
学科 曜日 時限 学期 学年 クラス 科目名 担当者 講義コード 教室 受講対象/再履修者科目名 備考
共通 月 1 後期 1 教養 再・政治学(2) 坂井　亮太 sbz001105 13Q 対象[19-13]

2 外国語 Academic English(1) R・グレコ sbz001106 13K /英語でライティング&プレゼン
テーション[18-13]

2 外国語 Critical Listening(1) 磯野　睦子 sbz001107 11C /英語発音・聴解トレーニング
[18-13]

2 外国語 Critical Reading(2) 伊藤　千里 sbz001108 12B /科学技術英語[18-13]
2 外国語 Test Taking Skills(1) 中村　優子 sbz001109 12F /Advanced TOEIC[18-13]
2 外国語 ドイツ語(1) 中村　仁 sbz001110 1BG

後期前 1 教養 政治学(2a) 坂井　亮太 sba001111 13Q 対象[20]
後期後 1 基礎 地学(2) 小田島　庸浩 sbb001103 1BN 対象{情報工学部,知識工学部} 対開講(月1,木1)

/合同{医用,共通}
1 教養 政治学(2b) 坂井　亮太 sbb001112 13Q 対象[20]
2 基礎 地学(2) 小田島　庸浩 sbb001103 1BN 対象{工学部} 対開講(月1,木1)

/合同{医用,共通}
2 後期 1 教養 再・政治学(2) 坂井　亮太 sbz001204 13Q 対象[19-13]

1 教養 再・経済学(2) 坂本　純一 等々力キャ
ンパス

対象[19-13]

2 体育 応用体育(1) 栗原　祐二
山口　良博

sbz001203 -

2 体育 応用体育(2) 栗原　祐二
山口　良博

sbz001215 -

2 外国語 Literature in
English(1)

鈴木　夏実 sbz001206 12G /文学で学ぶ英語[18-13]

2 外国語 Grammar(1) 磯野　睦子 sbz001205 11C /英語文法トレーニング[18-13]
2 外国語 ドイツ語(2) 中村　仁 sbz001207 1BG

後期前 1 教養 政治学(2a) 坂井　亮太 sba001208 13Q 対象[20]
1 教養 現代中国論 竹茂　敦 sba001209 13N 対開講(月2,木2)
1 教養 倫理学(2) 山本　史華 sba001210 13P 対開講(月2,木2)
1 教養 経済学(2a) 坂本　純一 等々力キャ

ンパス
対象[20]

後期後 1 基礎 生物学(2) 宮崎　正峰 sbb001201 321 対象{情報工学部,知識工学部} 対開講(月2,木2)
/合同{医用,共通}

1 教養 政治学(2b) 坂井　亮太 sbb001211 13Q 対象[20]
1 教養 現代中国論 竹茂　敦 sbb001212 13P 対開講(月2,木2)
1 教養 倫理学(2) 山本　史華 sbb001214 11F 対開講(月2,木2)
1 教養 哲学(2) 大野　晃徳 sbb001213 61C 対開講(月2,木2)
1 教養 経済学(2b) 坂本　純一 等々力キャ

ンパス
対象[20]

2 基礎 生物学(2) 宮崎　正峰 sbb001201 321 対象{理工学部,建築都市デザイ
ン学部,工学部}

対開講(月2,木2)
/合同{医用,共通}

2 基礎 化学(4) 吉田　真史 sbb001202 312 /生命の化学[17-13] 対開講(月2,木2)
/合同{エネ,自然,共通}

3 後期 1 教養 再・経済学(2) 坂本　純一 sbz001306 61C 対象[19-13]
1 教養 再・論理学(2) 小草　泰 sbz001307 12B 対象[19-13]
2 外国語 Critical Reading(1) 鈴木　夏実 sbz001308 12G /英語読解力養成[18-13]
2 外国語 Grammar(1) 磯野　睦子 sbz001309 11C /英語文法トレーニング[18-13]

後期前 1 教養 倫理学(2) 山本　史華 sba001313 13P 対開講(月3,木3)
1 教養 経済学(2a) 坂本　純一 sba001311 61C 対象[20]
1 教養 論理学(2a) 小草　泰 sba001312 12B 対象[20]

後期後 1 教養 倫理学(2) 山本　史華 sbb001317 13P 対開講(月3,木3)
1 教養 哲学(2) 大野　晃徳 sbb001316 61A 対開講(月3,木3)
1 教養 経済学(2b) 坂本　純一 sbb001314 61C 対象[20]
1 教養 論理学(2b) 小草　泰 sbb001315 12B 対象[20]

4 後期 1 基礎 再・プログラミング基礎 荒木　一 sbz001401 12P 対象{工学部}[19-13]
1 基礎 再・プログラミング基礎 山口　勝己 sbz001402 12M 対象{工学部}[19-13]
1 教養 トータル･テニスゼミナー

ル
岩嶋　孝夫 sbz001407 体育館講義

室
/教養ゼミナール

1 教養 再・経済学(2) 坂本　純一 sbz001405 61C 対象[19-13]
1 教養 再・論理学(2) 小草　泰 sbz001406 12B 対象[19-13]

