
計画の区分： 学部の学科の設置

　　　３　大学番号の欄については，平成３０年３月２７日付事務連絡「履行状況報告書の提出

　　　　　について（依頼）」の別紙に記載のある大学番号を記載してください。

　　　　　例）

　　　　　・学部の設置の場合：「○○大学　△△学部」

　　　　　・学部の学科の設置の場合：「○○大学　△△学部　□□学科」

　　　　　・短期大学の学科の設置の場合：「○○短期大学　△△学科」

　　　　　・大学院の研究科の設置の場合：「○○大学大学院　○○研究科」

　　　　　・通信教育課程の開設の場合：「○○大学　△△学部　□□学科（通信教育課程）」

　　　２　大学院の場合は、表題を「○○大学大学院　・・・」と記入してください。

　　　　　設置時から対象学部等の名称変更があった場合には，表題には設置時の旧名称を記載し，その下欄に

　　　　　（　　）書きにて，現在の名称を記載してください。

　　　　　例）　○○大学　△△学部　□□学科

　　　　　　　　　　　　（◇◇学部（平成◇◇年度より学科名称変更））

　　　　　表題は「計画の区分」に従い、記入してください。

　　　ｅ－mail　　kcyosa@adm.nitech.ac.jp

（注）１　「計画の区分」は設置時の基本計画書「計画の区分」と同様に記載してください。

　　　職名・氏名　企画･評価係主任　平井
ヒライ

　真
マコト

　　　電話番号　　０５２-７３５-５３３１

　　　（夜間）　　０５２-７３５-５３３１

　　　Ｆ Ａ Ｘ　　０５２-７３５-５００９

　作成担当者

　　担当部局（課）名　企画広報課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注２

【事前伺い】設置に係る設置計画履行状況報告書

国立大学法人名古屋工業大学　　　
平成３０年５月１日現在

生命・応用化学科、物理工学科、電気・機械工学科、
情報工学科、社会工学科、創造工学教育課程

[平成28年度設置］

　　　　　　　　　　　　　　　注１

名古屋工業大学　工学部

大学番号：０００
注３
大学番号：０４７

注３

事前伺い
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＜生命・応用化学科＞

＜物理工学科＞

＜電気・機械工学科＞
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＜情報工学科＞
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設　　置　　時 変　更　状　況 備　　　考

（ ｳｶｲ ﾋﾛﾕｷ ）

鵜飼　裕之 － －

（平成２６年４月）

－ － －

ﾌｸﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ ｵｵﾀﾆ ﾊｼﾞﾒｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾄ

福田　功一郎 大谷　肇鈴木　将人

（平成２８年４月） （平成２９年４月平成３０年４月）

（４） 管理運営組織

　　　・大学独自の職名を設けていて当該職位がない場合は，各職に相当する職名の方を記載してください。

（注）・「変更状況」は，変更があった場合に記入し，併せて「備考」に変更の理由と変更年月日，報告年度を

　　　（　）書きで記入してください。

　　　　　　平成３０年度に報告する内容　→（30）

　　　・昨年度の報告後から今年度の報告時までに変更があれば，「変更状況」に赤字にて記載（昨年度までに報告

　　　　された記載があれば，そこに赤字で見え消し修正）するとともに，上記と同様に，「備考」に変更理由等を

　　　・大学院の場合には，「職名」を「研究科長」等と修正して記入してください。

　　　（例）平成２９年度に報告済の内容　→（29）

　　　　記入してください。

（２） 大　学　名

　　　〒４６６－８５５５

（３） 大学の位置

学 部 長

学科長

（注）・対象学部等の位置が大学本部の位置と異なる場合，本部の位置を（　）書きで記入してください。

学　　長

職　　名

平成29年3月31日　任期満了
平成29年4月 1日　就任(29)
平成30年3月31日　任期満了
平成30年4月 1日　就任(30)

　　　・対象学部等が複数のキャンパスに所在する場合には，複数のキャンパスの所在地をそれぞれ記載して

　　　　ください。

１　調査対象大学等の概要等

（１） 設　置　者

　　　　国立大学法人　名古屋工業大学

　　　　名古屋工業大学

　　　　愛知県名古屋市昭和区御器所町
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　　　・　なお，課程認定等によりコースや専攻に入学定員を定めている場合は，法令上規定されている最小単位
　　　　（大学であれば「学科」、短期大学であれば「専攻課程」でも記載してください。その場合適宜各項目の表
　　　　を追加してください。
　　　・　様式は，平成２７年度開設の４年制の学科の場合（平成３０年度までの４年間）ですが，開設年度・

　　　に報告書を作成してください。

　工学部
　　生命・応用化学科

　学士（工学）
　学士（学術）

対象年度

区　分 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期

人 人 人 人 人 人 人 人

920 - 937 - 974 -

(　-　) (　-　) (　-　) (　-　) ( 5 ) (　-　) (　 　) (　 　)

[ 32 ] [ - ] [ 24 ] [ - ] [ 27 ] [ - ] [ 　 ] [ 　 ]

652 - 670 - 702 -

(　-　) (　-　) (　-　) (　-　) ( 5 ) (　-　) (　 　) (　 　)

[ 30 ] [ - ] [ 22 ] [ - ] [ 26 ] [ - ] [ 　 ] [ 　 ]

248 - 245 - 252 -

(　-　) (　-　) (　-　) (　-　) ( 2 ) (　-　) (　 　) (　 　)

[ 10 ] [ - ] [ 8 ] [ - ] [ 8 ] [ - ] [ 　 ] [ 　 ]

216 - 216 - 220 -

(　-　) (　-　) (　-　) (　-　) ( 2 ) (　-　) (　 　) (　 　)

[ 3 ] [ - ] [ 5 ] [ - ] [ 3 ] [ - ] [ 　 ] [ 　 ]

入学定員超過率
Ｂ／Ａ

　　　　「－」を記入してください。

　　　・　[ 　 ]内には，留学生の状況について内数で記入してください。該当がない年には「－」を記入して

　　　　ください。

　　　・　留学生については，「出入国管理及び難民認定法」別表第一に定められる「『留学』の在留資格（いわゆる

　　　　「留学ビザ」）により，我が国の大学（大学院を含む。），短期大学，高等専門学校，専修学校（専門課程）

　　　　及び我が国の大学に入学するための準備教育課程を設置する教育施設において教育を受ける外国人学生」を

　　　　記載してください。

　　　・　短期交換留学生など，定員内に含めていない学生については記入しないでください。

　　　・　転入学生は記入しないでください。

　　　・　学期の区分に従い学生を入学させる場合は、春季入学とその他の学期（春季入学以外の学期区分を設けている

　　　　場合）に分けて数値を記入してください。春季入学のみの実施の場合は、その他の学期欄は「－」を記入して

　　　　ください。また，その他の学期に入学定員を設けている場合は，備考欄にその人数を記入してください。

　　　・　「入学定員超過率」については，各年度の春季入学とその他を合計した入学定員，入学者数で算出して

　　　　ください。なお，計算の際は小数点以下第３位を切り捨て，小数点以下第２位まで記入してください。

　　　・　「平均入学定員超過率」には，開設年度から提出年度までの入学定員超過率の平均を記入してください。

　　　　なお，計算の際は「入学定員超過率」と同様にしてください。

年次

調査対象学部等の
名称（学位）

（５）　調査対象学部等の名称，定員，入学者の状況等

（注）・　当該調査対象の学部の学科または研究科の専攻等，定員を定めている組織ごとに記入してください（入試
　　　　区分ごとではありません）。

　　　　修業年限に合わせて作成してください。（修業年限が３年以下の場合には欄を削除し，５年以上の場合
　　　　には，欄を設けてください。）

　（５）－①　調査対象学部等の名称等

人

　　　　（その２の１））」の「学位又は学科の分野」と同様に記入してください。

（注）・　定員を変更した場合は，「備考」に変更前の人数，変更年月及び報告年度を（　）書きで記入してください。

　　　・　学生募集停止を予定している場合は、「備考」にその旨記載してください。
　　　・　「学位又は学科の分野」には、「認可申請書」又は「設置届出書」の「教育課程等の概要（別記様式第２号

