目　名 教　員　名 教　室

1,2 101 選択 秋期 日本史Ｂ 高松　百香 34B302 2 401 選択 通年 スポーツ実習Ａ　バドミントン 竹市　勝 アリーナ（体育・武道棟）

1,2 102 選択 春期 心理学Ａ 飯田　緑 34B303 3 402 選択 通年 スポーツ実習Ｂ　バドミントン 竹市　勝 アリーナ（体育・武道棟）

1,2 103 選択 春期 心理学Ａ 高橋　良博 10101 4 403 選択 通年 スポーツ実習Ｃ　バドミントン 竹市　勝 アリーナ（体育・武道棟）

1,2 104 選択 秋期 心理学Ｂ 飯田　緑 34B303

1,2 105 選択 秋期 心理学Ｂ 高橋　良博 10101

1,2 106 選択 春期 人間と地球環境 長谷川　三雄 6302

1,2 107 選択 秋期 かけがえのない地球環境 長谷川　三雄 6302

1 201 選択 春期 英会話１ 河内　裕二 34A404

1 202 選択 秋期 英会話２ 河内　裕二 34A404

2 203 選択 春期 英会話３ ｻｻﾞｰﾗﾝﾄﾞ, ｼﾞｪｰﾑｽﾞ 34A401

2 204 選択 秋期 英会話４ ｻｻﾞｰﾗﾝﾄﾞ, ｼﾞｪｰﾑｽﾞ 34A401

3,4 207 必修 春期 英語３ 多湖　純佳 34A402

3,4 208 必修 秋期 英語４ 多湖　純佳 34A402

2 209 選択 春期 中国語３ 廖　芙英 34A412

2 210 選択 秋期 中国語４ 廖　芙英 34A412

1 401 必修 通年 体育実習　卓球 下山　茂巳 旧剣道場（多目的フロア）

2 402 選択 通年 スポーツ実習Ａ　アクアフィットネス 田村　浩志 Mプール

3 403 選択 通年 スポーツ実習Ｂ　アクアフィットネス 田村　浩志 Mプール

4 404 選択 通年 スポーツ実習Ｃ　アクアフィットネス 田村　浩志 Mプール

金曜5限　（16：25 ～ 17：55） 金曜6限　（18：05 ～ 19：35）



学年 登録ｺｰﾄﾞ 必選 期間 科　目　名 教　員　名 教　室 学年 登録ｺｰﾄﾞ 必選 期間 科　目　名 教　員　名 教　室

1,2 123 選択 集中 防災リーダー養成論実習 浅倉　大地他 開講時掲示・多摩

1,2 124 選択 集中 防災リーダー養成論実習 曽根　悦子他 開講時掲示・世田谷

金曜7限　（19：45 ～ 21：15） 集中授業



町田校舎開講科目

学年 登録ｺｰﾄﾞ 必選 期間 科　目　名 教　員　名 教　室 学年 登録ｺｰﾄﾞ 必選 期間 科　目　名 教　員　名 教　室

2 001 選択 通年 スポーツ実習Ａ　複合スポーツ 下川　学 第４体育館 2 001 選択 通年 スポーツ実習Ａ　バレーボール 矢田　秀昭 第４体育館

3 002 選択 通年 スポーツ実習Ｂ　複合スポーツ 下川　学 第４体育館 2 001 選択 通年 スポーツ実習Ａ　バスケットボール 青山　慎一郎 第３体育館

4 003 選択 通年 スポーツ実習Ｃ　複合スポーツ 下川　学 第４体育館 3 002 選択 通年 スポーツ実習Ｂ　バレーボール 矢田　秀昭 第４体育館

3 002 選択 通年 スポーツ実習Ｂ　バスケットボール 青山　慎一郎 第３体育館

4 003 選択 通年 スポーツ実習Ｃ　バレーボール 矢田　秀昭 第４体育館

4 003 選択 通年 スポーツ実習Ｃ　バスケットボール 青山　慎一郎 第３体育館

学年 登録ｺｰﾄﾞ 必選 期間 科　目　名 教　員　名 教　室 学年 登録ｺｰﾄﾞ 必選 期間 科　目　名 教　員　名 教　室

2 001 選択 通年 スポーツ実習Ａ　複合スポーツ 下川　学 第４体育館 2 001 選択 通年 スポーツ実習Ａ　ソフトボール 下川　隆司 多目的グラウンド（サッカー場）

