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※ 部分→時間割冊子公開前の追加変更 ※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→時間割冊子公開後の追加変更
※ 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
曜限

時間割

コード
科目名 教員名

対　　　象

学年・科類・クラス

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7日 火3 31640 初年次ゼミナール理科 中嶋　浩平 1年 理一(7-8,11,13,15,17)理二三(9-10,14,19)
※時間割冊子には

変更反映済
担当教員変更

3月7日 木5 31412 モデリングとシミュレーション基 澁田　靖 1年 文科 理科 2年 文科 理科 担当教員変更

3月10日 金4 30762 力学A 松田　恭幸 理二三8,11,14 曜限、対象クラスの変更

3月10日 金4 31361 力学A 松田　恭幸 1年 文科 2年 文科 曜限変更

3月10日 水4 31212 力学A 藤井　宏次 理一 31-33,36 　(※3/31更新） 曜限、対象クラスの変更

3月10日 水4 31398 力学A 藤井　宏次 1年 文科 2年 文科 曜限変更

3月13日 集中 31574
全学自由研究ゼミナール

（未来を拓く化学）
小澤　岳昌 1年 理科 2年 理科 科目名の変更

3月15日 火3 30376 1年(文一二1-3･7･27 文三1-3･9 理一16･27 理二三17)

3月15日 火4 30489 1年(文一二21･23 文三16 理一21 理二三8･14)

3月15日 水3 30713 1年(文一二17･28 文三15 理一8･29･33 理二三21)

3月15日 火3 40164 1年(文一二25 文三11 理一1-4･18 理二三13)

3月15日 火4 40192 1年(文一二8 文三5･7 理一20･31･35 理二三11)

3月15日 水3 40244 1年(文一二11･22 文三14 理一17･39 理二三20)

3月15日 火3 30384 1年(文一二1-3･7･27 文三1-3･9 理一16･27 理二三17)

3月15日 火4 30497 1年(文一二21･23 文三16 理一21 理二三8･14)

3月15日 水2 30619 1年(文一二10･20 理一11･24 理二三4･9)

3月15日 水3 30704 1年(文一二17･28 文三15 理一8･29･33 理二三21)

3月15日 火3 40168 1年(文一二25 文三11 理一1-4･18 理二三13)

3月15日 火4 40193 1年(文一二8 文三5･7 理一20･31･35 理二三11)

3月15日 水2 40219 1年(文一二26 文三19 理一12･23･36 理二三23)

3月15日 水3 40238 1年(文一二11･22 文三14 理一17･39 理二三20)

3月15日 木2 30849 1年(文一二4･9･18 文三17)

3月15日 木3 30916 1年(文一二13･15･24 文三13)

3月15日 金1 31025 1年(文一二12･19 文三8･12)

3月15日 金3 31126 1年(文一二5･16 文三6･18)

3月15日 月2 30055 1年(文一二6･14 文三4･10･20)

3月15日 金1 31021 1年(文一二12･19 文三8･12)

3月15日 金3 31125 1年(文一二5･16 文三6･18)

3月17日 火2 30520 韓国朝鮮語中級（インテンシヴ） 朴　天弘 1年 文科 理科 2年 文科 理科 曜限変更

3月17日 月4 30175 韓国朝鮮語一列① 三ツ井 崇 1年 文三(5)
1年 文一二(5)は

別の授業を履修
対象クラスの変更

3月17日 月4 31847 韓国朝鮮語一列① 生越　直樹 1年 文一二(5) 新規追加

3月17日 水4 30677 韓国朝鮮語二列 三ツ井 崇 1年 文三(5)
1年 文一二(5)は

別の授業を履修
曜限変更、対象クラスの変更

3月17日 水4 31848 韓国朝鮮語二列 生越　直樹 1年 文一二(5) 新規追加

3月17日 火3 30393 韓国朝鮮語初級（演習）① 李　英蘭 1年 文一二(5)
1年 文三(5)は

別の授業を履修
対象クラスの変更

3月17日 木4 31849 韓国朝鮮語初級（演習）① 崔 泰源 1年 文三(5) 新規追加

3月17日 水3 30706 1年(文一二17･28 文三15 理一8･29･33 理二三21)

3月17日 水3 40242 1年(文一二11･22 文三14 理一17･39 理二三20)

