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特別活動

上原

特別活動

竹中

特別活動

橋本

特別活動 専門演習

横山学 一色,川久保,真鍋

特別活動 専門演習

森あ 吉岡,ｼﾞｮﾝｽﾄﾝ

情報ラボ・回路設計製作実験室

特別活動 専門演習

大橋 篠山,宮武,宮﨑,河田

第2演習室

特別活動 専門演習

一色

特別活動 専門演習

岩本

特別活動 専門演習

金澤

* 多目的(A):多目的スペースA(図書館2階)/(2):第2講義室(第2講義棟1階)/(4):第4講義室(第2講義棟2階)/(5):第5講義室(第1講義棟4階)/合併教室:合併教室(第1講義棟2階)/みらい演習室:みらい技術共同教育ｾﾝﾀｰ演習室(第2学科棟2階)/ﾒﾃﾞｨｱ:ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱﾗｰﾆﾝｸﾞﾗﾎﾞ(ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ棟1階)

* 高情ﾗﾎﾞ:高度情報教育ﾗﾎﾞ(ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ棟2階)/ｻｲﾊﾞｰ:ｻｲﾊﾞｰ･ﾗﾎﾞ(ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ棟2階)/ｾﾐﾅｰ室:ｾﾐﾅｰ室(ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ棟4階)/第2演習室:第2演習室(第3学科棟1階)/A205:A205教室(第1講義棟2階)/通ｼｽ実験室:通信ｼｽﾃﾑ実験室(第3学科棟3階)/ﾃﾞｼﾞ回実:ﾃﾞｼﾞﾀﾙ回路実験室(第1学科棟3階)

* 共同実験室2:共同利用実験室2(第2学科棟3階)/AI創造実験室:AI創造実験室(第2学科棟4階)/専実験室:専攻科実験室(専攻科棟3階)/専共同実験室:専攻科共同利用実験室(専攻科棟1階)

* 芸術(金曜)/音楽(石川):第2講義室,美術(永井):美術教室,書道(正田):書道教室

* 4,5年の留学生の時間割は,日本人学生の時間割と同じです｡

一色,小野,白石,川久保,長岡,三﨑,月本,森宗,岩本,大西 滝 篠山

データベース設計 特別実験・演習Ⅱ 無線工学特論 特別研究Ⅱ

専実験室 大西,吉岡,宮武,德永,金澤,河田,川染,篠山,谷口,宮﨑,白幡 ｻｲﾊﾞｰ 合併教室 大西,吉岡,宮武,德永,金澤,河田,川染,篠山,谷口,宮﨑,白幡 専実験室 大西,吉岡,宮武,德永,金澤,河田,川染,篠山,谷口,宮﨑,白幡 第2演習室

澤田 一色,小野,白石,川久保,長岡,三﨑,月本,森宗,岩本,大西

計測工学特論 特別実験・演習Ⅱ ディジタル制御

ﾒﾃﾞｨｱ 大西,吉岡,宮武,德永,金澤,河田,川染,篠山,谷口,宮﨑,白幡

光通信工学

専実験室 大西,吉岡,宮武,德永,金澤,河田,川染,篠山,谷口,宮﨑,白幡

画像処理工学

A２０５ 吉岡,宮武,德永,金澤,河田,川染,篠山,谷口,宮﨑 第2演習室 専実験室 吉岡,宮武,德永,金澤,河田,川染,篠山,谷口,宮﨑 ｻｲﾊﾞｰ 専実験室 吉岡,宮武,德永,金澤,河田,川染,篠山,谷口,宮﨑

一色,小野,白石,川久保,長岡,三﨑,月本,森宗,岩本,大西 小野 一色,小野,白石,川久保,長岡,三﨑,月本,森宗,岩本,大西 井上

ﾒﾃﾞｨｱ

特別研究Ⅱ

德永 長岡

専実験室 吉岡,宮武、德永、金澤、河田、川染、篠山、谷口、宮﨑、白幡 ﾒﾃﾞｨｱ 吉岡,宮武、德永、金澤、河田、川染、篠山、谷口、宮﨑、白幡

一色,小野,白石,川久保,長岡,三﨑,月本,森宗,岩本,大西

ﾒﾃﾞｨｱ

一色,正本,小野,白石,川久保,長岡,三﨑,月本,森宗,清水,岩本

特別実験・演習Ⅰ 物理科学特論 ｵﾌﾞ指向ﾌﾟﾛ 特別研究Ⅰ 情報ネットワーク 特別研究Ⅰ

(2) 第2演習室

月本 小野 一色,正本,小野,白石,川久保,長岡,三﨑,月本,森宗,清水,岩本白幡,竹中 谷口 一色,正本,小野,白石,川久保,長岡,三﨑,月本,森宗,清水,岩本 高城 一色,正本,小野,白石,川久保,長岡,三﨑,月本,森宗,清水,岩本

