
学年 クラス
（担任） 時限

月 火 水 木 金
時間割
番号 科目 担当者 時間割

番号 科目 担当者 時間割
番号 科目 担当者 時間割

番号 科目 担当者 時間割
番号 科目 担当者

１
年
次

Ａ
（
吉
川
）

１

302101 離散数学 中野（倫） 301107 人文科学基礎Ⅰ〈抽選〉 （星）
302110 体育科学Ⅰ 加藤（幸）・鈴木（茂）・

内田・（内山）・（高山）

302121 化学Ⅰ 景山 302125 Ａ１：プログラミング演習Ⅰ（隔週） 旭301108 人文科学基礎Ⅰ〈抽選〉 （河津）
301109 社会科学基礎Ⅰ〈抽選〉 （早坂） 302126 Ａ２：プログラミング演習Ⅰ（隔週） （中村（寛））301110 社会科学基礎Ⅰ〈抽選〉 （齋藤（滋））
301111 社会科学基礎Ⅰ〈抽選〉 森口

2
302106 微分積分Ⅰ 鈴木（紀） 302111 ドイツ語Ⅰ 長澤 Ａ１：プログラミング演習Ⅰ（隔週） 旭302112 フランス語Ⅰ （山口（憲））

302113 中国語Ⅰ （龍神） Ａ２：プログラミング演習Ⅰ（隔週） （中村（寛））

3
302102 情報工学の世界 情報工学科全教員

302107 物理学実験Ⅰ（隔週）
田中（崇）・土屋・竹本・

（片岡（啓））・（神野）・
（中野（拓））

302114 英語コミュニケーションⅠ① （森岡） 302122 線形代数Ⅰ （小川）
302115 英語コミュニケーションⅠ② （寺西）
302116 英語コミュニケーションⅠ③ （山本（茂））

302108 化学実験Ⅰ（隔週） 景山・（村手）

4
302103 情報工学基礎演習 宇佐見

物理学実験Ⅰ（隔週）
田中（崇）・土屋・竹本・

（片岡（啓））・（神野）・
（中野（拓））

302117 物理学Ⅰ （鈴木（知）） 302123 コンピューターリテラシー （福間）

化学実験Ⅰ（隔週） 景山・（村手）

5

301105 英語基礎演習Ⅰ （岩塚） 301117 化学基礎演習Ⅰ （村手） 302118 プログラミング演習Ⅱ（再） （中村（寛）） 302124 物理学基礎演習Ⅰ 中山 302127 理工学概論〈抽選〉 ※右表 1 参照
302104 コンピュータアーキテクチャⅠ（再） 吉川 302109 情報通信ネットワーク（再） 鈴木（秀） 302119 数学基礎演習Ⅰ （片岡（紀）） 302128 数学基礎演習Ⅰ 小澤（哲）

（北河） （岡）
302129 マルチメディア基礎（再） 田中（敏）
301135 数学基礎演習Ⅰ（advanced） （大橋）
301136 英語基礎演習Ⅰ（advanced） （蟹江）
301137 英語基礎演習Ⅰ（advanced） 榎本

6 302105 情報工学基礎演習（再） 宇佐見 302120 確率論（再） 水沼

Ｂ
（
吉
川
）

1

301107 人文科学基礎Ⅰ〈抽選〉 （星）
302110 体育科学Ⅰ 加藤（幸）・鈴木（茂）・

内田・（内山）・（高山）
302144 Ｂ１：プログラミング演習Ⅰ（隔週） 旭301108 人文科学基礎Ⅰ〈抽選〉 （河津）

301109 社会科学基礎Ⅰ〈抽選〉 （早坂） 302145 Ｂ２：プログラミング演習Ⅰ（隔週） （中村（寛））301110 社会科学基礎Ⅰ〈抽選〉 （齋藤（滋））
301111 社会科学基礎Ⅰ〈抽選〉 森口

