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クラス 教室

１　２ ３　４ ５　６ ７　８ ９　10 １　２ ３　４ ５　６ ７　８ ９　10 １　２ ３　４ ５　６ ７ ８　９ 10 11 １　２ ３　４ ５　６ ７　８ ９　10 １　２ ３　４ ５　６ ７　８ ９　10

１Ｍ 121 基礎 国語 物理 保健 工学 化学 英語 現代 基礎 英語 線形 英語文法 国語 総合 地理
解析 工作 Ⅰ乙B ⅠB 体育 基礎 ⅠB 会話 社会 解析 講読 数学 ・作文 Ⅰ甲B 理科 B
ⅠB 法Ⅰ ⅠB 演習 B B ⅠB ⅠB ⅠB B

　　　　　 市川
米澤 樋口 小山 加藤貴 全教員 今 ・M,R,E 加藤健 米澤 市川 髙村 神谷昌 江口 藤森 髙橋

ICT2・211 CALL教室 CALL教室

１Ｅ 131 現代 基礎 基礎 化学 国語 英語 保健 線形 英語 物理 基礎 創造電気 英語文法 地理 電気 国語 総合
社会 電気 解析 ⅠB Ⅰ甲B 講読 体育 数学 会話 ⅠB 解析 実験実習 ・作文 B 基礎 Ⅰ乙B 理科

B 工学B ⅠB ⅠB ⅠB ⅠB B 特 ⅠB B 演習B
市川 塚本

加藤健 塚本 金坂 今 江口 市川 加藤貴 髙村 ・M,R,E 小山 別 題 金坂 ･野中 神谷昌 髙橋 西澤 樋口 藤森
CALL教室 CALL教室 ALS

１ Ｉ 321 英語文法 基礎 数理工学 ﾌﾟﾛｸﾞﾗ 線形 総合 物理 保健 国語 英語 活 英語 基礎 国語 ﾌﾟﾛｸﾞﾗ 化学 地理 現代
・作文 解析 演習Ⅰ ﾐﾝｸﾞ 数学 理科 ⅠB 体育 Ⅰ甲B 会話 講読 解析 Ⅰ乙B ﾐﾝｸﾞ ⅠB B 社会

B ⅠB Ⅰ ⅠB ⅠB B 動 ⅠB ⅠB Ⅰ B
市川

神谷昌 米澤 江崎 木村 髙村 藤森 小山 加藤貴 江口 ・M,R,E Ⅰ 研 寺嶋 米澤 樋口 木村 今 髙橋 加藤健
パソコン室 パソコン室 CALL教室 CALL教室 パソコン室

１Ｃ 412 国語 英語文法 建設 総合 基礎 国語 測量 英語 保健 線形 化学 地理 物理 英語 現代 測量学 基礎
Ⅰ甲B ・作文 材料学 理科 解析 Ⅰ乙B 実習 会話 体育 数学 指 ⅠB B ⅠB 講読 社会 Ⅰ 解析

B Ⅰ ⅠB Ⅰ B ⅠB ⅠB 導 ⅠB B ⅠB
市川 教

江口 神谷昌 大畑 藤森 勝谷 樋口 江端 ・M,R,E 加藤貴 金坂 員 究 今 髙橋 小山 寺嶋 加藤健 江端 勝谷
CALL教室 CALL教室

１Ａ 111 保健 現代 基礎 地理 総合 英語文法 国語 英語 基礎 化学 英語 線形 建築 物理 国語
体育 社会 解析 B 理科 ・作文 Ⅰ甲B 会話 解析 ⅠB 講読 数学 CAD ⅠB Ⅰ乙B
ⅠB B ⅠB B B ⅠB ⅠB ⅠB Ⅰ

市川
 加藤貴 加藤健 勝谷 髙橋 藤森 神谷昌 江口 ・M,R,E 勝谷 今 寺嶋 金坂 森上 小山 樋口

CALL教室 CALL教室 ICT1
２Ｍ 122 芸術 材料学 基礎 英語 線形 機械 英語 物理 国語 歴史 工業 基礎 基礎 物理 化学 保健

ⅠB 解析 表現 数学 工作 講読 実験 ⅡB ⅠB 力学 解析 製図 ⅡB ⅡB 体育
ⅡB B ⅡB 法Ⅱ ⅡB Ⅰ ⅡB B ⅡB

小山
佐藤啓 清水 筒石 寺嶋 髙村 若澤・ 神谷昌 ・今 山口 課 早坂泰 兼重 筒石 神永 榎本 三浦 髙津

美術教室 CALL教室 淺井一 物理実験室 211
２Ｅ 132 英語 電気 基礎 電気 物理 電気 歴史 基礎 マイクロ 国語 物理 化学 保健 線形 英語 芸術

