
 令和2年度第2学期後半　クラス別授業時間割表（9月29日～10月5日）
2020.9.16

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
工電Ⅰ 工電Ⅰ 工電Ⅰ 工電Ⅰ リサⅠ リサⅠ リサⅠ リサⅠ

一/森 一/森 一/森 一/森

多/多実 多/多実 多/多実 多/多実

リサⅠ リサⅠ リサⅠ リサⅠ リサⅠ リサⅠ

リサⅠ リサⅠ リサⅠ リサⅠ

工電Ⅱ 工電Ⅱ 工電Ⅱ 工電Ⅱ

冨/山 冨/山 冨/山 冨/山

多/多実 多/多実 多/多実 多/多実

無機実 無機実 無機実 無機実

茂/野 茂/野 茂/野 茂/野

日本語 日本語 工電Ⅲ 工電Ⅲ 工電Ⅲ 工電Ⅲ

竹山 竹山 後/山/南 後/山/南 後/山/南 後/山/南

多/多実 多/多実 多/多実 多/多実

電実ⅡＡ 電実ⅡＡ 電実ⅡＡ 電実ⅡＡ

碇/碇 碇/碇 碇/碇 碇/碇

日本語 日本語

竹山 竹山

日本語 日本語

竹山 竹山

電実Ⅲ 電実Ⅲ 電実Ⅲ 電実Ⅲ

濱/池 濱/池 濱/池 濱/池

工実 工実 工実 工実 工実 工実 工実 工実

三/勝/田/松 三/勝/田/松 三/勝/田/松 三/勝/田/松 三/勝/田/松 三/勝/田/松 三/勝/田/松 三/勝/田/松

制実 制実 制実 制実 制実 制実 制実 制実

ゼミ ゼミ ゼミ ゼミ

デベⅡ デベⅡ プロⅢ プロⅢ

内田 内田 荒川 荒川

情報×2 情報×2 経演 経演

論理 論理 応実Ⅱ 応実Ⅱ 応実Ⅱ 機械ED 機械ED

南野 南野 後藤 後藤

情報×2/多実 情報×2/多実

電実Ⅳ 電実Ⅳ 電実Ⅳ 電実Ⅳ

日/春/三 日/春/三 日/春/三 日/春/三

情報×2 情報×2 情報×2 情報×2

創造 創造 創造 創造 創造 創造 創造 創造

三/勝/田/松 三/勝/田/松 三/勝/田/松 三/勝/田/松 三/勝/田/松 三/勝/田/松 三/勝/田/松 三/勝/田/松

制実 制実 制実 制実 制実 制実 制実 制実

物生演 物生演 物生演 物生演 化生実 化生実 化生実 化生実 工英Ⅱ 工英Ⅱ 物生演 物生演 物生演 物生演

複合実 複合実 複合実

南/德/山/碇/仙/碇/濱/篠南/德/山/碇/仙/碇/濱/篠南/德/山/碇/仙/碇/濱/篠

専５/情報×2 専５/情報×2 専５/情報×2

項目 教室略号 担任・HR教室番号 留学生特別カリキュラム

科目名 記号 教室名 記号 教室名 クラス 番号 担任 クラス 番号 担任 クラス 番号 担任 クラス 時間 留学生特別科目 教員名
教員名 * 選１ １Ｍ ２２ 石尾 ３Ｍ Ｂ－１２ 德永 ５Ｍ １ 森﨑 ３ＭＳＣ 月曜５・６ 日本語 竹山

教室名 多実 選２ 　Ｅ ２４ 中村成 　Ｅ １０１ 三澤 　Ｅ ３ 池田風

多 製図２ 　Ｓ ２３ 石川 　Ｓ １０２ 三谷 　Ｓ ２ 松坂

合 選４ 　Ｃ ３１ 菊池 　Ｃ ４０１ 小林 　Ｃ ４０３ 山﨑博 情報処理センター

視 専１ 物質工学科略記号 　Ｂ ３２ 服部勝 　Ｂ Ｂ－２２ 山根 　Ｂ Ｂ－３２ 根岸

マ学習 専２ ２Ｍ ２１ 渡邊 ４Ｍ ２０１ 篠田 メンテナンスタイム 毎週水曜日5・6時限
情報×2 専３ 略記号 クラス 科目名（１） 科目名（２） 　Ｅ １２ 白土 　Ｅ Ｂ－１１ 濱田

体 専５ 物生演 ５Ｃ 物質工学演習              ＋       生物工学演習 　Ｓ １１ 小川泰 　Ｓ Ｂ－２１ 伊藤直

制実 LC１ 化生実 ５Ｃ 化学反応工学実験        ＋       生物反応工学実験 　Ｃ １４ 城戸 　Ｃ ４０２ 島袋

経演 LC２ 　Ｂ １３ 岡田 　Ｂ Ｂ－３１ 中岡

演実 LC３

・・・登校日

専攻科演習実験室（経営棟４階） ラーニングコモンズ３（学生会館２階）

体育館 講義室５（専攻科棟２階）

制御情報実習室（制御棟３階） ラーニングコモンズ１（学生会館２階）

演習室（経営棟３階） ラーニングコモンズ２（学生会館２階）

視聴覚教室（図書館棟２階） 講義室１（専攻科棟２階）

マルチメディア学習室（図書館棟２階） 講義室２（専攻科棟２階）

情報演習室（図書館棟３階） 講義室３（専攻科棟４階）

多目的実習室（図書館棟１階） 選択講義室２（物質棟４階）

多目的室（図書館棟１階） 第２製図室（物質棟４階）

合同講義室（一般棟３階） 選択講義室４（専攻科棟１階）

選択講義室１（物質棟４階）
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16:10

14:20２Ｂ

清掃 15分

３Ｍ 休憩時間 5分

３Ｅ 7
14:40

15:30

２Ｓ
昼休時間

12:00～12:50
（50分）

5
12:50

２Ｃ

6

２Ｍ 3
10:30

２Ｅ 4
12:00

授業終始時刻

１Ｅ 時限
始業時刻

終業時刻

１Ｓ
1

8:50

１Ｃ
2

１Ｍ

10:20
１Ｂ 休憩時間 10分

月 火 水 木 金