後期前 1 教養 経済学(2a) 坂本　純一 sba001409 61C 対象[20]
1 教養 論理学(2a) 小草　泰 sba001410 12B 対象[20]

後期後 1 教養 哲学(2) 大野　晃徳 sbb001413 61A 対開講(月4,木4)
1 教養 経済学(2b) 坂本　純一 sbb001411 61C 対象[20]
1 教養 論理学(2b) 小草　泰 sbb001412 12B 対象[20]

5 後期 1 教職 教育相談とカウンセリン
グ(2)

水野　直樹 sbz001506 13J

2 教職 幾何学(3) 中井　洋史 sbz001507 13A
2 教職 総合的な学習の時間の理

論と方法
岩崎　敬道
渡邉　大輔

sbz001508 13K

後期前 1 基礎 工業概論 岩尾　徹 sba001509 13Q 対象{工学部}[18] 対開講(月5,木5)
1 専門教養 工業概論 岩尾　徹 sba001509 13Q 対象{理工学部,工学部}[20-19] 対開講(月5,木5)

後期後 1 専門教養 理工学と生活 岩尾　徹
伊東　明美
藤間　卓也
桐生　昭吾
高津　淑人
佐藤　大祐
柴田　随道
佐藤　勇

sbb001510 13Q 対象{理工学部,工学部}[20-19] 対開講(月5,木5)

火 1 後期 1 教養 北欧神話に触れるゼミ
ナール

和田　忍 横浜キャン
パス

/教養ゼミナール

2 体育 応用体育(1) 渡辺　一郎
椿原　徹也

sbz002101 -

2 体育 応用体育(2) 渡辺　一郎
椿原　徹也

sbz002102 -

2 後期 2 体育 応用体育(1) 岩嶋　孝夫
椿原　徹也

sbz002203 -

2 体育 応用体育(2) 岩嶋　孝夫
椿原　徹也

sbz002207 -

2 外国語 Literature in
English(2)

水戸　俊介 sbz002204 11B 対象[19]

2 外国語 フランス語(1) 富塚　真理子 sbz002205 1BG
後期前 1 教養 スポーツ･健康論 渡辺　一郎 sba002206 13Q 対開講(火2,金1)

1 教養 視覚芸術史(2) 岡山　理香 sba002413 22C 対開講(火2,木2)
1 専門教養 原子力汎論 高木　直行

竹澤　宏樹
sba002201 312 対象{理工学部,工学部}[20-19] 対開講(火2,金2)

/合同{原子,共通}
後期後 1 教養 視覚芸術史(2) 岡山　理香 sbb002314 22C 対開講(火2,木2)

3 後期 1 外国語 再・Reading and
Writing(2)

寺澤　由紀子 sbz002305 11D 対象[19-13]

1 教養 スポーツと環境ゼミナー
ル

久保　哲也 横浜キャン
パス

/教養ゼミナール

1 教養 再・倫理学 石田　知子 横浜キャン
パス

対象[19-14]

1 教養 再・教育学(2) 沈　雨香 sbz002304 11E 対象[19-13]
2 外国語 Critical Reading(1) 松本　淳子 sbz002306 13K /英語読解力養成[18-13]
2 外国語 Test Taking Skills(1) 真鍋　守 sbz002307 13M /Advanced TOEIC[18-13]
2 外国語 フランス語(2) 富塚　真理子 sbz002308 1BG
2 外国語 中国語(2) 黄　愛華 sbz002309 1BH

後期前 1 教養 視覚芸術史(2) 岡山　理香 sba002310 21C 対開講(火3,木3)
1 教養 倫理学(a) 石田　知子 横浜キャン

パス
対象[20]



学科 曜日 時限 学期 学年 クラス 科目名 担当者 講義コード 教室 受講対象/再履修者科目名 備考
共通 火 3 後期前 1 教養 西洋史(2) 新保　良明 sba002311 61A 対開講(火3,金3)

1 教養 日本史(2) 丸島　和洋 sba002312 11B 対象[20-18] 対開講(火3,金3)
1 教養 教育学(2a) 沈　雨香 sba002313 11E 対象[20]
2 基礎 相対論入門 長田　剛 sba002303 311 対象{工学部} 対開講(火3,金3)

/合同{医用,自然,情科,通信,知
能,共通]

後期後 1 教養 西洋史(2) 新保　良明 sbb002315 61A 対開講(火3,金3)
1 教養 日本史(2) 丸島　和洋 sbb002316 11B 対象[20-18] 対開講(火3,金3)
1 教養 倫理学(b) 石田　知子 横浜キャン

パス
対象[20]

1 教養 教育学(2b) 沈　雨香 sbb002317 11E 対象[20]
4 後期 1 基礎 再・コンピュータ概論 木村　誠聡 sbz002401 12N 対象{工学部}[19-13] /合同{機械,機シ,エネ}

1 基礎 線形代数学(1) 羽賀　淳一 sbz002403 12D 対象{理工学部,工学部}
1 基礎 微分積分学(1) 森田　和子 sbz002402 13P 対象{理工学部,工学部}
1 教養 再・倫理学 石田　知子 横浜キャン

パス
対象[19-14]