講読 英語 解析 回路 実験 数学 ⅠB 解析 コンピュータ ⅡB ⅡB ⅡB 体育 数学 表現
ⅡB 基礎 ⅡB B B ⅡB 特 工学Ｂ ⅡB ⅡB B

Ⅰ 大森有
山田慶 西澤 髙村 光本 ・榊原 西澤 京極 髙村 別 題 犬塚 山口 榎本 三浦 髙津 吉澤 浅井晴 佐藤啓

物理実験室 ICT1 CALL教室 美術教室

２ Ｉ 322 数理 保健 芸術 基礎 英語 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ 線形 化学 国語 物理 活 プログラ 歴史 物理 基礎 プログラ 英語
工学 体育 解析 講読 回路 数学 ⅡB ⅡB ⅡB ミング ⅠB 実験 解析 ミング 表現

演習Ⅱ ⅡB ⅡB ⅡB ⅠB ⅡB 動 ⅡB ⅡB ⅡB B
大森有

安藤 髙津 佐藤啓 筒石 山田慶 木村 吉澤 三浦 山口 榎本 Ⅱ 研 稲垣 望月 ・鳥居 筒石 稲垣 浅井晴
パソコン室 美術教室 パソコン室 物理実験室 パソコン室 CALL教室

２Ｃ 411 建設 芸術 測量学 線形 CAD 国語 基礎 測量学 保健 歴史 物理 英語 構造 化学 物理 基礎 英語
材料学 実習Ⅰ 数学 製図 ⅡB 解析 ⅠB 体育 指 ⅠB 実験 講読 力学 ⅡB ⅡB 解析 表現

B ⅡB ⅡB ⅡB 導 ⅡB Ⅰ ⅡB B
教 小山

大畑 佐藤啓 山岡 筒石 大畑 山口 吉澤 山岡 髙津 員 究 望月 ・鳥居 山田慶 川西 三浦 榎本 吉澤 浅井晴
美術教室 ICT2 物理実験室 CALL教室

２Ａ 112 線形 国語 英語 基礎 木質 保健 物理 化学 物理 歴史 建築構 英語 基礎 建築 芸術
数学 ⅡB 表現 解析 構造 体育 ⅡB ⅡB 実験 ⅠB 造力学 講読 解析 CAD
ⅡB B ⅡB ⅡB ⅠB ⅡB ⅡB Ⅱ

榎本
 筒石 山口 市川 吉澤 山田耕 髙津 榎本 三浦  ・鳥居 早坂泰 今岡 山田慶 吉澤 森上 佐藤啓

CALL教室 物理実験室 ICT1 美術教室

３Ｍ 123 英語 倫理 情報 工学 機械 材料 科学英語 確率 機械要素 保健 基礎電気 機械 微分 歴史 国語 応用
講読 工学 演習 運動学 力学 基礎 設計B 体育 電子回路 設計 方程式 ⅡＢ ⅢB 物理学
ⅢB Ⅱ B Ⅰ ⅠB ⅢB B 製図ⅠB B

清水
遠藤 北野 佐郷 ・淺井一 若澤 中村 レジーナ 伊藤 裕 田中淑 伊藤道 課 藤枝 鬼頭 米澤 京極 江口 榊原

ICT1 ・佐郷 M科製図室

３Ｅ 133 科学英語 国語 倫理 保健 確率 英語 基礎 電気 微分 歴史 電磁 プログラ 応用 電気
基礎 ⅢB 体育 講読 交流 数理 方程式 ⅡＢ 気学 ミング 物理学 英語
ⅠB ⅢB ⅢB 回路B 演習B 特 Ⅰ 基礎B B 基礎

Ⅱ
レジーナ 狩野 北野 伊藤道 行田 遠藤 光本 熊谷 米澤 京極 別 題 塚本 大野 榊原 西澤

ICT1
３ Ｉ 311 歴史 数理 国語 上級C 電気 コンピュータ 上級C 確率 応用 活 過渡 微分 科学英語 英語 倫理 保健

ⅡＢ 工学 ⅢB ﾌﾟﾛｸﾞﾗ 磁気学 工学Ⅰ ﾌﾟﾛｸﾞﾗ 物理学 現象論 方程式 基礎 講読 体育
演習ⅢＢ ﾐﾝｸﾞB Ⅰ ﾐﾝｸﾞB B 動 ⅠB ⅢB ⅢB

