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授授業業時時間間割割表表のの見見方方 ２２００２２３３年年度度行行事事日日程程（（履履修修関関連連））

１．授業時間 １．履修申請および後期履科目変更等申請

１時限 ・前期：４月８日（土）～１１日（火）

２時限 ・後期：９月１３日（水）～１５日（金）

３時限

４時限 ２．履修疑義受付

５時限 ・前期：４月２１日（金）～２４日（月）

・後期：９月３０日（土）～１０月２日（月）

２．表示について（例）

●テクニカルライティング　（注1） ３．履修辞退受付

（▲▲）［1年A組］ （注2） ・前　　期：５月１２日（金）～１５日（月）

1303 1EAB05A0 （注3） ・前期後半：６月１７日（土）～１９日（月）

（注1） 授業科目名 ・後　　期：１１月４日（土）～６日（月）

（注2） （　）：担当者名　　[　]：履修可能対象の・学年・クラス ・後期後半：１２月９日（土）～１１日（月）

末　尾：教室

（注3） 講義コード（大学での履修管理用コード） ※詳細は履修申請要領を確認すること

※共通科目の[  ]に学科記号の表記がある場合は、その学科の学生のみ履修可能

３．表示記号

科目属性 　●　必修科目（必ず履修しなければならない授業科目）

　■　選択必修科目（履修をある程度義務づけている授業科目）

開講形態 　◆　連続コマ・飛びコマで構成された授業科目

　＊　通年科目（前期・後期を通じて行う科目）

  １７：１０～１８：５０

  １５：２０～１７：００

  １３：３０～１５：１０

  １１：００～１２：４０

  　９：１０～１０：５０





前前　　　　期期



英語表現（ｂａｓｉｃ１）ａ ■微積分学Ⅰ プログラミング入門
（中西 淳）[IS1年] （真貝 寿明）[1年] （鈴木 基之）[1年]
第3LL B1C001A0 1301 1EBA03A0 1403 1CCB10A0
（黒川 尚彦）[IS1年] （白畑 正芳）[1年] 1206 1FAB24A0
第2LL B1C001B0 1302 1EBA03B0
（田岡 育恵）[IS1年] （杉川 智）[1年]
第1LL B1C001C0 第3演習室 1FCB29A0

キャリアデザインⅠ
（福島 拓）[IM2年] （平嶋 洋一）[2年A組] （福島 拓）[2年]
1401,1402 B4C003C0 1202 1GCL42A0 1401,1402 1CCG02A0

（坂平 文博）[2年B組]
第6演習室 1GCL36B0

（坂平 文博）[2年A組]
第6演習室 1GCL36A0

（平嶋 洋一）[2年B組]
1202 1GCL42B0
人工知能 ■確率・統計
（須山 敬之）[3年] （神田 智子）[3年] （真鍋 征秀）[3年]
1405 1GCL39A0 1502 1BCL15A0 第2演習室 1CBA11A0

英語表現（ｂａｓｉｃ１）ａ ●コンピュータ入門 ■微積分学Ⅰ
（中西 淳）[IM1年] （荒木 英夫）[1年] （宮本 俊幸）[1年]
第3LL B1C001D0 1311 1GAB01A0 1301 1FBA03A0
（黒川 尚彦）[IM1年] （白畑 正芳）[1年]
第2LL B1C001E0 1302 1FBA03B0
（田岡 育恵）[IM1年] キャリアデザインⅠ パターン認識 周波数解析 ■グラフ理論 ■グラフ理論
第1LL B1C001F0 （久米 大祐）[IN2年] （須山 敬之）[2年] （鎌倉 良成）[2年] （地嵜 頌子）[2年] （平 博順）[2年] （久米 大祐）[2年]

1401,1402 B4C003D0 1405 1GCL40A0 1403 1ECA06A0 1206 1BBA08A0 1404 1CBA08A0 1401,1402 1DCG02A0

（小島 英春）[3年] （酒澤 茂之）[3年] （塚本 勝俊）[3年]
1601 1GCL32A0 1601 1EBL32A0 1310 1BBL32A0 1501 1CBB12A0 1502 1FCL18A0

口語英語Ⅰａ 物理現象の数理 ●線形数学Ⅰ ■線形数学Ⅰ 通信理論（再履修）
（アンドリュー メロウ）[ID1年A組] （藤 博之）[2年] （平嶋 洋一）[1年B組] （白畑 正芳）[1年]
第3LL B1C004A0 1205 B3C004A0 1603 1GAA01B0 1404 1EBA01A0 1206 1BCF02A0
（メリッサ ウォン）[IN1年] （尾形 尚子）[1年] ■微積分学Ⅰ
1304 B1C004B0 1403 1EBA01B0 （真貝 寿明）[1年]
（ラフィ ベサリアン）[IN1年] 1301 1BBA03A0
第1LL B1C004C0 （真鍋 征秀）[1年]
（アルーンドレー ピノル）[IN1年] 1302 1BBA03B0
第2LL B1C004D0 キャリアデザインⅠ ■通信理論
英語の語法 （坂平 文博）[ID2年] （河北 真宏）[2年B組]
（古樋 直己）[IM3年] 1401,1402 B4C003E0 143多目的室,第1演習室 1EAB23A0 第2演習室 1CBL13B0 1206 1FBB25A0
1311 B1C003A0 ■ソフトウェア工学Ⅱ
（中村 英江）[IM3年] （椎原 正次）[3年] （井垣 宏）[3年] （福澤 寧子）[3年]
1305 B1C003B0 1405 1GCL20A0 1310 1EBL11A0 第3演習室,第4演習室 1BAN08A0 1502 1FCL34A0

（平山 亮）[IM3年]
1602 B1C006A0
口語英語Ⅰａ 物理現象の数理 ●線形数学Ⅰ ■微積分学Ⅰ ●コンピュータ入門

（藤 博之）[2年] （平嶋 洋一）[1年A組] （真貝 寿明）[1年] （樫原 茂）[1年]
第3LL B1C004E0 1205 B3C004B0 1603 1GAA01A0 1301 1CBA03A0 1206 1FAB01A0
（メリッサ ウォン）[IC1年] （真鍋 征秀）[1年]
1304 B1C004F0 1302 1CBA03B0

周波数解析
第1LL B1C004G0 （鎌倉 良成）[2年] （河北 真宏）[2年A組]

1403 1BCA06A0 第2演習室 1CBL13A0
第2LL B1C004H0 知能情報処理 ■ソフトウェア工学Ⅱ Webサイト制作

（尾崎 敦夫）[3年] （井垣 宏）[3年] （山内 雪路）[3年]
1404 1ECM09A0 第3演習室,第4演習室 1BAN08A0 1310 1CBB22A0 第1演習室 1FCL17A0

〈教職〉情報科教育法ａ 情報科教育法
（岩﨑 判二）[1年] （大井 翔）[3年]

第5演習室 BTD009A1 1310 BRD002A1 第5演習室 1GCM37A0

基礎力向上講座（微積分演習）
（大井 翔）[3年]

共通科目
キャリア科目

1

2

3

4

5

人文社会科学 外国語・健康・スポーツ科学 総合理学系

月
前
期

（アルーンドレー ピノル）[IC1年]

発想法と問題解決【前期後半】

テキストマイニング【前期後半】

テキストマイニング【前期前半】

ヒューマンインタフェース

◆●情報システム専門演習

（水谷 泰治, 福安 直樹, 平岡 一剛, 山内 建二）[3年]

●組み込みシステム基礎

■情報セキュリティの基礎■情報セキュリティの基礎情報セキュリティの基礎
（福澤 寧子）[3年]ID,IC合同開講 （福澤 寧子）[3年]ID,IC合同開講

キャリアデザインⅠ（再履修）

モバイルコミュニケーション

キャリアデザインⅠ（再履修）

（水谷 泰治, 福安 直樹, 平岡 一剛, 山内 建二）[3年]

■コンピュータグラフィックスⅠ

■コンピュータグラフィックスⅠ

■情報セキュリティの基礎

（塚本 勝俊）[1年]IS,IN合同開講

専門科目

情報システム学科 情報メディア学科 ネットワークデザイン（情報ネットワーク）学科

発想法と問題解決【前期前半】

データサイエンス学科 情報知能（コンピュータ科）学科

（酒澤 茂之, 塚本 勝俊, 福澤 寧子, 山内 雪路,
樫原 茂, 西口 敏司, 小島 英春）[1年]