量子力学 特別実験・演習Ⅱ

卒業研究

近藤 吉岡･白石 奥山 宮武 高城･篠山 有馬,横山学 金澤 近藤 盛岡

工学実験Ⅱ オートマトン 卒業研究 数学概論Ⅲ ﾌﾟﾛ言語ﾈｯﾄⅡ･自然言語 体育Ⅴ 画像 ｺﾝﾊﾟｲﾗ 英語特論Ⅱ 半導体･ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

德永 全教員矢木･德永 德永,宮武,近藤 近藤 全教員 大橋

(5)

全教員 大橋 森宗･長岡 全教員

ﾃﾞｼﾞ回実 ﾒﾃﾞｨｱ 雨天時(2)

三崎･金澤 三河 盛岡 滝 三河,長岡,矢木,月本,森宗,清水共,岩本,吉岡,大西 矢木

(4) ｻｲﾊﾞｰ 第2演習室

卒業研究 数学概論Ⅲ ｾﾝｻ･電材工 卒業研究

大西 吉岡 長岡 三崎 有馬,横山学

電物性･画像 ﾃﾞｰﾀ通信 英語特論Ⅱ ﾛﾎﾞｯﾄ 工学実験Ⅱ ｵﾌﾟﾄ

(2) 情報ﾗﾎﾞ5CN ・(5)

高城 全教員

(4) 5CN・(5) ｻｲﾊﾞｰ (5) 雨天時(2)

川久保 井上,白石,粂川,小野 白石・矢木 全教員 大橋

全教員

卒業研究

真鍋 白石 井上・奥山 粂川 高城 有馬,横山学 小野 盛岡

工学実験Ⅱ 情報理論・ｵﾌﾟﾄ 卒業研究 数学概論Ⅲ ﾈｯﾄﾜｰｸﾌﾟﾛﾈｯﾄⅡ 体育Ⅴ 無通工Ⅱ 英語特論Ⅱ 電子計測Ⅱ電波伝送Ⅱ 情ｾｷ 通ｼｽB・情数 ﾃﾞ通

宮﨑,河田,篠山,谷口 前崎 奥山 川染 有馬,横山学 中澤森あ 宮﨑 近藤 川染 近藤 河田

(2) ｻｲﾊﾞｰ (4)(2) 多目的A 雨天時(2)

全教員 德永 谷口 白石

社会科学Ⅱ 工学ｾﾐﾅｰ 通信理論 情報構造論 ﾈｯﾄⅠ 工学ｾﾐﾅｰ電気磁気学 工学実験Ⅰ 中国語Ⅰ 応用数学 応用物理Ⅰ 体育Ⅰ

(2) 4ES･情報ﾗﾎﾞ

人文科学Ⅱ 人工知能Ⅰ コンパイラ 情報特論Ⅱ 情ｼｽ

(2) 多目的A 雨天時(2) (2)

奥山 三河･ｼﾞｮﾝｽﾄﾝ 大西 全教員

合併教室 ﾒﾃﾞｨｱ･情報ﾗﾎﾞ 第2演習室

前崎 岩本 川染 有馬,横山学 中澤 森宗森あ 月本 矢木 ｼﾞｮﾝｽﾄﾝ･近藤 吉岡 月本,長岡,矢木,清水共

澤田 小野

工学実験Ⅰ 中国語Ⅰ 通信法Ⅱ 電子回路Ⅱ 体育Ⅰ 社会科学Ⅱ 無線演

小野,真鍋

ｻｲﾊﾞｰ

通ｼｽA･情処Ⅲ 応用数学 工学ｾﾐﾅｰ制御工学Ⅰ 工学実験Ⅰ 中国語Ⅰ 電気回路Ⅲ 応用物理Ⅰ 体育Ⅰ

(4） ｻｲﾊﾞｰ

電ｼ特･情ｼｽ

ｻｲﾊﾞｰ (2) (4) 雨天時(2) (2)

雨天時(2)