京極 江﨑 狩野 村田 都築 仲野 村田 伊藤 裕 榊原 Ⅲ 研 安藤 立木 レジーナ 遠藤 北野 伊藤道
パソコン室 パソコン室 パソコン室 パソコン室

３Ｃ 432 工学 測量学 歴史 保健 コンクリート 構造 水理学 情報処理 国語 応用 英語 倫理 確率 微分 科学英語 水環境 土質 土質
基礎 ⅡB ⅡＢ 体育 構造学 力学 ⅠB Ⅱ ⅢB 物理学 講読 指 方程式 基礎 工学 力学 実験
演習 ⅢB ⅠB ⅡB B ⅢB 導 ⅠB ⅠB

教
河野 山岡 京極 伊藤道 河野 川西 田中貴 佐藤雄 江口 榊原 遠藤 員 究 北野 筒石 立木 レジーナ 江端 小林 小林

ICT1
３Ａ 113 国語 建築 建築 確率 英語 技術 科学英語 保健 倫理 応用 歴史 日本 微分 建築構 建築

ⅢB 材料 計画 講読 表現法 基礎 体育 物理学 ⅡＢ 建築史 方程式 造力学 環境
Ⅱ Ⅱ ⅢB ⅠB ⅢB B ⅡB 工学Ⅱ

狩野 白田 前田 吉澤 遠藤 森上 レジーナ 伊藤道 北野 榊原 京極 三島 立木 山田耕 鈴木健
ICT1

金

指導教員

機械　　基礎実習

小山　暁

加藤　健

若澤・　若澤・淺井一

米澤　佳己

江口　啓子

建築設計製図

淺井一　ものづくりｾﾝﾀｰ

前田・亀屋

月 火 水 木

製図室
ﾒｶﾄﾛﾆｸｽ実習

ⅠB

京極　俊明 大野・光本
・熊谷・小松

加藤　貴英

工学実験

神谷　昌明

ものづくりｾﾝﾀｰ

電気基礎実験

若澤・淺井一

ものづくりｾﾝﾀｰ

ICT2・M科製図室

吉澤　毅

市川　裕理

ⅠB

山口　比砂 木村・江崎
回路実験室
パソコン室

 創造総合実習

田中　淑晴 兼重・佐郷・神永

建築設計製図
ⅡB

亀屋・鈴木章
製図室・造形デザイン室

大野　亙

パソコン室
回路実験室

ⅢB

河野　伊知郎

エンジニアリング
デザインⅠ

全教員
平野　学

建築設計製図

森上　伸也
永治・竹下

製図室

電気電子
工学実験ⅠB

犬塚・野中
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金

指導教員

月 火 水 木

４Ｍ 221 水力学 解析学 英語 材料 機械 科学英語 保健 日本語 熱力学 統計学
ⅠB B 数学 ⅠB 力学 力学 基礎 体育 表現 哲学Ⅱ ⅠB

特論 ⅡB B ⅡB ア ⅣB
北野

小谷 笠井 M , C 寺嶋 中村 若澤 長岡 カ 課 近藤 樋口 135 鬼頭 勝谷
笠井

４Ｅ 135 電気 英語 回路 211 ｴﾈﾙｷﾞ 科学英語 解析学 デ 電子 保健 歴史 電気・ 電子 電気電子 電磁
技術 ⅠB 理論 変換 基礎 B 回路B 体育 特論Ⅱ 電子工学 工学 工学 気学
英語 E , I 工学Ⅰ ⅡB ミ ⅣB ゼミ 演習Ⅰ ⅡB
Ⅰ 呼子 京極
大野 寺嶋 光本 421 犬塚 長岡 笠井 ﾂ 題 杉浦 近藤 221 塚本・光本 杉浦 及川 野中

・及川 ICT1 ・小松
情報 英語 日本語 情報 保健 A 情報工 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ ク ﾌﾟﾛｸﾞﾗ ｿﾌﾄｳｪｱ 現代 制御 科学英語 解析学
数学 ⅠB 表現 通信 体育 行田 学ゼミ ｱｰｷﾃｸﾁｬ ﾐﾝｸﾞ 設計 社会学 工学 基礎 B
Ⅰ 工学 ⅣB 125 II ガ 言語論 Ⅱ ⅡB