プログラミングリテラシー（入門）【前期後半】

●ネットワークデザイン入門【前期前半】

（ラフィ ベサリアン）[IC1年]

（アンドリュー メロウ）[ID1年B組]

◆●情報システム専門演習 情報セキュリティの応用オペレーションズ・リサーチ

（塚本 勝俊）[2年]IS,IN合同開講

英語による情報技術Ⅱ

（ズオン クワン タン, 荒木 英夫）[2年]

2023 年度時間割



言語学基礎 基礎スポーツ科学ａ ●コンピュータ入門
（横山 恵理）[1年・2年] （牧野 博之）[1年]
1311 B0C016A0 1205 B2C001A0 1502 1EAB01A0

グラフ理論 ■確率・統計
（江口 翔一）[2年] （樫原 茂）[2年] （真貝 寿明）[2年] （島野 顕継）[2年]
1304 1GCA08A0 1301 1EBB02A0 1501 1BBA11A0 1302 1FAB02A0

システムプログラム システムプログラム
（濵田 悦生, 坂平 文博）[3年] （水谷 泰治）[3年] （大井 翔）[3年]
第3演習室, 第4演習室 1GAN08A0 第1演習室,第2演習室 1ECL06A0 1403 1BCL05A0 1404 1CCB14A0 第1演習室,第2演習室 1FCM13A0

言語学基礎 基礎スポーツ科学ａ ●コンピュータ入門
（横山 恵理）[1年・2年] （平山 亮）[1年]
1311 B0C016B0 1205 B2C001B0 1601 1CAB01A0
日本の歴史 ●経営システム論Ⅰ
（大村 拓生）[1年・2年] （椎原 正次）[2年] （中西 知嘉子）[2年] （島野 顕継）[2年] （樫原 茂）[2年]
1310 B0C011A0 1304 1GAL33A0 1206 1EAL02A0 1302 1BBB02A0 1301 1CBB02A0

（濵田 悦生, 坂平 文博）[3年] （大井 翔）[3年] （酒澤 茂之）[3年]
第3演習室, 第4演習室 1GAN08A0 1404 1ECL05A0 第1演習室,第2演習室 1BCB15A0 他 1403 1FCM12A0

■哲学基礎 基礎スポーツ科学ａ ■物理学基礎 Ｕｎｉｘ入門【前期前半】
（雨宮 徹）[1年・2年] （藤井 研一）[ID1年A組][IC1年] （島野 顕継）[1年]
1601 B0B002A0 1206 B2C001C0 1404 B3B003A0 第3演習室,第4演習室 1FCB19A0
日本の歴史 英語による情報技術Ⅱ 地球科学基礎
（大村 拓生）[1年・2年] （矢野 浩二朗）[IC3年] （横川 美和）[1年]
1502 B0C011B0 1303 B1C006B0 1403,共通実験室2･3･4 B3C012A0
■文学基礎 英語の語法 経営戦略論 ■ソフトウェア工学Ⅱ ◆●情報メディア演習Ⅱ ■確率・統計
（横山 恵理）[1年・2年] （黒川 尚彦）[IC3年] （伊佐田 文彦）[3年] （山田 隆亮）[3年] （真貝 寿明）[3年]
1311 B0B014C0 第1LL B1C003D0 1405 1GCM40A0 1302 1BBL11A0 1205 1CAN08A0 1501 1FBA11A0

（川口 剛）[IC3年]
1304 B1C003F0

■哲学基礎 生命科学基礎
（雨宮 徹）[1年・2年] （平山 亮）[2年] （矢野 浩二朗）[1年]
1601 B0B002B0 1401 B1C011A0 1301 B3C015A0
日本の歴史 英語表現（ｂａｓｉｃ２）ａ 地球科学基礎
（大村 拓生）[1年・2年] （川口 剛）[IM2年] （横川 美和）[1年]
1502 B0C011C0 1304 B1C007A0 1403,共通実験室2･3･4 B3C012B0

（古樋 直己）[IM2年] 力学 ■プロセッサ設計 経営システム論Ⅰ ◆●情報メディア演習Ⅱ ■ソフトウェア工学Ⅱ
1303 B1C007B0 （藤 博之）[1年] （小西 将人）[3年] （椎原 正次）[3年] （山田 隆亮）[3年]
口語英語Ⅱａ 1602,第6演習室 B3C005A0 1310,第4演習室 1EBL03A0 1501 1BCL33A0 1205 1CAN08A0 1302 1FBM15A0
（ガブリエル ポーラス）[IM2年] ■物理学基礎
1305 B1C009A0 （藤井 研一）[ID1年B組][IN1年]

1404 B3B003B0
〈教職〉道徳教育 英語表現（ｂａｓｉｃ２）ａ
（澤田 俊也）[2年] （古樋 直己）[IN2年] （安達 照）[1年] （布村 泰浩）[3年] （尾崎 敦夫）[3年]
1402 BTD020A1 1303 B1C007C0 1603 BRD003A1 1310 1EBL01A0 1601 1BBB04A0 1311 1CBB04A0 1601 1FBM11A0

（川口 剛）[IN2年]
1304 B1C007D0
口語英語Ⅱａ
（ガブリエル ポーラス）[IN2年]
1305 B1C009B0

（久保田 匠）[3年]IS,IN合同開講（久保田 匠）[3年]IS,IN合同開講

火

■オートマトンと形式言語■オートマトンと形式言語■オートマトンと形式言語

（西口 敏司, 福島 拓）[3年]IC,IN合同開講

（西口 敏司, 福島 拓）[3年]
システムプログラム

（宮脇 健三郎, 平 博順, 河合 紀彦, 佐野 睦夫）[3年]

（宮脇 健三郎, 平 博順, 河合 紀彦, 佐野 睦夫）[3年]

基礎力向上講座（物理学基礎）

■情報通信ネットワーク●計算機アーキテクチャ ■情報通信ネットワーク

◆●データサイエンス実践演習II データ構造とアルゴリズムⅡ

5

■オートマトンと形式言語

英語による情報技術Ⅰａ

データ構造とアルゴリズムⅡ

（井上 裕美子, 久米 大祐, 望月 慎之）[IN1年]

◆●データサイエンス実践演習II

1

2

（西口 敏司, 福島 拓）[3年]IC,IN合同開講

3

4

■情報通信ネットワーク

（井上 裕美子, 久米 大祐, 望月 慎之）[IM1年]

（井上 裕美子, 久米 大祐, 望月 慎之）[IS1年]

●情報通信ネットワーク

データ構造とアルゴリズムⅡ

ネットワークデザイン（情報ネットワーク）学科

共通科目
キャリア科目

専門科目

人文社会科学 外国語・健康・スポーツ科学 総合理学系 データサイエンス学科 情報知能（コンピュータ科）学科 情報システム学科 情報メディア学科

前
期

データ構造とアルゴリズムⅡ

2023 年度時間割



■情報法学 英語の語法 基礎ゼミナール
（田岡 育恵）[ID3年][IN3年] （皆川 健多郎）[1年B組] （平岡 一剛）[1年B組] （鎌倉 快之）[1年B組] （山内 建二）[1年B組] （豊浦 由浩）[1年B組]

1403 B0B019A0 第1LL B1C003J0 [1年各科A組] B4C001A0 他 第5演習室 1GAB26B0 第1演習室 1ECB26B0 第2演習室 1BCB26B0 第6演習室 1CCB26B0 第4演習室 1FCB26B0
（古樋 直己）[ID3年][IN3年] ディジタル信号処理
1305 B1C003K0 （安留 誠吾）[2年] （西口 敏司）[2年] （小西 将人）[2年] （小島 英春）[2年]

1302 1GBB33A0 1310 1BBB13A0 1311 1CBB13A0 1205 1FCB28A0
Webデザイン
（平山 亮）[3年]
第3演習室 1CCM29A0

■情報法学 健康科学 基礎ゼミナール
（井上 裕美子）[3年] （椎原 正次）[1年A組] （平岡 一剛）[1年A組] （地嵜 頌子）[1年A組] （山内 建二）[1年A組] （豊浦 由浩）[1年A組]