1 教養 再・教育学(2) 沈　雨香 sbz002404 11E 対象[19-13]
1 教養 再・社会とジェンダー 西山　千恵子 横浜キャン

パス
対象[19-14]

1 教養 文明の諸相 村田　裕志 sbz002405 11C 対象[20-15] /教養特別講義
2 教職 代数学(2) 井上　浩一 sbz002406 13A 対象[15-13] /合同{基礎,教職}
2 外国語 Basic English Training 鴨下　恵子 sbz002407 13M 対象[19]
2 外国語 Critical Listening(2) 寺澤　由紀子 sbz002410 11D /映画で学ぶ英語[18-13]
2 外国語 Critical Reading(3) 松本　淳子 sbz002408 13K /ニュースを英語で読む[18-13]
2 外国語 中国語(1) 黄　愛華 sbz002409 1BH
2 基礎 代数学(2) 井上　浩一 sbz002406 13A 対象[19-16] /合同{基礎,教職}

後期前 1 基礎 線形代数学(1a) 羽賀　淳一 sba002412 12D 対象{建築都市デザイン学部}
1 基礎 微分積分学(1a) 森田　和子 sba002411 13P 対象{建築都市デザイン学部}
1 教養 倫理学(a) 石田　知子 横浜キャン

パス
対象[20]

1 教養 西洋史(2) 新保　良明 sba002414 61A 対開講(火4,金4)
1 教養 教育学(2a) 沈　雨香 sba002415 11E 対象[20]
1 教養 社会とジェンダー(a) 西山　千恵子 横浜キャン

パス
対象[20]

後期後 1 基礎 線形代数学(1b) 羽賀　淳一 sbb002417 12D 対象{建築都市デザイン学部}
1 基礎 微分積分学(1b) 森田　和子 sbb002416 13P 対象{建築都市デザイン学部}
1 教養 西洋経済史 新保　良明 sbb002418 61A 対開講(火4,金4)
1 教養 日本史(2) 丸島　和洋 sbb002419 11B 対象[20-18] 対開講(火4,金4)
1 教養 倫理学(b) 石田　知子 横浜キャン

パス
対象[20]

1 教養 教育学(2b) 沈　雨香 sbb002420 11E 対象[20]
1 教養 社会とジェンダー(b) 西山　千恵子 横浜キャン

パス
対象[20]

2 専門教養 量子力学入門 中村　正人 sbb002422 12A 対象{工学部}[19] 対開講(火4,金4)
5 後期 1 教職 教職論 井上　健 sbz002503 13J

1 基礎 線形代数学(1) 羽賀　淳一 sbz002502 12D 対象{理工学部,工学部}
1 基礎 微分積分学(1) 森田　和子 sbz002501 13P 対象{理工学部,工学部}
1 教養 再・社会とジェンダー 西山　千恵子 横浜キャン

パス
対象[19-14]

2 教職 数学教育法(4) 鈴木　邦夫 sbz002504 13A
2 教職 理科教育法(2) 渡邉　大輔 sbz002505 13B
2 教職 技術教育法(4) 殿村　洋文 sbz002506 13C
2 外国語 再・TOEIC Preparation 鴨下　恵子 sbz002507 13M 対象[19-13]

後期前 1 基礎 線形代数学(1a) 羽賀　淳一 sba002509 12D 対象{建築都市デザイン学部}
1 基礎 微分積分学(1a) 森田　和子 sba002508 13P 対象{建築都市デザイン学部}
1 教養 社会とジェンダー(a) 西山　千恵子 横浜キャン

パス
対象[20]

後期後 1 基礎 線形代数学(1b) 羽賀　淳一 sbb002511 12D 対象{建築都市デザイン学部}
1 基礎 微分積分学(1b) 森田　和子 sbb002510 13P 対象{建築都市デザイン学部}
1 教養 社会とジェンダー(b) 西山　千恵子 横浜キャン

パス
対象[20]

水 1 後期 1 外国語 再・Communication
Skills(2)

グリーンバーグ　陽子 sbz003102 11A

1 外国語 再・Communication
Skills(2)

秋山　義典 sbz003106 13M

2 外国語 Basic English Training 伊藤　衣里 sbz003103 12F 対象[19]
2 外国語 Communication

Strategies(3)
稲垣　亜希子 sbz003104 12E /キャリア・イングリッシュ[18-

13]
2 外国語 アラビア語(1) M・ファトヒー sbz003105 1BE

後期前 1 教養 スポーツ･健康論 山田　盛朗 sba003106 311 対開講(水1,金2)
後期後 1 基礎 科学技術史 吉田　真史

堂前　雅史
sbb003101 61C 対象{知識工学部}[18-13] 対開講(水1,水2)

/合同{自然,共通}
1 基礎 科学技術史 吉田　真史

堂前　雅史
sbb003101 61C 対象{理工学部（自然を除く）,

工学部}
対開講(水1,水2)

2 後期 1 基礎 再・コンピュータ概論 安井　浩之 sbz003201 12C 対象{工学部}[19-13] /合同{医用,原子,自然}
1 基礎 再・プログラミング基礎 荒木　一 sbz003202 12L 対象{工学部}[19-13] /合同{エネ,原子}
1 教養 再・日本文化の伝承 丸島　和洋 sbz003203 11B 対象[19-14]
2 外国語 Academic English(1) 伊藤　衣里 sbz003204 12F /英語でライティング&プレゼン

