
最終更新日： 2020/07/10

時間割

コード
授業科目名 主担当教員名 授業曜時 合併試験 備考

30016 振動・波動論 島田　宏 月1 ×

30072 ドイツ語二列 有信　真美菜 月2 ○

30050 ドイツ語二列 川喜田　敦子 月2 ○

30048 フランス語一列① 飛嶋　隆信 月2 ○

30095 化学基礎(PEAK) ウッドワード・ジョナサン・ロジャー 月2 ×

30054 図形科学Ｂ 横山　ゆりか 月2 ×

30067 中国語二列 大橋　義武 月2 ○

30052 熱力学 池田　昌司 月2 ×

30066 熱力学 関野　恭弘 月2 ×

30071 熱力学 桃井　勉 月2 ×

40007 微分積分学① 岩木　耕平 月2 ×

40002 微分積分学① 岡崎　龍太郎 月2 ×

40003 微分積分学① 緒方　芳子 月2 ×

40005 微分積分学① 金井　雅彦 月2 ×

40004 微分積分学① 辻　雄 月2 ×

40006 微分積分学① 山浦　義彦 月2 ×

30090 惑星地球科学Ⅱ(理科生) 中村　尚 月2 ×

30101 イタリア語一列① 宮坂　真紀 月3 ○

30100 イタリア語一列① 山﨑　彩 月3 ○

30136 ドイツ語一列① 三宅　晶子 月3 ○

30150 経済Ⅰ 岡地　迪尚 月3 ×

30157 心理Ⅰ 四本　裕子 月3 ×

30149 政治Ⅰ 上神　貴佳 月3 ×

30148 政治Ⅰ 鹿毛　利枝子 月3 ×

30132 中国語二列 大橋　義武 月3 ○

30166 人間行動基礎論（理科生） 本吉　勇 月3 ×

31855 イタリア語一列① 宮坂　真紀 月4 ○

30185 ドイツ語一列① 森井　裕一 月4 ×

30219 ドイツ語二列 足立　信彦 月4 ○

30195 フランス語一列① 大池　惣太郎 月4 ○

30173 韓国朝鮮語一列① 三ツ井　崇 月4 ○

30194 中国語一列① 大橋　義武 月4 ○

30183 中国語二列 白　春花 月4 ○

30225 適応行動論 大槻　久 月4 ×

40018 微分積分学① WILLOX RALPH 月4 ×

40020 微分積分学① 小木曽　啓示 月4 ×

40016 微分積分学① 高山　茂晴 月4 ×

40017 微分積分学① 松田　茂樹 月4 ×

40019 微分積分学① 吉野　太郎 月4 ×

30264 解析学基礎 金子　宏 月5 ×

30230 基礎化学 佃　達哉 月5 ×

30231 基礎統計 来島　愛子 月5 ×

30261 相対論 加藤　光裕 月5 ×

30255 日本の政治 竹中　治堅 月5 ×

30257 認知脳科学 石金　浩史 月5 ×

31582 分子化学概論 合田　圭介 月5 ×

31224 中国語二列 山影　統 火1 ○

30351 環境物質科学 佐藤　守俊 火2 ×

30305 基礎化学 寺尾　潤 火2 ×

31586 地球惑星物理学入門 橘　省吾 火2 ×

30358 超分子化学 平岡　秀一 火2 ×

※ 定期試験時間割、UTAS「評価方法内容確認」画面をあわせて参照してください。

※ 開始・終了時刻、受験方法については、各授業担当教員の指示に従ってください。

2020年度Sセメスター・S2ターム

定期試験期間中に本試験・小テスト・課題等が実施される科目一覧
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30353 認知脳科学 四本　裕子 火2 ×

