
 情報教育棟授業計画一覧（2023年度Sセメスター、S1タームS2ターム） 2023年5月24日

１時限（8:30-10:00) ２時限(10:25-11:55) 昼休み ３時限(13:15-14:45) ４時限(15:10-16:40) ５時限(17:05-18:35)
6時限
（18:50-

20:30)

E21 大演1 
馬場　雪乃          　　　　　　　S
情報（文一・文二）

山口　泰          　　　　　　　　S
情報（理一）

福田　玄明         　　　　　　S
情報（文一・文二）

E25 小演１
片山　晶子          　　　　　　　S
英語二列Ｗ（ALESA） （文一・文二・文三）

諏訪　雄大・船渡　陽子　S1S2
基礎数理Ⅰ

諏訪　雄大・船渡　陽子  S1S2
基礎数理演習

E26 大演３
植田　一石      オンライン　　 S
全学自由研究ゼミナール

上神　貴佳     オンデマンド　　S
政治Ⅰ（文一）

E31 大演２
高瀬　英希          　　　　　　　S
情報（理一）

辰己　丈夫        　　　　　　 　S
情報（ 理一）

柴山　悦哉         　　　　　　S
情報（理一・理二・理三）

E35 小演２

E36 小演４

E38 中演３

E39 小演３

E41 中演１
金子　知適       　　　　　　　S
全学自由研究ゼミナール

E42 中演２

E49  遠隔講義室

E21 大演1 
村上　祐子       　　　　　　　　S
情報（文一・文二・文三）

蜂須賀　知理     　　　　　　　S
情報（文一・文二・文三）

蜂須賀　知理      　　　　　　　S
情報（文一・文二・文三）

鵜川　始陽         　　　　　　S
情報（理二・理三）

E25 小演１ 田中　哲朗               S1S2
情報数理科学Ⅱ[広域システムコース]