テーション[18-13]
2 外国語 Academic English(2) 稲垣　亜希子 sbz003205 12E /アカデミック・イングリッ

シュ・セミナー[18-13]
2 外国語 Communication

Strategies(3)
E・マディーン sbz003206 13J /キャリア・イングリッシュ[18-

13]
2 外国語 Global Culture(2) グリーンバーグ　陽子 sbz003208 11A 対象[19]
2 外国語 アラビア語(2) M・ファトヒー sbz003207 1BE

後期前 1 教養 日本文化の伝承(a) 丸島　和洋 sba003209 11B 対象[20]
後期後 1 基礎 科学技術史 吉田　真史

堂前　雅史
sbb003101 61C 対象{知識工学部}[18-13] 対開講(水1,水2)

/合同{自然,共通}
1 基礎 科学技術史 吉田　真史

堂前　雅史
sbb003101 61C 対象{理工学部（自然を除く）,

工学部}
対開講(水1,水2)

1 教養 スポーツ･健康論 岩嶋　孝夫 sbb003210 312 対開講(水2,木3)
1 教養 日本文化の伝承(b) 丸島　和洋 sbb003211 11B 対象[20]

4 後期 1 教職 教育制度論 井上　健 sbz003401 13J 対象[20]
2 教職 教育制度論 井上　健 sbz003401 13J 対象[19-13]
2 外国語 日本語表現 嘉村　雅江 sbz003402 13B 対象[19]

5 後期 1 教職 物理学概論 右近　修治 sbz003501 13L
4 教職 教職実践演習(中･高) 井上　健

岩崎　敬道
渡邉　大輔
殿村　洋文
鈴木　邦夫
高橋　哲男

sbz003502 13J

木 1 後期 1 教養 再・心理学(2) 高田　純 sbz004101 13K 対象[19-13]
/発達と教育[17-13]

2 外国語 Critical Reading(2) 伊藤　千里 sbz004102 12B /科学技術英語[18-13]
2 外国語 ドイツ語(1) 田村　江里子 sbz004104 1BG
2 外国語 Test Taking Skills(3) 畑　和樹 sbz004103 12D 対象[19]

後期前 1 教養 心理学(2a) 高田　純 sba004105 13K 対象[20]
後期後 1 基礎 地学(2) 小田島　庸浩 sbb001103 1BN 対象{情報工学部,知識工学部} 対開講(月1,木1)

/合同{医用,共通}
1 教養 心理学(2b) 高田　純 sbb004106 13K 対象[20]



学科 曜日 時限 学期 学年 クラス 科目名 担当者 講義コード 教室 受講対象/再履修者科目名 備考
共通 木 1 後期後 2 基礎 地学(2) 小田島　庸浩 sbb001103 1BN 対象{工学部} 対開講(月1,木1)

/合同{医用,共通}
2 後期 1 教養 再・国際関係論(1) 都築　正泰 等々力キャ

ンパス
対象[19-13]

1 教養 再・心理学(2) 高田　純 sbz004202 13K 対象[19-13]
/発達と教育[17-13]

1 教養 再・国際関係論(2) 宮下　大夢 等々力キャ
ンパス

対象[19-13]

1 教養 再・民俗学 鈴木　洋平 sbz004203 1BM 対象[19-13]
1 教養 民法 大沼　友紀恵 sbz004204 12L
2 体育 応用体育(1) 栗原　祐二

重藤　誠市郎
sbz004201 -

2 体育 応用体育(2) 栗原　祐二
重藤　誠市郎

sbz004212 -

2 外国語 ドイツ語(2) 田村　江里子 sbz004206 1BG
2 外国語 Language Sciences(2) 畑　和樹 sbz004205 12D 対象[19]
2 外国語 韓国語(2) 白雪　花 sbz004207 13D

後期前 1 教養 国際関係論(1a) 都築　正泰 等々力キャ
ンパス

対象[20]

1 教養 現代中国論 竹茂　敦 sba001209 13N 対開講(月2,木2)
1 教養 倫理学(2) 山本　史華 sba001210 13P 対開講(月2,木2)
1 教養 視覚芸術史(2) 岡山　理香 sba002413 22C 対開講(火2,木2)
1 教養 心理学(2a) 高田　純 sba004208 13K 対象[20]
1 教養 国際関係論(2a) 宮下　大夢 等々力キャ

ンパス
対象[20]

1 教養 民俗学(a) 鈴木　洋平 sba004209 1BM 対象[20]
後期後 1 基礎 生物学(2) 宮崎　正峰 sbb001201 321 対象{情報工学部,知識工学部} 対開講(月2,木2)

/合同{医用,共通}
1 教養 国際関係論(1b) 都築　正泰 等々力キャ

ンパス
対象[20]

