
2021年度　前期　広島工業大学　全学部　授業時間割表（2019年度以前入学者用）
曜日 月 水

年次 1・2 3・4 5・6 9・10 1・2 3・4 7・8 9・10 1・2 3・4 5・6 7・8 9・10

＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞

<S> デジタル交換工学 <S> 特別英語Ｂ <S> 応用電波工学 <S> 集積回路工学 <S> 知的所有権

（高次） （高次）

村上修二 ドナルドファウラ 小池正記 田中武 桜井元康

NX-810 NX-702

＜オンライン＞

<J> 英語コミュニケーションＡ

＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜対面＞

ドナルドファウラ

<S> アナログ電子回路 <S> ネットワーク工学 <S> オペレーティングシステム <J> 職業指導 <J> 情報と職業 <S> 電気回路理論 <S> デバイス応用 <S> 中国語Ａ <J> 工業科教育法

（高次） ＜対面＞

<J> 総合的な学習の時間の指導法

升井義博 荒木智行 山田憲嗣 竹野英敏 田村聡一郎 山内将行 田中武 桂弘 竹野英敏

角島誠

西4-201 NX-702 NX-702 西4-201

西4-201

＜オンライン＞ ＜対面＞ ＜オンライン＞

<S> 光学 <S> プログラミングⅡ <S> アメリカを知る

山田憲嗣,鈴木貴,豊田宏 荒木智行 谷岡知美

NX-204

＜オンライン＞

<H> 社会・環境・倫理

＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞

八重樫徹

<S> アジアを知る <H> 解析基礎Ａ演習 <S> 電気化学 <S> 知へのいざない

栢木清吾 星野歩 山田憲嗣 八重樫徹

＜対面＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞

<S> 微分方程式 <S> 解析基礎Ｃ <H> 基礎電気回路Ⅱ <S> アルゴリズムとデータ構造

（<S> 微分方程式） （<H> ベクトル解析） （<H> 基礎電気回路Ⅱ） （<S>プログラミングＢ）

谷口哲至,山内将行 谷口哲至,豊田宏 山内将行 山田憲嗣

NX-511

＜対面＞ ＜オンライン＞

<H> 自校教育論

＜オンライン＞ （<H> 自校教育論） ＜対面＞ ＜対面＞

<H> 基礎物理学Ａ演習 吉田憲司,松本慎平 <H> 技術英語Ａ <J> 教職論

（<H> 基礎物理学Ａ演習） （<H> ＥＴＣ　Ａ） （<J> 教職論）

＜対面＞ ＜オンライン＞

<H> 解析基礎Ａ 楠木佳子,堀部秀雄,谷岡知美, <H> 線形代数Ａ

aｸﾗｽ 鈴木　貴 （<H> 解析基礎Ａ） 宮川真 （<H> 線形代数Ａ） 角島誠

bｸﾗｽ 松岡雷士

谷口哲至,小池正記 NX-906,NX-907,NX-908, 谷口哲至,升井義博 NX-805
NX-601 NX-909

＜対面＞ ＜対面＞ ＜オンライン＞ ＜対面＞ ＜オンライン＞

<S> デジタル交換工学 <S> 特別英語Ｂ <J> 知的所有権

（高次）

村上修二 ドナルドファウラ 桜井元康

NX-810 NX-702

＜オンライン＞

<J> 英語コミュニケーションＡ

＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜対面＞

ドナルドファウラ

<S> 制御工学Ⅰ <J> 職業指導 <J> 情報と職業 <S> 電気回路理論Ｂ <S> コンピュータシステム <S> 電気応用 <S> 中国語Ａ <J> 工業科教育法

＜対面＞

<J> 総合的な学習の時間の指導法

深山幸穂 竹野英敏 田村聡一郎 細谷健一 深山幸穂 久保川淳司 桂弘 竹野英敏

角島誠

NX-607←中継→NX-608 西4-201 NX-702 西4-201

西4-201

＜オンライン＞ ＜オンライン＞

<S> アメリカを知る <S> プログラミングⅡ

谷岡知美 佐々木克実

＜オンライン＞

<H> 社会・環境・倫理

＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞

八重樫徹

<S> アジアを知る <H> 解析基礎Ａ演習 <S> 知へのいざない

栢木清吾 星野歩 八重樫徹

＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞

<H> デジタル電子回路 <H> 基礎電気回路Ⅱ <H>  基礎物理学Ｂ

（<H> デジタル電子回路） （<H> 基礎電気回路Ⅱ） （<H> 基礎力学Ｂ）

村上修二 川原耕治 松岡雷士

NX-603 NX-603 NX-511

（クラス分けは別途掲示）

＜対面＞ ＜対面＞ ＜オンライン＞ ＜対面＞

<H> プログラミングⅠ <H> 自校教育論 <H> プログラミングⅠ

（<H> プログラミング） （<H> 自校教育論） ＜対面＞ （<H> プログラミング） ＜対面＞

西村和則,佐々木克実 吉田憲司,松本慎平 <H> 技術英語Ａ 西村和則,佐々木克実 <J> 教職論

NX-507←中継→NX-508 （<H> ＥＴＣ　Ａ） NX-507←中継→NX-508 （<J> 教職論）

＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞

<H>解析基礎Ａ <H>解析基礎Ａ 楠木佳子,堀部秀雄,谷岡知美, <H> 線形代数A <H> 線形代数A

（<H> 電気のための微分積分Ａ） （<H> 電気のための微分積分Ａ） 宮川真 （<H> 電気のための線形代数Ａ） （<H> 電気のための線形代数Ａ） 角島誠

小山哲也

小山哲也 小山哲也 NX-906,NX-907,NX-908, 小山哲也 NX-805
aｸﾗｽ NX-910 bｸﾗｽ NX-910 NX-909 aｸﾗｽ NX-910 bｸﾗｽ NX-910

＜対面＞

<S> 特別講義

＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜オンライン＞ ＜対面＞

反本正典

<J> 知能情報 <S> 特別英語Ｂ <J> 知的所有権 <S> ＣＡＤ・ＣＡＭ

NX-901

（高次）

鈴村文寛 ドナルドファウラ 桜井元康 西原亜弥

NX-702 NX-702 NX-206

＜対面＞ ＜オンライン＞

<S> 機械力学Ｂ <J> 英語コミュニケーションＡ

＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜対面＞

後藤良次 ドナルドファウラ

<S> 材料強度学 <S> 近未来加工システム <J> 職業指導 <S> 精密加工・計測 <S> 伝熱工学 <S> 工業材料 <S> 中国語Ａ <J> 工業科教育法

NX-601

（高次） （高次） ＜対面＞ ＜対面＞

<J> 情報と職業 <J> 総合的な学習の時間の指導法

王栄光 日野実 竹野英敏 桑野亮一 池田雅弘,吉田憲司 日野実 桂弘 竹野英敏

田村聡一郎 角島誠

西4-201 NX-905 西4-201

NX-702 西4-201

＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞

<S> 流力・熱力演習 <S> 電気電子システム <S> アメリカを知る

池田雅弘,吉田憲司 鈴村文寛 谷岡知美

＜オンライン＞

<H> 社会・環境・倫理

＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞

八重樫徹

<S> アジアを知る <H> 解析基礎Ａ演習 <S> コンピュータ図学 <S> 知へのいざない

栢木清吾 星野歩 王栄光 八重樫徹

＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞

<H> 情報システムＡ <S> 微分方程式 <H> キャリア英語Ａ <H> 材料力学Ａ

<S> 情報システム応用 （<S> 機械系の微分方程式） （<H> キャリア英語Ａ） （<H> 材料力学Ａ）

安部由美子,堀部秀雄,

長谷川信也 鈴村文寛 三熊祥文,住田光子,松岡博信 日野実,岡部卓治

NX-205 NX-905 NX-906(NX-206),NX-907, aｸﾗｽ NX-601,bｸﾗｽ NX-602

NX-908,NX-909,NX-910

＜対面＞ ＜オンライン＞

<H> 自校教育論

＜対面＞ （<H> 自校教育論） ＜対面＞ ＜オンライン＞ ＜対面＞

<H> 基礎物理学Ａ 吉田憲司,松本慎平 <S> 情報の基礎 <J> 教職論

(<H> 基礎力学Ａ) （<S> 情報の基礎） （<J> 教職論）

＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞

<H> 解析基礎A <H> 線形代数A <H> 解析基礎A

（<H> 解析基礎） 山本愛士,松尾繁政 （<H> 基礎数理） 長谷川信也 （<H> 解析基礎） 角島誠

星野歩,澁谷一博 aｸﾗｽ NX-501,bｸﾗｽ NX-503 星野歩,数学未定C 星野歩,澁谷一博 NX-805
aｸﾗｽ NX-505,bｸﾗｽ NX-506 aｸﾗｽ NX-505,bｸﾗｽ NX-506 aｸﾗｽ NX-505,bｸﾗｽ NX-506