1403 B0B019B0 1205 B2C003A0 [1年各科B組] B4C001L0 他 第5演習室 1GAB26A0 第1演習室 1ECB26A0 第2演習室 1BCB26A0 第6演習室 1CCB26A0 第4演習室 1FCB26A0
英語の語法 ●機械学習 周波数解析 周波数解析（再履修）
（黒川 尚彦）[ID3年][IN3年] （平嶋 洋一）[2年] （小西 将人）[2年] （山田 隆亮）[2年]
第2LL B1C003L0 1401,1402 B4C003B0 1302 1GAL41A0 1311 1EBB13A0 1401,1402 1BCG02A0 1206 1CCA06A0 1206 1DCA06A0
（中西 淳）[ID3年][IN3年]
第3LL B1C003M0 （西口 敏司）[2年]

1310 1FBB13A0
■確率・統計 ■ネットワーク設計 Webデザイン
（真鍋 征秀）[3年] （山内 雪路）[3年] （平山 亮）[3年]
1301 1EBA11A0 1502 1BBL19A0 第3演習室 1CCM29B0

人間発達と人権 ◆日本語Ⅰ
（恩庄 澄）[2年] （原田 佳代子）[1年]
1311 B0C023A0 1202 B1C014A0

◆日本語Ⅰ
（原田 佳代子）[1年]
1202 B1C014A0

ラーニングコモンズ BTD006A1

水

ネットワークデザイン（情報ネットワーク）学科

共通科目
キャリア科目

専門科目

人文社会科学 外国語・健康・スポーツ科学 総合理学系 データサイエンス学科 情報知能（コンピュータ科）学科 情報システム学科 情報メディア学科

1

（鎌倉 良成）[2年]IM,IN合同開講

2
前
期

■データ構造とアルゴリズムⅠ

■データ構造とアルゴリズム

●コンピュータリテラシー コンピュータリテラシー

コンピュータリテラシー●コンピュータリテラシー

（家本 真実）[3年]

（家本 真実）[3年]

（武藤 寿彰）[3年]

3

4

5
〈教職〉数学科教育法ｂ

（担当者・教室は別途指示する）

（担当者・教室は別途指示する）

（鎌倉 良成）[2年]IM,IN合同開講

■データ構造とアルゴリズムⅠ

キャリアデザインⅠ
（山田 隆亮）[IS2年]

コンピュータリテラシー

コンピュータリテラシーコンピュータリテラシーコンピュータリテラシー

キャリアデザインⅠ（再履修）

■データ構造とアルゴリズムⅠ■データ構造とアルゴリズムⅠ

コンピュータリテラシー コンピュータリテラシー

2023 年度時間割



英語表現（ｂａｓｉｃ１）ａ ●微積分学Ⅰ
（中西 淳）[ID1年A組][IN1年] （濵田 悦生）[1年B組]
第3LL B1C001G0 1405 1GAA03B0
（黒川 尚彦）[ID1年A組][IN1年] ◆■Ｃ演習Ⅱ
第2LL B1C001H0 （荒木 英夫, 安留 誠吾）[2年]
（田岡 育恵）[ID1年A組][IN1年] 第5演習室 1GBN04A0 1EBN04A0 他
第1LL B1C001I0 知能制御工学基礎 画像情報処理Ⅱ
（市本 泰代）[ID1年A組][IN1年] （ズオン クワン タン）[3年] （佐野 睦夫）[3年] （西口 敏司）[3年]
1304 B1C001J0 1501 1ECM01A0 1310 1CCM25A0 1403 1FBM14A0

（ホー タッヒン）[IS3年]
1303 B1C006C0
英語表現（ｂａｓｉｃ１）ａ ●微積分学Ⅰ ●コンピュータ入門 ■線形数学Ⅰ
（中西 淳）[ID1年B組][IC1年] （濵田 悦生）[1年A組] （井垣 宏）[1年] （久保田 匠）[1年]
第3LL B1C001K0 1405 1GAA03A0 1502 1BAB01A0 1301 1FBA01A0
（黒川 尚彦）[ID1年B組][IC1年] （尾形 尚子）[1年]
第2LL B1C001L0 1302 1FBA01B0
（田岡 育恵）[ID1年B組][IC1年] ◆■Ｃ演習Ⅱ
第1LL B1C001M0 （荒木 英夫, 安留 誠吾）[2年]
（市本 泰代）[ID1年B組][IC1年] 第5演習室 1GBN04A0 1EBN04A0 他
1304 B1C001N0 ■集積回路工学

（牧野 博之）[3年] （山田 隆亮）[3年] （神田 智子）[3年]
（ホー タッヒン）[ID3年][IN3年] 1310 1EBL04A0 1205 1BBL28A0 1206 1CCL15A0
1303 B1C006D0
口語英語Ⅰａ 地球科学基礎 ■線形数学Ⅰ
（アンドリュー メロウ）[IM1年] （横川 美和）[1年] （鎌倉 良成）[1年]

（中学校教育実習） BTD016A1 他 第3LL B1C004I0 1403,共通実験室2･3･4 B3C012C0 1405 1BBA01A0
（高等学校教育実習） （ガブリエル ポーラス）[IM1年] 力学 （尾形 尚子）[1年]
1402 第1LL B1C004J0 （藤 博之）[1年] 1302 1BBA01B0

（ステファニー ベリー）[IM1年] 1602 B3C005C0 ●確率・統計 ■システム工学 人間情報学 ■グラフ理論
1305 B1C004K0 （濵田 悦生）[2年] （荒木 英夫）[2年] （山田 隆亮）[2年] （神田 智子, 福島 拓）[2年] （地嵜 頌子）[2年]
（アルーンドレー ピノル）[IM1年] 1301 1GAA11A0 1205 1ECL30A0 1601 1BBL31A0 第3演習室 1CCL14A0 1311 1FBA08A0
第2LL B1C004L0 ■マーケティング論

（皆川 健多郎）[3年] （布村 泰浩）[3年] （井垣 宏）[3年]
1304 1GBM31A0 1501 1EBL08A0 1502 1BBL08A0 第1演習室,第2演習室 1FAN08A0

〈教職〉教育原論 口語英語Ⅰａ 地球科学基礎 ■線形数学Ⅰ
（疋田 祥人）[2年] （アンドリュー メロウ）[IS1年] （横川 美和）[1年] （鎌倉 良成）[1年]
1402 BTD002A1 第3LL B1C004M0 1403,共通実験室2･3･4 B3C012D0 1301 1CBA01A0

（ガブリエル ポーラス）[IS1年] 力学 （尾形 尚子）[1年]
第1LL B1C004N0 （藤 博之）[1年] 1302 1CBA01B0

ラーニングコモンズ BTD008A1 （ステファニー ベリー）[IS1年] 1602 B3C005D0 システム工学 ■グラフ理論
1305 B1C004P0 （山田 隆亮）[2年] （地嵜 頌子）[2年]

1601 1GCL31A0 1311 1EBA08A0
第2LL B1C004Q0 多変量解析 画像処理 人工知能

（江口 翔一）[3年] （神納 貴生, 鎌倉 快之）[3年] （本田 澄）[3年]
1304 1GCB36A0 第4演習室 1ECM06A0 1404 1BCM03A0 第1演習室,第2演習室 1FAN08A0
教育技法

（澤田 俊也, 武藤 寿彰）[2年] （岩﨑 判二）[1年] （澤田 俊也, 武藤 寿彰）[2年]
1401 BTD013A1 1311 BRD001A1 1401 1GCM36A0
〈教職〉教育行政

1402 BTD004A1
（疋田 祥人）[3年]

英語による情報技術Ⅱ

（疋田 祥人, 酒井 恵子, 澤田 俊也）[4年]

ネットワークデザイン（情報ネットワーク）学科

〈教職〉数学科教育法ｄ

〈教職〉教育方法論（ICT活用含む）

◆■Ｃ演習Ⅱ

ヒューマンインタフェース■情報システムの計画策定

（水谷 泰治, 橋本 渉, 神納 貴生, 鎌倉 快之, 宮脇 健三郎, 小谷 直樹, 村木 祐太, 小島 英春, 本田 澄, 杉川 智）[2年]