1 教養 現代中国論 竹茂　敦 sbb001212 13P 対開講(月2,木2)
1 教養 倫理学(2) 山本　史華 sbb001214 11F 対開講(月2,木2)
1 教養 哲学(2) 大野　晃徳 sbb001213 61C 対開講(月2,木2)
1 教養 視覚芸術史(2) 岡山　理香 sbb002314 12N 対開講(火2,木2)
1 教養 心理学(2b) 高田　純 sbb004210 13K 対象[20]
1 教養 国際関係論(2b) 宮下　大夢 等々力キャ

ンパス
対象[20]

1 教養 民俗学(b) 鈴木　洋平 sbb004211 1BM 対象[20]
2 基礎 生物学(2) 宮崎　正峰 sbb001201 321 対象{工学部} 対開講(月2,木2)

/合同{医用,共通}
2 基礎 化学(4) 吉田　真史 sbb001202 312 /生命の化学[17-13] 対開講(月2,木2)

/合同{エネ,自然,共通}
3 後期 1 教職 機械工作実習 佐藤　勇

鈴木　徹
大鳥　靖樹
佐藤　道憲
土井　俊弥

sbz004301 ものつくり
支援ｾﾝ
ﾀｰ,1BN

対開講(木3,木4)
/合同{原子,共通}

1 教養 再・国際関係論(1) 都築　正泰 sbz004304 11F 対象[19-13]
1 教養 再・国際関係論(2) 宮下　大夢 sbz004302 61C 対象[19-13]
1 教養 マイノリティの歴史と記

憶ゼミナール
寺澤　由紀子 sbz004303 13B /教養ゼミナール

3 教職 教職総合ゼミナール 井上　健
高橋　哲男

sbz004305 13C

後期前 1 教養 国際関係論(1a) 都築　正泰 sba004307 11F 対象[20]
1 教養 倫理学(2) 山本　史華 sba001313 13P 対開講(月3,木3)
1 教養 視覚芸術史(2) 岡山　理香 sba002310 21C 対開講(火3,木3)
1 教養 国際関係論(2a) 宮下　大夢 sba004306 61C 対象[20]

後期後 1 教養 スポーツ･健康論 岩嶋　孝夫 sbb003210 312 対開講(水2,木3)
1 教養 国際関係論(1b) 都築　正泰 sbb004309 11F 対象[20]
1 教養 倫理学(2) 山本　史華 sbb001317 13P 対開講(月3,木3)
1 教養 哲学(2) 大野　晃徳 sbb001316 61A 対開講(月3,木3)
1 教養 国際関係論(2b) 宮下　大夢 sbb004308 61C 対象[20]
2 教養 デザイン概論(2) 岡山　理香 sbb002421 11A 対開講(木3,木4)

4 後期 1 教職 機械工作実習 佐藤　勇
鈴木　徹
大鳥　靖樹
佐藤　道憲
土井　俊弥

sbz004301 ものつくり
支援ｾﾝ
ﾀｰ,1BN

対開講(木3,木4)
/合同{原子,共通}

1 教養 再・国際関係論(1) 都築　正泰 sbz004405 11F 対象[19-13]
1 教養 再・国際関係論(2) 宮下　大夢 sbz004402 61C 対象[19-13]
1 教養 民法 大沼　友紀恵 sbz004403 12N
1 教養 ニュースポーツゼミナー

ル
山田　盛朗 sbz004401 体育館講義

室
/教養ゼミナール

1 教養 日本史学から見る大河ド
ラマゼミナール

丸島　和洋 sbz004404 11B /教養ゼミナール

2 外国語 Academic English(1) 倉持　和歌子 sbz004406 11C /英語でライティング&プレゼン
テーション[18-13]

2 外国語 Communication
Strategies(2)

高橋　比路史 sbz004407 13N /スポーツで学ぶ英語[18-13]

2 外国語 Critical Reading(3) 田中　美和 sbz004408 12A /ニュースを英語で読む[18-13]
2 外国語 Test Taking Skills(1) 秋間　聖代 sbz004409 13J /Advanced TOEIC[18-13]

後期前 1 教養 国際関係論(1a) 都築　正泰 sba004411 11F 対象[20]
1 教養 国際関係論(2a) 宮下　大夢 sba004410 61C 対象[20]

後期後 1 教養 国際関係論(1b) 都築　正泰 sbb004413 11F 対象[20]
1 教養 哲学(2) 大野　晃徳 sbb001413 61A 対開講(月4,木4)
1 教養 国際関係論(2b) 宮下　大夢 sbb004412 61C 対象[20]
2 教養 デザイン概論(2) 岡山　理香 sbb002421 11A 対開講(木3,木4)

5 後期 1 教職 道徳教育の理論と方法 岩本　俊一 sbz004501 13P
1 教養 科学ニュースを読むゼミ

ナール
堀越　篤史 sbz004502 21B /教養ゼミナール

2 教職 幾何学(2) 服部　新 sbz004503 12B
2 教職 数学教育法(2) 高橋　哲男 sbz004504 13C
2 教職 理科教育法(4) 岩崎　敬道 sbz004505 13D
2 教職 技術教育法(2) 佐藤　秀明 sbz004506 12P
2 外国語 再・TOEIC Preparation 高橋　比路史 sbz004507 13N 対象[19-13]
3 教職 工業教育法(2) 小林　志好 sbz004508 13B
3 教職 情報教育法(2) 安井　浩之 sbz004509 12N