30364 微分積分学続論 高山　茂晴 火2 ○

30363 微分積分学続論 橋本　義武 火2 × 試験を実施しない

30357 量子論 加藤　雄介 火2 ×

30425 イタリア語一列① 宮坂　真紀 火3 ○

30440 ドイツ語一列① 一條　麻美子 火3 ○

30439 ドイツ語二列 石原　あえか 火3 ○

30421 ドイツ語二列 久保　哲司 火3 ×

30449 フランス語一列① 桑田　光平 火3 ○

30451 フランス語一列① 関俣　賢一 火3 ○

30390 韓国朝鮮語二列 三ツ井　崇 火3 ○

30419 中国語二列 山影　統 火3 ○

30436 中国語二列 吉川　雅之 火3 ○

30490 ドイツ語二列 金　志成 火4 ○

30522 ドイツ語二列 久保　哲司 火4 ×

30508 フランス語一列① 斎藤　かぐみ 火4 ×

30506 フランス語一列① 関俣　賢一 火4 ○

30507 フランス語一列① 山田　広昭 火4 ○

30520 韓国朝鮮語一列① 三ツ井　崇 火4 ○

30518 中国語一列① 山影　統 火4 ○

30488 中国語二列 石村　広 火4 ○

40062 微分積分学① 大坪　紀之 火4 ×

40063 微分積分学① 大場　清 火4 ×

40064 微分積分学① 緒方　芳子 火4 ×

40066 微分積分学① 斉藤　義久 火4 ×

40065 微分積分学① 津田　照久 火4 ×

30561 ことばと文学Ⅱ 品田　悦一 火5 × 試験を実施しない

30549 フランス語一列① 赤羽　悠 火5 ○

30553 フランス語一列① 斎藤　かぐみ 火5 ×

30547 フランス語一列① 増田　一夫 火5 ○

30555 経済Ⅰ 中西　徹 火5 ×

30562 心理Ⅰ 田谷　修一郎 火5 ×

30554 法Ⅰ 西村　弓 火5 ×

30560 歴史Ⅰ 井坂　理穂 火5 ×

30601 数学Ⅰ 逆井　卓也 水1 ×

30600 数学Ⅰ 辻　雄 水1 ×

30602 数学Ⅱ 古田　幹雄 水1 ×

40074 線型代数学① 植野　義明 水1 ×

40072 線型代数学① 河澄　響矢 水1 ×

40073 線型代数学① 小林　正典 水1 ×

40076 線型代数学① 權業　善範 水1 ×

40077 線型代数学① 白石　潤一 水1 ×

40075 線型代数学① 村上　順 水1 ×

30588 中国語一列① 小方　伴子 水1 ○

30587 中国語二列 青木　正子 水1 ○

30599 法Ⅰ 弥永　真生 水1 ×

30669 イタリア語二列 宮坂　真紀 水2 ○

30683 ドイツ語一列① 足立　信彦 水2 ○

30663 ドイツ語一列① 長木　誠司 水2 ○

30682 ドイツ語二列 識名　章喜 水2 ○

30677 フランス語二列 星埜　守之 水2 ×

30675 フランス語二列 増田　一夫 水2 ×

30670 図形科学Ｂ 奈尾　信英 水2 ×

30655 中国語一列① 伊藤　徳也 水2 ○

30681 中国語一列① 中村　元哉 水2 ○

30656 中国語一列① 波多野　真矢 水2 ○
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30680 中国語二列 青木　正子 水2 ○