2
302130 離散数学 中野（倫） 302133 微分積分Ⅰ 三町 302111 ドイツ語Ⅰ 長澤 302141 化学Ⅰ 神藤（定） Ｂ１：プログラミング演習Ⅰ（隔週） 旭302112 フランス語Ⅰ （山口（憲））

302136 中国語Ⅰ （武田） Ｂ２：プログラミング演習Ⅰ（隔週） （中村（寛））

3
302131 情報工学基礎演習 宇佐見

302134 物理学実験Ⅰ（隔週）
田中（崇）・土屋・竹本・

（片岡（啓））・（神野）・
（中野（拓））

302137 物理学Ⅰ （鈴木（知）） 302142 コンピューターリテラシー （福間）

302135 化学実験Ⅰ（隔週） 景山・（村手）

4
302132 情報工学の世界 情報工学科全教員

物理学実験Ⅰ（隔週）
田中（崇）・土屋・竹本・

（片岡（啓））・（神野）・
（中野（拓））

302138 英語コミュニケーションⅠ① （武藤（美）） 302143 線形代数Ⅰ （小川）
302139 英語コミュニケーションⅠ② （寺西）
302140 英語コミュニケーションⅠ③ （萩）

化学実験Ⅰ（隔週） 景山・（村手）

5

301106 英語基礎演習Ⅰ （岩塚） 301117 化学基礎演習Ⅰ （村手） 302118 プログラミング演習Ⅱ（再） （中村（寛）） 302124 物理学基礎演習Ⅰ 中山 302127 理工学概論〈抽選〉 ※右表 1 参照
302104 コンピュータアーキテクチャⅠ（再） 吉川 302109 情報通信ネットワーク（再） 鈴木（秀） 302119 数学基礎演習Ⅰ （片岡（紀） 302128 数学基礎演習Ⅰ 小澤（哲）

（北河） （岡）
302129 マルチメディア基礎（再） 田中（敏）
301135 数学基礎演習Ⅰ（advanced） （大橋）
301136 英語基礎演習Ⅰ（advanced） （蟹江）
301137 英語基礎演習Ⅰ（advanced） 榎本

6 302105 情報工学基礎演習（再） 宇佐見 302120 確率論（再） 水沼

２
年
次

Ａ
（
野
崎
）

1 302204 情報工学実験Ⅰ 水沼・鈴木（秀）・小中・
（藤井）・（山口（拓））

302217 ドイツ語Ⅲ （村元） 302222 アルゴリズム・データ構造Ⅰ 山本（修）
302218 フランス語Ⅲ （河脇）
302219 中国語Ⅲ （熊谷）

2
302201 電磁気学Ⅰ 向井 情報工学実験Ⅰ 水沼・鈴木（秀）・小中・

（藤井）・（山口（拓））
302209 情報数学基礎 （中村（寛）） 301233 アジア文化論Ⅰ〈抽選〉 大知

301234 アジア文化論Ⅰ〈抽選〉 （齋藤（滋））
301235 欧米文化論Ⅰ〈抽選〉 中村（栄）
301236 欧米文化論Ⅰ〈抽選〉 （小野）

3
302202 データベース 亀谷 302205 電気電子回路Ⅰ 中野（倫） 302210 英語コミュニケーションⅢ① 松村 302223 統計解析 水沼

302211 英語コミュニケーションⅢ② 中村（栄）
302212 英語コミュニケーションⅢ③ 宮北

4 302203 プログラミング演習Ⅲ（隔週） 坂野 302213 ディジタル回路Ⅰ 山田（宗） 302220 地学Ⅰ〈抽選〉 （塚腰） 302224 オペレーティングシステム 亀谷

5
プログラミング演習Ⅲ（隔週） 坂野 302206 英語コミュニケーションⅠ（再） （山本（茂）） 302214 画像処理（再） 山田（宗） 302221 体育科学Ⅲ （門間）・（永田）・（青