後期前 1 基礎 工業概論 岩尾　徹 sba001509 13Q 対象{工学部}[18] 対開講(月5,木5)
1 専門教養 工業概論 岩尾　徹 sba001509 13Q 対象{理工学部,工学部}[20-19] 対開講(月5,木5)

後期後 1 専門教養 理工学と生活 岩尾　徹
伊東　明美
藤間　卓也
桐生　昭吾
高津　淑人
佐藤　大祐
柴田　随道
佐藤　勇

sbb001510 13Q 対象{理工学部,工学部}[20-19] 対開講(月5,木5)

金 1 後期 1 教養 再・教育学(1) 角田　多加雄 sbz005103 61C 対象[19-13]
2 外国語 ドイツ語(2) 森田　里津子 sbz005104 1BG

後期前 1 教養 スポーツ･健康論 渡辺　一郎 sba002206 13M 対開講(火2,金1)
1 教養 教育学(1a) 角田　多加雄 sba005105 61C 対象[20]



学科 曜日 時限 学期 学年 クラス 科目名 担当者 講義コード 教室 受講対象/再履修者科目名 備考
共通 金 1 後期後 1 教養 教育学(1b) 角田　多加雄 sbb005106 61C 対象[20]

2 後期 1 教養 再・教育学(2) 角田　多加雄 sbz005202 61C 対象[19-13]
1 教養 再・日本文化の伝承 丸島　和洋 sbz005201 11B 対象[19-14]
1 教養 再・社会学(2) 後藤　美緒 等々力キャ

ンパス
対象[19-13]

2 外国語 Basic English Training 瀬端　睦 sbz005206 11F 対象[19]
2 外国語 Communication

Strategies(1)
E・マディーン sbz005203 13P /サバイバル・イングリッシュ

[18-13]
2 外国語 Critical Listening(3) 池上　俊彦 sbz005204 11E /音楽で学ぶ英語[18-13]
2 外国語 Global Culture(1) 大澤　美穂子 sbz005207 11A /Cultural Comparison [18-13]
2 外国語 ドイツ語(1) 森田　里津子 sbz005205 1BG

後期前 1 教養 スポーツ･健康論 山田　盛朗 sba003106 311 対開講(水1,金2)
1 教養 教育学(2a) 角田　多加雄 sba005209 61C 対象[20]
1 教養 日本文化の伝承(a) 丸島　和洋 sba005208 11B 対象[20]
1 教養 社会学(2a) 後藤　美緒 等々力キャ

ンパス
対象[20]

1 専門教養 原子力汎論 高木　直行
竹澤　宏樹

sba002201 312 対象{理工学部,工学部}[20-19] 対開講(火2,金2)
/合同{原子,共通}

後期後 1 教養 教育学(2b) 角田　多加雄 sbb005211 61C 対象[20]
1 教養 日本文化の伝承(b) 丸島　和洋 sbb005210 11B 対象[20]
1 教養 社会学(2b) 後藤　美緒 等々力キャ

ンパス
対象[20]

3 後期 1 外国語 再・Communication
Skills(2)

瀬端　睦 sbz005304 11F

1 教養 再・社会学(2) 後藤　美緒 sbz005301 13K 対象[19-13]
1 教養 スポーツ戦略戦術ゼミ

ナール
椿原　徹也 sbz005302 体育館講義

室
/教養ゼミナール

1 教養 グローバル人材と国際化 中谷　美南子 sbz005303 11C 対象[20-15] /教養特別講義
2 教職 金属加工(製図･実習含) 大谷　眞一 sbz005311 12C 対象[15-13] /合同{基礎,教職}
2 外国語 Basic English Training 大澤　美穂子 sbz005305 11A 対象[19]
2 外国語 Critical Listening(3) 池上　俊彦 sbz005306 11E /音楽で学ぶ英語[18-13]
2 外国語 Language Sciences(1) 三幣　友行 sbz005308 1BC 対象[19]
2 外国語 Test Taking Skills(1) 真鍋　守 sbz005309 13Q /Advanced TOEIC[18-13]
2 外国語 ドイツ語(1) 山口　和洋 sbz005310 1BG
2 外国語 Grammar(1) 吹野　佐枝子 sbz005307 12B /英語文法トレーニング[18-13]
2 基礎 金属加工(製図･実習含) 大谷　眞一 sbz005311 12C 対象{工学部}[18-16] /合同{基礎,教職}

後期前 1 教養 西洋史(2) 新保　良明 sba002311 61A 対開講(火3,金3)
1 教養 日本史(2) 丸島　和洋 sba002312 11B 対象[20-18] 対開講(火3,金3)
1 教養 社会学(2a) 後藤　美緒 sba005312 13K 対象[20]
2 基礎 相対論入門 長田　剛 sba002303 311 対象{工学部} 対開講(火3,金3)

/合同{医用,自然,情科,通信,知
能,共通]

後期後 1 教養 西洋史(2) 新保　良明 sbb002315 61A 対開講(火3,金3)
1 教養 日本史(2) 丸島　和洋 sbb002316 11B 対象[20-18] 対開講(火3,金3)
1 教養 社会学(2b) 後藤　美緒 sbb005313 13K 対象[20]