工学関係

年 人

　（５）－②　調査対象学部等の入学者の状況

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度
平均入学定員

超 過 率

1.02 1.02 1.04

(　　 　)

[ 　-　 ] [ 　-　 ] [ 　-　 ] [ 　　　 ]

( 　-　 )

（注）・　数字は，平成３０年５月１日現在の数字を記入してください。

　　　・　（　 ）内には，編入学の状況について外数で記入してください。なお，編入学を複数年次で行って

　　　　いる場合には，((  ))書きとするなどし，その旨を「備考」に付記してください。 該当がない年には

Ａ　 入学定員

志願者数

受験者数

合格者数

Ｂ　 入学者数

人

備　　考
学位又は学科

の分野

設 置 時 の 計 画

修業年限 入学定員 編入学定員 収容定員

1.02倍

備　　考

210 210 210
( 　-　 ) ( 　2　 )

3年次
4 210 2 844
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対象年度

学　年 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期

216 - 216 - 219 -

[ 3 ] [ - ] [ 5 ] [ - ] [ 3 ] [ - ] [　　 ] [　 　]

（ - ） （ - ） （ - ） （ - ） （‐） （ - ）

213 - 211 -

[ 3 ] [ - ] [ 5 ] [ - ] [　　 ] [　 　]

（ - ） （ - ） （‐） （ - ） （　　） （　　）

215 -

[ 3 ] [ - ] [　　 ] [　 　]

（‐） （ - ） （　　） （　　）

[　　 ] [　 　]

（　　）（　　）

　　　　ください。

　　　・　留学生については，「出入国管理及び難民認定法」別表第一に定められる「『留学』の在留資格（いわゆる

　　　　「留学ビザ」）により，我が国の大学（大学院を含む。），短期大学，高等専門学校，専修学校（専門課程）

　　　　及び我が国の大学に入学するための準備教育課程を設置する教育施設において教育を受ける外国人学生」を

　　　　記載してください。

　　　・　短期交換留学生など，定員内に含めていない学生については記入しないでください。

　　　・　編入学生や転入学生も含めて記入してください。その際，備考欄に人数の内訳を記入してください。

　　　・　学期の区分に従い学生を入学させる場合は，春季入学とその他の学期（春季入学以外の学期区分を設けている

　　　　場合）に分けて数値を記入してください。春季入学のみの実施の場合は，その他の学期欄は「－」を記入して

　　　　ください。また，その他の学期に入学定員を設けている場合は，備考欄にその人数を記入してください。

　　　・　「計」については，各年度の春季入学とその他の学期を合計した在学者数，留学生数を記入してください。

平成３１年度

４年次

　（５）－③　調査対象学部等の在学者の状況

平成２８年度 平成２９年度

[　　3  　] [    8    ] [    11    ] [　　　　 ]