山）・（金子）
302225 ディジタル信号処理Ⅰ（再） 柳田

302207 ディジタル回路Ⅱ（再） 山田（啓）

6

301207 人文科学基礎Ⅰ（再） （星） 302208 ソフトウェア工学（再） 米澤（弘） 302215 言語・オートマトン（再） 米澤（弘） 301232 体育科学Ⅰ（再） （内山） 302226 微分積分Ⅰ（再） 柴田
301208 社会科学基礎Ⅰ（再） （齋藤（滋））

301220 物理学Ⅰ（再）

大久保
302216 線形代数Ⅰ（再）

土田 （岡）
土屋 （片岡（紀）） 302227 情報理論（再） 宇佐見
小澤（理） （北河）
坂東

（佐藤（俊））
（片岡（啓））

Ｂ
（
野
崎
）

1
302228 アルゴリズム・データ構造Ⅰ 山本（修） 302232 情報数学基礎 （中村（寛）） 302217 ドイツ語Ⅲ （村元）

302218 フランス語Ⅲ （河脇）
302237 中国語Ⅲ （寺澤）

2
302201 電磁気学Ⅰ 向井 302230 電気電子回路Ⅰ 中野（倫） 301233 アジア文化論Ⅰ〈抽選〉 大知

301234 アジア文化論Ⅰ〈抽選〉 （齋藤（滋））
301235 欧米文化論Ⅰ〈抽選〉 中村（栄）
301236 欧米文化論Ⅰ〈抽選〉 （小野）

3 302202 データベース 亀谷 302231 情報工学実験Ⅰ 水沼・鈴木（秀）・小中・
（藤井）・（山口（拓））

302233 ディジタル回路Ⅰ 山田（宗） 302238 オペレーティングシステム 亀谷

4
302229 プログラミング演習Ⅲ（隔週） 坂野 情報工学実験Ⅰ 水沼・鈴木（秀）・小中・

（藤井）・（山口（拓））
302234 英語コミュニケーションⅢ① （森岡） 302220 地学Ⅰ〈抽選〉 （塚腰） 302239 統計解析 水沼
302235 英語コミュニケーションⅢ② （久米）
302236 英語コミュニケーションⅢ③ （山本（茂））

5
プログラミング演習Ⅲ（隔週） 坂野 302206 英語コミュニケーションⅠ（再） （山本（茂）） 302214 画像処理（再） 山田（宗） 302221 体育科学Ⅲ （門間）・（永田）・（青

山）・（金子）
302225 ディジタル信号処理Ⅰ（再） 柳田

302207 ディジタル回路Ⅱ（再） 山田（啓）

6

301207 人文科学基礎Ⅰ（再） （星） 302208 ソフトウェア工学（再） 米澤（弘） 302215 言語・オートマトン（再） 米澤（弘） 301232 体育科学Ⅰ（再） （内山） 302226 微分積分Ⅰ（再） 柴田
301208 社会科学基礎Ⅰ（再） （齋藤（滋））

301220 物理学Ⅰ（再）

大久保
302216 線形代数Ⅰ（再）

土田 （岡）
土屋 （片岡（紀）） 302227 情報理論（再） 宇佐見
小澤（理） （北河）
坂東

（佐藤（俊））
（片岡（啓））

３
年
次

Ａ
Ｂ
（
小
中
）

1 302301 Ａ：電気電子回路Ⅱ 柳田 302308 数値解析〈抽選〉 山本（修） 302316 Ａ：情報工学実験Ⅲ〈抽選〉 柳田・米澤（弘）302302 Ｂ：組込システム 吉川

2
302303 Ａ：組込システム 吉川 302309 国際経済論〈抽選〉 名和 Ａ：情報工学実験Ⅲ〈抽選〉 柳田・米澤（弘） 302322 アルゴリズム・データ構造Ⅱ 亀谷
302304 Ｂ：電気電子回路Ⅱ 柳田 302310 心理学〈抽選〉 （重村）

302311 心理学〈抽選〉 （岡田（順）） 302317 Ｂ：コンパイラ 佐川

3
302305 システム制御Ⅰ 小中 302312 Ａ：コンピュータグラフィックス 田中（敏） 302318 Ａ：コンパイラ 佐川 302320 プラクティカル・イングリッシュⅠ① （M.MarShall） 302323 Ａ：人工知能 山田（啓）