30752 中国語二列 瀬地山　角 水2 ○

30673 熱力学 加藤　岳生 水2 ×

30666 熱力学 藤山  茂樹 水2 ×

30746 ドイツ語一列① 田中　純 水3 ○

30742 図形科学Ｂ 金井　崇 水3 ×

30762 数学Ⅱ②(PEAK) 松尾　厚 水3 ×

30427 中国語一列① 中村　元哉 水3 ○

30717 中国語二列 朝倉　友海 水3 ○

30736 中国語二列 田原　史起 水3 ×

30741 熱力学 森松　治 水3 ×

31858 イタリア語二列 宮坂　真紀 水4 ○

30771 フランス語二列 伊達　聖伸 水4 ○

30783 韓国朝鮮語二列 齊藤　良子 水4 ○

30773 図形科学Ｂ 椎名　久美子 水4 ×

30797 統計学(PEAK) リチャード　シェファーソン 水4 ×

30776 力学Ａ 井上　純一 水4 ×

30785 力学Ａ 米谷　玲皇 水4 ×

30779 力学Ａ 塩見　雄毅 水4 ×

30786 力学Ａ 澁谷　憲悟 水4 ×

30781 力学Ａ 鈴木　康夫 水4 ×

30782 力学Ａ 堀田　知佐 水4 ×

30780 力学Ａ 簑口　友紀 水4 ×

30777 力学Ｂ 新井　宗仁 水4 ×

30835 解析学基礎 岡崎　龍太郎 水5 ×

30822 現代国際社会論 阪本　拓人 水5 ×

30820 西洋思想史 石原　孝二 水5 ×

30832 惑星地球科学Ⅱ(理科生) 磯﨑　行雄 水5 ×

30861 現代教育論 橋本　和幸 木1 ×

30847 常微分方程式 岩木　耕平 木1 ×

30848 常微分方程式 柏原　崇人 木1 ×

30845 常微分方程式 長谷川　立 木1 ×

30843 常微分方程式 平地　健吾 木1 ×

30846 常微分方程式 松尾　厚 木1 ×

30864 数理科学概論Ⅰ(文科生) 関口　英子 木1 ×

30859 平和構築論 水野　孝昭 木1 × 試験を実施しない

30887 イタリア語二列 宮坂　真紀 木2 ○

30893 イタリア語二列 山﨑　彩 木2 ○

30901 ドイツ語一列① 石原　あえか 木2 ○

30884 ドイツ語一列① 稲葉　治朗 木2 ○

30905 ドイツ語二列 一條　麻美子 木2 ○

30909 フランス語二列 桑田　光平 木2 ○

30914 フランス語二列 三浦　篤 木2 ×

30912 化学熱力学 瀬川　浩司 木2 ×

30913 化学熱力学 若杉　桂輔 木2 ×

30882 中国語一列① 松本　秀士 木2 ○

30899 熱力学 風間　洋一 木2 ×

30896 熱力学 岸根　順一郎 木2 ×

30954 フランス語二列 片岡　大右 木3 ×

30948 フランス語二列 篠原　学 木3 ○

30949 フランス語二列 関俣　賢一 木3 ○

30955 図形科学Ｂ 腰原　幹雄 木3 ×

30984 数学Ⅰ②(PEAK) 鮑　園園 木3 ×

40114 線型代数学① 飯田　正敏 木3 ×

40117 線型代数学① 梶原　健 木3 ×

40118 線型代数学① 下川　航也 木3 ×
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40115 線型代数学① 寺田　至 木3 ×

40116 線型代数学① 山﨑　満 木3 ×

30969 中国語一列① 河野　直恵 木3 ○

30940 中国語二列 大橋　義武 木3 ○

30970 中国語二列 松本　秀士 木3 ○

31012 フランス語二列 篠原　学 木4 ○

30994 フランス語二列 関俣　賢一 木4 ○

30986 フランス語二列 ビゼ 　フランソワ 木4 ×

31003 基礎統計 小林　正人 木4 ×

30991 中国語一列① 河野　直恵 木4 ○

30992 中国語一列① 渡辺　剛 木4 ○

30999 中国語二列 松本　秀士 木4 ○

31596 応用動物科学Ⅰ 村田　幸久 木5 × 試験を実施しない

31557 社会システム工学基礎Ⅰ 羽藤　英二 木5 × 試験を実施しない

30830 生態学 鈴木　準一郎 木5 ×

31051 微分積分学続論 高山　茂晴 木5 ○

31083 フランス語二列 坂本　佳子 金1 ○

31072 中国語一列① 王　英輝 金1 ○

31073 熱力学 上田　正仁 金1 ×

31070 熱力学 尾関　之康 金1 ×

31068 有機反応化学 福島　和樹 金1 ×

31147 ベクトル解析 清水　勇二 金2 ×

31092 基礎化学 寺尾　潤 金2 ×

31090 基礎統計 倉田　博史 金2 ×

31601 現代経済理論 渡辺　安虎 金2 ×

31134 文化人類学Ⅰ 田中　理恵子 金2 ×

31143 惑星地球科学Ⅰ（文科生） 小河　正基 金2 ×

31200 ドイツ語一列① 一條　麻美子 金3 ○

31202 ドイツ語一列① 高橋　宗五 金3 ×

31189 フランス語二列 鈴木　順子 金3 ○

40129 線型代数学① 入江　慶 金3 ×

40130 線型代数学① 関口　英子 金3 ×

40133 線型代数学① 竹内　知哉 金3 ×

40131 線型代数学① 戸瀬　信之 金3 ×

40132 線型代数学① 松井　千尋 金3 ×

31185 中国語一列① 石井　剛 金3 ○

31199 中国語一列① 谷垣　真理子 金3 ○

31186 熱力学 菊川　芳夫 金3 ×

31240 ドイツ語二列 三宅　晶子 金4 ○

31236 図形科学Ｂ 齋藤　綾 金4 ×

31238 中国語一列① 朝倉　友海 金4 ○

31223 中国語一列① 岩月　純一 金4 ○

31228 中国語一列① 田原　史起 金4 ×

31248 力学Ａ 大泉　匡史 金4 ×

31230 力学Ａ 大谷　宗久 金4 ×

31249 力学Ａ 木本　哲也 金4 ×

31232 力学Ａ 酒井　一博 金4 ×

31250 力学Ａ 庄田　耕一郎 金4 ×

31233 力学Ａ 藤井　宏次 金4 ×

31234 力学Ａ 松田　恭幸 金4 ×

31235 力学Ａ 溝口　俊弥 金4 ×

31251 力学Ａ 矢向　謙太郎 金4 ×

31231 力学Ｂ 鳥井　寿夫 金4 ×

31292 エネルギー工学の基礎(PEAK) 岡田　至崇 金5 ×

31262 基礎化学 村田　滋 金5 ×

31283 教育臨床心理学 前田　基成 金5 ×
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31285 情報認知科学 鈴木　宏昭 金5 ×

40343 日本国憲法 渋谷　秀樹 集中 ×

- （合併）スペイン語一列①・二列 各教員 - ○

- （合併）ロシア語一列①・二列 各教員 - ○

- （合併）英語一列① 各教員 - ○

- （合併）情報 各教員 - ○ 「共通課題」を実施
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