１年次

２年次

３年次

（　　　　 ）

（注）・　数字は，平成３０年５月１日現在の数字を記入してください。

　　　・　[ 　 ]内には，留学生の状況について内数で記入してください。該当がない年には「－」を記入して

3年次編入学生数
H30：3名

計

216 429 645

　　　・（　）内には，留年者の状況について，内数で記入してください。該当がない年には「－」を記入してくだ

　　　　さい。

（　　-　　） （ 　-　  ） （‐）

備　　　　　考
平成３０年度

3 3/202



　（５）－④　調査対象学部等の退学者等の状況

入学した年度

216 人 3 人 平成２８年度 3 人 0 人 他の教育機関への入学（3人）

平成２８年度 1 人 0 人 他の教育機関への入学（1人）

平成２９年度 5 人 0 人 他の教育機関への入学（5人）

平成２８年度 0 人 0 人

平成２９年度 0 人 0 人

平成３０年度 1 人 0 人 死亡（1人）

平成２７年度 人 人

平成２８年度 人 人

平成２９年度 人 人

平成３０年度 人 人

1291 人 10 人

　（５）－⑤　調査対象学部等の年度ごとの退学者の割合

【平成２８年度】

平成２８年度の退学者数（ａ） 3
平成２８年度の在学者数（ｂ） 216

【平成２９年度】

平成２９年度の退学者数（ａ） 6
平成２９年度の在学者数（ｂ） 429

【平成３０年度】

平成３０年度の退学者数（ａ） 1
平成３０年度の在学者数（ｂ） 646

【平成３１年度】

平成３１年度の退学者数（ａ） 0
平成３１年度の在学者数（ｂ） 0

（注）・　小数点以下第３位を切り捨て，小数点以下第２位まで表示されます。

#DIV/0! ％

1.38 ％

1.39 ％

0.15 ％

=

=

=

=

=

=

=

=

　　　　　　　　　　　　　　　・就職　　　・学生個人の心身に関する事情　　　　・家庭の事情　　　・除籍　　　　・その他

　　　・　各年度の在学者数については，該当年度に在学した人数を記入してください。（途中で退学者がいた場合でも、その退学者数を減らす必要は

　　　・　内訳については，退学した学生が入学した年度ごとに記入してください。また、留学生数欄の人数については、退学者数の内数を記入してください。

　 ・　留学生については，「出入国管理及び難民認定法」別表第一に定められる「『留学』の在留資格（いわゆる「留学ビザ」）

　　　により，我が国の大学（大学院を含む。），短期大学，高等専門学校，専修学校（専門課程）及び我が国の大学に入学するための

　　　準備教育課程を設置する教育施設において教育を受ける外国人学生」を記入してください。

　　　　　ありません。）

　　　・　「主な退学理由」は，下の項目を参考に記入してください。その際，「就学意欲の低下（○人）」というように，その人数も含めて記入してください。

　 ・　短期交換留学生など，定員内に含めていない学生については記入しないでください。

内訳

　　　　　　（記入項目例）・就学意欲の低下　　　・学力不足　　　・他の教育機関への入学・転学　　　　　　　・海外留学

人

1

（注）・　数字は，平成３０年５月１日現在の数字を記入してください。　

合　　計

人

主な退学理由

　　　区　分

対象年度
退学者数の
うち留学生数

平成２８年度

平成２９年度

平成３０年度 646

退学者数

在学者数（b） 退学者数（a）

人

　　　・　在学者数や退学者数には編入学生や転入学生も含めて記入してください。

6人429

平成３１年度 人

人
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1 2

1 1

1

1 1

1 1

1 1

1 1

3 3

1 1

1

1 1

1 1

1 1

1 1

２　授業科目の概要

＜工学部　生命・応用化学科＞

（１） 授業科目表

【認可時又は届出時】 【平成３０年度】

科目
区分

授業科目の名称 配 当
年 次

単位数 専任教員等の配置 兼

任

・

兼

担

科目
区分

授業科目の名称
兼

任

・

兼

担必　修 選　択 自　由 教　授 准教授 講　師 助　教 助　手 必　修 選　択 自　由 教　授

配 当
年 次

単位数 専任教員等の配置

准教授 講　師 助　教 助　手

専

門

教

育

科

目

学

科

共

通

科

目

生命・応用化学概論 1前 2 2

2

14 生命・応用化学概論 1前

専

門

教

育

科

目

学

科

共

通

科

目

構造分子化学 2後

高分子材料分析化学 2後

12 2

基礎有機化学Ⅰ 1後 2 1 基礎有機化学Ⅰ 1後 1

基礎無機化学 1後 2 1 基礎無機化学 1後 2 2

固体化学基礎 1後 2 2 固体化学基礎 1後 2 3

基

盤

科

目

生

命

・

物

質

化

学

物理化学 2前 2

基礎有機化学Ⅱ 2前 2

1 2

基礎有機化学Ⅱ 2前 21 1

分析化学 2前 2 1 分析化学 2前

基

盤

科

目

生

命

・

物

質

化

学

物理化学 2前

2 1

無機化学 2前 2 1 無機化学 2前 2 1 1

基礎化学工学 2前 2 1 基礎化学工学 2前 2 1 1

高分子化学 2前 2 1 高分子化学 2前 2 1

生化学 2前 2 2 生化学 2前 2 1 1

基礎有機化学Ⅱ 2前 2 1 基礎有機化学Ⅱ 2前

高分子物理化学Ⅰ 2前

2 1

高分子物理化学Ⅰ 2前 2 2 1

高分子物理化学Ⅱ 2前 2 1 高分子物理化学Ⅱ 2前 2 1

高分子科学Ⅰ 2前 2 1 高分子科学Ⅰ 2前 2 1

高分子材料物性Ⅰ 2前 2 1 高分子材料物性Ⅰ 2前 2 1

高分子合成化学Ⅰ 2前 2 1 高分子合成化学Ⅰ 2前 2 1

有機合成化学Ⅰ 2後 2 1 有機合成化学Ⅰ 2後 2 1

高分子合成化学Ⅱ 2後 2 1 高分子合成化学Ⅱ 2後 2

高分子科学Ⅱ 2後 2 1 高分子科学Ⅱ 2後 2 1

高分子材料物性Ⅱ 2後 2 高分子材料物性Ⅱ 2後 2

環

境

セ

ラ

ミッ

ク

ス

固体熱科学Ⅰ 2前 2 1

環

境

セ

ラ

ミッ

ク

ス

固体熱科学Ⅰ 2前

量子科学基礎 2前

2 1

量子科学基礎 2前 2 1 2 1

物質科学Ⅰ 2前 2 1 物質科学Ⅰ 2前 2 1

無機・有機ハイブリッド化学Ⅰ 2前 2 1 無機・有機ハイブリッド化学Ⅰ 2前 2 1

無機構造化学Ⅰ 2前 2 1 無機構造化学Ⅰ 2前 2 1

アモルファス構造化学 2前 2 アモルファス構造化学 2前 2

固体熱科学Ⅱ 2後 2 1 固体熱科学Ⅱ 2後 2 1

材料組織構造化学 2後 2 材料組織構造化学 2後 2

無機構造化学Ⅱ 2後 2 1 無機構造化学Ⅱ 2後 2 1

物質科学Ⅱ 2後 2 物質科学Ⅱ 2後 2 1

展

開

科

目

生

命

・

物

質

化

学

構造分子化学 2後 2 1

展

開

科

目

生

命

・

物

質

化

学

1

2 1

有機化学Ⅰ 2後 2 有機化学Ⅰ 2後 2 1

分離分析化学 2後 2 1 分離分析化学 2後 2 1

錯体化学 2後 2 1 錯体化学 2後 2 1

輸送現象 2後 2 1 輸送現象 2後 2 1

高分子基礎物性 2後 2 1 高分子基礎物性 2後 2 1

分子生物学 2後 2 2 分子生物学 2後 2 1 1

有機物理化学 3前 2 1 有機物理化学 3前 2 1

有機化学Ⅱ 3前 2 1 有機化学Ⅱ 3前 2 1

分光分析化学 3前 2 1 分光分析化学 3前 2 1

電気化学 3前 2 1 1 電気化学 3前 2 1 1

反応工学 3前 2 1 1 反応工学 3前 2 1

生命機能化学Ⅰ 3前 2 1 生命機能化学Ⅰ 3前 2 1

薬科学概論 3前 2 1 薬科学概論 3前 2 1

生命機能化学Ⅱ 3前 2 1 生命機能化学Ⅱ 3前 2 1

量子化学 3後 2 1 量子化学 3後 2 1

有機化学Ⅲ 3後 2 1 有機化学Ⅲ 3後 2 1

電気分析化学 3後 2 1 電気分析化学 3後 2 1

生物無機化学 3後 2 1 生物無機化学 3後 2 1