302313 Ｂ：ディジタル信号処理Ⅱ 坂野 302319 Ｂ：情報工学実験Ⅲ〈抽選〉 向井・野崎 302324 Ｂ：コンピュータアーキテクチャⅡ 吉川

4
302306 情報セキュリティ 野崎 302314 Ａ：ディジタル信号処理Ⅱ 坂野 Ｂ：情報工学実験Ⅲ〈抽選〉 向井・野崎 302321 プラクティカル・イングリッシュⅠ② （G.Van Horn） 302325 Ａ：コンピュータアーキテクチャⅡ 吉川

302315 Ｂ：コンピュータグラフィックス 田中（敏） 302326 Ｂ：人工知能 山田（啓）

5 302307 地学実験Ⅰ〈抽選〉 齋藤（毅）
6

４
年
次

Ａ
Ｂ
（
田
中
）

1 卒業研究 卒業研究 卒業研究 卒業研究 卒業研究

2 302401 数理計画法 水沼 302402 バーチャルリアリティ 柳田 302404 ロボットシステム 小中 卒業研究 302407 ワイヤレス通信 鈴木（秀）
卒業研究 卒業研究 卒業研究 卒業研究

3 卒業研究 302403 言語情報処理 佐川 302405 符号理論 宇佐見 卒業研究 302408 センサ工学 向井
卒業研究 卒業研究 卒業研究

4 卒業研究 卒業研究 302406 アドバンストアルゴリズム 山本（修） 卒業研究 卒業研究
卒業研究

5 卒業研究 卒業研究 卒業研究 卒業研究 卒業研究
6 卒業研究 卒業研究 卒業研究 卒業研究 卒業研究

前期集中科目

学年 時限 時間割
番号 科目 担当者

３
年
次

1
301322 日本国憲法

8/18 ～ 8/26（日曜除く） （日比）
2
3

301323 心理学
8/18 ～ 8/26（日曜除く） （重村）

4

基礎ゼミナールⅠ

１
年
次

教員ごとにテーマ・開講曜日・時限・時間割番号・実施場所が異
なるため別紙「基礎ゼミナール開講一覧表」を確認すること

表1：302127　１年次（金曜５限）
理工学概論スケジュール（すべての講義に出席すること）

講義日 担当者
（　）は担当者所属学科

1 4 / 9 加鳥（Ｔ）

2 4 /16 高井（Ａ）

3 4 /23 中山（Ｇ）

4 4 /30 吉川（Ｊ）

5 5 / 7 平松（Ｅ）

6 5 /14 竹内（Ｚ）

7 5 /21 坂東（Ｏ）

8 5 /28 池本（Ｍ）

9 6 / 4 加鳥（Ｔ）

10 6 /11 井上（Ｒ）

11 6 /18 渡辺（Ｃ）

12 6 /25 西山（Ｋ）

13 7 / 2 吉久（Ａ）

14 7 / 9 本田（Ｇ）

15 7 /16 山本（Ｊ）

全教員担当科目

学年 時間割
番号 科目 担当者

１
年
次

302102 情報工学の世界
（A クラス　前期科目）

旭　　健作　　　宇佐見庄五
亀谷　由隆　　　小中　英嗣
佐川　雄二　　　鈴木　秀和
田中　敏光　　　中野　倫明
野崎　佑典　　　坂野　秀樹
水沼　洋人　　　向井　利春
柳田　康幸　　　山田　啓一
山田　宗男　　　山本　修身
吉川　雅弥　　　米澤　弘毅