基礎力向上講座（数学基礎）

第1～4演習室,第6演習室

第1～4演習室,第6演習室

共通科目
キャリア科目

専門科目

人文社会科学 外国語・健康・スポーツ科学 総合理学系 データサイエンス学科 情報知能（コンピュータ科）学科 情報システム学科 情報メディア学科

1

2

3

4

5

前
期

（島野 顕継, 福澤 寧子, 西口 敏司, 樫原 茂）[3年]

◆●ネットワークデザイン専門演習

（アルーンドレー ピノル）[IS1年]

（武藤 寿彰）[4年]

（島野 顕継, 福澤 寧子, 西口 敏司, 樫原 茂）[3年]

◆●ネットワークデザイン専門演習

英語による情報技術Ⅱ

〈教職〉教育実習事前事後指導

■プログラミング言語論■プログラミング言語論

インターフェース・センサ回路

（水谷 泰治, 橋本 渉, 神納 貴生, 鎌倉 快之, 宮脇 健三郎, 小谷 直樹, 村木 祐太, 小島 英春, 本田 澄, 杉川 智）[2年]

◆■Ｃ演習Ⅱ

■プログラミング言語論

木

2023 年度時間割



基礎スポーツ科学ａ 力学
（藤 博之）[1年] （濵田 悦生）[1年]

1206 B2C001D0 1404 B3C005B0 1301 1GAB32A0
■工業経営論 Ｕｎｉｘシステム入門 ■音響処理
（皆川 健多郎）[2年] （山内 建二）[2年] （鈴木 基之）[2年]
1304 1GBM38A0 第1演習室,第2演習室 1BCB27A0 1310 1CBL22A0

（本田 澄）[2年]
第1演習室,第2演習室 1BCB27B0

実験計画法
（江口 翔一）[3年]
1405 1GCB34A0 第3演習室 1EBN06A0 第4演習室 1BBN06A0 第3演習室 1CBN06A0 第4演習室 1FBN06A0

基礎スポーツ科学ａ プログラミング入門 アニメーション演習

1206 B2C001E0 1501 1ECB10A0 第1演習室,第2演習室 1CCN01A0
キャリアデザインⅠ 情報通信ネットワーク
（藤井 研一）[IC2年] （荒木 英夫）[2年] （藤井 研一）[2年] （須永 宏）[2年] （橋本 渉）[2年] （酒澤 茂之）[2年]
1401,1402 B4C003A0 1405 1GCB01A0 1401,1402 1ACG02A0 1502 1BAB11A0 1311 1CAB11A0 1205 1FAB11A0

企業会計論
（皆川 健多郎）[3年]
1304 1GCM34A0 第3演習室 1EBN06A0 第4演習室 1BBN06A0 第3演習室 1CBN06A0 第4演習室 1FBN06A0

■経済学基礎 英語表現（ｂａｓｉｃ２）ａ 化学基礎
（南 慎二郎）[1年・2年] （古樋 直己）[IS2年] （田中 龍一郎）[1年]
1501 B0B020A0 1303 B1C007E0 1403 B3C009A0
社会学基礎 （川口 剛）[IS2年] 生命科学基礎
（池田 知加）[1年・2年] 1304 B1C007F0 （矢野 浩二朗）[1年]
1302 B0C004A0 口語英語Ⅱａ 1310 B3C015B0
心理学基礎 （アンドリュー メロウ）[IS2年] ■物理学基礎 ◆●情報科学演習Ⅱ 音声情報処理
（八木 成和）[1年・2年] 第3LL B1C009C0 （藤井 研一）[IS1年] （宮本 俊幸）[3年] （鈴木 基之）[3年] （神田 智子）[3年]
1301 B0C022A0 スポーツ科学実習 1404 B3B003C0 1305 1BCL20A0 1401 1CCM27A0 1311 1FCM18A0
日本国憲法 （久米 大祐）[3年] 環境情報科学 1206 1EAN08A0
（玄 哲浩）[1年・2年] 1202 B2C004A0
1205 B0C017A0
■文学基礎 1502 B3C010A0
（横山 恵理）[1年・2年]
1405 B0B014A0
倫理学基礎
（雨宮 徹）[1年・2年]
1601 B0C007A0
■経済学基礎 英語表現（ｂａｓｉｃ２）ａ 化学基礎
（南 慎二郎）[1年・2年] （古樋 直己）[ID2年][IC2年] （田中 龍一郎）[1年]
1501 B0B020B0 1303 B1C007G0 1403 B3C009B0
社会学基礎 （川口 剛）[ID2年][IC2年] 生命科学基礎
（池田 知加）[1年・2年] 1304 B1C007H0 （矢野 浩二朗）[1年]
1302 B0C004B0 （中西 淳）[ID2年][IC2年] 1310 B3C015C0
心理学基礎 1401 B1C007I0 ■物理学基礎 ◆●情報科学演習Ⅱ
（八木 成和）[1年・2年] 口語英語Ⅱａ （藤井 研一）[IM1年] （宮本 俊幸）[3年]
1301 B0C022B0 1404 B3B003D0 1305 1FCM20A0
日本国憲法 第3LL B1C009D0 1206 1EAN08A0
（玄 哲浩）[1年・2年] 英語の語法
1205 B0C017B0 （黒川 尚彦）[IS3年]
■文学基礎 第2LL B1C003G0
（横山 恵理）[1年・2年] （田岡 育恵）[IS3年]
1405 B0B014B0 第1LL B1C003H0
倫理学基礎
（雨宮 徹）[1年・2年]
1601 B0C007B0

（安達 照）[1年]
1602 BRD003A2

〈教職〉教育相談
（山内 雪路）[3年]

1202 BTD021A1 オンライン開講 1FCL17B0

〈教職〉特別支援教育 海外語学研修【春期】 価値創造演習
（原 康行, 酒井 恵子）[2年] （瀧川 宏樹）[1年] （濵田 悦生）[3年]（通年）

BTD024A1 B1C013C0 1GBN01A0 1ECM41A0 他
〈教職〉福祉教育概論

1EBN11A0 他
BTD019A1

第5演習室 BTD010A1

BTD017A1

BTD016A1

期間外

（尾崎 敦夫, 河合 紀彦, 本田 澄, 杉川 智）[2年]

（疋田 祥人, 酒井 恵子, 澤田 俊也）[4年] 

〈教職〉中学校教育実習

（奥野 弘嗣, 布村 泰浩, 中西 知嘉子, 小谷 直
樹, ズオン クワン タン, 小西 将人）[3年]

4

5

（酒井 恵子, 疋田 祥人, 澤田 俊也, 田
中 謙介）[3年]

（大井 翔）[3年]

Webサイト制作

〈教職〉高等学校教育実習

〈教職〉情報科教育法ｂ

（疋田 祥人, 酒井 恵子, 澤田 俊也）[4年]

情報科学実践演習（国内PBL）a

■CSプロジェクト演習
（小谷 直樹, 杉川 智, 佐野 睦夫, 小堀 栄子, 足立 安正, 尾花 将輝）[4年]

ヒューマンインタフェースオペレーションズ・リサーチ

（奥野 弘嗣, 布村 泰浩, 中西 知嘉子, 小谷 直
樹, ズオン クワン タン, 小西 将人）[3年]

（尾花 将輝, 小島 英春）[3年]IS,IN合同開講（奥野 弘嗣, 福島 拓）[3年]IC,IM合同開講

オペレーションズ・リサーチ

●計算機アーキテクチャ●計算機アーキテクチャ●計算機アーキテクチャキャリアデザインⅠ（再履修）

（尾花 将輝, 小島 英春）[3年]IS,IN合同開講（奥野 弘嗣, 福島 拓）[3年]IC,IM合同開講

◆■ソフトウェア工学演習◆■ソフトウェア工学演習◆■ソフトウェア工学演習◆■ソフトウェア工学演習

前
期

（井上 裕美子, 久米 大祐, 望月 慎之）[IC1年]