分離工学 3後 2 1 分離工学 3後 2 1

生物物理化学 3後 2 1 生物物理化学 3後 2 1

有機化学Ⅳ 3後 2 1 有機化学Ⅳ 3後 2 1

環境化学 3後 2 3 環境化学 3後 2 1 2

機能性高分子化学 3後 2 1 機能性高分子化学 3後 2 1

ソ

フ

ト

マ

テ

リ

ア

ル

高分子材料分析化学 2後 2

計算機化学 3前 2

1

ソ

フ

ト

マ

テ

リ

ア

ル

1

2 1

高分子科学Ⅲ 2後 2 高分子科学Ⅲ 2後 2 1

環境調和材料 3前 2 1 環境調和材料 3前 2 1

高分子材料科学 3前 2 1 高分子材料科学 3前 2 2

1 計算機化学 3前 2 1

生命現象科学 3前 2 1 生命現象科学 3前 2 1

生体分子化学 3前 2 1 生体分子化学 3前 2 1

有機合成化学Ⅱ 3前 2 1 有機合成化学Ⅱ 3前 2 1

ソフトマテリアル化学Ⅰ 3前 2 5 3 ソフトマテリアル化学Ⅰ 3前 2 1

生体材料設計 3後 2 生体材料設計 3後 2

機能材料設計 3後 2 1 機能材料設計 3後 2 1 1

生体模倣工学 3後 2 2 生体模倣工学 3後 2 1 1

生体分子システム 3後 2 1 生体分子システム 3後 2 2

生体物質特性評価 3後 2 1 生体物質特性評価 3後 2 1

ソフトマテリアル化学Ⅱ 3後 2 5 3 ソフトマテリアル化学Ⅱ 3後 2 2 1

環

境

セ

ラ

ミッ

ク

ス

無機・有機ハイブリッド化学Ⅱ 2後 2

固体イオニクス 3前 2

1

1
環

境

セ

ラ

ミッ

ク

ス

1

無機・有機ハイブリッド化学Ⅱ 2後 2 1

計算科学基礎 2後 2 1 計算科学基礎 2後 2 1

セラミックス材料強度学 3前 2 セラミックス材料強度学 3前 2 1

機能性ハイブリッド材料 3前 2 機能性ハイブリッド材料 3前 2 1

1 固体イオニクス 3前 2 1

固体反応速度学 3前 2 1 固体反応速度学 3前 2 1

セラミックス構造評価学 3後 2 1 セラミックス構造評価学 3後 2 1

セラミックスナノ構造設計 3後 2 1 セラミックスナノ構造設計 3後 2 1

エネルギー創成セラミックス 3後 2 1 1 エネルギー創成セラミックス 3後 2 1 1

高温極限環境セラミックス 3後 2 1 高温極限環境セラミックス 3後 2 1

環境調和セラミックス 3後 2 1 環境調和セラミックス 3後 2 1

生体セラミックス材料 3後 2 1 生体セラミックス材料 3後 2 1

電子セラミックス応用 3後 2 電子セラミックス応用 3後 2
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1 2

1 1

3 3

3 3

1 1

1 1

3 3

3 3

1

1

2 1

2 1

5 3

2 2

1 1

1 1

2 2

1 1

1 1

2 2

1 1

1 2

1 1

1 1

1 1

1 2

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 2

1 3

1 3

1 1

実

験

・

演

習

科

目

生

命

・

物

質

化

学

物理化学実験 3前 2 2 5 2 物理化学実験 3前 2 2 2 1

有機化学実験 3前 2 2 2 有機化学実験 3前

実

験

・

演

習

科

目

生

命

・

物

質

化

学

セラミックス基礎科学演習 2前

2 3 1 2

分析化学実験 3前 2 1 3 1 分析化学実験 3前 2 2 2 2

無機化学実験 3後 2 1 3 2 無機化学実験 3後 2 1 4 1

化学工学実験 3後 2 2 1 2 化学工学実験 3後 2 2 2 1

高分子化学実験 3後 2 2 2 高分子化学実験 3後 2 3 1 1

生命・物質化学演習Ⅰ 4前 1 9 16 7 生命・物質化学演習Ⅰ 4前 1 14 14 8

生命・物質化学演習Ⅱ 4後 1 9 16 7 生命・物質化学演習Ⅱ 4後 1 14 14 8

ソ

フ

ト

マ

テ

リ

ア

ル

ソ

フ

ト

マ

テ

リ

ア

ル

1 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ 3前ソフトマテリアル化学実験Ⅰ 3前 4 5 4 1 5

ソフトマテリアル化学実験Ⅱ 3後 4 5 1 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ 3後 4 1 5

ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 4前 1 5 8 1 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 4前 1 7 9 3

ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 4後 1 5 8 1 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 4後 1 7 9 3

環

境

セ

ラ

ミッ

ク

ス

セラミックス基礎科学演習 2前 1

セラミックス応用学実験Ⅱ 3前 3

1 環

境

セ

ラ

ミッ

ク

ス

3

1 1

セラミックス応用学演習Ⅰ 2後 1 セラミックス応用学演習Ⅰ 2後 1 1 1

セラミックス応用学演習Ⅱ 3前 1 3 4 セラミックス応用学演習Ⅱ 3前 1 5 2

セラミックス応用学実験Ⅰ 3前 3 6 2 セラミックス応用学実験Ⅰ 3前 3 2 4 2

6 2 セラミックス応用学実験Ⅱ 3前 3 2 4 2

実践研究セミナー 3後 2 19 32 10 実践研究セミナー 3後 2 30 28 14

卒業研究 4通 8 19 32 10 卒業研究 4通 8 30 28 14

フレッシュマンセミナー 1前 2

技

術

と

人

間

・

心

理

1 2

2

2

2

1 4

2
技

術

と

人

間

・

心

理

異文化理解 1前～2後 2 異文化理解 1前～2後

フレッシュマンセミナー 1前

感性と社会 1前～2後 2 感性と社会 1前～2後

心理学 1前～2後 2 心理学 1前～2後

生物と環境 1前～2後 2 生物と環境 1前～2後

対人コミュニケーション論 1前～2後 2 対人コミュニケーション論 1前～2後 2

日本文化論 1前～2後 2 日本文化論 1前～2後 2

人間行動学 1前～2後 2 人間行動学 1前～2後 2

人間社会ゼミナール 1前～2後 2 人間社会ゼミナール 1前～2後 2

技

術

と

歴

史

・

哲

学

アジア・太平洋史 1前～2後 2

共生社会論 1前～2後 2

技

術

と

歴

史

・

哲

学

アジア・太平洋史 1前～2後 2

科学技術史 1前～2後 2 科学技術史 1前～2後 2

科学思想史 1前～2後 2 科学思想史 1前～2後 2

科学と哲学 1前～2後 2 科学と哲学 1前～2後 2

共生社会論 1前～2後 2

近現代史 1前～2後 2 近現代史 1前～2後 2

公共の哲学 1前～2後 2 公共の哲学 1前～2後 2

宗教文化論 1前～2後 2 宗教文化論 1前～2後 2

技

術

と

社

会

・

国

際

経済学 1前～2後 2

技

術

と

社

会

・

国

際

経済学 1前～2後

現代社会論 1前～2後

2

現代社会論 1前～2後 2 2

現代政治論 1前～2後 2 現代政治論 1前～2後 2

公共政策論 1前～2後 2 公共政策論 1前～2後 2

生涯学習論 1前～2後 2 生涯学習論 1前～2後 2

情報社会論 1前～2後 2 情報社会論 1前～2後 2

地域研究Ⅰ 1前～2後 2 地域研究Ⅰ 1前～2後 2

地域研究Ⅱ 1前～2後 2 地域研究Ⅱ 1前～2後 2

日本国憲法 1前～2後 2 日本国憲法 1前～2後 2
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5 4