正本 澤田 白石

社会科学Ⅱ 電気磁気学Ⅱ 確率統計

全教員

合併教室 ｻｲﾊﾞｰ

高城,一色,正本,井上 前崎 島田 川久保 有馬,横山学 中澤

電気磁気学Ⅱ 応用物理Ⅰ ﾈｯﾄⅠ 工学ｾﾐﾅｰ

森あ 粂川 真鍋

冨士原 金澤 大橋 川染 宮﨑

ﾃﾞ回Ⅱ 電子回路Ⅰ 英語ⅢB 数学ⅢB 基実験数学ⅢA 基情

人文科学Ⅱ 情報処理Ⅲ 電波伝送Ⅰ 応用数学 無通工Ⅰ

第2演習室 第2演習室 高情ﾗﾎﾞﾞ

物理学Ⅱ 保健・体育Ⅲ 英語ⅢA 国語Ⅲ ｿﾌﾄ

(2)

中山 河田,金澤,近藤,奥山 奥山

雨天時(2) 高情ﾗﾎﾞﾞ

近藤 金澤 宮﨑 清水共 セイント

確率統計

白幡 有馬,横山学 盛岡

奥山 三崎 中山 白幡岩本,ｼﾞｮﾝｽﾄﾝ 三崎,ｼﾞｮﾝｽﾄﾝ,森宗,大西 セイント 月本,吉岡 盛岡大橋 有馬,横山学 森宗 岩本 三河 河野

電子工学 数学ⅢB 物理学Ⅱ情報処理Ⅱ 基実験 英語ⅢB ﾃﾞ回Ⅱ 英語ⅢA

ｻｲﾊﾞｰ

数学ⅢA 保健・体育Ⅲ 電気磁気学Ⅰ 電気回路Ⅱ 電子回路Ⅰ 国語Ⅲ

ﾒﾃﾞｨｱ

多目的A第2演習室 多目的A

正本 有馬,横山学 白幡 白石,一色,正本,川久保 井上,真鍋 森あ 澤田

電子工学 英語ⅢB 英語ⅢA 電子計測Ⅰ工学演習 国語Ⅲ 確率統計 数学ⅢB 電気回路Ⅱ

白幡 南,橋本,上原,大橋,白幡,竹中

化学Ⅱ 数学ⅡB 社会Ⅱ

宮武,篠山 河田 宮﨑 田村,中澤,石丸,冨士原,森あ,森和 三好 盛岡

国語Ⅱ 物理学Ⅰ 数理基礎Ⅱ 英語ⅡB 基実習

南,橋本,上原,大橋,白幡,竹中 横山学

英語ⅡB 数学ⅡB

竹中 盛岡 大西

保健・体育Ⅱ 基実習 物理学Ⅰ

情報処理Ⅰ 電気回路Ⅰ ﾃﾞ回Ⅰ 表現ｺﾐｭⅡ 数学ⅡC 英語ⅡA 保健・体育Ⅱ 数学ⅡC

多目的A 情報ラボ・AI創造実験室情報ﾗﾎﾞ

化学Ⅱ

一色 南 白石 田村,中澤,石丸,冨士原,森あ,森和 森あ 三好 白幡 小野,澤田,真鍋,高城

数理基礎Ⅱ 情報処理Ⅰ 数学ⅡC 英語ⅡB 社会Ⅱ

ﾒﾃﾞｨｱ 多目的A

英語ⅡA 保健・体育Ⅱ電気回路Ⅰ 数学ⅡC ﾃﾞ回Ⅰ 表現ｺﾐｭⅡ

田村,中澤,石丸,冨士原,森あ,森和 清水共 吉岡 南

国語Ⅱ 数理基礎Ⅱ

福留 田村 竹中

多目的A

盛岡 横山学 南,橋本,上原,大橋,白幡,竹中 粂川 南

吉岡,大西 白幡 福留 三好田村 南 森あ

化学Ⅰ 数理基礎Ⅰ 数学ⅠC 基電ES 数学ⅠC

化学Ⅱ 英語ⅡA ﾃﾞ回Ⅰ 表現ｺﾐｭⅡ 電気回路Ⅰ 情報処理Ⅰ 数学ⅡC 社会Ⅱ 数学ⅡC

ｻｲﾊﾞｰ

石/永/正 冨士原

芸術

河田

基礎工学演習IT 数学ⅠC 化学Ⅰ 社会Ⅰ

多目的A

畑 有馬 森和

中澤 橋本 石/永/正森和 田村,中澤,石丸,冨士原,森あ,森和 河田,德永,金澤 上原 竹中有馬 冨士原

数学ⅠB保健・体育Ⅰ 基電IT 国語Ⅰ 英語ⅠA 表現ｺﾐｭⅠ

ﾒﾃﾞｨｱ (2)/美/書

多目的A ｻｲﾊﾞｰ

橋本 石/永/正 森和

情通工実験室 多目的A

上原 田村,中澤,石丸,冨士原,森あ,森和 一色,澤田,真鍋 中澤 畑

令和４年度後期時間割
(月) (火) (水) (木) (金)