早坂太 寺嶋 伊藤亜 平野 伊藤道 担当教員 仲野 イ 研 内山 加藤憲 佐々木 安藤 出嶋 笠井
物理 基礎実験室 基礎実験室 基礎実験室 基礎実験室

４Ｃ 422 構造 コンクリート 水理学 保健 河川 都市 特論 環境 環境都 科学英語 英語 ダ 土質 計画 解析学 環境都市

力学 構造学 ⅡB 体育 工学 計画 衛生 市工学 基礎 ⅠB 力学 法学Ⅱ 数理 B 応用工学

ⅢB ⅡB ⅣB 大森有 工学 創造ゼミ ⅡB ン ⅡB
221 張

川西 河野 田中貴 近藤 田中貴 佐藤雄 松本 全教員 遠藤 山田慶 ス 究 小林 125 山岡 笠井 山岡

４Ａ 125 都市 保健 建築学 化学 鉄骨 英語 解析学 統計学 指 経済学 科学英語 建築 建築
計画 体育 ｾﾞﾐﾅｰﾙ 特論 構造 ⅠB B 導 Ⅱ 基礎 構造 設備

ⅣB Ⅰ 教 ⅡB 力学Ⅳ Ⅰ
三浦 員 長谷川

大森峰 近藤 全教員 135 白田 山田慶 笠井 勝谷 211 出嶋 今岡 森上

５Ｍ 124 情報 機械 メカトロ 制御 塑性
技術 工学 ニクス 工学 加工学

特論 ア B

清水 全教員 田中淑 カ 課 兼重 淺井一
ICT2 英語

５Ｅ 134 通信 Ⅲ 電気 電力 統計学 デ システム パワー 人文
システム 技術 工学 制御 エレクトロ 科学

工学 M C A 英語 ミ 工学B ニクス 特論
保健 山田慶 Ⅱ Ⅱ

大野 体育 114 大野 光本 笠井 ﾂ 題 熊谷 松岡
ⅤB 北野

５ Ｉ 312 情報 ｼｽﾃﾑ ク 431 知能 システム
理論 伊藤道 E I ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ メディア 工学

遠藤 ガ 処理
加藤貴 134

神谷幸 伊藤弘 イ 研 村田 日比野
近藤 回路実験室 社会 パソコン室 パソコン室

５Ｃ 431 リモート 産業 ドイツ語 水域 ダ 科学
センシング 倫理 環境 特論

ン Ⅱ
谷口祐

佐藤雄 佐藤雄 211 松本 ス 究 松山
211

５Ａ 114 建築 指 鉄筋
振動学 導 ｺﾝｸﾘｰﾄ

教 構造Ⅱ
員

今岡 今岡

日本語 日本 日本 日本語
Ⅰ 事情 事情 Ⅰ

伊藤亜 山口 山口 伊藤亜
情報教室(4) 情報教室(4) 情報教室(4) 情報教室(4)

日本語
Ⅱ

江口
ゼミナール室(3)

１　２ ３　４ ５　６ ７　８ ９　10 １　２ ３　４ ５　６ ７　８ ９　10 １　２ ３　４ ５　６ ７ ８　 ９ 10 11 １　２ ３　４ ５　６ ７　８ ９　10 １　２ ３　４ ５　６ ７　８ ９　10
3M 3A 3C 2E 3E 4E 1A 2A

5M 2C 1M 3M 3M 4M 4M 4M
2M 2A 1E 1C 1A 1M 1E 1I 1I 1M 1A 1C 2I 2E 2C

4M 4M 3M 3M 3M
4M 4M 1S 4M 4M 4M

2M 2C 2I 2A 2E
5年 4年 1M 4年 2M 5年

1D 1J 1D 1J 1D 1J 1E 4M 4M 4M

全教員

工学実験Ｂ

山岡　俊一

建築設計製図 建築構造実験

犬塚　勝美

実験室・ものづくりセンター
ICT2・ALS・CAD室

電気電子
工学実験ⅡB

機械設計製図
ⅡＢ

犬塚・熊谷

中村　裕紀 全教員

都築　啓太

田中淑・兼重
M科製図室・CAD室

４Ｉ 基礎
実験室

今岡　克也

光本　真一

淺井　一仁

畑・大森峰 鈴木健・山田耕
製図室・造形デザイン室 ・白田

卒業研究

全教員

卒業研究

卒業研究 卒業研究

ⅣＢ 建築環境実験
建築材料実験

卒業研究 卒業研究

卒業研究

村田　匡輝

全教員 全教員

全教員 全教員

月 火 水 木 金

ICT1

留学生

CAD室
美術教室

211
221
ALS

ICT2
CALL教室
M科製図室

特別科目

他教室・
演習室等

全教員 全教員

卒業研究 卒業研究

佐藤　雄哉

前田　博子
全教員 全教員

卒業研究