（50 音順）

302132 情報工学の世界
（B クラス　前期科目）

４
年
次

302001 卒業研究（通年科目）

※ 卒業研究に着手する学生は、必ず「卒業研究」の履修登録をしてください。
履修登録は「後期集中」に設定してあります。

土

学年 時限 時間割
番号 科目 担当者

１
年
次

1
2
3
4
5
6

２
年
次

1
2
3

302240
生物学実験〈抽選〉
実施日：5/8・15・22・29・6/5
3 ～ 5 時限（予備日 6/12）

（寺野）4
5
6

３
年
次

1
2 302327 職業指導論〈抽選〉 （山口）

3
4
5
6

４
年
次

1 卒業研究

2 卒業研究

3 卒業研究

4 卒業研究

5 卒業研究

6 卒業研究

2021年度（令和3年度）　名城大学理工学部授業時間割表
１時限：9:10～10:40　２時限：10:50～12:20　３時限：13:10～14:40　４時限：14:50～16:20　５時限：16:30～18:00　６時限：18:10～19:40　７時限：19:50～21:20

前期
赤数字は時間割番号を表します。

2021. 4. 1

情報工学科
授業実施方法（対面・遠隔）が掲載された授業時間割表については、以下の日程で学務システム 

「大学からのお知らせ」にて配信します。
① 4月 7日（水）～4月27日（火）実施分…… 4月 1日（木）までに配信
② 4月28日（水）～7月27日（火）実施分…… 4月26日（月）までに配信



学年 クラス
（担任） 時限

月 火 水 木 金
時間割
番号 科目 担当者 時間割

番号 科目 担当者 時間割
番号 科目 担当者 時間割

番号 科目 担当者 時間割
番号 科目 担当者

１
年
次

Ａ
（
吉
川
）

1

302501 テクニカルリテラシー 坂野 301506 人文科学基礎Ⅱ〈抽選〉 （星）

302509 体育科学Ⅱ
加藤（幸）・鈴木（茂）・
内田・（内山）・

（高山 ）

302518 化学Ⅱ 景山 302522 Ａ１：プログラミング演習Ⅱ（隔週） （小栗）301507 人文科学基礎Ⅱ〈抽選〉 （河津）
301508 社会科学基礎Ⅱ〈抽選〉 （早坂） 302523 Ａ２：プログラミング演習Ⅱ（隔週） （中村（寛））301509 社会科学基礎Ⅱ〈抽選〉 （齋藤（滋））
301510 社会科学基礎Ⅱ〈抽選〉 森口

2
302502 確率論 水沼 302505 微分積分Ⅱ 鈴木（紀） 302510 ドイツ語Ⅱ 長澤 Ａ１：プログラミング演習Ⅱ（隔週） （小栗）302511 フランス語Ⅱ （山口（憲））

302512 中国語Ⅱ （龍神）                               Ａ２：プログラミング演習Ⅱ（隔週） （中村（寛））

3
302503 情報通信ネットワーク 鈴木（秀） 302506 物理学実験Ⅱ（隔週） 田中（崇）・土屋・竹本・

（神野）・（中野（拓））
302513 英語コミュニケーションⅡ① （森岡） 302519 線形代数Ⅱ （小川） 302524 コンピュータアーキテクチャⅠ 吉川
302514 英語コミュニケーションⅡ② （寺西）

302507 化学実験Ⅱ（隔週） 景山・（村手） 302515 英語コミュニケーションⅡ③ （山本（茂））

4 物理学実験Ⅱ（隔週） 田中（崇）・土屋・竹本・
（神野）・（中野（拓））

302516 物理学Ⅱ （鈴木（知）） 302520 物理学演習 鈴木（智） 302525 マルチメディア基礎 田中（敏）

化学実験Ⅱ（隔週） 景山・（村手）

5

301505 英語基礎演習Ⅱ （岩塚） 301518 化学基礎演習Ⅱ （村手） 302517 数学基礎演習Ⅱ 片岡（紀）） 302521 物理学基礎演習Ⅱ 中山 302526 数学基礎演習Ⅱ 日比野
302504 離散数学（再） 中野（倫） （北河） （岡）

301536 数学基礎演習Ⅱ（advanced） （大橋）
301537 英語基礎演習Ⅱ（advanced） （蟹江）
301538 英語基礎演習Ⅱ（advanced） 榎本