5 4

4 4

4 4

3 2

2 2

2 3

1

6 6

1 1

2 3

5 1

1 1

9 8

2 2

2 3

2 2

2 3

1 1

2 2

16 17

3 1

19 20

1

12 12

2 2

1 1

1

10 4

13 14

13 14

13 14

13 14

12 14

12 8

3 2

3 1

2 4

4 3

8 8

2 3

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

自

然

科

学

基

礎

科

目

微分積分Ⅱ及び演習 1後 3
自

然

科

学

基

礎

科

目

線形代数Ⅰ 1前 2 線形代数Ⅰ 1前 2

線形代数Ⅱ 1後 2 線形代数Ⅱ 1後 2

微分積分Ⅰ及び演習 1前 3 微分積分Ⅰ及び演習 1前 3

微分積分Ⅱ及び演習 1後 3

力学 1前 2 力学 1前 2 1

電磁気学 1後 2 電磁気学 1後 2

物理学実験 2前 2 3 8 5 物理学実験 2前 2 4 9 5

基礎化学 1前 2 2 基礎化学 1前 2 2

化学結合論 1前 2 1 3 化学結合論 1前 2 1

化学実験 2後 2 1 32 10 化学実験 2後 2 1 27 14

地球科学 2前 2 地球科学 2前 2

生体機能科学 2後 2 1 3 生体機能科学 2後 2 1 2

産

業

・

経

営

リ

テ

ラ

シー

産業論 2後 2 1

産

業

・

経

営

リ

テ

ラ

シー

産業論 2後

経

営

リ

テ

ラ

シー

2 2 3

経

営

リ

テ

ラ

シー

金融学 3前 2 金融学 3前 2

法工学 3前・後 2 1 法工学 3前・後 2 1

知的財産権 3前・後 2 知的財産権 3前・後 2

マーケティング 3前・後 2 マーケティング 3前・後 2

経営戦略 3前・後 2 経営戦略 3前・後 2

政策科学 3前・後 2 政策科学 3前・後 2

会計学 3前・後 2 会計学 3前・後 2

工学倫理 3前・後 2 工学倫理 3前・後 2

管理工学 3後 2 管理工学 3前・後 2

産

業

社

会

コミュニティと技術 2後・3前 2
産

業

社

会

労働者管理基礎論 2後 2 労働者管理基礎論 3前 2

ものづくりとデザイン 2後 2 ものづくりとデザイン 2後 2

自治体行政 2後 2

コミュニティと技術 2後・3前 2

男女共同参画社会論 2後・3前 2 男女共同参画社会論 2後・3前 2

企業経営 2後・3前 2 企業経営 2後・3前 2

キャリア・コミュニケーション論 2後・3前 2

食糧工学 3前 2 2 食糧工学 3前 2 1

キャリアデザイン 3前 2 1 キャリアデザイン 3前 2 1

グ

ロー

バ

ル

コ

ミュ

ニ

ケー

ショ

ン

グ

ロー

バ

ル

コ

ミュ

ニ

ケー

ショ

ン

Academic EnglishⅠ 1前Academic EnglishⅠ 1前 2 2

Academic EnglishⅡ 1後 2 Academic EnglishⅡ 1後 2

English SeminarⅠ 1前 1 English SeminarⅠ 1前 1

English SeminarⅡ 1後 1 English SeminarⅡ 1後 1

Academic EnglishⅢ 2前 2 Academic EnglishⅢ 2前 2

Academic EnglishⅣ 2後 2 Academic EnglishⅣ 2後 2

Global EnglishⅠ 3前 1 Global EnglishⅠ 3前 1

Global EnglishⅡ 3後 1 Global EnglishⅡ 3後 1

健

康

運

動

科

学 健康運動科学演習B 1後 1

健

康

運

動

科

学

2体育実技Ⅰ 1前 1 体育実技Ⅰ 1前 1 1

体育実技Ⅱ 1後 1 2 体育実技Ⅱ 1後 1 2

健康運動科学演習A 1前 1 3 2 1 健康運動科学演習A 1前 1 2 2 2

2 3 健康運動科学演習B 1後 1 2 2

留

学

生

科

目

自

然

科

学

基

礎

専門基礎科学Ⅰ 1前 2 2

2

日本語表現法 1前 2

専門基礎科学Ⅱ 1後 2 専門基礎科学Ⅱ 1後
留

学

生

科

目

自

然

科

学

基

礎

専門基礎科学Ⅰ 1前

人

間

社

会

日本語表現法 1前 2

日本語日本文化 1前 2

人

間

社

会

日本語日本文化 1前 2

2日本語日本社会 1後 2 日本語日本社会 1後
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1 1