3 002 選択 通年 スポーツ実習Ｂ　複合スポーツ 下川　学 第４体育館 2 001 選択 通年 スポーツ実習Ａ　バレーボール 矢田　秀昭 第４体育館

4 003 選択 通年 スポーツ実習Ｃ　複合スポーツ 下川　学 第４体育館 2 001 選択 通年 スポーツ実習Ａ　バスケットボール 青山　慎一郎 第３体育館

2 001 選択 通年 スポーツ実習Ａ　ゴルフ 田中　力 ゴルフ教場

3 002 選択 通年 スポーツ実習Ｂ　ソフトボール 下川　隆司 多目的グラウンド（サッカー場）

3 002 選択 通年 スポーツ実習Ｂ　バレーボール 矢田　秀昭 第４体育館

3 002 選択 通年 スポーツ実習Ｂ　バスケットボール 青山　慎一郎 第３体育館

3 002 選択 通年 スポーツ実習Ｂ　ゴルフ 田中　力 ゴルフ教場

4 003 選択 通年 スポーツ実習Ｃ　ソフトボール 下川　隆司 多目的グラウンド（サッカー場）

4 003 選択 通年 スポーツ実習Ｃ　バレーボール 矢田　秀昭 第４体育館

4 003 選択 通年 スポーツ実習Ｃ　バスケットボール 青山　慎一郎 第３体育館

4 003 選択 通年 スポーツ実習Ｃ　ゴルフ 田中　力 ゴルフ教場

学年 登録ｺｰﾄﾞ 必選 期間 科　目　名 教　員　名 教　室 学年 登録ｺｰﾄﾞ 必選 期間 科　目　名 教　員　名 教　室

2 001 選択 通年 スポーツ実習Ａ　バレーボール 下川　学 2 001 選択 通年 スポーツ実習Ａ　柔道 田中　力 第３柔道場

3 002 選択 通年 スポーツ実習Ｂ　バレーボール 下川　学 第４体育館 2 001 選択 通年 スポーツ実習Ａ　卓球 下川　隆司 第４体育館

4 003 選択 通年 スポーツ実習Ｃ　バレーボール 下川　学 第４体育館 3 002 選択 通年 スポーツ実習Ｂ　柔道 田中　力 第３柔道場

3 002 選択 通年 スポーツ実習Ｂ　卓球 下川　隆司 第４体育館

4 003 選択 通年 スポーツ実習Ｃ　柔道 田中　力 第３柔道場

4 003 選択 通年 スポーツ実習Ｃ　卓球 下川　隆司 第４体育館

学年 登録ｺｰﾄﾞ 必選 期間 科　目　名 教　員　名 教　室

2 001 選択 秋期 スポーツ実習Ａ　スキー 横沢　民男 第４体育館

3 002 選択 秋期 スポーツ実習Ｂ　スキー 横沢　民男 第４体育館

4 003 選択 秋期 スポーツ実習Ｃ　スキー 横沢　民男 第４体育館

月曜２限　（10：45 ～ 12：45）

月曜３限　（12：55 ～ 14：25）

月曜4限　（14：40 ～ 16：10）

火曜２限　（10：45 ～ 12：45）

火曜３限　（12：55 ～ 14：25）

月曜1限　（9：00 ～ 10：30） 火曜1限　（9：00 ～ 10：30）



学年 登録ｺｰﾄﾞ 必選 期間 科　目　名 教　員　名 教　室 学年 登録ｺｰﾄﾞ 必選 期間 科　目　名 教　員　名 教　室

2 001 選択 通年 スポーツ実習Ａ　ゴルフ 井手口　学 ゴルフ教場 2 001 選択 通年 スポーツ実習Ａ　バドミントン 青葉　真紀 第４体育館

3 002 選択 通年 スポーツ実習Ｂ　ゴルフ 井手口　学 ゴルフ教場 3 002 選択 通年 スポーツ実習Ｂ　バドミントン 青葉　真紀 第４体育館

4 003 選択 通年 スポーツ実習Ｃ　ゴルフ 井手口　学 ゴルフ教場 4 003 選択 通年 スポーツ実習Ｃ　バドミントン 青葉　真紀 第４体育館

学年 登録ｺｰﾄﾞ 必選 期間 科　目　名 教　員　名 教　室 学年 登録ｺｰﾄﾞ 必選 期間 科　目　名 教　員　名 教　室

2 001 選択 通年 スポーツ実習Ａ　テニス 井手口　学 テニスコート 2 001 選択 通年 スポーツ実習Ａ　バドミントン 青葉　真紀 第４体育館

2 001 選択 通年 スポーツ実習Ａ　ゴルフ 田中　重陽 ゴルフ教場 3 002 選択 通年 スポーツ実習Ｂ　バドミントン 青葉　真紀 第４体育館

3 002 選択 通年 スポーツ実習Ｂ　テニス 井手口　学 テニスコート 4 003 選択 通年 スポーツ実習Ｃ　バドミントン 青葉　真紀 第４体育館