◆■ソフトウェア工学演習
（尾花 将輝, 小島 英春）[3年]IS,IN合同開講

◆■ソフトウェア工学演習
（奥野 弘嗣, 福島 拓）[3年]IC,IM合同開講

◆■ソフトウェア工学演習
（尾花 将輝, 小島 英春）[3年]IS,IN合同開講（奥野 弘嗣, 福島 拓）[3年]IC,IM合同開講

◆■ソフトウェア工学演習

（井上 裕美子, 久米 大祐, 望月 慎之）[ID1年] （中西 知嘉子, 布村 泰浩）[1年] （宮脇 健三郎, 鈴木 基之）[1年]

1

2

3
前
期

土 1

金

情報メディア学科

●データサイエンス入門

（アンドリュー メロウ）[ID2年][IC2年]

基礎力向上講座（物理学基礎）

（酒井 恵子）[3年]

（角谷 秀樹, 木村 朋紀, 中尾 晃幸, 中
村 武浩）[2年]

ネットワークデザイン（情報ネットワーク）学科

共通科目
キャリア科目

専門科目

人文社会科学 外国語・健康・スポーツ科学 総合理学系 データサイエンス学科 情報知能（コンピュータ科）学科 情報システム学科

2023 年度時間割



後後　　　　期期



英語表現（ｂａｓｉｃ１）ｂ キャリアステップ
（中西 淳）[IS1年] （横川 美和）[IN1年]
第3LL B1C002A0 1402 B4C002D0 1301 1EBA01C0 1301 1CBA01C0
（黒川 尚彦）[IS1年] ●統計解析
第2LL B1C002B0 （濵田 悦生）[2年] （福安 直樹）[2年]
（田岡 育恵）[IS1年] 1404 1GAB35A0 鈴木 基之, 村木 祐太）[2年]　1205 1CAN07A0 1310 1FBB20A0
第1LL B1C002C0

（坂平 文博）[3年]
1405 1GCM21A0 1302 1CCA04A0 他

英語表現（ｂａｓｉｃ１）ｂ キャリアステップ
（中西 淳）[IM1年] （椎原 正次, 雨宮 徹）[ID1年]
第3LL B1C002D0 1402 B4C002E0 1302 1BBA01C0 1302 1FBA01C0
（黒川 尚彦）[IM1年] ■ソフトウェア工学 ■ソフトウェア工学Ⅰ ●ソフトウェア工学Ⅰ ■情報数学
第2LL B1C002E0 （安留 誠吾）[2年] （尾花 将輝）[2年] （須永 宏）[2年] （地嵜 頌子）[2年]
（田岡 育恵）[IM1年] 1404 1GBL38A0 1502 1EBB21A0 1501 1BAL10A0 鈴木 基之, 村木 祐太）[2年]　1205 1CAN07A0 1310 1FBA05A0
第1LL B1C002F0 線形数学Ⅱ 線形数学Ⅱ 線形数学Ⅱ

1403 1GCA02A0 1301 1ECA02A0 他 1403 1CCA02A0 1403 1FCA02A0
口語英語Ⅰｂ キャリアステップ 微分方程式 微分方程式 プログラミング基礎
（アンドリュー メロウ）[ID1年A組] （河北 真宏）[IM1年] （江口 翔一）[1年B組] （平 博順）[1年]
第3LL B1C005A0 1402 B4C002C0 1405 1GCA07B0 1303 1ECA07A0 1502 1BCB03A0 1502 1CCB03A0 他
（メリッサ ウォン）[IN1年] （奥野 弘嗣）[1年]
1304 B1C005B0 1302 1ECA07B0
（ラフィ ベサリアン）[IN1年] ◆●情報科学演習Ⅰ ■画像情報処理Ⅰ ■ネットワーク設計
第1LL B1C005C0 （安留 誠吾）[2年] （村木 祐太）[2年] （山内 雪路）[2年]
（アルーンドレー ピノル）[IN1年] 第5演習室 1GCL37A0 1205 1CBL21A0 1501 1FBL19A0
第2LL B1C005D0 1206,1602,第1,2演習室,143多目的室 1EAN07A0 1601,1201,第4演習室,第6演習室 1BAN07A0

■数理ファイナンス 情報検索
（濵田 悦生）[3年] （河合 紀彦）[3年] （福安 直樹）[3年] （久保田 匠）[3年]
1403 1GBM32A0 第3演習室 1ECM08A0 1310 1BCM02A0 1301 1CBB17A0

口語英語Ⅰｂ 微分方程式
（アンドリュー メロウ）[ID1年B組] （平 博順）[1年] （杉川 智）[1年]
第3LL B1C005E0 1603 1CCA07A0 1404 1FCB30A0
（メリッサ ウォン）[IC1年] （奥野 弘嗣）[1年]
1304 B1C005F0 1302 1CCA07B0
（ラフィ ベサリアン）[IC1年] ■データマイニング ◆●情報科学演習Ⅰ
第1LL B1C005G0 （坂平 文博）[2年] （佐野 睦夫）[2年] （西口 敏司）[2年]
（アルーンドレー ピノル）[IC1年] 第5演習室 1GBL35A0 1311 1CAB16A0 1501 1FAB16A0
第2LL B1C005H0 1206,1602,第1,2演習室,143多目的室 1EAN07A0 1601,1201,第4演習室,第6演習室 1BAN07A0

数理計画法
（椎原 正次）[3年] （河合 紀彦）[3年]
1403 1GCA09A0 第3演習室 1ECM08B0

■ソフトウェア工学Ⅰ ■ソフトウェア工学Ⅰ
（岩﨑 判二）[1年] （牧野 博之）[2年] （佐野 睦夫）[2年] （尾花 将輝）[2年] （西口 敏司）[2年]
1603 BRD002A2 1310 1EAL07A0 1311 1BAB16A0 1502 1CBB21A0 1501 1FBB21A0

（塚本 勝俊）[3年]
1403 1GCA04A0 他 1405 1DCF08A0

（福島 拓, 河合 紀彦, 河北 真宏, 神田 智子, 大井 翔,

◆●情報メディア演習Ⅰ

（尾形 尚子）[3年]

◆●情報メディア演習Ⅰ

■線形数学Ⅰ（再履修）

モデリングとシミュレーション

（白畑 正芳）[1年]IC,IM合同開講

5

（本田 澄, 鎌倉 快之, 宮本 俊幸, 須永 宏,
尾花 将輝）[2年]

（小西 将人, 神納 貴生, 布村 泰浩, 尾崎
敦夫, 牧野 博之, 小谷 直樹）[2年]

（小西 将人, 神納 貴生, 布村 泰浩, 尾崎
敦夫, 牧野 博之, 小谷 直樹）[2年]

（本田 澄, 鎌倉 快之, 宮本 俊幸, 須永 宏,
尾花 将輝）[2年]

コンピュータグラフィックスⅠ

◆●情報システム基礎演習

（鎌倉 良成）[3年]

（水谷 泰治）[1年]IS,IM,IN合同開講
プログラミング基礎（再履修）

■データベースシステム

（白畑 正芳）[1年]IC,IM合同開講

4

（鎌倉 良成）[3年]ID,IM,IN合同開講

■線形数学Ⅰ（再履修）■線形数学Ⅰ（再履修）

（福島 拓, 河合 紀彦, 河北 真宏, 神田 智子, 大井 翔,

■プログラミング言語論

（鎌倉 良成）[3年]ID,IM,IN合同開講

（尾形 尚子）[1年]IS,IN合同開講

（鎌倉 良成）[3年]ID,IM,IN合同開講

（尾形 尚子）[1年]IS,IN合同開講

微積分学Ⅱ

ネットワークデザイン（情報ネットワーク）学科

共通科目
キャリア科目

専門科目

人文社会科学 外国語・健康・スポーツ科学 総合理学系 データサイエンス学科 情報知能（コンピュータ科）学科 情報システム学科 情報メディア学科

●オペレーティングシステム ●オペレーティングシステム

プログラミングリテラシー（読解）【後期後半】

光情報通信システム（再履修）微積分学Ⅱ

後
期

●オペレーティングシステム●オペレーティングシステム基礎力向上講座（微積分演習）

月

1

2

3

コンピュータグラフィックスⅠ

ビジュアルプログラミング論

線形数学Ⅱ
（白畑 正芳）[3年]