数学ⅠB 創造実験･実習ES

国語Ⅰ 創造実験･実習CN 数学ⅠC 数理基礎Ⅰ 化学Ⅰ

冨士原 川久保,高城 上原 橋本,南,上原,大橋,白幡,竹中 竹中 正本 有馬

社会Ⅰ 英語ⅠB 数学ⅠB 芸術 英語ⅠA

2ｺﾏ 3ｺﾏ 4ｺﾏ

1

4ｺﾏ 1ｺﾏ(1年は学科別授業) 2ｺﾏ 3ｺﾏ 4ｺﾏ 1ｺﾏ(1年は学科別授業)2ｺﾏ 3ｺﾏ 4ｺﾏ 1ｺﾏ 2ｺﾏ 3ｺﾏ1ｺﾏ(1年は学科別授業) 2ｺﾏ 3ｺﾏ 4ｺﾏ 1ｺﾏ

基電CN 保健・体育Ⅰ 数学ⅠC 表現ｺﾐｭⅠ 基礎工学演習CN

(2)/美/書 ﾒﾃﾞｨｱ

2 三河 上原 中澤 田村,中澤,石丸,冨士原,森あ,森和 岩本,三河,ｼﾞｮﾝｽﾄﾝ

英語ⅠA 芸術 国語Ⅰ

橋本 岩本,三崎,ｼﾞｮﾝｽﾄﾝ 竹中 橋本,南,上原,大橋,白幡,竹中

上原 川染,德永,金澤,谷口 畑 橋本,南,上原,大橋,白幡,竹中

数学ⅠC 創造実験･実習IT 英語ⅠB 数理基礎Ⅰ

多目的A AI創造実験室AI創造実験室

(2)/美/書ﾒﾃﾞｨｱ 多目的A 第2演習室高情ﾗﾎﾞ 多目的A

2

CN

ES

1

3

上原

社会Ⅰ 表現ｺﾐｭⅠ 基礎工学演習ES 英語ⅠB 保健・体育Ⅰ

国語Ⅱ 数学ⅡB 物理学Ⅰ 基実習

IT

多目的A

福留 篠山,宮武 竹中 三好 田村横山学 三好 森あ

3

CN

第2演習室

電気磁気学Ⅰ電子回路Ⅰ 保健・体育Ⅲ 物理学Ⅱ 基実験

盛岡 一色中山 井上 正本 川久保 粂川 大橋セイント

情報処理Ⅱ 数学ⅢA

ES

IT

情報ﾗﾎﾞ 情報ﾗﾎﾞ, ﾃﾞｼﾞ回実 高情ﾗﾎﾞﾞ雨天時(2)

情報処理Ⅱ 計ｱｰｷ ｿﾌﾄ

確率統計

4

CN

IT

ES

人文科学Ⅱ 電子回路Ⅱ 半導体工

5

CN

合併教室 第2演習室 第２演習室 （旧カリ） 情報ﾗﾎﾞ

制御工学Ⅱ ｼｽ工 半導体ﾃﾞﾊﾞｲｽ 電子計測

ES

体育Ⅴ

(4) ｻｲﾊﾞｰ

(2) ﾃﾞｼﾞ回実･5ES5ES･第2演習室

IT

オートマトン ｼｽ工･情ｾｷ 情数 ｼｽﾃﾑｿﾌﾄ

(4) A205･第2演習室ﾒﾃﾞｨｱ・(4) (5) 第2演習室 (5)・専共同実験室 雨天時(2) 第2演習室 ﾒﾃﾞｨｱ

AI

1

ｺﾐｭ英Ⅱ 応用電子物性 特別実験・演習Ⅰ 工業数学 技術者倫理 電子回路特論 通信工学 特別研究Ⅰ

森和

2

清水共 一色,正本,小野,白石,川久保,長岡,三﨑,月本,森宗,清水,岩本 谷口 中澤,田村


	時間割（後期）