6 302508 プログラミング演習Ⅰ（再） 旭

Ｂ
（
吉
川
）

1

302527 確率論 水沼 301506 人文科学基礎Ⅱ〈抽選〉 （星）
302509 体育科学Ⅱ 加藤（幸）・鈴木（茂）・

内田・（内山）・（高山）
302541 Ｂ１：プログラミング演習Ⅱ（隔週） （小栗）301507 人文科学基礎Ⅱ〈抽選〉 （河津）

301508 社会科学基礎Ⅱ〈抽選〉 （早坂） 302542 Ｂ２：プログラミング演習Ⅱ（隔週） （中村（寛））301509 社会科学基礎Ⅱ〈抽選〉 （齋藤（滋））
301510 社会科学基礎Ⅱ〈抽選〉 森口

2
302528 テクニカルリテラシー 坂野 302530 微分積分Ⅱ 三町 302510 ドイツ語Ⅱ 長澤 302538 化学Ⅱ 神藤（定） Ｂ１：プログラミング演習Ⅱ（隔週） （小栗）302511 フランス語Ⅱ （山口（憲））

302533 中国語Ⅱ （武田） Ｂ２：プログラミング演習Ⅱ（隔週） （中村（寛））

3 302531 物理学実験Ⅱ（隔週） 田中（崇）・土屋・竹本・
（神野）・（中野（拓））

302534 物理学Ⅱ （鈴木（知）） 302539 物理学演習 （石田） 302543 マルチメディア基礎 田中（敏）

302532 化学実験Ⅱ（隔週） 景山・（村手）

4
302529 情報通信ネットワーク 鈴木（秀） 物理学実験Ⅱ（隔週） 田中（崇）・土屋・竹本・

（神野）・（中野（拓））
302535 英語コミュニケーションⅡ① （武藤（美）） 302540 線形代数Ⅱ （小川） 302544 コンピュータアーキテクチャⅠ 吉川
302536 英語コミュニケーションⅡ② （寺西）

化学実験Ⅱ（隔週） 景山・（村手） 302537 英語コミュニケーションⅡ③ （萩）

5

301505 英語基礎演習Ⅱ （岩塚） 301518 化学基礎演習Ⅱ （村手） 302517 数学基礎演習Ⅱ （片岡（紀）） 302521 物理学基礎演習Ⅱ 中山 302526 数学基礎演習Ⅱ 日比野
302504 離散数学（再） 中野（倫） （北河） （岡）

301536 数学基礎演習Ⅱ（advanced） （大橋）
301537 英語基礎演習Ⅱ（advanced） （蟹江）
301538 英語基礎演習Ⅱ（advanced） 榎本

6 302508 プログラミング演習Ⅰ（再） 旭

２
年
次

Ａ
（
野
崎
）

1 302601 情報工学実験Ⅱ
亀谷・旭・米澤（弘）・
田中（敏）・（藤井）・（神
道（圭））

302603 プログラミング演習Ⅳ（隔週） 野崎 302608 応用解析 小中 302616 ドイツ語Ⅳ （村元） 302622 電磁気学Ⅱ 向井
302617 フランス語Ⅳ （河脇）
302618 中国語Ⅳ （熊谷）

2 情報工学実験Ⅱ
亀谷・旭・米澤（弘）・
田中（敏）・（藤井）・（神
道（圭））

プログラミング演習Ⅳ（隔週） 野崎 302609 画像処理 山田（宗） 302619 技術者倫理 （吉本） 301628 アジア文化論Ⅱ〈抽選〉 （菅沼）
301629 アジア文化論Ⅱ〈抽選〉 （齋藤（滋））
301630 欧米文化論Ⅱ〈抽選〉 長澤
301631 欧米文化論Ⅱ〈抽選〉 （小野）

3
302604 ソフトウェア工学 米澤（弘） 302610 英語コミュニケーションⅣ① 松村 302623 情報理論 宇佐見

302611 英語コミュニケーションⅣ② 中村（栄）
302612 英語コミュニケーションⅣ③ 宮北

4 302605 ディジタル回路Ⅱ 山田（啓） 302613 言語・オートマトン 佐川 302620 地学Ⅱ〈抽選〉 （塚腰） 302624 ディジタル信号処理Ⅰ 柳田