◆●情報システム基礎演習

（水谷 泰治）[1年]IS,IM,IN合同開講

■線形数学Ⅰ（再履修）

2023 年度時間割



基礎スポーツ科学ｂ メディアデータ論 微分方程式
（橋本 渉）[1年] （真貝 寿明）[1年]

1205 B2C002A0 1206 1CCL12A0 1304 1FCA07A0
（塚本 勝俊）[1年]
1305 1FCA07B0

■情報数学 ◆■Java演習
（水谷 泰治）[2年] （久保田 匠）[2年]

1404,1402,第3演習室,143多目的室 1GAN07A0 1403 1BAL09A0 1310 1CBA05A0 第1演習室,第2演習室 1FBN05A0
メディア通信概論

（須山 敬之, 平嶋 洋一）[3年] （酒澤 茂之）[3年]
第5演習室, 第6演習室 1GBN09A0 1301 1BCA09A0 他 1302 1FCM19A0

オンライン開講 2ACB01A1
言語学基礎 基礎スポーツ科学ｂ プログラミング基礎 微分方程式
（横山 恵理）[1年・2年] （布村 泰浩）[1年] （真貝 寿明）[1年]
1502 B0C016C0 1205 B2C002B0 1501 1ECB03A0 1304 1BCA07A0
■人類の歴史 （塚本 勝俊）[1年]
（大村 拓生）[1年・2年] 1305 1BCA07B0
1311 B0B012A0 ■情報数学 ◆■Java演習
倫理学基礎 （久保田 匠）[2年] （地嵜 頌子）[2年]
（雨宮 徹）[1年・2年] 1404,1402,第3演習室,143多目的室 1GAN07A0 1403 1EBL09A0 1310 1BBA05A0 第1演習室,第2演習室 1FBN05A0
1303 B0C007D0 知能制御工学 高信頼システム 数理計画法

（須山 敬之, 平嶋 洋一）[3年] （ズオン クワン タン）[3年] （山田 隆亮）[3年] （河合 紀彦）[3年] （宮本 俊幸）[3年]
第5演習室, 第6演習室 1GBN09A0 1401 1ECM10A0 1601 1BCM17A0 1302 1CCM05A0 1301 1FCA09A0

■応用倫理学 基礎スポーツ科学ｂ 電磁気学
（雨宮 徹, 越智 徹）[1年・2年] （藤井 研一）[ID1年B組][IC1年]
1302 B0B010A0 1205 B2C002C0 1404 B3C006A0
言語学基礎 ■地球環境
（横山 恵理）[1年・2年] （横川 美和）[1年]
1502 B0C016D0 1403 B3B014A0
■人類の歴史 ■現代物理学入門 投資意思決定論 知能制御工学演習
（大村 拓生）[1年・2年] （藤 博之）[2年] （皆川 健多郎）[3年] （ズオン クワン タン）[3年] （酒澤 茂之）[3年]
1311 B0B012B0 1310 B3B007A0 1405 1GCM39A0 143多目的室 1ECN10A0 第2演習室 1BBN09A0 橋本 渉, 福島 拓）[3年]　1206 1CAN09A0 1501 1FBL26A0
■応用倫理学 ■情報生命科学
（雨宮 徹, 越智 徹）[1年・2年] （平山 亮）[2年] （矢野 浩二朗）[1年]
1302 B0B010B0 1401 B1C012A0 1205 B3B017A0
■人類の歴史 英語表現（ｂａｓｉｃ２）ｂ ■地球環境
（大村 拓生）[1年・2年] （川口 剛）[IM2年] （横川 美和）[1年]
1311 B0B012C0 1304 B1C008A0 1403 B3B014B0 第4演習室 1BCF04A0 他
■文学基礎 （古樋 直己）[IM2年] 電磁気学 信号処理 構造化文書処理
（横山 恵理）[1年・2年] 1303 B1C008B0 （酒澤 茂之）[3年]
1502 B0B014D0 口語英語Ⅱｂ 1404 B3C006B0 第4演習室 1ECM07A0 第2演習室 1BBN09A0 1501 1FCM16A0

（ガブリエル ポーラス）[IM2年] ■現代物理学入門 1206 1CAN09A0
1305 B1C010A0 （藤 博之）[2年]

1202 BTD018A1 1310 B3B007B0
〈教職〉教育心理学 英語表現（ｂａｓｉｃ２）ｂ 教育心理 色彩学
（酒井 恵子）[1年] （古樋 直己）[IN2年] （安達 照）[1年] （酒井 恵子）[1年] （能口 祥子）[3年]
1404 BTD003A1 1303 B1C008C0 1401 BRD003A3 1404 1GCB38A0 1502 1CCL24A0
〈教職〉教育課程論 （川口 剛）[IN2年] 第2演習室 1BCM24A0
（澤田 俊也）[2年] 1304 B1C008D0
1402 BTD012A1 口語英語Ⅱｂ

（ガブリエル ポーラス）[IN2年]
1305 B1C010B0

（疋田 祥人, 酒井 恵子, 澤田 俊也） [4年]

〈教職〉教職実践演習（中・高）

数理計画法
（宮本 俊幸）[3年]

◆●情報メディア演習Ⅲ

（神納 貴生）[2年]IC,IS,IM合同開講
信号処理（再履修）

◆●情報メディア演習Ⅲ◆■情報システム応用演習
（河北 真宏, 村木 祐太, 鈴木 基之, 神田 智子,
佐野 睦夫, 橋本 渉, 福島 拓）[3年]

（井垣 宏, 福安 直樹, 本田 澄）[3年]

（河北 真宏, 村木 祐太, 鈴木 基之, 神田 智子, 佐野 睦夫,（井垣 宏, 福安 直樹, 本田 澄）[3年]
◆■情報システム応用演習

（山田 隆亮, 井垣 宏, 水谷 泰治, 本田 澄, 鎌倉
快之, 福安 直樹, 尾花 将輝）[3年]

後
期

基礎力向上講座（電磁気学） 情報システム学特別講義

英語による情報技術Ⅰｂ

（藤井 研一）[ID1年A組][IN1年]

（井上 裕美子, 久米 大祐, 望月 慎之）[IN2年]

（荒木 英夫, 椎原 正次, 皆川 健多郎, 江口 翔一）[2年]

◆●データサイエンス実践演習Ⅰ

火

2

3

4

5

（神納 貴生）[3年]IC,IS,IM合同開講

（井上 裕美子, 久米 大祐, 望月 慎之）[IC2年]

（荒木 英夫, 椎原 正次, 皆川 健多郎, 江口 翔一）[2年] （島野 顕継, 杉川 智, 越智 徹）[2年]

コンピュータグラフィックスⅡ◆■データサイエンス実践演習Ⅲ

◆●データサイエンス実践演習Ⅰ

（井上 裕美子, 久米 大祐, 望月 慎之）[IM2年]

（島野 顕継, 杉川 智, 越智 徹）[2年]
●データベースシステム

◆■データサイエンス実践演習Ⅲ

■データベースシステム

■ネットワークアプリケーション

1

情報メディア学科 ネットワークデザイン（情報ネットワーク）学科

共通科目
キャリア科目

専門科目

人文社会科学 外国語・健康・スポーツ科学 総合理学系 データサイエンス学科 情報知能（コンピュータ科）学科 情報システム学科

（大塚 理彦）[4年]
知的財産法入門

2023 年度時間割



観る文学 科学史
（横山 恵理）[1年・2年]
1401 B0C015B0 1303 B3C001A0 第1～6演習室 1GAN03A0 他

■教育工学
（安留 誠吾）[3年] （小島 英春）[3年]
1403 1GBM35A0 1502 1FCM21A0

1601 1BAL27A0 他
■応用倫理学 視る自然科学
（雨宮 徹, 越智 徹）[1年・2年]
1302 B0B010C0 第1～6演習室 1GAN03A0 他

