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※ 部分→時間割冊子配付前の追加変更 ※変更が発生し次第、随時本表を更新しています。最新情報には十分に注意をしてください。

※ 部分→時間割冊子配付後の追加変更
※ 部分→授業開始後の追加変更

青字部分が変更点です。

授業開始後の教室変更は教養学部前期課程ＨＰ　左メニューの「教室変更情報」またはUTASの「休補・スケジュール」→「休講・補講・教室変更参照」から確認してください。

変更
発生日

時間割冊子
ページ

曜限 時間割
コード

科目名 教員名 対　　　象
学年・科類・クラス

教室 その他
※左記以外に変更がある場合

変更内容
※下記変更を時間割冊子に必ず転記し

て下さい。

3月22日 p. 193, 403 水4 30768 フランス語初級（演習）① アルベリック　ドリブル 1年 文三(20) 10-205 担当教員変更

3月22日 p. 198, 425 月5 30750 フランス語中級（会話） デルヴロワ　ミカエル 1年 文科 理科
2年 文科 理科 10-205

成績評価方法の変更
（Webシラバス参照）

開講曜限、担当教員、教室変更
成績評価方法変更(Webシラバス参照)

3月22日 p. 216 水5 30805 ロシア語初級(第三外国語) 丸山　由紀子 1年 文科 理科
2年 文科 理科

101教室 成績評価方法、教科書の変更
（Webシラバス参照）

成績評価方法、教科書の変更
（Webシラバス参照）

3月22日 p. 332 水4 31326
全学自由研究ゼミナール

音楽学入門
米野　みちよ 1年 文科 理科

2年 文科 理科
学際交流ホール 成績評価方法の変更

（Webシラバス参照）
成績評価方法の変更
（Webシラバス参照）

3月26日 p. 360, p. 434 金2 31353
全学体験ゼミナール
多変数関数の微分

清野　和彦
平地　健吾

1年 文科 理科 511教室 授業担当教員変更

3月26日 p. 361, p. 435 金5 31354
全学体験ゼミナール
じっくり学ぶ数学I

牛腸　徹
平地　健吾

1年 文科 理科 シラバス参照 授業担当教員変更

3月26日
p. 31, pp.
402-404

【重要】初年次ゼミナール文科 1年 文三(12) グループ2へ変更 対象グループの変更

3月26日 p. 9 月2 30060 英語二列W（ALESA） 片山　晶子 1年 文一二(25,28)文三(5,7,20) E25 不開講

3月26日 p. 6 水2 31958 英語二列S（FLOW） 片山　晶子 1年 文一二(9-10)文三(16)理一
(19-20)理二三(13) 10-202 追加開講

3月26日 p. 7 水2 40381 英語二列S（FLOW） 片山　晶子 1年 文一二(1-3,7)文三(14-15)理
一(14)理二三(9-10) 10-202 追加開講

3月26日 p. 11 月4 30078 英語二列W（ALESS) ラウレット ベネディクト 1年 理一(12)理二三(23-24) 113教室 開講曜限、対象クラス、教室変更

3月26日 p. 12 金1 31150 英語二列W（ALESS) CAREY Anne Marie 1年 理二三(5-6,14) 534教室 開講曜限、対象クラス、教室変更

3月26日 【重要】英語科目 別紙参照 履修組み合わせの変更

3月27日 p. 340, p. 431 木5 31329
全学自由研究ゼミナール
先端技術と国際ビジネス法務

玉井　克哉 1年 文科 理科
2年 文科 理科 シラバス参照 教室変更（Webシラバス参照）

3月27日 p. 15, p. 406 水2 30665 フランス語二列 今橋　映子 1年 理一(38) K211 教室変更

3月27日 p. 197, p. 425 水5 30677 フランス語中級(演習) 森元　庸介 1年 文科 理科
2年 文科 理科 K501 開講曜限、担当教員、教室変更