＜対面＞ ＜オンライン＞ ＜対面＞ ＜オンライン＞

<S> 特別英語Ｂ <S> 知能化生産技術 <S> 知的所有権

（高次） （高次）

ドナルドファウラ 宋相載 桜井元康

NX-702

＜オンライン＞ ＜対面＞

<J> 英語コミュニケーションＡ <S> 自由デザインＣ

＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜オンライン＞

ドナルドファウラ 里信純,安鍾賢,宇都宮浩司,佐藤裕

<H> 基礎制御工学 <S> 材料強度学 <J> 職業指導 <J> 情報と職業 <S> 伝熱工学 <S> ＣＡＤ・ＣＡＭ演習 <S> 中国語Ａ

（高次） （高次） ＜対面＞ ＜対面＞

<J> 総合的な学習の時間の指導法 <J> 工業科教育法

髙畑健二 佐藤裕樹 竹野英敏 田村聡一郎 八房智顯 西原亜弥 桂弘

角島誠 竹野英敏

西4-201 NX-702 NX-704 NX-206

西4-201 西4-201

＜対面＞ ＜対面＞ ＜オンライン＞

<S> 自由デザインＢ <H> 流体力学Ⅰ <S> アメリカを知る

里信純 他教員 宇都宮浩司 谷岡知美

NX-511

＜オンライン＞

<H> 社会・環境・倫理

＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞

八重樫徹

<S> 読書へのいざない <H> 解析基礎Ａ演習 <S> 知へのいざない

大友牧子 星野歩 八重樫徹

＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞

<H> キャリア英語Ａ <H> 熱力学Ⅰ

（<H> キャリア英語Ａ） （<H> 熱力学Ａ）

安部由美子,堀部秀雄,

三熊祥文,住田光子,松岡博信 八房智顯

NX-906(NX-206),NX-907, NX-704

NX-908,NX-909,NX-910

＜対面＞ ＜オンライン＞ ＜対面＞

<H> 初年次ゼミナール <H> 自校教育論 <H> 初年次ゼミナール

（<H> 社会実践Ａ） ＜対面＞ （<H> 自校教育論） ＜対面＞ （<H> 社会実践Ａ） ＜対面＞

長町拓夫　他教員 長町拓夫　他教員

NX-702,NX-704, <H> 基礎物理学Ａ演習 吉田憲司,松本慎平 NX-702,NX-704, <J> 教職論

NX-710,NX-711 （<S> 基礎力学Ａ演習） NX-710,NX-711 （<J> 教職論）

＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞

<H> 解析基礎A <H> 線形代数A <H> 解析基礎A

安塚周磨,松尾繁政 （<H> 解析基礎） （<H> 基礎数理） （<H> 解析基礎） 角島誠

aｸﾗｽ NX-710,bｸﾗｽ NX-711 山内雄介,澁谷一博 山内雄介,数学未定C 山内雄介,澁谷一博 NX-805
aｸﾗｽ NX-806,bｸﾗｽ NX-807 aｸﾗｽ NX-806,bｸﾗｽ NX-807 aｸﾗｽ NX-806,bｸﾗｽ NX-807

<H> 卒業研究

各教員

NX-906(NX-206),NX-907,

池田雅弘,王栄光,岡部卓治,姜兆慧,桑野亮一,鈴村文寛,

安部由美子,三熊祥文,

（<H> 機械工学実習Ａ）

大友牧子

NX-704

<H> 卒業研究

各教員

<H> 機械工学実習(２科目読替え)

福島千晴

6-1・2・3F,新8-1F

<S> 読書へのいざない

<S> 解析基礎Ｃ

星野歩

火
学科

電

子

情

報

工

学

科

電

気

シ

ス

テ

ム

工

学

科

機

械

シ

ス

テ

ム

工

学

科

<H> 卒業研究

各教員

<H> 基礎物理学Ｂ

<J> 集積回路設計

升井義博

小池正記　他教員

5・6

小西善彦

NX-801

松岡雷士

NX-511

NX-505,NX-506

（<S> 情報システム応用）

（<H> ＥＴＣ　Ａ）

<S> ネットワーク工学

久保川淳司

<S> 量子エレクトロニクス

雨宮嘉照

NX-802

（<H> ＥＴＣ　Ａ）

（<S> ベクトル解析）

<S> 読書へのいざない

<H> 機械工学実験

長谷川信也,日野実,福島千晴,宗澤良臣,吉田憲司

6-1･2･3F,新8-1･2･3F,NX-204

NX-905

<S> 読書へのいざない

大友牧子

（<S> コンピュータ工学）

<H> 卒業研究

各教員

(<H> 社会実践Ａ)

<S> コンピュータ工学Ⅰ

前田俊二

<S> 応用電波工学

知

能

機

械

工

学

科

（<H> 基礎力学Ｂ）

（<H> 知能機械工学実習Ａ）

<H> 知能機械工学実習※2科目読替え

宋相載,髙東浩二

<H> 初年次ゼミナール

NX-908,NX-909,NX-910

<H> 機械要素設計

長町拓夫

＜対面＞

NX-908,NX-909,NX-910

<H> 技術英語Ａ

（クラス分けは別途掲示）

大友牧子

6-1・2・3・5F,8-1F,9-2F

<S> プログラミング実習

章忠

NX-205

安部由美子,三熊祥文,

4年次

3年次

2年次

1年次

4年次

3年次

2年次

1年次

4年次

2年次

※特別

開講科

目

1年次

※特別

開講科

目

2年次

※特別

開講科

目

1年次

※特別

開講科

目

3年次

2年次

1年次

4年次

3年次

2年次

1年次

2年次

※特別

開講科

目

1年次

※特別

開講科

目

2年次

※特別

開講科

目

1年次

※特別

開講科

目

<H> 技術英語Ａ

中島亨輔,松岡博信,宮川真

NX-906(NX-206),NX-907,

<S> 自動車性能

栢木清吾

NX-808,NX-809

吉田義昭　他教員

（<H> 社会実践基礎）

<H> 初年次ゼミナール

NX-905

長谷川信也　他教員

（<H> 実践基礎Ａ）

髙畑健二

7・8

<H> 初年次ゼミナール

<S> アジアを知る

中島亨輔,松岡博信,宮川真



曜日

年次

学科

電

子

情

報

工

学

科

電

気

シ

ス

テ

ム

工

学

科

機

械

シ

ス

テ

ム

工

学

科

知

能

機

械

工

学

科

4年次

3年次

2年次

1年次

4年次

3年次

2年次

1年次

4年次

2年次

※特別

開講科

目

1年次

※特別

開講科

目

2年次

※特別

開講科

目

1年次

※特別

開講科

目

3年次

2年次

1年次

4年次

3年次

2年次

1年次

2年次

※特別

開講科

目

1年次

※特別

開講科

目

2年次

※特別

開講科

目

1年次

※特別

開講科

目

木 金
1・2 3・4 5・6 9・10 1・2 3・4 5・6 9・10

【集中講義】＜対面＞<J>教育実習指導　立上良典,角島誠,竹野英敏,田口裕

　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

＜オンライン＞ 【集中講義】＜対面＞<J>教育実習(高)　立上良典,角島誠,竹野英敏,田口裕

　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

<S> 画像工学

山田憲嗣

【集中講義】＜オンライン＞<J>マルチメディア表現実習　張 暁華　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞

<J> 情報科教育法 <S> 制御工学 <S> 電子デバイス <S> 計測工学 <J> 工業概論Ａ

（高次）

栗原理 小池正記 豊田宏 高山一男 竹野英敏　他教員

NX-204 NX-503 NX-503 NX-503 NX-501

＜対面＞ ＜オンライン＞ ＜対面＞

<H> 基礎電磁気学Ⅱ <S> 法と現代社会 <J> 情報社会及び情報倫理

豊田宏 本多康作 田口裕

NX-511 NX-511

【集中講義】＜対面＞<J>教育社会学（<J>教育社会学）　山田浩之　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

＜対面＞ ＜対面＞ 【集中講義】＜対面＞<J>教育方法学（<J>教育方法学）　八木秀文　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

<S> 生涯スポーツA※1年次開講 <H> キャリア英語Ａ

（<S> 生涯スポーツA） （<H> キャリア英語Ａ）

楠木佳子,堀部秀雄,

坂井学,長﨑浩爾,西村一樹 ルートニックトラビス,山内香澄

NX-910,NX-708,

NX-709,NX-707

＜対面＞ 【集中講義】＜対面＞<J>教育原理（<J>教育原理）　丸山恭司,深澤広明　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

<H> 初年次ゼミナール

＜対面＞ （<H> 社会実践Ａ）

<H> 基礎物理学Ａ 小池正記　他教員

（<H> 基礎物理学Ａ） NX-505,NX-506

鈴木貴

NX-501

【集中講義】＜対面＞<J>教育実習指導　立上良典,角島誠,竹野英敏,田口裕

　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

＜オンライン＞ ＜オンライン＞ 【集中講義】＜対面＞<J>教育実習(高)　立上良典,角島誠,竹野英敏,田口裕

　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

<S> 先端エネルギー工学

（高次）

西村和則

【集中講義】＜オンライン＞<J>マルチメディア表現実習　張 暁華　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞

<J> 情報科教育法 <S> コンピュータ計測システム <S> 電子物性 <S> 電磁波工学 <S> 電力伝送工学 <J> 工業概論Ａ

栗原理 深山幸穂 丸野茂光 小西善彦 川原耕治 竹野英敏　他教員

NX-204 NX-603 NX-601 NX-509←中継→NX-510 NX-601 NX-501

＜対面＞ ＜オンライン＞ ＜対面＞

<S> 情報理論 <S> 法と現代社会 <J> 情報社会及び情報倫理

村上修二 本多康作 田口裕

NX-1006 NX-511

【集中講義】＜対面＞<J>教育社会学（<J>教育社会学）　山田浩之　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

＜対面＞ ＜オンライン＞ ＜対面＞ ＜対面＞ 【集中講義】＜対面＞<J>教育方法学（<J>教育方法学）　八木秀文　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

<S> 生涯スポーツA※1年次開講 <S> 解析基礎Ｃ <H> キャリア英語Ａ <H> 基礎電磁気学Ⅰ

（<S> 生涯スポーツA） （<S> 電気のための微分積分Ｄ） （<H> キャリア英語Ａ） （<H> 基礎電磁気学Ⅰ）

楠木佳子,堀部秀雄,

坂井学,長﨑浩爾,西村一樹 小山哲也 ルートニックトラビス,山内香澄 丸野茂光

NX-910,NX-708, NX-704

NX-709,NX-707

＜対面＞ ＜対面＞ 【集中講義】＜対面＞<J>教育原理（<J>教育原理）　丸山恭司,深澤広明　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