4 後期 1 外国語 再・Reading and
Writing(2)

稲垣　亜希子 sbz005407 13G 対象[19-13]

1 外国語 再・Reading and
Writing(2)

大澤　美穂子 sbz005405 11A 対象[19-13]

1 基礎 線形代数学(1) 安田　正實 sbz005402 13L 対象{理工学部,工学部}
1 基礎 微分積分学(1) 森田　和子 sbz005401 22A 対象{理工学部,工学部}
1 教養 再・日本文化の伝承 榎本　宗白 等々力キャ

ンパス
対象[19-14]

1 教養 再・社会学(2) 後藤　美緒 sbz005403 13K 対象[19-13]
1 教養 スポーツコーチングゼミ

ナール
椿原　徹也 sbz005404 体育館講義

室
/教養ゼミナール

2 外国語 ドイツ語(2) 山口　和洋 sbz005406 1BG
後期前 1 基礎 線形代数学(1a) 安田　正實 sba005408 13L 対象{建築都市デザイン学部}

1 基礎 微分積分学(1a) 森田　和子 sba005407 22A 対象{建築都市デザイン学部}
1 教養 西洋史(2) 新保　良明 sba002414 61A 対開講(火4,金4)
1 教養 日本文化の伝承(a) 榎本　宗白 等々力キャ

ンパス
対象[20]

1 教養 社会学(2a) 後藤　美緒 sba005409 13K 対象[20]
後期後 1 基礎 線形代数学(1b) 安田　正實 sbb005411 13L 対象{建築都市デザイン学部}

1 基礎 微分積分学(1b) 森田　和子 sbb005410 22A 対象{建築都市デザイン学部}
1 教養 西洋経済史 新保　良明 sbb002418 61A 対開講(火4,金4)
1 教養 日本史(2) 丸島　和洋 sbb002419 11B 対象[20-18] 対開講(火4,金4)
1 教養 日本文化の伝承(b) 榎本　宗白 等々力キャ

ンパス
対象[20]

1 教養 社会学(2b) 後藤　美緒 sbb005412 13K 対象[20]
2 専門教養 量子力学入門 中村　正人 sbb002422 12A 対象{工学部}[19] 対開講(火4,金4)

5 後期 1 教職 特別支援教育 渡辺　昭彦 sbz005503 13K
1 基礎 線形代数学(1) 安田　正實 sbz005502 13L 対象{理工学部,工学部}
1 基礎 微分積分学(1) 森田　和子 sbz005501 22A 対象{理工学部,工学部}
1 基礎 環境と社会 堀越　篤史

萩谷　宏
高木　直行
松浦　治明
大鳥　靖樹

sbz005504 61C 対象{知識工学部}[18-13]

1 基礎 環境と社会 堀越　篤史
萩谷　宏
高木　直行
松浦　治明
大鳥　靖樹

sbz005504 61C 対象{理工学部（自然を除く）,
工学部}

2 教職 代数学(3) 畑上　到 sbz005505 13M 対象[15-13] /合同{基礎,教職}
2 基礎 代数学(3) 畑上　到 sbz005505 13M 対象[19-16] /合同{基礎,教職}

後期前 1 基礎 線形代数学(1a) 安田　正實 sba005507 13L 対象{建築都市デザイン学部}
1 基礎 微分積分学(1a) 森田　和子 sba005506 22A 対象{建築都市デザイン学部}

後期後 1 基礎 線形代数学(1b) 安田　正實 sbb005509 13L 対象{建築都市デザイン学部}
1 基礎 微分積分学(1b) 森田　和子 sbb005508 22A 対象{建築都市デザイン学部}

土 1 通年 1 基礎 物理学ﾘﾒﾃﾞｨｱﾙｸﾗｽ 小野寺　理文 szz006102 12F 対象{理工学部}[20] 対開講(土1,土2)
1 基礎 物理学ﾘﾒﾃﾞｨｱﾙｸﾗｽ 小澤　幸光 szz006103 12G 対象{理工学部}[20] 対開講(土1,土2)
1 基礎 物理学ﾘﾒﾃﾞｨｱﾙｸﾗｽ 綿引　隆文 szz006101 12E 対象{理工学部}[20] 対開講(土1,土2)

後期 1 教職 特別活動の理論と方法 稲葉　敏雄 sbz006104 11A
1 基礎 再・物理学(1) 馬塲　一晴 sbz006103 11F 対象{工学部}[15-13] 対開講(土1,土2)
2 教職 職業指導(2) 野島　一郎 sbz006105 11C
2 基礎 地学実験 中島　保寿

萩谷　宏
津村　耕司
安井　万奈
加藤　潔
国府田　良樹
清家　一馬

sbz006101 化学実験室 対象{理工学部(自然科学科除
く),工学部}

対開講(土1,土2)
/合同{医用,自然,共通}

後期前 1 基礎 再・物理学(1) 馬塲　一晴 sba006108 11F 対象{理工学部,工学部}[20-16] 対開講(土1,土2)
1 基礎 再・物理学(2) 大野　玲 sba006107 11D 対象{理工学部,工学部}[20-16] 対開講(土1,土2)
1 基礎 物理学(3) A・ピアテンコ sba006106 11B 対象{理工学部,工学部}[20-16] 対開講(土1,土2)