1 1

1

1 1

1 1

1 1

1 1

3 3

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

【平成２８年度】 【平成２９年度】

科目
区分

授業科目の名称 配 当
年 次

単位数 専任教員等の配置 兼

任

・

兼

担助　手

科目
区分

専任教員等の配置 兼

任

・

兼

担必　修 選　択 自　由 教　授 准教授 講　師 助　教 必　修 選　択 自　由
授業科目の名称 配 当

年 次

単位数

教　授 准教授 講　師 助　教 助　手

専

門

教

育

科

目

学

科

共

通

科

目

専

門

教

育

科

目

学

科

共

通

科

目

生命・応用化学概論 1前 2生命・応用化学概論 1前 2 14 12 2

基礎有機化学Ⅰ 1後 2 1 基礎有機化学Ⅰ 1後 2 1

基礎無機化学 1後 2 1 基礎無機化学 1後 2 1

固体化学基礎 1後 2 2 固体化学基礎 1後 2 1

基

盤

科

目

生

命

・

物

質

化

学

物理化学 2前 2 1

基

盤

科

目

生

命

・

物

質

化

学

物理化学

基礎有機化学Ⅱ

2前 2 1

基礎有機化学Ⅱ 2前 2 1 2前 2 1

分析化学 2前 2 1 分析化学 2前 2 1

無機化学 2前 2 1 無機化学 2前 2 1

基礎化学工学 2前 2 1 基礎化学工学 2前 2 1

高分子化学 2前 2 1 高分子化学 2前 2 1

生化学 2前 2 2 生化学 2前 2 1 1

基礎有機化学Ⅱ 2前 2 1 2前 2

2前 2

1

高分子物理化学Ⅰ 2前 2 高分子物理化学Ⅰ

基礎有機化学Ⅱ

1

1

高分子物理化学Ⅱ 2前 2 高分子物理化学Ⅱ 2前 2 1

高分子科学Ⅰ 2前 2 1 高分子科学Ⅰ 2前 2 1

高分子材料物性Ⅰ 2前 2 1 高分子材料物性Ⅰ 2前 2 1

高分子合成化学Ⅰ 2前 2 1 高分子合成化学Ⅰ 2前 2 1

有機合成化学Ⅰ 2後 2 1 有機合成化学Ⅰ 2後 2 1

高分子合成化学Ⅱ 2後 2 1 高分子合成化学Ⅱ 2後 2

高分子科学Ⅱ 2後 2 1 高分子科学Ⅱ 2後 2 1

高分子材料物性Ⅱ 2後 2 高分子材料物性Ⅱ 2後 2

環

境

セ

ラ

ミッ

ク

ス

固体熱科学Ⅰ 2前 2 1

量子科学基礎 2前 2

物質科学Ⅰ 2前 2

1

量子科学基礎 2前 2 1 1

物質科学Ⅰ 2前 2 1 1

無機・有機ハイブリッド化学Ⅰ 2前 2 1 無機・有機ハイブリッド化学Ⅰ 2前 2

環

境

セ

ラ

ミッ

ク

ス

固体熱科学Ⅰ 2前 2

無機構造化学Ⅰ

1

無機構造化学Ⅰ 2前 2 1 2前 2 1

アモルファス構造化学 2前 2 アモルファス構造化学 2前 2

固体熱科学Ⅱ 2後 2 1 固体熱科学Ⅱ 2後 2 1

材料組織構造化学 2後 2 材料組織構造化学 2後 2

無機構造化学Ⅱ 2後 2 1 無機構造化学Ⅱ 2後 2 1

物質科学Ⅱ 2後 2 物質科学Ⅱ 2後 2

展

開

科

目

生

命

・

物

質

化

学

構造分子化学 2後 2 1

展

開

科

目

1

1 2後 2

1

有機化学Ⅰ 2後 2 有機化学Ⅰ 2後 2

生

命

・

物

質

化

学

構造分子化学 2後 2

1

分離分析化学 2後 2 分離分析化学 1

錯体化学 2後 2 1 錯体化学 2後 2 1

輸送現象 2後 2 1 輸送現象 2後 2 1

高分子基礎物性 2後 2 1 高分子基礎物性 2後 2 1

分子生物学 2後 2 2 分子生物学 2後 2 1 1

有機物理化学 3前 2 1 有機物理化学 3前 2 1

有機化学Ⅱ 3前 2 1 有機化学Ⅱ 3前 2 1

分光分析化学 3前 2 1 分光分析化学 3前 2 1

電気化学 3前 2 1 1 電気化学 3前 2 1 1

反応工学 3前 2 1 1 反応工学 3前 2 1 1

生命機能化学Ⅰ 3前 2 1 生命機能化学Ⅰ 3前 2 1

薬科学概論 3前 2 1 薬科学概論 3前 2 1

生命機能化学Ⅱ 3前 2 1 生命機能化学Ⅱ 3前 2 1

量子化学 3後 2 1 量子化学 3後 2 1

有機化学Ⅲ 3後 2 1 有機化学Ⅲ 3後 2 1

電気分析化学 3後 2 1 電気分析化学 3後 2 1

生物無機化学 3後 2 1 生物無機化学 3後 2 1

分離工学 3後 2 1 分離工学 3後 2 1

生物物理化学 3後 2 1 生物物理化学 3後 2 1

有機化学Ⅳ 3後 2 1 有機化学Ⅳ 3後 2 1

環境化学 3後 2 3 環境化学 3後 2 1 2

機能性高分子化学 3後 2 1 機能性高分子化学 3後 2 1

ソ

フ

ト

マ

テ

リ

ア

ル

高分子材料分析化学 2後 2 1 2後 2

2後 2

1

高分子科学Ⅲ 2後 2 1 高分子科学Ⅲ

ソ

フ

ト

マ

テ

リ

ア

ル

高分子材料分析化学

計算機化学

1

1

3前 2環境調和材料 3前 2 環境調和材料 1

高分子材料科学 3前 2 1 高分子材料科学 3前 2 1

計算機化学 3前 2 1 3前 2 1

生命現象科学 3前 2 1 生命現象科学 3前 2 1

生体分子化学 3前 2 1 生体分子化学 3前 2 1

有機合成化学Ⅱ 3前 2 1 有機合成化学Ⅱ 3前 2 1

ソフトマテリアル化学Ⅰ 3前 2 5 3 ソフトマテリアル化学Ⅰ 3前 2 5 3

生体材料設計 3後 2 生体材料設計 3後 2

機能材料設計 3後 2 1 機能材料設計 3後 2 1

生体模倣工学 3後 2 2 生体模倣工学 3後 2 2

生体分子システム 3後 2 1 生体分子システム 3後 2 1

生体物質特性評価 3後 2 1 生体物質特性評価 3後 2 1

ソフトマテリアル化学Ⅱ 3後 2 5 3 ソフトマテリアル化学Ⅱ 3後 2 5 3

環

境

セ

ラ

ミッ

ク

ス

無機・有機ハイブリッド化学Ⅱ 2後 2 1

環

境

セ

ラ

ミッ

ク

ス

無機・有機ハイブリッド化学Ⅱ

計算科学基礎

2後 2 1

計算科学基礎 2後 2 1 2後 2 1

セラミックス材料強度学 3前 2 1 セラミックス材料強度学 3前 2 1

機能性ハイブリッド材料 3前 2 1 機能性ハイブリッド材料 3前 2 1

固体イオニクス 3前 2 1 固体イオニクス 3前 2 1

固体反応速度学 3前 2 1 固体反応速度学 3前 2 1

セラミックス構造評価学 3後 2 1 セラミックス構造評価学 3後 2 1

セラミックスナノ構造設計 3後 2 1 セラミックスナノ構造設計 3後 2 1

エネルギー創成セラミックス 3後 2 1 1 エネルギー創成セラミックス 3後 2 1 1

高温極限環境セラミックス 3後 2 1 高温極限環境セラミックス 3後 2 1

環境調和セラミックス 3後 2 1 環境調和セラミックス 3後 2 1

生体セラミックス材料 3後 2 1 生体セラミックス材料 3後 2 1

電子セラミックス応用 3後 2 電子セラミックス応用 3後 2
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1 1

1 1

3 3

3 3

1 1

1 1

3 3

3 3

1

1 1

2 2

2 2

5 2

2 1

1 1

1 1

2 2

1 1

1 1

2 2

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 2

1 3

1 1

1 1

5 4

5 4

4 4

4 4

3 2

2 2

2 3

6 6

1 1

2 2

実

験

・

演

習

科

目

生

命

・

物

質

化

学

実

験

・

演

習

科

目

1

3

物理化学実験 3前 2

有機化学実験 3前 2

物理化学実験 3前 2 2 5 2 2 6 1

有機化学実験 3前 2 2 2 2 2

分析化学実験 3前 2 1 3 分析化学実験 3前 2 2 2 1

無機化学実験 3後 2 1 2 無機化学実験 3後 2

生

命

・

物

質

化

学

化学工学実験

1 4 1

化学工学実験 3後 2 2 1 2 3後 2 2 2 1

高分子化学実験 3後 2 2 2 高分子化学実験 3後 2 3 1

生命・物質化学演習Ⅰ 4前 1 9 16 7 生命・物質化学演習Ⅰ 4前 1 12 17 8

生命・物質化学演習Ⅱ 4後 1 9 16 7 生命・物質化学演習Ⅱ 4後 1 12 17 8

ソ

フ

ト

マ

テ

リ

ア

ル

3前 4ソフトマテリアル化学実験Ⅰ 3前 4 5 1 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ

ソ

フ

ト

マ

テ

リ

ア

ル

5

6

ソフトマテリアル化学実験Ⅱ 3後 4 1 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ 3後 4 6

ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 4前 1 5 8 1 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 4前 1 6 10 3

ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 4後 1 5 8 1 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 4後 1 6 10 3