<H> 初年次ゼミナール

（<H> 社会実践基礎） ＜対面＞ ≪他学科読替え≫

・電子情報工学科　月1・2時限　　<H> 基礎物理学Ａ演習

吉田義昭　他教員 <S> 情報基礎実習

NX-808,NX-809 （<S> 情報基礎実習）

西村和則,深山幸穂

NX-710,NX-711

【集中講義】＜対面＞<J>教育実習指導　立上良典,角島誠,竹野英敏,田口裕

　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ 【集中講義】＜対面＞<J>教育実習(高)　立上良典,角島誠,竹野英敏,田口裕

　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

<J> ロボット運動制御 <S> ものづくりコンセプトＢ <J> 画像工学 <S> 生産工学

安鍾賢 宗澤良臣 山田憲嗣 宗澤良臣

【集中講義】＜オンライン＞<J>マルチメディア表現実習　張 暁華　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞

<J> 情報科教育法 <S> 情報システムＢ <H> 機械システム設計製図Ａ <H> 機械要素の設計Ａ <S> 流体機械 <J> 工業概論Ａ

澤井清,大島健太,後藤良次,

栗原理 長谷川信也 日吉孝義 澤井清,大島健太 福島千晴 竹野英敏　他教員

NX-204 NX-205 NX-906,NX-907,NX-908, NX-509,NX-510 NX-805 NX-501

NX-909,8-401,8-501,NX-204

＜オンライン＞ ＜対面＞

<S> 法と現代社会 <J> 情報社会及び情報倫理

本多康作 田口裕

NX-511

【集中講義】＜対面＞<J>教育社会学（<J>教育社会学）　山田浩之　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

＜対面＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜対面＞ 【集中講義】＜対面＞<J>教育方法学（<J>教育方法学）　八木秀文　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

<S> 生涯スポーツA※1年次開講 <H> 熱力学Ａ

（<S> 生涯スポーツA） （<H> 熱力学Ａ）

坂井学,長﨑浩爾,西村一樹 aｸﾗｽ 池田雅弘

bｸﾗｽ 吉田憲司

＜対面＞ 【集中講義】＜対面＞<J>教育原理（<J>教育原理）　丸山恭司,深澤広明　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

<H> 初年次ゼミナール

＜対面＞ （<H> 実践基礎Ａ） ＜対面＞

<H> 基礎物理学Ａ演習 長谷川信也 他教員

（<S> 基礎力学Ａ演習） NX-905

＜対面＞

<H> 線形代数A

山本愛士,宗尻修治 （<H> 基礎数理）

aｸﾗｽ NX-806,bｸﾗｽ NX-807 星野歩,数学未定C
aｸﾗｽ NX-505,bｸﾗｽ NX-506

【集中講義】＜対面＞<J>教育実習指導　立上良典,角島誠,竹野英敏,田口裕

　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

＜オンライン＞ ＜オンライン＞ 【集中講義】＜対面＞<J>教育実習(高)　立上良典,角島誠,竹野英敏,田口裕

　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

<S> 次世代自動車 <S> ロボット運動制御

（高次） （高次） ＜対面＞

<H> 技術者倫理

髙東浩二 安鍾賢

宇都宮浩司

NX-507←中継→NX-508

【集中講義】＜オンライン＞<J>マルチメディア表現実習　張 暁華　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

＜対面＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞

<J> 情報科教育法 <S> アクチュエータ工学 <S> 生産システム工学 <S> 数値計算 <S> 機械流体工学 <J> 工業概論Ａ

（高次）

栗原理 安鍾賢 宋相載 里信純 宇都宮浩司 竹野英敏　他教員

NX-204 NX-702 NX-501

＜オンライン＞ ＜対面＞

<J> 情報社会及び情報倫理

田口裕

NX-511

【集中講義】＜対面＞<J>教育社会学（<J>教育社会学）　山田浩之　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

＜オンライン＞ ＜対面＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ 【集中講義】＜対面＞<J>教育方法学（<J>教育方法学）　八木秀文　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

<S> 機械工学の基礎※1年次開講 <S> 生涯スポーツA※1年次開講 <S> 微分方程式 <S> 電気電子基礎※1年次開講 <S> 解析基礎C

（<S> 機械系の物理学） （<S> 生涯スポーツA） （<S> 機械系の微分方程式） （<S> 電気電子基礎） （<S> ベクトル解析）

安塚周磨 坂井学,長﨑浩爾,西村一樹 山内雄介 安鍾賢 山内雄介

【集中講義】＜対面＞<J>教育原理（<J>教育原理）　丸山恭司,深澤広明　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜対面＞

<S> ３次元ＣＡＤ基礎 <S> 情報の基礎 <H> 基礎物理学Ａ

（<S> ３次元ＣＡＤ基礎） （<S> 情報の基礎） （<H> 基礎力学Ａ）

＜対面＞

<H> 線形代数A

宋相載 章忠 安塚周磨,山本愛士 （<H> 基礎数理）

aｸﾗｽ NX-806,bｸﾗｽ NX-807 山内雄介,数学未定C
aｸﾗｽ NX-806,bｸﾗｽ NX-807

<H> 知能機械工学実験

髙畑健二,中根久典

6-1･2･3F,8-2F,新8-1･2･3F

<S> 電気ものづくり基礎実習

（<S> 電気ものづくり基礎実習）

（<S> 機械材料）

（<H> 機械系の物理学実験）

（<H> 設計製図Ａ）

9号館,10号館

（<H> 材料力学Ａ）

<H> 電子情報工学実験Ｃ

荒木智行,田中武,豊田宏,升井義博

NX-206

<H> 電気システム実験Ｃ

細谷健一,久保川淳司,丸野茂光,村上修二,池田弥生

新10号館

川原耕治,久保川淳司,小西善彦

7・8

<S> 集積回路設計

村上修二

<S> パワーエレクトロニクス

西村和則

NX-603

7・8

<H> 制御工学

姜兆慧,鈴村文寛

aｸﾗｽ NX-501,bｸﾗｽ NX-503

<S> 機械材料Ｂ

<S> 機械振動学

里信純

<H> 材料力学Ⅰ

佐藤裕樹

王栄光

<H> 機械設計製図(2科目読替え)

澤井清,大島健太,後藤良次,日吉孝義,横林照之

NX-205,NX-206,8-401,8-501

<H> 物理学実験

山本愛士,木舩弘一,松岡雷士,安塚周磨,松尾繁政

新1-510,新1-610,16-101,NX-507

八房智顯,安鍾賢,宇都宮浩司,佐藤裕樹,里信純,章忠,

備　考

（高次）

（高次）

<S> 法と現代社会

本多康作



2021年度　前期　広島工業大学　全学部　授業時間割表（2019年度以前入学者用）
曜日 月 水

年次 1・2 3・4 5・6 9・10 1・2 3・4 7・8 9・10 1・2 3・4 5・6 7・8 9・10
火

学科

5・67・8

＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜オンライン＞

<S> 特別英語Ｂ <J> 知的所有権

（高次）

安部由美子 桜井元康

NX-204,NX-511

＜オンライン＞

<J> 英語コミュニケーションＡ

＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜オンライン＞ ＜対面＞

ドナルドファウラ

<S> 河川工学 <J> 職業指導 <S> 環境修復学 <S> 交通計画 <H> 空間創造設計 <S> 中国語Ａ <J> 工業科教育法

＜対面＞

<J> 総合的な学習の時間の指導法

石井義裕 竹野英敏 石垣衛 伊藤雅 今川朱美 桂弘 竹野英敏

角島誠

NX-509←中継→NX-510 西4-201 NX-205,20-502 西4-201

西4-201

＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞

<H> 構造力学Ⅰ <S> アメリカを知る <S> 構造力学Ⅰ演習

田中聖三 谷岡知美 田中聖三

＜オンライン＞

<H> 社会・環境・倫理

＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞

八重樫徹

<S> 読書へのいざない <H> 解析基礎Ａ演習 <S> 知へのいざない

大友牧子 星野歩 八重樫徹

＜対面＞ ＜対面＞

<S> 基礎図学 <S> 資源循環型社会

（<H> 基礎ゼミナールＢ） （<S> 資源循環型社会） ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞

大東延幸　他教員 福原輝幸 <H> 地盤工学Ⅰ <S> 地盤工学Ⅰ演習 <S> 微分方程式 <H> キャリア英語Ａ

NX-205,NX-206 NX-506 （<H> 地盤工学Ⅰ） （<S> 地盤工学Ⅰ演習） （<S> 応用数学Ａ） （<H> キャリア英語Ａ）

＜オンライン＞ ＜オンライン＞

<H> 環境統計解析 <S> 新エネルギー学 堀部秀雄,中島亨輔,住田光子,

（<H> 情報の科学Ｂ） （<S> 新エネルギー学） 森脇武夫 森脇武夫 高藤政典 山内香澄

伊藤雅　他教員 石垣衛 NX-501 NX-501 NX-505 NX-906,NX-907,NX-908,

NX-909

＜対面＞ ＜オンライン＞

<H> 初年次ゼミナール <H> 自校教育論

（<H> 基礎ゼミナールＡ） （<H> 自校教育論） ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞

伊藤雅　他教員

NX-505,NX-509, 吉田憲司,松本慎平 <H> 技術英語A <H> 基礎物理学A <J> 教職論

NX-510,NX-511 （<H> ＥＴＣ　Ａ） （<H> 基礎力学Ａ） （<J> 教職論）

＜オンライン＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞

<S> 基礎情報処理 <S> 気象災害学 <H> 解析基礎A 堀部秀雄,中島亨輔,山内香澄, 大村訓史,木舩弘一,高畠敏郎,

（<H> 情報の科学Ａ） （<S> 気象災害学） （<H> 建設基礎数学Ａ） 吉村千里 浴野稔一 角島誠

石垣衛　他教員 福原輝幸 高藤政典,庄野宏,河村尚明,数学未定B NX-906,NX-907,NX-908, NX-806,NX-511,NX-808, NX-805
NX-503 NX-806,NX-807,NX-808,NX-809 NX-909 NX-809

＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜オンライン＞

<S> 特別英語Ｂ <S> 建築生産情報 <J> 知的所有権

（高次）

安部由美子 清水斉 桜井元康

NX-204,NX-511 NX-205

＜オンライン＞

<J> 英語コミュニケーションＡ

＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜オンライン＞ ＜対面＞

ドナルドファウラ

<S> 建築法規 <S> 地盤工学 <J> 職業指導 <S> 建築設備Ｂ <S> 鋼構造学 <S> 建築意匠・技法 <S> 建築環境工学演習 <S> 建築積算 <S> 中国語Ａ <J> 工業科教育法

＜対面＞

<J> 総合的な学習の時間の指導法

山地義男 金子治 竹野英敏 中嶋麻起子 山西央朗 栗﨑真一郎,金澤雄記 中西伸介 横段隆弘,森川洋至 桂弘 竹野英敏

角島誠

NX-501←中継→NX-503 NX-905 西4-201 NX-601←中継→NX-602 NX-905 NX-805 西4-201

西4-201

＜オンライン＞

<S> アメリカを知る

谷岡知美

＜オンライン＞

<H> 社会・環境・倫理

＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞

八重樫徹

<S> 読書へのいざない <H> 解析基礎Ａ演習 <S> 知へのいざない

大友牧子 星野歩 八重樫徹

＜対面＞

<S> 建築情報基礎

＜対面＞ （<H> 建築情報） ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞

<H> 建築計画Ａ 清水斉　他教員 <S> 微分方程式 <H> 建築材料学 <S> 建築構造設計概論 <S> 構造解析法Ⅰ <H> キャリア英語Ａ

（<S> 建築計画Ａ） NX-805,NX-905 （<S> 応用数学Ａ） （<S> 建築材料学） （<S> 建築構造設計概論） （<S> 構造解析法Ⅰ） （<H> キャリア英語Ａ）

堀部秀雄,中島亨輔,住田光子,

福田由美子 庄野宏 坂本英輔 岸本貴博 山西央朗 山内香澄

NX-805 NX-704 NX-805 NX-805 NX-905 NX-906,NX-907,NX-908,

NX-909

＜対面＞ ＜オンライン＞

<H> 建築概論 <H> 自校教育論

＜対面＞ （<H> 建築概論） （<H> 自校教育論） ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞

<H> 構造力学演習 福田由美子　他教員 吉田憲司,松本慎平 <H> 技術英語A <H> 基礎物理学A <J> 教職論

(<H> 構造力学演習) (教室は備考欄★に記載) （<H> ＥＴＣ　Ａ） （<H> 基礎力学Ａ） （<J> 教職論）

＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞

<H> 測量学Ⅰ <H> 解析基礎A 堀部秀雄,中島亨輔,山内香澄, 大村訓史,木舩弘一,高畠敏郎,

荒木秀夫,川上善嗣 （<H> 構造生産基礎） （<H> 建設基礎数学Ａ） 吉村千里 浴野稔一 角島誠

aｸﾗｽ NX-501,b]ｸﾗｽ NX-503 山西央朗　他教員 高藤政典,庄野宏,河村尚明,数学未定B NX-906,NX-907,NX-908, NX-806,NX-511,NX-808, NX-805
(教室は備考欄☆に記載) NX-806,NX-807,NX-808,NX-809 NX-909 NX-809

＜対面＞ ＜対面＞ ＜オンライン＞

<S> 特別英語Ｂ <S> 知的所有権

（高次） ＜オンライン＞

<H> 技術者倫理

安部由美子 桜井元康

古川功

NX-204,NX-511

＜オンライン＞

<J> 英語コミュニケーションＡ

＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜対面＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞

ドナルドファウラ

<S> デジタル制御 <S> 健康とスポーツの科学 <J> 情報と職業 <S> 組込みシステム <S> 中国語Ａ <S> 音声音響処理 <S> 画像処理応用

（高次） ＜対面＞ （高次）

<J> 総合的な学習の時間の指導法

中本昌由 坂井学 田村聡一郎 鬼追一雅 桂弘 土井章充 梅村祥之

角島誠

NX-702

西4-201

＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞

<S> 電気電子回路 <S> 応用数学 <S> ヨーロッパを知る

古川功 阿部誠 松川弘

＜オンライン＞

<H> 社会・環境・倫理

＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞

八重樫徹

<H> 解析基礎Ａ演習 <S> 日本語表現

星野歩 遠藤直子

＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞

<H> プログラミング基礎Ⅱ <S> 生涯スポーツA※1年次開講 <H> アルゴリズム基礎Ⅱ <S> デジタル信号処理

（<H> プログラミング基礎） （<S> 生涯スポーツA） （<H> アルゴリズム基礎） （<S> デジタル信号処理）

加藤浩介,大谷幸三,秦淑彦 坂井学,長﨑浩爾,玉里祐太郎 大谷幸三 土井章充

NX-603

＜対面＞

<H> 初年次ゼミナール

＜対面＞ （<H> ＨＩＴ基礎実践Ａ） ＜オンライン＞ ＜対面＞

<H> 技術英語A 鬼追一雅　他教員 <H> コンピュータテクノロジ基礎 <J> 教職論

（<H> ＥＴＣ　Ａ） 備考欄★参照 （<S> 情報テクノロジ） （<J> 教職論）

＜対面＞ ＜オンライン＞

<H> 線形代数A 住田光子,中島亨輔,安部由美子, <H> 解析基礎A

（<H> 情報数理基礎） 永井直子,深澤清治 （<S> データ解析入門） 中島浩行,池坊繁屋 角島誠

直川耕祐,笹井理恵 NX-810,NX-906,NX-907(NX-204), aｸﾗｽ 平野康之 NX-805
aｸﾗｽ NX-808,bｸﾗｽ NX-809 NX-908,NX-909 bｸﾗｽ 直川耕祐

＜対面＞ ＜オンライン＞

<S> 特別英語Ｂ <S> 知的所有権

（高次） ＜オンライン＞

<H> 技術者倫理

安部由美子 桜井元康

山岸秀一　他教員

NX-204,NX-511

＜オンライン＞

<J> 英語コミュニケーションＡ

＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞

ドナルドファウラ

<S> 健康とスポーツの科学 <S> 情報処理技術基礎 <J> 情報と職業 <S> 組織活動と情報システム <S> 中国語Ａ <S> ビジネスデータサイエンス <S> 情報ネットワーク

＜対面＞

<J> 総合的な学習の時間の指導法

坂井学 中島浩行,山岸秀一 田村聡一郎 神垣太持 桂弘 井上和重,中島浩行 趙悦

角島誠

NX-702 NX-509

西4-201

＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞

<S> 応用数学 <S> アルゴリズムとデータ構造 <H> オブジェクト指向プログラミング <S> ヨーロッパを知る

阿部誠 張暁華 張暁華 松川弘

＜オンライン＞

<H> 社会・環境・倫理

＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞

八重樫徹

<S> Ｌｉｎｕｘ基礎 <H> 解析基礎Ａ演習 <S> 日本語表現

安部伸治,寺西大 星野歩 遠藤直子

＜対面＞ ＜対面＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞

<S> 生涯スポーツA※1年次開講 <H> プログラミング基礎Ⅱ

（<S> 生涯スポーツA） （<S> プログラミング基礎）

＜対面＞

<H> 情報システム基礎演習Ａ

（<H> ＨＩＴ応用実践Ｂ） 坂井学,長﨑浩爾,玉里祐太郎 松本慎平,山岸秀一

林孝典　他教員

NX-1007,NX-1008,

NX-1009,NX-1010

＜対面＞

<H> 初年次ゼミナール

（<H> ＨＩＴ基礎実践Ａ） ＜対面＞ ＜オンライン＞ ＜対面＞

濱﨑利彦　他教員

NX-1007,NX-1008, <H> 技術英語A <H> システムテクノロジ <J> 教職論

NX-1009,NX-1010 （<H> ＥＴＣ　Ａ） （<S> 情報テクノロジ） （<J> 教職論）

＜対面＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞

<H> 解析基礎A 住田光子,中島亨輔,安部由美子,

（<H> データ解析入門） 永井直子,深澤清治 中島浩行,池坊繁屋 角島誠

平野康之,笹井理恵 NX-810,NX-906,NX-907(NX-204), NX-805
aｸﾗｽ NX-908,bｸﾗｽ NX-909 NX-908,NX-909