1402,共通実験室3･4 B3C018A0

●情報技術者論
（宮本 俊幸）[3年]
1502 1BCM21A0

1601 1GAL27A0 他 1601 1FAL27A0 他

◆日本語Ⅱ
（恩庄 澄, 辰巳 育男）[2年] （原田 佳代子）[1年]
1305 BTD022A1 1202 B1C015B0

◆日本語Ⅱ
（澤田 俊也, 武藤 寿彰）[2年] （原田 佳代子）[1年]
1402 BTD023A1 1202 B1C015B0
〈教職〉数学科教育法ｃ

ラーニングコモンズ BTD007A1

〈教職〉生徒指導と進路指導

水

1

2

3

4

5

情報メディア学科 ネットワークデザイン（情報ネットワーク）学科

共通科目
キャリア科目

専門科目

人文社会科学 外国語・健康・スポーツ科学 総合理学系 データサイエンス学科 情報知能（コンピュータ科）学科 情報システム学科

モデリングとシミュレーション

後
期

〈教職〉特別活動・総合的な学習の時間の指導法

（但馬 亨）[4年]

（武藤 寿彰）[3年]

（水谷 泰治, 中西 知嘉子, 樫原 茂, 平岡 一剛, 山内 建二, 小谷 直樹, 大井 翔, 杉川 智, 坂平 文博, 平嶋 洋一, 平 博順, 尾花 将輝, 久保田 匠）[1年]
◆●Ｃ演習Ⅰ

◆●Ｃ演習Ⅰ
（水谷 泰治, 中西 知嘉子, 樫原 茂, 平岡 一剛, 山内 建二, 小谷 直樹, 大井 翔, 杉川 智, 坂平 文博, 平嶋 洋一, 平 博順, 尾花 将輝, 久保田 匠）[1年]

●情報技術者論
（牧野 博之, 平山 亮, 尾崎 敦夫, 布村 泰浩, 山田 隆亮, 福安 直樹, 佐野 睦夫,

神田 智子, 福澤 寧子, 酒澤 茂之, 西口 敏司, 須山 敬之, 椎原 正次）[3年]

モデリングとシミュレーション

（横川 美和, 藤 博之, 藤井 研一,
矢野 浩二朗, 井上 裕美子）[2年]

（牧野 博之, 平山 亮, 尾崎 敦夫, 布村 泰浩, 山田 隆亮, 福安 直樹, 佐野 睦夫,
神田 智子, 福澤 寧子, 酒澤 茂之, 西口 敏司, 須山 敬之, 椎原 正次）

[3年]ID,IC,IN合同開講

●情報技術者論
（牧野 博之, 平山 亮, 尾崎 敦夫, 布村 泰浩, 山
田 隆亮, 福安 直樹, 佐野 睦夫, 神田 智子, 福
澤 寧子, 酒澤 茂之, 西口 敏司, 須山 敬之, 椎
原 正次）[3年]ID,IC,IN合同開講

2023 年度時間割



英語表現（ｂａｓｉｃ１）ｂ キャリアステップ
（須永 宏）[IS1年] （鎌倉 良成）[1年A組] （河合 紀彦）[1年A組]

第3LL B1C002G0 1303 B4C002B0 1302 1EAB05A0 1403 1CAB05A0
（田口 元久）[1年B組] （東坂 範雄）[1年B組]

第2LL B1C002H0 1301 1EAB05B0 1404 1CAB05B0
◆■Java演習

第1LL B1C002I0
第1,2,4演習室 1GBN05A0 他 第3演習室 1CBN05A0

1304 B1C002J0 1205 1FAN07A0

英語表現（ｂａｓｉｃ１）ｂ 微分方程式
（江口 翔一）[1年A組] （須永 宏）[1年A組] （樫原 茂）[1年A組]

第3LL B1C002K0 1405 1GCA07A0 1302 1BAB05A0 1403 1FAB05A0
（田口 元久）[1年B組] （東坂 範雄）[1年B組]

第2LL B1C002L0 1301 1BAB05B0 1404 1FAB05B0
◆■Java演習

第1LL B1C002M0
第1,2,4演習室 1GBN05A0 他 第3演習室 1CBN05A0

1304 B1C002N0 1205 1FAN07A0
英語演習 ロジスティクス Unixプログラミング

（平嶋 洋一）[3年] （越智 徹, 大江 秀幸）[3年]
1201 B1C016A0 1303 1GCM33A0 第5演習室 1ECL16A0
英語による情報技術Ⅱ
（ホー タッヒン）[3年]
1202 B1C006F0
英語の語法
（古樋 直己）[3年]
1305 B1C003I0
口語英語Ⅰｂ ■地球環境 キャリアステップ ●プログラミング基礎
（アンドリュー メロウ）[IM1年] （横川 美和）[1年] （藤井 研一）[IC1年] （荒木 英夫）[1年] （白畑 正芳）[1年] （尾形 尚子）[1年]
第3LL B1C005I0 1403 B3B014C0 1303 B4C002A0 1404 1GAB03A0 1302 1BBA03C0 1301 1FBA03C0
（ガブリエル ポーラス）[IM1年] キャリアデザインⅡ 情報数学 ■情報数学
第1LL B1C005J0 （黒川 尚彦）[IS2年][IN2年] （江口 翔一）[2年] （地嵜 頌子）[2年] （福安 直樹）[2年]
（ステファニー ベリー）[IM1年] 1401,1402 B4C004D0 他 1502 1GCA05A0 1205 1EBA05A0 1401,1402 1BCG03A0 1311 1CBB20A0 1401,1402 1DCG03A0
1305 B1C005K0 経営システム論Ⅱ 集積回路設計 経営システム論Ⅱ メディアインタフェース サーバ構築管理

（牧野 博之）[3年A組] （橋本 渉）[3年] （島野 顕継）[3年]
第2LL B1C005L0 第2演習室 1ECM04A0 第3演習室 1CCM28A0 メディアセンター 1FCL25A0

1501 1GCM23A0 1501 1BCM23A0
口語英語Ⅰｂ キャリアデザインⅡ

（尾形 尚子）[1年] （白畑 正芳）[1年]
第3LL B1C005M0 1401,1402 B4C004A0 他 1301 1EBA03C0 1302 1CBA03C0

第1LL B1C005N0 （中西 淳）[2年]IC,IM合同開講 （中西 淳）[2年]IC,IM合同開講
1401,1402 1ACG03A0 1401,1402 1CCG03A0

1305 B1C005P0

第2LL B1C005Q0 1GAL29A0 他
〈教職〉教職入門
（疋田 祥人）[1年] （岩﨑 判二）[1年]
1405 BTD001A1 1603 BRD002A3 共通実験室2 1BCF11A0 共通実験室2 1DCF11A0

（武藤 寿彰）[2年]
ラーニングコモンズ BTD005A1

木

1

2

3

4

5

共通科目
キャリア科目

専門科目

人文社会科学 外国語・健康・スポーツ科学 総合理学系 データサイエンス学科 情報知能（コンピュータ科）学科 情報システム学科

●テクニカルライティング●テクニカルライティング

◆●ネットワークデザイン基礎演習

情報メディア学科 ネットワークデザイン（情報ネットワーク）学科

●テクニカルライティング●テクニカルライティング

（中西 淳）[ID1年A組][IN1年]

（黒川 尚彦）[ID1年A組][IN1年]

（田岡 育恵）[ID1年A組][IN1年]

（市本 泰代）[ID1年A組][IN1年]

◆■Java演習
（安留 誠吾, 井垣 宏, 鎌倉 快之, 中西 知嘉子, 福安 直樹, 須山 敬之, 神納 貴生）[2年] （杉川 智, 山内 雪路, 酒澤 茂之, 塚本 勝

俊, 小島 英春, 山内 建二）[2年]
（宮脇 健三郎, 平山 亮, 平 博順）[2年]

（中西 淳）[ID1年B組][IC1年]

（安留 誠吾, 井垣 宏, 鎌倉 快之, 中西 知嘉子, 福安 直樹, 須山 敬之, 神納 貴生）[2年] （杉川 智, 山内 雪路, 酒澤 茂之, 塚本 勝
俊, 小島 英春, 山内 建二）[2年]

◆●ネットワークデザイン基礎演習
（宮脇 健三郎, 平山 亮, 平 博順）[2年]

◆■Java演習

（黒川 尚彦）[2年]IS,IN合同開講
キャリアデザインⅡ（再履修） 

■微積分学Ⅰ（再履修）

■データベースシステム
（黒川 尚彦）[2年]IS,IN合同開講
キャリアデザインⅡ（再履修） 

■微積分学Ⅰ（再履修）

後
期

（アルーンドレー ピノル）[IS1年]