環

境

セ

ラ

ミッ

ク

ス

セラミックス基礎科学演習 2前 1 1 2前 1

2後 1

1

セラミックス応用学演習Ⅰ 2後 1 3 セラミックス応用学演習Ⅰ

環

境

セ

ラ

ミッ

ク

ス

セラミックス基礎科学演習

3 4

1 1

セラミックス応用学演習Ⅱ 3前 1 セラミックス応用学演習Ⅱ 3前 1 5 2

セラミックス応用学実験Ⅰ 3前 3 6 2 セラミックス応用学実験Ⅰ 3前 3 2 4 2

セラミックス応用学実験Ⅱ 3前 3 6 2 セラミックス応用学実験Ⅱ 3前 3 2 4 2

実践研究セミナー 3後 2 19 32 10 実践研究セミナー 3後 2 26 32 14

卒業研究 4通 8 19 32 10 卒業研究 4通 8 26 32 14

フレッシュマンセミナー 1前 2 1

技

術

と

人

間

・

心

理

2

2 4

技

術

と

人

間

・

心

理

異文化理解 1前～2後 2 異文化理解 1前～2後

感性と社会 1前～2後 2 感性と社会 1前～2後 2

フレッシュマンセミナー 1前 2

1前～2後心理学 1前～2後 2 心理学 2

生物と環境 1前～2後 2 生物と環境 1前～2後 2

対人コミュニケーション論 1前～2後 2 対人コミュニケーション論 1前～2後 2

日本文化論 1前～2後 2 日本文化論 1前～2後 2

人間行動学 1前～2後 2 人間行動学 1前～2後 2

人間社会ゼミナール 1前～2後 2 人間社会ゼミナール 1前～2後 2

技

術

と

歴

史

・

哲

学

アジア・太平洋史 1前～2後 2 1前～2後 2

1前～2後 2科学技術史 1前～2後 2 科学技術史技

術

と

歴

史

・

哲

学

アジア・太平洋史

科学思想史 1前～2後 2 科学思想史 1前～2後 2

科学と哲学 1前～2後 2 科学と哲学 1前～2後 2

共生社会論 1前～2後 2 共生社会論 1前～2後 2

近現代史 1前～2後 2 近現代史 1前～2後 2

公共の哲学 1前～2後 2 公共の哲学 1前～2後 2

宗教文化論 1前～2後 2 宗教文化論 1前～2後 2

技

術

と

社

会

・

国

際

経済学 1前～2後 2 1前～2後 2

1前～2後 2現代社会論 1前～2後 2 現代社会論
技

術

と

社

会

・

国

際

経済学

現代政治論 1前～2後 2 現代政治論 1前～2後 2

公共政策論 1前～2後 2 公共政策論 1前～2後 2

生涯学習論 1前～2後 2 生涯学習論 1前～2後 2

情報社会論 1前～2後 2 情報社会論 1前～2後 2

地域研究Ⅰ 1前～2後 2 地域研究Ⅰ 1前～2後 2

地域研究Ⅱ 1前～2後 2 地域研究Ⅱ 1前～2後 2

日本国憲法 1前～2後 2 日本国憲法 1前～2後 2

自

然

科

学

基

礎

科

目

自

然

科

学

基

礎

科

目

線形代数Ⅰ線形代数Ⅰ 1前 2 1前 2

線形代数Ⅱ 1後 2 線形代数Ⅱ 1後 2

微分積分Ⅰ及び演習 1前 3 微分積分Ⅰ及び演習 1前 3

微分積分Ⅱ及び演習 1後 3 微分積分Ⅱ及び演習 1後 3

力学 1前 2 力学 1前 2 1

電磁気学 1後 2 電磁気学 1後 2

物理学実験 2前 2 3 8 5 物理学実験 2前 2 4 10 5

基礎化学 1前 2 2 基礎化学 1前 2 2

化学結合論 1前 2 1 3 化学結合論 1前 2 1 1

化学実験 2後 2 1 32 10 化学実験 2後 2 1 32 14

地球科学 2前 2 地球科学 2前 2

生体機能科学 2後 2 1 3 生体機能科学 2後 2 1 2
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5 1

1 1

9 9

2 2

2 2

2 2

2 2

1 1

2 2

16 16

3 3

19 20

1 1

12 12

2 2

1 1

1 1

10 11

13 14

13 14

13 14

13 14

12 15

12 10

3 2

3 2

2 3

4 3

8 7

2 3

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

（注）・  認可申請書又は設置届出書の様式第２号（その２の１）に準じて作成してください。
　　　・  設置認可時又は届出時の授業科目全て（兼任，兼担教員が担当する科目を含む。）を黒字で記載してください。
　　　　その上で，認可時又は届出時から変更となっている箇所は太字の赤字としてください。
　　　・　履修希望者がいなかったために未開講となった科目についても記入してください。
　　　・　１ページ目には認可時又は届出時と平成３０年度の表を記入してください。
　　　・　不要な年度（平成２８年度開設であれば平成２７年度、平成２９年度開設であれば平成２７年度及び平成２８年度、
　　　　平成３０年度開設であれば平成２７年度から平成２９年度）の表は適宜削除し，詰めてください。
　　　　（２つの表が１ページに表示されるようにしてください。）

産

業

・

経

営

リ

テ

ラ

シー

産業論 2後 2 1

産

業

・

経

営

リ

テ

ラ

シー

産業論 2後 2 1 4

経

営

リ

テ

ラ

シー

金融学 3前 2 3前 2

3前・後 2法工学 3前・後 2 1 法工学

経

営

リ

テ

ラ

シー

金融学

1

知的財産権 3前・後 2 知的財産権 3前・後 2

マーケティング 3前・後 2 マーケティング 3前・後 2

経営戦略 3前・後 2 経営戦略 3前・後 2

政策科学 3前・後 2 政策科学 3前・後 2

会計学 3前・後 2 会計学 3前・後 2

工学倫理 3前・後 2 工学倫理 3前・後 2

管理工学 3前・後 2 管理工学 3前・後 2

産

業

社

会

労働者管理基礎論

ものづくりとデザイン

労働者管理基礎論 3前 2 3前 2

ものづくりとデザイン 2後 2 2後 2

自治体行政 2後 2 自治体行政 2後
産

業

社

会

2

コミュニティと技術 2後・3前 2 コミュニティと技術 2後・3前 2

男女共同参画社会論 2後・3前 2 男女共同参画社会論 2後・3前 2

企業経営 2後・3前 2 企業経営 2後・3前 2

キャリア・コミュニケーション論 2後・3前 2 キャリア・コミュニケーション論 2後・3前 2

食糧工学 3前 2 2 食糧工学 3前 2 1

キャリアデザイン 3前 2 1 キャリアデザイン 3前 2 1

グ

ロー

バ

ル

コ

ミュ

ニ

ケー

ショ

ン

1前 2Academic EnglishⅠ 1前 2 Academic EnglishⅠ

グ

ロー

バ

ル

コ

ミュ

ニ

ケー

ショ

ン

Academic EnglishⅡAcademic EnglishⅡ 1後 2 1後 2

English SeminarⅠ 1前 1 English SeminarⅠ 1前 1

English SeminarⅡ 1後 1 English SeminarⅡ 1後 1

Academic EnglishⅢ 2前 2 Academic EnglishⅢ 2前 2

Academic EnglishⅣ 2後 2 Academic EnglishⅣ 2後 2

Global EnglishⅠ 3前 1 Global EnglishⅠ 3前 1

Global EnglishⅡ 3後 1 Global EnglishⅡ 3後 1

健

康

運

動

科

学

健

康

運

動

科

学

体育実技Ⅰ体育実技Ⅰ 1前 1 2 1前 1 1 1

体育実技Ⅱ 1後 1 2 体育実技Ⅱ 1後 1 1 1

健康運動科学演習A 1前 1 3 2 1 健康運動科学演習A 1前 1 2 3 1

健康運動科学演習B 1後 1 2 32 3 健康運動科学演習B 1後 1

21前
留

学

生

科

目

自

然

科

学

基

礎

専門基礎科学Ⅰ 1前 2

専門基礎科学Ⅱ 1後 2
留

学

生

科

目

人

間

社

会

日本語表現法 1前 2

専門基礎科学Ⅱ

自

然

科

学

基

礎

専門基礎科学Ⅰ

1後 2

1前 2日本語日本文化 1前 2

1前

日本語日本文化

人

間

社

会

日本語表現法 2

2日本語日本社会 1後 2 日本語日本社会 1後
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【平成２８年度】