5
302614 情報数学基礎（再） （中村（寛）） 302606 英語コミュニケーションⅡ（再） （山本（茂）） 302602 ディジタル回路Ⅰ（再） 山田（宗）

302621 体育科学Ⅳ （門間）・（永田）・（青
山）・（金子）

302625 アルゴリズム・データ構造Ⅰ（再） 山本（修）
301615 物理学演習（再） （佐藤（俊））
302607 電気電子回路Ⅰ（再） 中野（倫）

6

301606 人文科学基礎Ⅱ（再） （星）

301616 物理学Ⅱ（再）

大久保
302615 線形代数Ⅱ（再）

許斐 301627 体育科学Ⅱ（再） （内山） 302626 微分積分Ⅱ（再） 鍜治
301607 社会科学基礎Ⅱ（再） （齋藤（滋）） 土屋 （片岡（紀）） （岡）

小澤（理） （北河）
坂東

（佐藤（俊））
（片岡（啓））

Ｂ
（
野
崎
）

1
302628 プログラミング演習Ⅳ（隔週） 野崎 302631 画像処理 山田（宗） 302616 ドイツ語Ⅳ （村元） 302622 電磁気学Ⅱ 向井

302617 フランス語Ⅳ （河脇）
302637 中国語Ⅳ （寺澤）

2
プログラミング演習Ⅳ（隔週） 野崎 302632 応用解析 小中 302638 技術者倫理 （成瀬） 301628 アジア文化論Ⅱ〈抽選〉 （菅沼）

301629 アジア文化論Ⅱ〈抽選〉 （齋藤（滋））
301630 欧米文化論Ⅱ〈抽選〉 長澤
301631 欧米文化論Ⅱ〈抽選〉 （小野）

3 302627 情報工学実験Ⅱ
亀谷・旭・米澤（弘）・
田中（敏）・（藤井）・（神
道（圭））

302629 ディジタル回路Ⅱ 山田（啓） 302633 言語・オートマトン 佐川 302639 ディジタル信号処理Ⅰ 柳田

4 情報工学実験Ⅱ
亀谷・旭・米澤（弘）・
田中（敏）・（藤井）・（神
道（圭））

302630 ソフトウェア工学 米澤（弘） 302634 英語コミュニケーションⅣ① （森岡） 302620 地学Ⅱ〈抽選〉 （塚腰） 302640 情報理論 宇佐見
302635 英語コミュニケーションⅣ② （久米）
302636 英語コミュニケーションⅣ③ （山本（茂））

5
302614 情報数学基礎（再） （中村（寛）） 302606 英語コミュニケーションⅡ（再） （山本（茂）） 302602 ディジタル回路Ⅰ（再） 山田（宗） 302621 体育科学Ⅳ （門間）・（永田）・（青

山）・（金子）
302625 アルゴリズム・データ構造Ⅰ（再） 山本（修）

301615 物理学演習（再） （佐藤（俊））
302607 電気電子回路Ⅰ（再） 中野（倫）

6

301606 人文科学基礎Ⅱ（再） （星）

301616 物理学Ⅱ（再）

大久保
302615 線形代数Ⅱ（再）

許斐 301627 体育科学Ⅱ（再） （内山） 302626 微分積分Ⅱ（再） 鍜治
301607 社会科学基礎Ⅱ（再） （齋藤（滋）） 土屋 （片岡（紀）） （岡）