3 002 選択 通年 スポーツ実習Ｂ　ゴルフ 田中　重陽 ゴルフ教場

4 003 選択 通年 スポーツ実習Ｃ　テニス 井手口　学 テニスコート

4 003 選択 通年 スポーツ実習Ｃ　ゴルフ 田中　重陽 ゴルフ教場

学年 登録ｺｰﾄﾞ 必選 期間 科　目　名 教　員　名 教　室

2 001 選択 通年 スポーツ実習Ａ　ゴルフ 河野　寛 ゴルフ教場

3 002 選択 通年 スポーツ実習Ｂ　ゴルフ 河野　寛 ゴルフ教場

4 003 選択 通年 スポーツ実習Ｃ　ゴルフ 河野　寛 ゴルフ教場

金曜1限　（9：00 ～ 10：30）

木曜２限　（10：45 ～ 12：45）

木曜３限　（12：55 ～ 14：25）

金曜２限　（10：45 ～ 12：45）

木曜1限　（9：00 ～ 10：30）



学年担任 身分 氏　　名 アカウント
教授 大髙敏男 otaka

教授 大橋隆弘 tohashi

２学年 准教授 佐藤公俊 kisatoh

４学年 教授 神野　誠 mjinno

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ 教授 富樫盛典 togashis

１学年 准教授 堀井宏祐 hhorii

教授 本田康裕 honda

教授 三好由記博 miyoshi

３学年 講師 モフィディ　タバタバイ　ハメッド mofidih

教授 乾　昭文 ainui

３学年 教授 大屋隆生 takaohya

教授 小田井　圭 odaikei

教授 九鬼孝夫 kukitaka

准教授 神津　薫 kouzu

１学年 准教授 酒井平祐 hsakai

２学年 准教授 高橋幸雄 takayu

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ 教授 中村嘉志 nmura

４学年 教授 中嶌信弥 nakajima

准教授 朝吹香菜子 kanakos

２学年 講師 位田達哉 indent

教授 国広ジョージ kunihiro

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ 准教授 鈴木　啓 aksuzuki

４学年 教授 田中千歳
教授 寺内義典 terauchi

教授 原　英嗣 haraei

３学年 教授 南　泰裕 yminami

１学年 准教授 横内　基 yokouchi

１学年 教授 津野和宏 tsunoka

２学年／ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ 教授 二井昭佳 nii

４学年 講師 西村亮彦 nishimura

３学年 教授 橋本隆雄 thashimo

教授 山坂昌成 yamasaka

２学年 教授 大浦邦彦 kuni

４学年 教授 小崎　充 makkoz

３学年 准教授 地神裕史 hjigami

１学年 准教授 土居裕和 hdoi

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ 教授 二川佳央 nikawa

教授 和田匡史 twada

教授 乾　睦子 inui

准教授 新庄玲子 reiko

教授 鈴木龍一 rsuzuki

教授 関口勝右 sekiguch

３学年／ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ 教授 関口宗男 motoo

４学年 准教授 名越篤史 anagoe

２学年 講師 布田　徹 fudat

教授 堀地紀行 horichi

１学年 准教授 和田浩明 hrwada
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ｱｶｳﾝﾄ名の後に【＠kokushikan.ac.jp】をつけてください。
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