3月27日 p. 15, p. 402 月2 30068 フランス後一列① 原　和之 1年 文三(18) 158教室 担当教員変更

3月27日 p. 201, p. 418 木2 30099 フランス語上級(読解) 森元　庸介 1年 文科 理科
2年 文科 理科 8-112 開講曜限変更

3月27日 p. 9 火1 30286 英語二列W（ALESA） ナオミ　バーマン 1年 文一二(5-6,17) K112 教室変更

3月27日 p. 17, p. 409 水4 31957 中国語一列① 大橋　義武 1年 理二三(14) 102教室
非TLP生はこちらを履修

する
追加開講

3月27日 p. 18, p. 408 火1 31956 中国語二列 青木 正子 1年 理二三(14) 156教室
非TLP生はこちらを履修

する
追加開講

3月27日 p. 17, p. 409 金3 31139 中国語一列① 李　彦銘 1年 理一(23)理二三(14-15)(TLP) 157教室
TLP生はこちらを履修す

る
履修制限の変更

3月27日 p. 18, p. 408 火1 30304 中国語二列 阿古　智子 1年 理一(23)理二三(14-15)(TLP) 122教室
TLP生はこちらを履修す

る
履修制限の変更

3月30日 p.222,p.417 月1 30004 スペイン語初級（第三外国語） 栗林　ゆき絵 1年 文科 理科
2年 文科 理科 151教室 教室変更

3月30日 p.21,p.399 月2 30048 スペイン語二列 栗林　ゆき絵 1年 文一二(8) 151教室 教室変更

4月2日 p. 133, p. 412 木2 30881 生命科学 飯野　雄一 2年 理一(8,12-14) 523教室 教室変更

4月2日 p. 132ほか 火3,金3 30444 物性化学 内田　さやか 2年 理一(1-2,11,14)理二三(1-3,9) 1102教室 教室変更

4月2日 p. 132ほか 火3,金3 30446 物性化学 増田　茂 2年 理一(5,17)理二三(6,20) 1108教室 教室変更

4月2日 p. 128, 407 金4 31186 力学A 溝口　俊弥 1年 理一(11-13) 761教室 教室変更

4月2日 p. 11, 405 月2 30055 英語二列Ｗ(ALESS) ユウ　ジョアン 1年 理一(8,13,27,29) 116教室 ALESAからALESSに変更 科目変更

4月2日 p. 11, 405 月2 30078 英語二列W（ALESS) ラウレット ベネディクト 1年 理一(8,13,27,29) K401
開講曜限、対象クラス、教室変更

（再変更）
4月2日 p. 11, 405 月3 30130 英語二列W（ALESS) ラウレット ベネディクト 1年 理一(11,15-18,21,24,31) K401 教室変更（再変更）

4月2日 p. 12, 406 水1 30877 英語二列W（ALESS) マニナン　ジョン 1年 理一(7,22,33,38) E25 開講曜限、対象クラス、教室変更

4月2日
p. 10, 400,
403

木3 30914 英語二列W（ALESA) マニナン　ジョン 1年 文一二(4)文三(4,8) 不開講 不開講

4月2日 p. 12, 406 水1 31959 英語二列W（ALESS) CAREY Anne Marie 1年 理一(7,22,33,38) K301 追加開講

4月2日 p. 5 火4 30491 英語二列S（FLOW） CAREY Anne Marie 1年 文一二(14-15)文三(6)理一
(36-37)理二三(22) 不開講 不開講

4月2日 p. 6 火4 40076 英語二列S（FLOW） CAREY Anne Marie 1年 文一二(11-12)文三(1-3)理一
(34-35)理二三(20) 不開講 不開講