（中西 淳）[ID2年][IC2年][IM2年]
■微積分学Ⅰ（再履修）■微積分学Ⅰ（再履修）

基礎力向上講座（微積分演習）

キャリアデザインⅡ（再履修）キャリアデザインⅡ（再履修）

（アンドリュー メロウ）[IS1年]

（ガブリエル ポーラス）[IS1年]

（ステファニー ベリー）[IS1年]

（アルーンドレー ピノル）[IM1年]

（アンドリュー メロウ）[3年]

（市本 泰代）[ID1年B組][IC1年]

（田岡 育恵）[ID1年B組][IC1年]

（黒川 尚彦）[ID1年B組][IC1年]

〈教職〉数学科教育法ａ

（椎原 正次, 山田 隆亮, 林 茂樹,
宮田 秀典）[3年]ID,IS合同開講

（椎原 正次, 山田 隆亮, 林 茂樹,
宮田 秀典）[3年]ID,IS合同開講

●情報ゼミナール[3年]

（島野 顕継）[3年]IS,IN合同開講 （島野 顕継）[3年]IS,IN合同開講
アドバンスト　ネットワーキング（再履修）アドバンスト　ネットワーキング（再履修）

2023 年度時間割



観る文学 基礎スポーツ科学ｂ ■ＩｏＴ概論 ●情報メディア入門
（横山 恵理）[1年・2年] （荒木 英夫）[1年]
第6演習室 B0C015A0 1205 B2C002D0 1302 1GBB37A0

1206 1CAN02A0
●アセンブリ言語

（須山 敬之）[2年] （布村 泰浩）[2年]
1301 1GBL09A0 第1演習室 1EAB18A0

集積回路設計 Webサービス論
（牧野 博之）[3年B組] （須永 宏）[3年]
第2演習室 1ECM04B0 1601 1BCM22A0

観る文学 基礎スポーツ科学ｂ ●ディジタル回路 ディジタル回路 ディジタル回路 ディジタル回路
（横山 恵理）[1年・2年] （須山 敬之）[1年] （牧野 博之）[1年] （鎌倉 快之）[1年] （村木 祐太）[1年] （塚本 勝俊）[1年]
第6演習室 B0C015C0 1205 B2C002E0 1303 1GAB05A0 1501 1EAB07A0 1311 1BCB07A0 1301 1CCB07A0 1310 1FCB07A0

（坂平 文博）[1年]
1304 1GAB05B0

アセンブリ言語 感性情報処理
（平岡 一剛）[2年] （神田 智子）[2年] （福澤 寧子）[2年]
第1演習室 1BCB18A0 1302 1CCL23A0 1502 1FBB31A0
構造化文書処理 アセンブリ言語
（大井 翔）[3年] （鈴木 基之）[3年]
第3演習室 1BCM16A0 第2演習室 1CCB18A0

現代経済論 英語表現（ｂａｓｉｃ２）ｂ 環境情報科学
（南 慎二郎）[1年・2年] （古樋 直己）[IS2年]
1301 B0C021A0 1303 B1C008E0
■情報社会論 （川口 剛）[IS2年] 1311 B3C010B0
（池田 知加）[1年・2年] 1304 B1C008F0 ■情報生命科学
1302 B0B005A0 口語英語Ⅱｂ （矢野 浩二朗）[1年]
心理学基礎 （アンドリュー メロウ）[IS2年] 1310 B3B017B0 ◆●情報科学演習Ⅲ ＣＡＤ
（八木 成和）[1年・2年] 第3LL B1C010C0 電磁気学 （宮脇 健三郎）[3年A組] （河北 真宏）[3年] （島野 顕継, 福澤 寧子）[3年]
1602 B0C022C0 （藤井 研一）[IS1年] 第3演習室 1BCM04A0 第4演習室 1CCM26A0 1403,共通実験室2,共通実験室4 1FCN09A0
法学基礎 1404 B3C006C0 1206 1EAN09A0
（玄 哲浩）[1年・2年]
1205 B0C018A0
倫理学基礎
（雨宮 徹）[1年・2年]
1305 B0C007C0
■経済学基礎 英語表現（ｂａｓｉｃ２）ｂ 化学基礎
（南 慎二郎）[1年・2年] （古樋 直己）[ID2年][IC2年] （竹内 健治）[1年]
1301 B0B020C0 1303 B1C008G0 1501 B3C009C0
■情報社会論 （川口 剛）[ID2年][IC2年] 環境情報科学
（池田 知加）[1年・2年] 1304 B1C008H0
1302 B0B005B0 （中西 淳）[ID2年][IC2年]
心理学基礎 1401 B1C008I0 1311 B3C010C0 ◆●情報科学演習Ⅲ 構造化文書処理
（八木 成和）[1年・2年] 口語英語Ⅱｂ ■情報生命科学 （宮脇 健三郎）[3年B組] （大井 翔）[3年] （島野 顕継, 福澤 寧子）[3年]
1602 B0C022D0 （矢野 浩二朗）[1年] 第3演習室 1BCM04B0 第4演習室 1CCM16A0 1403,共通実験室2,共通実験室4 1FCN09A0
法学基礎 第3LL B1C010D0 1310 B3B017C0 1206 1EAN09A0
（玄 哲浩）[1年・2年] 電磁気学
1205 B0C018B0 （藤井 研一）[IM1年]

1404 B3C006D0

（安達 照）[1年] （平岡 一剛）[3年]
1401 BRD003A4 第1演習室 1EAB18B0 第1演習室 1BCB18B0 他

海外語学研修【夏期】 OIT概論
（瀧川 宏樹）[1年] （指導教員）[1年]

B1C013B0 B4C006A0 1502 1GCB08A0 他

1GCM30A0 他
■価値創造演習
（濵田 悦生）[3年]（通年）

1GBN10A0 1ECM42A0 他

1GA002A0 他

共通科目
キャリア科目

専門科目

人文社会科学 外国語・健康・スポーツ科学 総合理学系 データサイエンス学科 情報知能（コンピュータ科）学科 情報システム学科 情報メディア学科 ネットワークデザイン（情報ネットワーク）学科

コンピュータグラフィックスⅠ ◆ネットワーク・セキュリティ演習

■情報セキュリティの基礎

●テクニカルライティング

1

2

3

（鈴木 基之, 佐野 睦夫, 神田 智子, 河北 真宏,
大井 翔, 河合 紀彦, 橋本 渉, 福島 拓, 宮脇 健
三郎, 村木 祐太, 平 博順, 平山 亮）[1年]

■データベースシステム

（井上 裕美子, 久米 大祐, 望月 慎之）[IS2年]

（井上 裕美子, 久米 大祐, 望月 慎之）[ID2年]

（中尾 晃幸, 木村 朋紀, 角谷 秀樹,
中村 武浩）[1年]

基礎力向上講座（電磁気学）

後
期

金

5

（尾崎 敦夫, 鎌倉 良成, ズオン クワン タン,
奥野 弘嗣, 中西 知嘉子, 小西 将人）[3年]

4

（アンドリュー メロウ）[ID2年][IC2年]

（中尾 晃幸, 木村 朋紀, 角谷 秀樹,
中村 武浩）[1年]

（尾崎 敦夫, 鎌倉 良成, ズオン クワン タン,
奥野 弘嗣, 中西 知嘉子, 小西 将人）[3年]

（椎原 正次, 牧野 博之, 須永 宏, 鈴木 基之, 酒澤 茂之）[3年]
達成度確認テスト

後
期

期間外

（尾崎 敦夫, 河合 紀彦, 本田 澄, 杉川 智）[2年]
情報科学実践演習（国内PBL）b

（平山 亮）[2年]
情報科学実践演習（国際PBL）

（安留 誠吾, 須永 宏, 橋本 渉, 中西 知嘉子, 椎原 正次）[1年]
情報処理基礎

◆ネットワーク・セキュリティ演習コンピュータグラフィックスⅠ

（平岡 一剛）[3年]
アセンブリ言語（3年以上）●アセンブリ言語（3年以上）

2023 年度時間割



時間割自己管理用シート

前期 月 火 水 木 金 土

1

2

3

4

5

後期 月 火 水 木 金 土

1

2

3

4

5

期間外
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