（<S> 計測物理実験）

（<S> 情報数理基礎）

bｸﾗｽ 平野康之

（<S> 情報数理基礎）

bｸﾗｽ 平野康之

（<S> アルゴリズム基礎）

<H> 線形代数A

大村訓史,木舩弘一,松尾繁政

<S> 建設ＣＡＤ

<H> 卒業研究

各教員

<H> 線形代数Ａ

NX-806,NX-807,NX-808,NX-809

20-502

（<H> 線形代数Ａ）

高藤政典,庄野宏,小山哲也,尾白典文

<H> 卒業研究

各教員

<H> 物理学実験

大東延幸

NX-206

<S> 鉄筋コンクリート構造学演習

荒木秀夫

NX-501

<S> 解析基礎C

庄野宏

NX-704

<S> 建築設計演習

栗﨑真一郎,横山俊祐

20-502

<S> ユビキタス技術

林孝典

aｸﾗｽ 直川耕祐

<H> 建設工学実験

竹田宣典,田中聖三,森脇武夫,福原輝幸

NX-509,NX-510

環

境

土

木

工

学

科

建

築

工

学

科

情

報

工

学

科

知

的

情

報

シ

ス

テ

ム

学

科

<S> 基礎構造設計

<S> 物理学実験

（<S> 計測物理実験）

16-101

森脇武夫

新1-510,610,16-101

<H> 卒業研究

各教員

NX-805

4年次

3年次

高藤政典,庄野宏,小山哲也,尾白典文

（<H> 線形代数Ａ）

（<S> 物理学実験）

（高次）

1年次

4年次

3年次

2年次

1年次

<S> アジアを知る

栢木清吾

<S> アジアを知る

栢木清吾

2年次

※特別

開講科

目

1年次

※特別

開講科

目

1年次

※特別

開講科

目

2年次

※特別

開講科

目

1年次

※特別

開講科

目

2年次

※特別

開講科

目

1年次

※特別

開講科

目

<S> 技術者のための経済学

2年次

1年次

4年次

3年次

2年次

<S> 情報システム開発

寺西大

2年次

1年次

4年次

3年次

2年次

※特別

開講科

目

NX-806,NX-807,NX-808,NX-809

<S> 測量学・実習

貞末和史

NX-501

<H> 建築製図法

金澤雄記,坂本英輔,中嶋麻起子,古田均

<H> アルゴリズム基礎Ⅱ

松本慎平,山岸秀一

<S> センシング工学

大谷幸三

<S> データ解析

青木真吾

西手満昭

aｸﾗｽ 直川耕祐

前原俊信,高畠敏郎

（<S> 建設基礎数学Ｄ） （<H> 建築製図法）

<S> 技術者のための経済学

西手満昭

<H> 線形代数A

<S> 物理学実験

前原俊信,高畠敏郎

16-101

<H> 線形代数Ａ



曜日

年次

学科

環

境

土

木

工

学

科

建

築

工

学

科

情

報

工

学

科

知

的

情

報

シ

ス

テ

ム

学

科

4年次

3年次

1年次

4年次

3年次

2年次

1年次

2年次

※特別

開講科

目

1年次

※特別

開講科

目

1年次

※特別

開講科

目

2年次

※特別

開講科

目

1年次

※特別

開講科

目

2年次

※特別

開講科

目

1年次

※特別

開講科

目

2年次

1年次

4年次

3年次

2年次

2年次

1年次

4年次

3年次

2年次

※特別

開講科

目

木 金
1・2 3・4 5・6 9・10 1・2 3・4 5・6 9・107・87・8

備　考

【集中講義】＜対面＞<J>教育実習指導　立上良典,角島誠,竹野英敏,田口裕

　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

＜対面＞ ＜対面＞ ＜オンライン＞ ＜対面＞ 【集中講義】＜対面＞<J>教育実習(高)　立上良典,角島誠,竹野英敏,田口裕

　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

<S> 維持管理工学 <S> 環境流体工学 【集中講義】＜対面＞<S>耐震工学(高次)　田中 聖三,相田清

　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

＜オンライン＞ （高次）

<H> 技術者倫理

竹田宣典 石垣衛,福原輝幸

石井義裕,石垣衛,伊藤雅,今川朱美,

NX-603

＜対面＞ ＜対面＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜対面＞

<S> 都市総合工学Ｂ <S> 鉄筋コンクリート工学 <S> 構造設計学 <J> 工業概論Ａ

石井義裕,伊藤雅 竹田宣典 藤井堅 竹野英敏　他教員

NX-601 NX-601 NX-501

＜対面＞ ＜対面＞ ＜オンライン＞

<H> 水理学Ⅰ

石井義裕

NX-702

＜対面＞

【集中講義】＜対面＞<J>教育社会学（<J>教育社会学）　山田浩之　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

＜対面＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ 【集中講義】＜対面＞<J>教育方法学（<J>教育方法学）　八木秀文　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

<S> 生涯スポーツA※1年次開講 <S> 構造力学Ⅱ <S> 構造力学Ⅱ演習 ≪他学科読替え≫

（<S> 生涯スポーツA） （<S> 構造力学Ⅱ） （<S> 構造力学Ⅱ演習） ・建築工学科　月7・8時限　<S> 解析基礎C（<S>建設基礎数学D）

＜オンライン＞

坂井学,長﨑浩爾,西村一樹 田中聖三 田中聖三

＜対面＞ 【集中講義】＜対面＞<J>教育原理（<J>教育原理）　丸山恭司,深澤広明　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

＜対面＞

<H> 基礎物理学Ａ演習

（<S> 基礎力学Ａ演習）

＜オンライン＞ ＜対面＞

大村訓史,木舩弘一,高畠敏郎, <H> 解析基礎A

浴野稔一 （<H> 建設基礎数学Ａ）

NX-906,NX-507,NX-810, 高藤政典,庄野宏,河村尚明,数学未定B

NX-910 NX-806,NX-807,NX-808,NX-809

【集中講義】＜対面＞<J>教育実習指導　立上良典,角島誠,竹野英敏,田口裕

　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ 【集中講義】＜対面＞<J>教育実習(高)　立上良典,角島誠,竹野英敏,田口裕

　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

<S> 建築総合維持管理 <S> 都市計画 <S> 都市防災工学

＜対面＞

<H> 技術者倫理

金子治 福田由美子 岩井哲

清水斉,金子治

NX-704 NX-511 NX-511

NX-805

＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞

<S> 建築振動学 <H> 建築生産 <J> 工業概論Ａ

川上善嗣 清水斉 竹野英敏　他教員

NX-704 NX-805 NX-501

＜オンライン＞

＜対面＞

【集中講義】＜対面＞<J>教育社会学（<J>教育社会学）　山田浩之　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

＜オンライン＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜オンライン＞ 【集中講義】＜対面＞<J>教育方法学（<J>教育方法学）　八木秀文　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

<S> 建築環境工学Ｂ <S> 生涯スポーツA※1年次開講 <S> 建築木質構造学

（<S> 建築環境工学Ｂ） （<S> 生涯スポーツA） （<S> 建築木質構造学）

中西伸介 坂井学,長﨑浩爾,西村一樹 川上善嗣

NX-905

＜対面＞ 【集中講義】＜対面＞<J>教育原理（<J>教育原理）　丸山恭司,深澤広明　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

＜対面＞ ＜対面＞

<H> 基礎物理学Ａ演習 <H> 構造力学

（<H> 基礎力学Ａ演習） （<H> 構造力学）

＜対面＞ ＜対面＞ ★「建築概論」の教室（クラス等の詳細はを別途掲示）

大村訓史,木舩弘一,高畠敏郎, <H> 解析基礎A 　→　NX-706,NX-707,NX-708,NX-709,NX-801,NX-802,NX-803,NX-901,NX-902,NX-903

浴野稔一 荒木秀夫,川上善嗣 （<H> 建設基礎数学Ａ） ☆「構造生産基礎」の教室（クラス等の詳細はを別途掲示）

　→　NX-706,NX-707,NX-708,NX-709,NX-801,NX-802,NX-803,NX-901,NX-902,NX-903

NX-906,NX-507,NX-810, aｸﾗｽ NX-601,bｸﾗｽ NX-602 高藤政典,庄野宏,河村尚明,数学未定B

NX-910 NX-806,NX-807,NX-808,NX-809

【集中講義】＜対面＞<J>教育実習指導　立上良典,角島誠,竹野英敏,田口裕

　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

【集中講義】＜対面＞<J>教育実習(高)　立上良典,角島誠,竹野英敏,田口裕

　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

【集中講義】＜オンライン＞<J>マルチメディア表現実習　張 暁華　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

【集中講義】＜オンライン＞<S>ネットワークプログラミング（高次）　黒川弘国

＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ 　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

<J> 情報科教育法 <S> 人工知能

栗原理 梅村祥之

NX-204 NX-905

＜対面＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜対面＞

<S> ソフトウェア工学 <S> プログラミング応用 <J> 情報社会及び情報倫理

川勝英史 川勝英史 田口裕

NX-511

＜オンライン＞

【集中講義】＜対面＞<J>教育社会学（<J>教育社会学）　山田浩之　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜対面＞ 【集中講義】＜対面＞<J>教育方法学（<J>教育方法学）　八木秀文　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

<S> 経営ストラテジ <H> データベース <H> キャリア英語Ａ ≪他学科読替え≫

（<S> 情報ストラテジ） <S> データベース （<H> キャリア英語Ａ） ・地球環境学科　木3・4時限　<S> 数理統計学（<S>環境基礎統計学）

住田光子,安部由美子,ドナルドファウラ, ★ＨＩＴ応用実践A,B　火曜7・8時限の教室（金曜1・2時限の利用教室が異なるため注意すること）

中島浩行,佐々木宣介 永田武 ルートニックトラビス,寺重理英子 　NX-704,NX-706,NX-707,NX-708,NX-709,NX-710,NX-711,NX-801,NX-802,NX-803,NX-805

NX-1007,NX-907(NX-204),NX-1008,

NX-1009,NX-1010

＜オンライン＞ ＜対面＞ 【集中講義】＜対面＞<J>教育原理（<J>教育原理）　丸山恭司,深澤広明　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