渡邊　洋一         　　　　　　　S
初年次ゼミナール理科

E26 大演３

E31 大演２
蓮池　隆            　　　　　　　S
情報（文三）

香田　啓貴　　　オンライン　　　S
適応行動論

松島　慎　　　　　　   　　　　　S
情報（理一）

E35 小演２
古田　一雄        　　　 　　　　S
初年次ゼミナール理科

蜂須賀　知理     　　　　　　　S1
人間環境学（基礎ⅡA）

合田　隆　　　　　　　　　　　　　S
初年次ゼミナール理科

E36 小演４

E38 中演３ 植田　一石       オンライン　　S
自然科学ゼミナール（数理科学）

下村　明洋　　　オンライン　　　S
初年次ゼミナール理科

E39 小演３
種子田　春彦・米倉　崇晃    S
初年次ゼミナール理科

諸田　智克・河合　研志　　　　S
初年次ゼミナール理科

E41 中演１
小池　祐太         　　　　　　　S
統計データ解析Ⅱ

山本　芳久　　　オンライン　　　S
初年次ゼミナール文科

E42 中演２
久山　宏一　 オンライン    　　S
ポーランド語初級（第三外国語）

E49 遠隔講義室

E21 大演1 
雨宮　智浩                     S
情報（文三）

金子　知適      　　　　　　　　　S
情報（理一・理二・理三）

植田　一博         　　　　　　　S
情報（文一・文二）

山口　泰         　　　　　　　　S
図形科学演習Ⅱ

E25 小演１
細野　暢彦　　　　　　　　　　 　S
初年次ゼミナール理科

鴨田　重裕        　   　　　　　S
全学自由研究ゼミナール（伊豆）

E26 大演３
谷川　衝                        S
宇宙科学実習Ⅱ

谷川　衝                     S
宇宙科学実習Ⅱ

E31 大演２
石黒　祥生        　　　　　　　S
情報（理一）

石黒　祥生        　　　　　　　S
情報（理一）

高木　周・柳本　潤   　　　　　S
情報（文一・文二・文三）

E35 小演２
藤井　壮太　　　　　　　　　　 　S
初年次ゼミナール理科

片山　晶子         　　　　　S1S2
英語二列S（FLOW）

E36 小演４

E38 中演３
金子　知適・中丸　智貴    S1S2
広域システム特論III（３）

E39 小演３
酒井　広文　　　　　　　　　　S
初年次ゼミナール理科

飯野　雄一　　　　　　 　　　　S
初年次ゼミナール理科

加藤　康之　　　　　　　　　　　S
初年次ゼミナール理科

E41 中演１
栗原　浪絵　オンライン   S1S2
英語中級（クラス指定ターム型）

栗原　浪絵　 オンライン  S1S2
英語中級（クラス指定ターム型）

LANDAU Samantha 　　　　  S
 英語中級    オンライン

LANDAU Samantha　　　　　  S
英語上級　　オンライン

E42 中演２
小池　祐太      　　　　　　　　S
統計データ解析Ⅱ

E49 遠隔講義室

E21 大演1 
松田　源立        　　　　　　　　S
情報（文一・文二）

石井　健太郎     　　　　 　　S
情報（理二・理三）

石井　健太郎     　　　　　　　S
情報（理二・理三）

澁田　靖         　　　　　　　　S1
モデリングとシミュレーション基礎Ⅰ ※1

E25 小演１
山口　泰          　　　　 　S1S2
広域システム特論V（９）

鴨田　重裕 6/8・6/22・7/6のみ
全学自由研究ゼミナール（伊豆）

E26 大演３
谷川　衝                        S
宇宙科学実習Ⅱ

谷川　衝                     S
宇宙科学実習Ⅱ

E31 大演２
羽山　博          　　　　　　　　S
情報（理一・理二・理三）

飯尾　淳        　　　　　　　  S
情報（理一）

成末　義哲     　　　　　　　 　S
情報（理一）

松島　慎         　　　　　　 S
計算機プログラミング

E35 小演２
西田　究　　　　　　　　　　　　 S
初年次ゼミナール理科

LANDAU Samantha オンライン S
 英語上級

E36 小演４

E38 中演３

E39 小演３

E41 中演１
福本　亮       　　　　5/25のみ
エネルギー環境工学

福本　亮       　　　　5/25のみ
エネルギー環境工学

福本　亮       　　　　5/25のみ
エネルギー環境工学

E42 中演２

E49 遠隔講義室

E21 大演1 
道畑　正岐        　　　　　　　　S
情報（理一）

滝川　浩郷・高鍋　和広        S
基礎化学 　　　　 ハイフレックス

川崎　真弘       　　　　　　　　S
情報（文一・文二・文三）

川崎　真弘       　　　　　　　　S
情報（文一・文二・文三）

松島　慎・中丸　智貴　　　　　 S
全学自由研究ゼミナール

E25 小演１

E26 大演３
野口　篤史　　　  　　　　　　　S
先進科学α

E31 大演２
秋光　淳生                      S
情報（理二・理三）

広瀬　友紀                    S
言語構造論 　　　 ハイフレックス

蔡　東生          　　　　　　　　S
情報（理一・理二・理三）

蔡　東生          　　　　　　　　S
情報（理一・理二・理三）

小野田　亮介              S1S2
教育心理Ⅰ 　　　　 オンデマンド

E35 小演２
遠藤　護        　　　　　　　　　S
初年次理科ゼミナール

E36 小演４
下園　武範　　　　　 　　　　　　S
初年次ゼミナール理科

E38 中演３
鹿毛　利枝子  オンライン       S
初年次ゼミナール文科

LANDAU Samantha オンライン S
 英語上級

モレノ　ペナランダ　ラケル  　S 　 英
語二列（ALESS）
(理二・理三）

モレノ　ペナランダ　ラケル  　S 　 英
語二列（ALESS）
(理一・理二・理三）

LANDAU Samantha オンライン S
 英語中級

E39 小演３
鴨田　重裕 5/12・6/2・6/23・7/7のみ

全学自由研究ゼミナール（獣害）
横川　大輔　　　　　 　　　　　　S
初年次ゼミナール理科

E41 中演１
齊藤　宣一               S1S2
計算機演習α

鎌谷　研吾　　　  　　　　　　　S
統計データ解析Ⅱ

E42 中演２
小野　五弥子　　　　　　　　　　S
英語中級（文一・文二・理二・理三）

（クラス指定セメスター型）

小野　五弥子　　　　　　　　　　S
英語中級

小野　五弥子　　　　　　　　　　S
英語中級（文一・文二・文三・理一）
（クラス指定セメスター型）

E49 遠隔講義室

※1　「情報α」今泉允聡　木曜６限　大演習室1（E21）  S

授業の入っていない教室は、自習に利用できます。ただし小演習室1,2,3,4は自習には開放していません。

大演3(E26)・中演2(E42)はオンライン授業等で声を出して利用いただくことが可能です。（ただし授業の入っていない時間帯のみ。）
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