後期後 1 基礎 再・物理学(2) 馬塲　一晴 sbb006110 11F 対象{理工学部,工学部}[20-16] 対開講(土1,土2)
1 基礎 物理学(4) A・ピアテンコ sbb006109 11B 対象{理工学部,工学部}[20-16] 対開講(土1,土2)

2 通年 1 基礎 物理学ﾘﾒﾃﾞｨｱﾙｸﾗｽ 小野寺　理文 szz006102 12F 対象{理工学部}[20] 対開講(土1,土2)
1 基礎 物理学ﾘﾒﾃﾞｨｱﾙｸﾗｽ 小澤　幸光 szz006103 12G 対象{理工学部}[20] 対開講(土1,土2)
1 基礎 物理学ﾘﾒﾃﾞｨｱﾙｸﾗｽ 綿引　隆文 szz006101 12E 対象{理工学部}[20] 対開講(土1,土2)



学科 曜日 時限 学期 学年 クラス 科目名 担当者 講義コード 教室 受講対象/再履修者科目名 備考
共通 土 2 後期 1 基礎 再・物理学(1) 馬塲　一晴 sbz006103 11F 対象{工学部}[15-13] 対開講(土1,土2)

1 教養 日本国憲法 大沼　友紀恵 sbz006201 12L
2 教職 木材加工(製図･実習含) 中田　悟 sbz006202 11A
2 基礎 地学実験 中島　保寿

萩谷　宏
津村　耕司
安井　万奈
加藤　潔
国府田　良樹
清家　一馬

sbz006101 化学実験室 対象{理工学部(自然科学科除
く),工学部}

対開講(土1,土2)
/合同{医用,自然,共通}

後期前 1 基礎 再・物理学(1) 馬塲　一晴 sba006108 11F 対象{理工学部,工学部}[20-16] 対開講(土1,土2)
1 基礎 再・物理学(2) 大野　玲 sba006107 11D 対象{理工学部,工学部}[20-16] 対開講(土1,土2)
1 基礎 物理学(3) A・ピアテンコ sba006106 11B 対象{理工学部,工学部}[20-16] 対開講(土1,土2)

後期後 1 基礎 再・物理学(2) 馬塲　一晴 sbb006110 11F 対象{理工学部,工学部}[20-16] 対開講(土1,土2)
1 基礎 物理学(4) A・ピアテンコ sbb006109 11B 対象{理工学部,工学部}[20-16] 対開講(土1,土2)

3 後期 2 教職 教育の方法と技術(2) 渡邉　大輔 sbz006302 13B
2 基礎 地学実験 中島　保寿

萩谷　宏
津村　耕司
安井　万奈
加藤　潔
国府田　良樹
清家　一馬

sbz006301 化学実験室 対象{理工学部(自然科学科除
く),工学部}

対開講(土3,土4)
/合同{医用,自然,共通}

4 後期 2 基礎 地学実験 中島　保寿
萩谷　宏
津村　耕司
安井　万奈
加藤　潔
国府田　良樹
清家　一馬

sbz006301 化学実験室 対象{理工学部(自然科学科除
く),工学部}

対開講(土3,土4)
/合同{医用,自然,共通}

　 後集中 1 教職 特別支援教育 神山　努 sbz007603 -
1 基礎 生物学実験 福田　達哉

中島　保寿
池田　佑美
平岡　さゆり
三瓶　朋子
金田　光稔
石井　義孝

sbz007601 学生実験室 対象{情報工学部,知識工学部} /合同{医用,自然,共通}

1 基礎 生物学実験 福田　達哉
中島　保寿
池田　佑美
平岡　さゆり
三瓶　朋子
金田　光稔
石井　義孝

sbz007602 学生実験室 対象{情報工学部,知識工学部} /合同{医用,自然,共通}

2 教職 電気工学概論(実習含) 江原　由泰 sbz007604 - 対象[15-13]
2 基礎 生物学実験 福田　達哉

中島　保寿
池田　佑美
平岡　さゆり
三瓶　朋子
金田　光稔
石井　義孝

sbz007601 学生実験室 対象{工学部} /合同{医用,自然,共通}

2 基礎 生物学実験 福田　達哉
中島　保寿
池田　佑美
平岡　さゆり
三瓶　朋子
金田　光稔
石井　義孝

sbz007602 学生実験室 対象{工学部} /合同{医用,自然,共通}

2 基礎 電気工学概論(実習含) 江原　由泰 sbz007604 - 対象[19-16]
冬集中 1 教養 文化人類学 鈴木　洋平 sbz007605 -

2 体育 応用体育(1) 渡辺　一郎
岩嶋　孝夫
久保　哲也
椿原　徹也
山田　盛朗
小玉　正志
太田　誠耕
佐藤　剛
栗原　祐二

sbz007606 - /後期最終頁参照

2 体育 応用体育(2) 渡辺　一郎
岩嶋　孝夫
久保　哲也
椿原　徹也
山田　盛朗
小玉　正志
太田　誠耕
佐藤　剛
栗原　祐二

sbz007607 - /後期最終頁参照