<H> 自校教育論 <H> 初年次ゼミナール

（<H> 自校教育論） （<H> ＨＩＴ基礎実践Ａ）

吉田憲司,松本慎平 鬼追一雅　他教員

備考欄★参照

＜対面＞ ＜オンライン＞ ★ＨＩＴ基礎実践A,B　火曜7・8時限の教室（金曜1・2時限の利用教室が異なるため注意すること）

<H> 線形代数A 　NX-704,NX-706,NX-707,NX-708,NX-709,NX-710,NX-711,NX-801,NX-802,NX-803,NX-805

（<H> 情報数理基礎）

直川耕祐,笹井理恵
aｸﾗｽ NX-808,bｸﾗｽ NX-809

【集中講義】＜対面＞<J>教育実習指導　立上良典,角島誠,竹野英敏,田口裕

　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

＜対面＞ 【集中講義】＜対面＞<J>教育実習(高)　立上良典,角島誠,竹野英敏,田口裕

　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

【集中講義】＜オンライン＞<J>マルチメディア表現実習　張 暁華　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞

<J> 情報科教育法 <S> オペレーティングシステム <S> 情報理論 <S> コンピュータグラフィックス

栗原理 神垣太持 寺西大 張暁華

NX-204 NX-905

＜対面＞ ＜対面＞

<J> 情報社会及び情報倫理

田口裕

NX-511

【集中講義】＜対面＞<J>教育社会学（<J>教育社会学）　山田浩之　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜対面＞ ＜対面＞ 【集中講義】＜対面＞<J>教育方法学（<J>教育方法学）　八木秀文　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

<S> Ｗｅｂデザイン <S> 経営ストラテジ <H> キャリア英語Ａ ≪他学科読替え≫

（<S> Ｗｅｂデザイン） （<S> 情報ストラテジ） （<H> キャリア英語Ａ） ・地球環境学科　木3・4時限　<S> 数理統計学（<S>環境基礎統計学）

＜対面＞

<H> 情報システム基礎演習Ａ 住田光子,安部由美子,ドナルドファウラ,

林孝典 中島浩行,佐々木宣介 （<H> ＨＩＴ応用実践Ｂ） ルートニックトラビス,寺重理英子

林孝典　他教員

NX-1007,NX-1008, NX-1007,NX-907(NX-204),NX-1008,

NX-1009,NX-1010 NX-1009,NX-1010

＜オンライン＞ ＜対面＞ 【集中講義】＜対面＞<J>教育原理（<J>教育原理）　丸山恭司,深澤広明　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

<H> 自校教育論 <H> 初年次ゼミナール

（<H> 自校教育論） （<H> ＨＩＴ基礎実践Ａ） ≪他学科読替え≫

濱﨑利彦　他教員 ・情報工学科　木7・8時限　<S> コンピュータテクノロジ（<S>コンピュータアーキテクチャ）

吉田憲司,松本慎平 NX-1007,NX-1008, ・電子情報工学科　金7・8時限<H> 情報システムモデリング（<S>情報システム設計）

NX-1009,NX-1010

＜対面＞

<H> 解析基礎A

（<H> データ解析入門）

平野康之,笹井理恵
aｸﾗｽ NX-908,bｸﾗｽ NX-909

（<S> データベース）

<H> 情報システム応用演習

青木真吾,神垣太持,松本慎平,中島浩行

新4-214,新4-215,新4-325,新4-326

<S> コンパイラ

垣内洋介

NX-601←中継→NX-602

<S> コンピュータアーキテクチャ

古川功

20-502

宮川卓也

（<H> 建築情報）

清水斉　他教員

（<H> 構造生産基礎）

<H> 測量学Ⅰ

(教室は備考欄☆に記載)

(教室は備考欄★に記載)

<H> 建築概論

（<H> 建築概論）

福田由美子　他教員

山西央朗　他教員

<S> 数値計算

山岸秀一

<H> データベース

井上和重,張暁華

aｸﾗｽ NX-501,bｸﾗｽ NX-503

aｸﾗｽ 平野康之

<H> 卒業研究

各教員

bｸﾗｽ 直川耕祐

<H> 解析基礎A

<H> 初年次ゼミナール

（<H> 基礎ゼミナールＡ）

<S> 基礎図学

<H> 情報工学応用実験Ａ

永田武,石田和成,土井章充

NX-607,NX-608,NX-609

本多康作

<S> 法と現代社会

本多康作

<S> 情報リテラシ

<H> 建築設計製図Ⅱ

栗﨑真一郎,金澤雄記,福田由美子,神岡千春,早川雅之

20-502

<H> 建築環境工学Ａ

中西伸介

<S> 施工と安全

竹田宣典,大場俊明,環土未定A

NX-509

<S> 行政とマネジメント

今川朱美,沖広秀則,吉谷勝美

NX-603

<S> 歴史の中の科学・技術

宮川卓也

NX-603

<S> 歴史の中の科学・技術

20-502

大東延幸　他教員

（<H> 基礎ゼミナールＢ）

<S> 空間創造実習

今川朱美,伊藤雅,佐名田敬荘

<S> 建築情報基礎

NX-805,NX-905

（高次）

(<S> データ解析入門)

（<S> コンピュータアーキテクチャ）

（<H> 建築環境工学Ａ）

<H> 環境統計解析

<S> 基礎情報処理

伊藤雅　他教員

（<H> 情報の科学Ｂ）

石垣衛　他教員

（<H> 情報の科学Ａ）

伊藤雅　他教員

NX-510,NX-511

NX-505,NX-509,

<S> 水環境システム

小林崇宏,荒川雄一郎

NX-506

川勝英史

<S> 法と現代社会



2021年度　前期　広島工業大学　全学部　授業時間割表（2019年度以前入学者用）
曜日 月 水

年次 1・2 3・4 5・6 9・10 1・2 3・4 7・8 9・10 1・2 3・4 5・6 7・8 9・10
火

学科

5・67・8

＜対面＞ ＜オンライン＞ ＜対面＞ ＜オンライン＞

<S> 特別英語Ｂ <S> 知的所有権

（高次）

楠木佳子 桜井元康

NX-910

＜オンライン＞

<J> 英語コミュニケーションＡ

＜対面＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜対面＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞

ドナルドファウラ

<S> 専門ゼミナールＡ <S> 建築施工管理 <H> 構造デザインＡ <J> 職業指導 <S> 健康とスポーツの科学 <S> プロダクトデザイン演習 <S> 中国語Ａ <H> 建築法規 <S> 建築積算 <J> 工業科教育法

＜対面＞

<J> 総合的な学習の時間の指導法

渡壁守正 他教員 杉田洋 渡壁守正 竹野英敏 西村一樹 平田圭子,鈴木スバル 桂弘 平田圭子,林康文 杉田洋,森川洋至,横段隆弘 竹野英敏

角島誠

西4-201 NX-805 NX-805 西4-201

西4-201

＜オンライン＞

<S> ヨーロッパを知る

松川弘

＜オンライン＞

<H> 社会・環境・倫理

＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞

八重樫徹

<H> 解析基礎Ａ演習 <S> 日本語表現 <S> 基礎生物学

星野歩 遠藤直子 坪田博美

＜オンライン＞ ＜オンライン＞

<S> 建築デザイン手法Ａ

＜対面＞ （<H> デザインスタディＥ） ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞

<H> キャリア英語Ａ 杉田宗　他教員 <S> 生涯スポーツA※1年次開講 <S> 近代建築史 <S> 色彩・照明演習※1年次開講

（<H> キャリア英語Ａ） （<S> 生涯スポーツA） （<S> 近代建築史） （<S> 色彩・照明計画）

＜オンライン＞

楠木佳子,中島亨輔,ドナルドファウラ,

吉村千里,永井直子 坂井学,長﨑浩爾,玉里祐太郎 河田智成 平田圭子

NX-810,NX-906,NX-907, NX-603 NX-603

NX-908,NX-909

＜オンライン＞ ＜オンライン＞

<H> 建築一般構造 <H> 初年次ゼミナール

（<H> 建築一般構造） （<H> デザインスタディＡ） ＜対面＞ ＜対面＞

光井周平,森田秀樹 杉田宗　他教員 <H> 技術英語Ａ <J> 教職論

（<H> ＥＴＣ　Ａ） （<J> 教職論）

＜オンライン＞

<H> 建築計画 楠木佳子,住田光子,三熊祥文,

（<H> 建築計画） 池下幹彦 角島誠

上野友輝,河内浩志 NX-1010,NX-1009,NX-1008, NX-805
NX-1007

＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜オンライン＞

<S> 専門ゼミナールⅡ <S> フィールド実習Ｂ <S> 特別英語Ｂ <S> 知的所有権

（高次）

三浦智恵美　他教員 三浦智恵美　他教員 楠木佳子 桜井元康

NX-910

＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞

<S> 健康とスポーツの科学 <S> 中国語Ａ <J> 英語コミュニケーションＡ

＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞

西村一樹 桂弘 ドナルドファウラ

<S> 環境共生計画演習 <H> 地球環境演習 <S> 地球観測画像処理論 <S> 環境情報システム開発論 <S> 環境施設工学

＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞

<J> 情報と職業 <J> 理科教育法Ⅰ（中・高） <J> 総合的な学習の時間の指導法

岡浩平,三浦智恵美,亀山剛 内藤望,伊藤征嗣 小西智久 小黒剛成 中井智司

田村聡一郎 角島誠 角島誠

24-102,24-204 NX-710,NX-711

NX-702 西4-201 西4-201

＜対面＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞

<S> 大気水圏の科学Ｃ <S> 環境情報処理演習Ⅰ <S> ヨーロッパを知る

田中健路 伊藤征嗣 松川弘

NX-810

＜オンライン＞

<H> 社会・環境・倫理

＜オンライン＞ ＜オンライン＞

八重樫徹

<S> 技術者のための経済学 <S> 日本語表現

西手満昭 遠藤直子

＜対面＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜対面＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜対面＞