3月17日 木2 31560

全学自由研究ゼミナール

　(難民から学ぶ「人間の安全保

障」：WITH コロナ時代のSDGs

を考える)

佐藤　安信 1年 文科 理科 2年 文科 理科 不開講

3月22日 31211 1年(理二三7・10・13)

3月22日 31394 1年 文科 2年 文科

3月22日 金2
31477

31850

全学体験ゼミナール

(睡眠を操作して創造性を高める)
開　一夫・坂口　菊恵 1年 文科 理科 2年 文科 理科 不開講

3月23日 水4 31741 初年次ゼミナール文科 小澤　幸世 1年 文一二(4,6-7,28)文三(4,16,18) 曜限変更、対象クラスの変更

3月23日 火4 31748 初年次ゼミナール文科 関谷　雄一 1年 文一二(1-3,5,11,15-16,22)文三(1-3,11,15) 曜限変更、対象クラスの変更

3月25日 火1 30293 中国語二列 王　牧 1年 理一(22) 担当教員決定

3月25日 火4火3 30426 中国語二列 王　牧 1年 文三(13) 担当教員決定

3月25日 火4 30685 英語一列① 小田　博宗
1年 文一二(6,8,18)文三(5,7,12)

理一(20,30-31,34-35)理二三(11,18,22)
曜限変更、対象クラスの変更

3月28日 集中 31059
人文科学ゼミナール

（文化人類学）
中村　沙絵 2年 文科 理科 曜限変更

3月30日 金1・金2 09229119 教育心理Ⅱ 伊藤　貴昭 1年 文科 理科 2年 文科 理科 S1ターム 曜限・開講区分の変更

4月1日 火5 30544 スペイン語二列 宮地　隆廣 1年(理二三11) 担当教員の変更

4月1日 金2 31094 スペイン語中級（インテンシヴ） 上　英明
1年(文1 文2 文3 理1 理2 理3)

2年(文1 文2 文3 理1 理2 理3)
担当教員の変更

4月1日 集中 40265

全学体験ゼミナール

(原子力・核融合の研究開発現場を

見てみよう)

大野　雅史
1年(文1 文2 文3 理1 理2 理3)

2年(文1 文2 文3 理1 理2 理3)
不開講

4月1日 木2 30884 英語二列Ｗ（ALESS）
HALLMAN FRANCIS

CANDLER
1年(理一26) 担当教員変更

4月1日 木3 30914 英語二列Ｗ（ALESA）
MORENO PENARANDA

RAQUEL
1年(文一二13･15･24 文三13) 担当教員変更

4月4日 水5 31493
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 対象科類の変更

4月6日 木2 30884 英語二列Ｗ（ALESS）
MORENO PENARANDA

RAQUEL
1年(理一26) 担当教員変更

4月6日 木3 30914 英語二列Ｗ（ALESA）
HALLMAN FRANCIS

CANDLER
1年(文一二13･15･24 文三13) 担当教員変更

4月7日 火3 30419 情報 飯高　隆 1年 文一二(18,26,28)文三(15) 対象クラスの変更

4月7日 月2 30059 情報 原田　至郎 1年 文一二(9-11,15) 対象クラスの変更

齋藤　晴雄力学A金4 担当教員変更

不開講
シンドレイエーバ　ガリー

ナ
英語二列Ｓ（FLOW）

2022年度　Ｓセメスター時間割　時間割変更一覧

※電子ブックには

変更反映済

担当教員決定

英語二列Ｓ（FLOW）

英語二列Ｗ（ALESA）

担当教員決定

担当教員決定

担当教員決定

※電子ブックには

変更反映済

WASH IAN DAVID

D SOUZA ERIKA MARIE

LOUISE

英語二列Ｗ（ALESA）

D SOUZA ERIKA MARIE

LOUISE

英語二列Ｓ（FLOW） WASH IAN DAVID



変更

発生日
曜限

時間割

コード
科目名 教員名

対　　　象

学年・科類・クラス

その他

※左記以外に変更

がある場合

変更内容
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4月11日 木1 30823 常微分方程式 山本　昌宏 2年 文科 理一(33-39) 担当教員変更

5月26日 集中 40280 国際研修 三ツ井　崇 1年 文科 理科 2年 文科 理科 不開講