小澤（理） （北河）
坂東

（佐藤（俊））
（片岡（啓））

３
年
次

Ａ
Ｂ
（
小
中
）

1 302714 Ａ：情報技術の応用と職業
中野（倫）・宇佐見・田中

（敏）・（北野）・（寺島）・ 
（伊藤）・（佐々木）・（平野）・
（古橋）・（石原）・（塩谷）

302719 ゼミナール 情報工学科全教員

2
302701 コンピュータビジョン 中野（倫） 302706 国際関係論〈抽選〉 （賀茂）

302715 Ｂ：情報技術の応用と職業
中野（倫）・宇佐見・田中

（敏）・（北野）・（寺島）・ 
（伊藤）・（佐々木）・（平野）・
（古橋）・（石原）・（塩谷）

ゼミナール 情報工学科全教員 302722 情報通信システム 鈴木（秀）
302707 文学〈抽選〉 （松浦）
302708 日本国憲法〈抽選〉 （日比）
302709 日本国憲法〈抽選〉 （川中）

3 302705 感性情報処理 （國分） 302710 ハードウェア記述言語〈抽選〉 旭 302716 パターン認識 山田（啓） 302720 プラクティカル・イングリッシュⅡ① （M.MarShall） 302723 プログラミング言語論 山本（修）
4 302702 音声・音響信号処理 坂野 302711 システム制御Ⅱ 向井 302717 信号伝送論〈抽選〉 旭 302721 プラクティカル・イングリッシュⅡ② （G.Van Horn）

5 302703 地学実験Ⅱ〈抽選〉 齊藤（毅）・（市原） 302712 情報セキュリティ（再） 野崎 302718 人工知能（再） 山田（啓） 302724 組込システム（再） 吉川
302704 システム制御Ⅰ（再） 小中

6 302713 コンピュータグラフィックス（再） 田中（敏）

４
年
次

Ａ
Ｂ
（
田
中
）

1 卒業研究 卒業研究 卒業研究 卒業研究 卒業研究
2 卒業研究 卒業研究 卒業研究 卒業研究 卒業研究
3 卒業研究 卒業研究 卒業研究 卒業研究 卒業研究
4 卒業研究 卒業研究 卒業研究 卒業研究 卒業研究
5 卒業研究 卒業研究 卒業研究 卒業研究 卒業研究
6 卒業研究 卒業研究 卒業研究 卒業研究 卒業研究

基礎ゼミナールⅡ

１
年
次

教員ごとにテーマ・開講曜日・時限・時間割番号・実施場所が異
なるため別紙「基礎ゼミナール開講一覧表」を確認すること

全教員担当科目

学年 時間割
番号 科目 担当者

３
年
次

302719 ゼミナール

旭　　健作　　　宇佐見庄五
亀谷　由隆　　　小中　英嗣
佐川　雄二　　　鈴木　秀和
田中　敏光　　　中野　倫明
野崎　佑典　　　坂野　秀樹
水沼　洋人　　　向井　利春
柳田　康幸　　　山田　啓一
山田　宗男　　　山本　修身
吉川　雅弥　　　米澤　弘毅

（50 音順）

４
年
次

302001 卒業研究（通年科目）

※ 卒業研究に着手する学生は、必ず「卒業研究」の履修登録をしてください。
履修登録は「後期集中」に設定してあります。

土

学年 時限 時間割
番号 科目 担当者

１
年
次

1
2 302545 生物学〈抽選〉 （寺野）

3
4
5
6

２
年
次

1
2
3
4
5
6

３
年
次

1
2
3
4
5
6

４
年
次

1 卒業研究

2 卒業研究

3 卒業研究

4 卒業研究

5 卒業研究

6 卒業研究

インターンシップ

３
年
次

時間割番号：302725　担当者：田中（敏）
インターシップの履修登録は後期集中科目で設定しています。

2021年度（令和3年度）　名城大学理工学部授業時間割表
１時限：9:10～10:40　２時限：10:50～12:20　３時限：13:10～14:40　４時限：14:50～16:20　５時限：16:30～18:00　６時限：18:10～19:40　７時限：19:50～21:20

後期情報工学科

2021. 4. 1

赤数字は時間割番号を表します。

2021. 4. 1

授業実施方法（対面・遠隔）が掲載された授業時間割表については、9 月 13 日（月）までに、学務システム
「大学からのお知らせ」にて配信します。