<H> キャリア英語Ａ <S> 画像処理論 <S> 生涯スポーツA※1年次開講 <S> 空間情報処理演習 <S> 水質環境学

（<H> キャリア英語Ａ） （<S> 画像処理工学） （<S> 生涯スポーツA） （<S> 空間情報処理演習） （<S> 水質環境学）

楠木佳子,中島亨輔,ドナルドファウラ,

吉村千里,永井直子 伊藤征嗣 坂井学,長﨑浩爾,玉里祐太郎 小西智久 﨑田省吾

NX-810,NX-906,NX-907, NX-506

NX-908,NX-909

＜対面＞

<H> 初年次ゼミナール

＜対面＞ ＜対面＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜対面＞ （<H> 基礎ゼミナールⅠ） ＜対面＞

<H> 基礎物理学Ａ <H> 大気水圏の科学Ａ <S> 基礎生物学 <H> 技術英語Ａ 西村一樹　他教員 <J> 教職論

（<H> 環境基礎物理学Ａ） （<H> 大気水圏の科学Ａ） （<H> 環境基礎生物学） （<H> ＥＴＣ　Ａ） NX-1007,NX-1008,NX-1009 （<J> 教職論）

＜対面＞

楠木佳子,住田光子,三熊祥文, <H> 情報リテラシー演習

前原俊信,木舩弘一 内藤望 三浦智恵美 池下幹彦 （<H> 環境キャリアデザインⅠ） 角島誠

aｸﾗｽ NX-607,bｸﾗｽ NX-608 NX-602 NX-1010,NX-1009,NX-1008, 伊藤征嗣　他教員 NX-805
NX-1007 NX-1007,NX-1008,NX-1009

＜対面＞ ＜対面＞

<S> 特別英語Ｂ

（高次）

楠木佳子

NX-910

＜オンライン＞ ＜対面＞ ＜オンライン＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜対面＞ ＜対面＞

<H> 放射線工学概論 <S> 健康とスポーツの科学 <S> 看護学概論 <S> 中国語Ａ <J> 英語コミュニケーションＡ <H> 問題解決法 <S> 臨床医学総論Ｂ

小川英邦 玉里祐太郎 松林弘明 桂弘 ドナルドファウラ 小川英邦 渡邊琢朗,松林弘明

27-319 27-319 27-319

＜オンライン＞

<S> ヨーロッパを知る

松川弘

＜オンライン＞

<H> 社会・環境・倫理

＜オンライン＞ ＜オンライン＞

八重樫徹

<S> 技術者のための経済学 <S> 日本語表現

西手満昭 遠藤直子

＜対面＞ ＜オンライン＞ ＜対面＞ ＜対面＞

<S> 生涯スポーツA※1年次開講 <H> 生体機能代行装置学概論 <H> キャリア英語Ａ

（<S> 生涯スポーツA） （<H> 生体機能代行装置学） （<H> キャリア英語Ａ）

＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞

<H> 生体計測装置学Ａ <H> 医用治療機器学A

（<S> 生体計測装置学Ｂ） 坂井学,長﨑浩爾,玉里祐太郎 竹内道広 三熊祥文,ドナルドファウラ,池下幹彦 （<S> 医用治療機器学Ｂ）

戸梶めぐみ,前田康治 26-407 NX-1006,NX-902,NX-903 前田康治,渡邊琢朗

26-407 26-407

＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞

<H> 医用機器学概論 <H> 機械工学※2年次開講

（<H> 医用機器学概論） （<H> 機械工学）

前田康治 槇弘倫

26-402 26-402

＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞

<H> 卒業研究 <S> 特別英語Ｂ <S> バイオインフォマティクス <H> 卒業研究 <S> 新食品開発

（高次） （高次） （高次）

各教員 楠木佳子 今井章裕,中井忠志 各教員 畠中和久,角川幸治,村上香

NX-910 NX-509 27-107

＜オンライン＞ ＜オンライン＞

<S> 中国語Ａ <J> 英語コミュニケーションＡ

＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞

桂弘 ドナルドファウラ

<S> 発酵工学 <S> 健康とスポーツの科学 <S> 食品機能学 <S> 生物資源利用学

＜対面＞ ＜対面＞

<J> 理科教育法Ⅰ（中・高） <J> 総合的な学習の時間の指導法

土屋義信 玉里祐太郎 村上香,食品未定A,渡辺剛 今井章裕

角島誠 角島誠

西4-201

＜オンライン＞ ＜オンライン＞

<S> ヨーロッパを知る

松川弘

＜オンライン＞

<H> 社会・環境・倫理

＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞

八重樫徹

<S> 医学概論 <S> 技術者のための経済学 <S> 日本語表現

吉本寛司 西手満昭 遠藤直子

＜対面＞ ＜オンライン＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞

<S> 分析化学 <H> 基礎栄養学 <S> 生涯スポーツA※1年次開講 <S> 病理学 <H> キャリア英語Ａ

（<S> 分析化学） （<S> 基礎栄養学） （<S> 生涯スポーツA） （<S> 病理学） （<H> キャリア英語Ａ）

平賀良知,村上香 村上香 坂井学,長﨑浩爾,玉里祐太郎 吉本寛司 三熊祥文,ドナルドファウラ,池下幹彦

NX-601 NX-503 NX-1006,NX-902,NX-903

＜対面＞

<H> 初年次ゼミナール(2科目読替え)

＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ （<H> ＨＩＴ基礎実践Ａ） ＜対面＞ ＜対面＞

<H> データ解析 <H> 基礎生物学 中井忠志　他教員 <H> 基礎化学 <J> 教職論

（<H> データ解析） （<H> 基礎生物学） NX-607,NX-608,NX-609,NX-610 （<H> 化学Ａ） （<J> 教職論）

＜オンライン＞ ＜対面＞

<H> 解析基礎Ａ <H> 初年次ゼミナール(2科目読替え)

平賀良知,長﨑浩爾 吉本寛司,森下文浩 （<H> 食品生命のための数学Ａ） （<H> ＨＩＴ基礎実践Ｂ） 平賀良知 角島誠

NX-906←中継→NX-907 NX-602 久保亮 中井忠志　他教員 NX-501 NX-805
NX-607,NX-608,NX-609,NX-610

3-203

<S> 環境分析化学実験

﨑田省吾,岡浩平,田中博之

21-207,24-102,24-204,24-307

<H> 建築材料学

<H> 卒業研究

各教員

NX-505

<S> 環境応答学

三浦智恵美,西村一樹

<H> 地球科学概論

平田欽也

（<H> 施設計画Ａ）

<S> 構造デザイン演習

渡壁守正,建デ未定E

<H> 施設計画Ａ

<H> 卒業研究

各教員

<H> 卒業研究

各教員

田中健路

（<S> 環境応答学）

（<H> 地球科学概論）

<H> 医用機器安全管理学Ｂ

渡邊琢朗

26-407

<H> 応用数学

久保亮

（<S> 応用数学Ｃ）

建

築

デ

ザ

イ

ン

学

科

食

品

生

命

科

学

科

地

球

環

境

学

科

生

体

医

工

学

科

<H> 基礎医学実習

26-101,26-102,27-303,27-319,27-320

平田欽也,上野友輝,河内浩志,小松隼人,原浩二,馬淵大宇

光井周平,森田秀樹

（<H> 建築材料学Ｂ）

（<H> 建築デザイン実習Ａ）

<H>技術英語Ａ

三熊祥文,深澤清治,吉村千里

NX-1006,NX-1007,NX-1008

<H>技術英語Ａ

三熊祥文,深澤清治,吉村千里

NX-1006,NX-1007,NX-1008

<S> 地圏の科学※1年次開講

山崎博史

<H> 医用治療機器学実習

前田康治,竹内道広,戸梶めぐみ,渡邊琢朗

26-101,26-102,26-103,26-104,26-105,26-402

長﨑浩爾

<S> 生体機能工学

（<S> 地圏の科学）

松林弘明,十川千春,玉里祐太郎

（<H> 基礎医学実習）

（<H> ＥＴＣ　Ａ）

（<H> ＥＴＣ　Ａ）

3年次

2年次

1年次

（高次）

4年次

3年次

2年次

1年次

4年次

3年次

2年次

1年次

4年次

2年次

※特別

開講科

目

1年次

※特別

開講科

目

2年次

※特別

開講科

目

1年次

※特別

開講科

目

4年次

3年次

2年次

※特別

開講科

目

1年次

※特別

開講科

目

2年次

※特別

開講科

目

1年次

※特別

開講科

目

<S> 技術者のための経済学

西手満昭

<S> 生物化学

平賀良知

2年次

1年次

<S> 地盤と地震

山本春行

<S> 住まいの再生

平田圭子

<S> 日本建築史

河田智成

<H> 建築デザイン実習Ａ



曜日

年次

学科
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品
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命