4月3日 p. 6 火3 30421 英語二列S（FLOW） LEE Albert 1年(文一二27 文三19 理一9-10 理
二三7) K402 教室変更

4月3日 p. 6 火3 40029 英語二列S（FLOW） LEE Albert 1年(文一二24･26 理一1-5 理二三
1-4) K402 教室変更

4月3日 p. 6 火3 30427 英語二列S（FLOW）
ディーエル グレゴリー

ロジャース
1年(文一二27 文三19 理一9-10 理

二三7) 114 教室変更

4月3日 p. 6 火3 40030 英語二列S（FLOW）
ディーエル グレゴリー

ロジャース
1年(文一二24･26 理一1-5 理二三

1-4) 114 教室変更

4月3日 木1 31960 自然科学ゼミナール（数理科学） 植田　一石 2年 文科 理科 シラバス参照 追加開講

4月3日 金2 31961 自然科学ゼミナール（数理科学） 儀我　美一 2年 文科 理科 シラバス参照 追加開講

4月4日 p.351,p436 集中 31349 全学体験ゼミナール（学部学生のた
めの研究入門コース‐UROP 1 ）

川越　至桜 1年 文科 理科 2年 文科 理科 シラバス参照 授業計画

4月4日 p.315,p420 月5 31384 学術フロンティア講義 奈良　高明 1年 文科 理科 2年 文科 理科 シラバス参照 授業計画

4月4日 p.285,p427 水5 31288 森林環境資源学 蔵治　光一郎 1年 文科 理科 2年 文科 理科 シラバス参照 授業計画

4月4日 p.94,p.405,p.408 火4 31504 初年次ゼミナール理科 芳賀　猛 1年 理一(20-26)理二三(16-18) シラバス参照 授業計画

4月5日 p.178,p.426 水4 31907 英語中級 WONG Michelle 1年 文科 理科 2年 文科 理科 10-303 教科書変更

4月5日 p.179,p.426 水5 31908 英語中級 WONG Michelle 1年 文科 理科 2年 文科 理科 10-303 教科書変更

4月4日 p.356 水5 31400 全学体験ゼミナール
飛行ロボットを作って飛ばす 土屋　武司 1年理科

2年理科 シラバス参照
開講場所の追記

（Webシラバス参照）
開講場所の追記

（Webシラバス参照）
4月4日 火2 30338 英語中級 金　志英 1年 文科 理科

2年 文科 理科
不開講

4月5日 p. 278 月5 31876 情報メディア基礎論 関谷　直也 1年 文科 理科
2年 文科 理科 K213 開講曜限及び教室変更

4月5日 p. 201 木3 30988 フランス語中級（インテンシヴ） ビゼ 1年 文科 理科
2年 文科 理科 10-102 開講曜限変更

4月5日 p. 332 金4 31326
全学自由研究ゼミナール

音楽学入門
米野　みちよ 1年 文科 理科

2年 文科 理科 学際交流ホール
急な変更のため初回の出
欠は成績に考慮しない。

開講曜限変更

4月5日 p. 320 集中 31899
学術フロンティア講義

New Media Art and Interaction
真鍋　大度
池上　高志

1年 文科 理科
2年 文科 理科 シラバス参照 シラバス参照 開講日程の追記（Webシラバス参照）

4月9日 p. 6 水2 31958 英語二列S（FLOW） 木村　大輔 1年 文一二(9-10)文三(16)理一
(19-20)理二三(13) K112 教員、教室変更

4月9日 p. 7 水2 40381 英語二列S（FLOW） 木村　大輔 1年 文一二(1-3,7)文三(14-15)理
一(14)理二三(9-10) K112 教員、教室変更

4月9日 p. 6 水3 30709 英語二列S（FLOW） 片山　晶子 1年 文一二(19-20)文三(11-12)理
一(26,28)理二三(18) E41 教員、教室変更

4月9日 p. 7 水3 40164 英語二列S（FLOW） 片山　晶子 1年 文一二(16,18)文三(10)理一
(23,25)理二三(15,17) E41 教員、教室変更

平成30年度　Sセメスター時間割　時間割変更一覧