科

学

科

地

球

環

境

学

科

生

体

医

工

学

科

3年次

2年次

1年次

4年次

3年次

2年次

1年次

4年次

3年次

2年次

1年次

4年次

2年次

※特別

開講科

目

1年次

※特別

開講科

目

2年次

※特別

開講科

目

1年次

※特別

開講科

目

4年次

3年次

2年次

※特別

開講科

目

1年次

※特別

開講科

目

2年次

※特別

開講科

目

1年次

※特別

開講科

目

2年次

1年次

木 金
1・2 3・4 5・6 9・10 1・2 3・4 5・6 9・107・87・8

備　考

【集中講義】＜対面＞<J>教育実習指導　立上良典,角島誠,竹野英敏,田口裕

　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

【集中講義】＜対面＞<J>教育実習(高)　立上良典,角島誠,竹野英敏,田口裕

　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

【集中講義】＜対面＞<S>特別建築デザイン実習（高次）　平田欽也,前田圭介,保坂猛,手塚貴晴

　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

＜オンライン＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞

<S> 施設計画Ｂ <S> 建築デザイン手法Ｂ <H> 建築設備 <S> 建築設備演習 <J> 工業概論Ａ

平田欽也,建デ未定1,前田圭介,

平田欽也,河内浩志 小松幸雄,成田和弘,三島久範 宋城基 宋城基,伊澤康一 竹野英敏　他教員

3-301,3-303 NX-603 NX-603 NX-501

＜対面＞

＜オンライン＞

【集中講義】＜対面＞<J>教育社会学（<J>教育社会学）　山田浩之　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜対面＞ 【集中講義】＜対面＞<J>教育方法学（<J>教育方法学）　八木秀文　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

<H> 構造力学Ａ

（<H> 構造力学Ａ）

渡壁守正

＜オンライン＞ ＜オンライン＞ 【集中講義】＜対面＞<J>教育原理（<J>教育原理）　丸山恭司,深澤広明　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

<H> 自校教育論

（<H> 自校教育論） ＜対面＞ ＜対面＞

≪他学科読替え≫

吉田憲司,松本慎平 <H> デザインワークショップ ・知能機械工学科　火7・8時限/金3・4時限※2Q開講科目　<H> 線形代数A(<H>基礎数理）

（<S> デザインワークショップ） ・地球環境学科　月3・4時限　<H> 基礎物理学A(<H>環境基礎物理学A）

＜対面＞

<S> 建築作品・作家論

（<S> 現代の建築） 森田秀樹　他教員

河内浩志 新3-323
NX-805

【集中講義】＜対面＞<J>教育実習指導　立上良典,角島誠,竹野英敏,田口裕

　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

＜対面＞ 【集中講義】＜対面＞<J>教育実習(高)　立上良典,角島誠,竹野英敏,田口裕

　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

<J> 理科教育法Ⅲ（中） 【集中講義】＜対面＞<J>教育実習(中・高)　立上良典,角島誠,竹野英敏,田口裕

　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

角島誠

西4-201

【集中講義】＜オンライン＞<J>マルチメディア表現実習　張 暁華　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞

<J> 情報科教育法 <S> 自然環境再生学

栗原理 岡浩平

NX-204 NX-505

＜対面＞ ＜対面＞

<S> 歴史の中の科学・技術 <J> 情報社会及び情報倫理

宮川卓也 田口裕

NX-603 NX-511

【集中講義】＜対面＞<J>教育社会学（<J>教育社会学）　山田浩之　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ 【集中講義】＜対面＞<J>教育方法学（<J>教育方法学）　八木秀文　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

<S> 数理統計学 <S> 地球環境物理学 <H> 生態学

（<S> 環境基礎統計学） （<S> 地球環境物理学） （<H> 生態学）

平野康之 内藤望 岡浩平

NX-506 NX-810 NX-602

＜オンライン＞ ＜対面＞ 【集中講義】＜対面＞<J>教育原理（<J>教育原理）　丸山恭司,深澤広明　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

<H> 自校教育論 <H> 初年次ゼミナール

（<H> 自校教育論） ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ （<H> 基礎ゼミナールⅠ） ＜対面＞ 【集中講義】<S>情報処理基礎B（<J>情報と職業）（2科目読替え）

吉田憲司,松本慎平 <H> 環境共生概論 西村一樹　他教員 <H> 環境情報概論

（<H> 環境共生概論） NX-1007,NX-1008,NX-1009 （<H> 環境情報概論）

＜対面＞

<H> 情報リテラシー演習

岡浩平,﨑田省吾 （<H> 環境キャリアデザインⅠ） 菅雄三

伊藤征嗣　他教員 21-301,21-401
NX-1007,NX-1008,NX-1009

【集中講義】＜対面＞医用工学演習　

小川英邦,十川千春,竹内道広,玉里祐太郎,塚本壮輔,戸梶めぐみ,前田康治,槇弘倫,松林弘明,渡邊琢朗

　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

【集中講義】＜対面＞臨床実習

竹内道広,戸梶めぐみ,前田康治,渡邊琢朗,十川千春

　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

【集中講義】＜対面＞臨床工学演習D

小川英邦,十川千春,竹内道広,玉里祐太郎,塚本壮輔,戸梶めぐみ,前田康治,槇弘倫,松林弘明,渡邊琢朗

　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

【集中講義】＜対面＞臨床工学演習C

小川英邦,十川千春,竹内道広,玉里祐太郎,塚本壮輔,戸梶めぐみ,前田康治,槇弘倫,松林弘明,渡邊琢朗

＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ 　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

<S> 臨床医学総論Ａ <S> 材料工学 <H> 生体機能代行装置学総論

松林弘明 前田康治,渡邊琢朗 戸梶めぐみ

27-319 26-402 26-402

【集中講義】＜対面＞<J>臨床工学演習B  ※通年科目

小川英邦,十川千春,竹内道広,玉里祐太郎,塚本壮輔,戸梶めぐみ,前田康治,槇弘倫,松林弘明,渡邊琢朗

＜対面＞

<S> 歴史の中の科学・技術

宮川卓也

NX-603

＜対面＞

＜オンライン＞

<H> 自校教育論

（<H> 自校教育論）

吉田憲司,松本慎平

＜オンライン＞ ＜オンライン＞

<H> 線形代数Ａ

（<H> 応用数学Ａ）

久保亮

【集中講義】＜対面＞<J>教育実習指導　立上良典,角島誠,竹野英敏,田口裕　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

【集中講義】＜対面＞<J>教育実習(高)　立上良典,角島誠,竹野英敏,田口裕　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

＜対面＞ ＜対面＞ ＜対面＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞

<S> 食品衛生学 <S> 細胞工学 <S> 食品工学Ｂ <S> 発酵食品学

角川幸治 中井忠志 畠中和久 杉山峰崇,牛島重臣

NX-501 NX-501

＜対面＞ ＜オンライン＞ ＜オンライン＞

<S> 歴史の中の科学・技術 <S> 生物有機化学 <S> 計測制御工学

宮川卓也 平賀良知 小川英邦

NX-603

【集中講義】＜対面＞<J>教育社会学（<J>教育社会学）　山田浩之　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

＜オンライン＞ ＜オンライン＞ ＜対面＞ ＜対面＞ 【集中講義】＜対面＞<J>教育方法学（<J>教育方法学）　八木秀文　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

<S> 遺伝学 <S> 身体の発育発達と栄養 <H> 基礎食品学 <S> 酵素化学

（<S> 遺伝学） （<S> 身体の発育発達と栄養） （<H> 食品学総論） （<H> 生物化学Ⅱ）

中井忠志 長﨑浩爾 角川幸治 中井忠志,角川幸治,吉本寛司

NX-506 NX-501

＜オンライン＞ ＜対面＞ 【集中講義】＜対面＞<J>教育原理（<J>教育原理）　丸山恭司,深澤広明　→　詳細（講義日、教室等）は別途掲示

<H> 自校教育論 <H> 初年次ゼミナール(2科目読替え)

（<H> 自校教育論） （<H> ＨＩＴ基礎実践Ａ） ＜対面＞

吉田憲司,松本慎平 中井忠志　他教員 <H> 基礎物理学Ａ

NX-607,NX-608,NX-609,NX-610 （<S> 基礎物理学Ａ）

＜オンライン＞ ＜対面＞

<H> 解析基礎Ａ <H> 初年次ゼミナール(2科目読替え)

（<H> 食品生命のための数学Ａ） （<H> ＨＩＴ基礎実践Ｂ） 前原俊信

久保亮 中井忠志　他教員 NX-607
NX-607,NX-608,NX-609,NX-610

（<S> デジタルファブリケーション演習）

杉田宗,建デ未定A

NX-205

渡壁守正,福迫浩一,渡壁尚仁

前原俊信,高畠敏郎

<H> 情報処理基礎Ａ

<S> デジタルファブリケーション<H> 構造力学基礎

NX-603

<S> 歴史の中の科学・技術

宮川卓也

（<H> デザインスタディＥ）

杉田宗　他教員

<S> 地球科学実習Ｂ

内藤望,田中健路

24-102,21-401

16-101

（<S> 環境基礎物理学実験）

（<S> 情報処理基礎Ａ）

伊藤征嗣

<S> 物理学実験

村上香,畠中和久,土屋義信

27-116

<H> 線形代数Ａ

26-407

<H> 食品学実験

戸梶めぐみ,竹内道広,前田康治

（<H> 生体計測装置学実習Ａ）

久保亮

（<H> 応用数学Ａ）

<H> 電子工学実習

<H> 生体計測装置学実習

26-101,26-102,26-103,26-104,26-105,27-303

小川英邦,塚本壮輔,槇弘倫

<S> 建築デザイン手法Ａ

杉田宗　他教員

（<H> デザインスタディＡ）

<H> 産業財産権

桜井元康

<H> 生体機能代行装置学実習Ｃ

竹内道広,戸梶めぐみ,前田康治,渡邊琢朗

26-101,26-102,26-103,26-104,26-105,27-303

<H> 初年次ゼミナール

<H> 測量情報処理実習

菅雄三,伊藤征嗣,小黒剛成,小西智久

21-301,21-401,24-101,24-102

<H> 建築デザイン実習Ｂ

平田欽也,建デ未定1,前田圭介,小松幸雄,成田和弘,三島久範

3-301,3-303

<S> 製図技法

河内浩志,上野友輝,光井周平,北野俊二,清水貴史,花本大作

3-203

（<S> 構造力学基礎演習）

（<S> 製図技法）