【平成２９年度】

【平成３０年度】

（注）・  変更内容（配当年次の変更、専任教員等の配置の変更、授業科目名の変更、新規科目の追加など）を箇条書きで記入してください。

　　　　変更がない年度は「特になし。」と記入してください。

　　　・　変更内容には、授業科目の未開講や廃止については記入しないでください。

　　　・　不要な年度（平成２８年度開設であれば平成２７年度、平成２９年度開設であれば平成２７年度及び平成２８年度、

　　　　平成３０年度開設であれば平成２７年度から平成２９年度）の表は適宜削除してください。

科目 科目 科目 科目 科目 科目 科目 科目

（注）・　未開講科目も含めた教育課程上の授業科目数を記入するとともに，［　］内に，設置時の計画からの増減を

　　　　記入してください。（記入例：１科目減の場合：△１）

自由 計

（１）ー②授業科目表に関する変更内容

　　　　 　　　　

・履修機会の拡充のため、「管理工学」の配当年次を「３後」から「３前・後」に変更。
・開講年次の適正化のため、「労働者管理基礎論」の配当年次を「２後」から「３前」に変更。
・教育課程の充実のため、「自治体行政」「キャリア・コミュニケーション論」を追加。

　　　　 　　　　

・担当教員の見直しのため、「生命・応用化学概論」「生化学」「基礎化学工学」等の科目について，
　専任教員等の配置人数，専任・専担の人数を変更。

　　　　

・担当教員の見直しのため、「基礎無機化学」「物理化学」「無機化学」等の科目について，
　専任教員等の配置人数，専任・専担の人数を変更。

（２） 授業科目数

設置時の計画 変更状況
備考

必修 選択

97 0 174 77 99

自由 計（Ａ） 必修 選択

0 176

[　　　0] [　　　2] [　　　0] [　　　2]

77
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番号 授業科目名 単 位 数 配当年次 一般・専門 必修・選択

１ 該当なし

２

３

　　　　ください。なお，理由については可能な限り具体的に記入してください。

番号 授業科目名 単 位 数 配当年次 一般・専門 必修・選択

１ 該当なし

２

３

（６） 「設置時の計画の授業科目数の計」に対する「未開講科目と廃止科目の計」の割合

0

174

　　　・　「未開講科目と廃止科目の計」が、「（３）未開講科目」と「（４）廃止科目」の合計数となるように
　　　　留意してください。

＝ 0

（注）・　授業科目を未開講又は廃止としたことによる学生の履修への影響に関する「大学の所見」及び
　　　　「学生への周知方法」を記入してください。

（注）・　小数点以下第３位を切り捨て，小数点以下第２位まで表示されます。

（注）・　設置時の計画にあり，何らかの理由で廃止（教育課程から削除）した授業科目について記入して
　　　　ください。なお，理由については可能な限り具体的に記入してください。

（５） 授業科目を未開講又は廃止としたことに係る「大学の所見」及び「学生への周知方法」

該当なし

　　　・　教職大学院の場合は，「一般・専門」を「共通・実習・その他」と修正して記入してください。

（３） 未開講科目

（注）・　配当年次に達しているにも関わらず，何らかの理由で未開講となっている授業科目について記入して

　　　・　履修希望者がいなかったために未開講となった科目については，記入しないでください。

未開講の理由，代替措置の有無

廃止の理由，代替措置の有無

　　　・　教職大学院の場合は，「一般・専門」を「共通・実習・その他」と修正して記入してください。

（４） 廃止科目

％
未開講科目（３）と廃止科目（４）の計

設置時の計画の授業科目数の計（Ａ）
＝
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備考

申請大学全体

申請大学全体

多治見地区の賃借面積の
変更のため。(30)

申請大学全体

　　　・　「(５)図書・設備」については，上段に完成年度の予定数値を，下段には平成３０年５月１日現在の数値を記入してください。

区　　　　　分 内　　　　　　　　　　　　　　　　　容

専　　　用 共　　　用
共用する他の
学校等の専用

計(１) 区　　 分

校 舎 敷 地

　　　・　校舎等建物の計画の変更（校舎又は体育館の総面積の減少，建築計画の遅延）がある場合には，「建築等設置計画変更書」

　　　　を併せて提出してください。

0㎡ 0㎡ 159,206㎡159,206㎡

(128,980129,108㎡)

(２) 校　　　　　舎

校
　
　
地
　
　
等

専　　　用 共　　　用
共用する他の
学校等の専用

0㎡

運動場用地

小　　　計 204,188㎡

44,982㎡ 0㎡

0㎡

128,980129,108㎡ 0㎡

（0㎡） （0㎡）

318312

視聴覚資料 機械・器具 標　　本
〔うち外国書〕

（注）・　設置時の計画を，申請書の様式第２号（その１の１）に準じて作成してください。（複数のキャンパスに分かれている場合，　　　　

新設学部等の名称 室　　　　　　数

工学部生命・応用化学科 室

冊

12,933〔10,409〕
13,523〔10,529〕

461,783〔205,740〕
（478,440〔212,699〕）

（12,933〔10,409〕）
（13,523〔10,529〕）

(４) 専任教員研究室

３　施設・設備の整備状況，経費

新専攻の設置に伴い、研
究室を整理したため。
(30)

0㎡ 128,980129,108㎡

(128,980129,108㎡)

218,370㎡ 0㎡

計

電子ジャーナル

図　　書 学術雑誌

〔うち外国書〕

〔うち外国書〕

7,343〔7,242〕
7,984〔7,372〕

（　0　）

7,343〔7,242〕
7,984〔7,372〕

1,311
1,283

0 0

（7,343〔7,242〕）
（7,984〔7,372〕）

（  0  ） （  0  ）
(1,311)
(1,283)

点 点 点

千円 千円 千円

千円

(1,311)
(1,283)

（  0  ）

収 納 可 能 冊 数

1,311
1,283

0 0

2,479㎡

開設前年度
経費
の見
積り

完成年度

528,000

学生納付金以外の維持方法の概要

区　　　　分 開設年度

共 同 研 究 費 等

千円

開設年度

学生１人当
り

納付金

第１年次 第２年次 第３年次

千円 千円

第４年次 第５年次

218,370㎡

語学学習施設

（補助職員3人）

6室

情報処理学習施設

7室

（補助職員8人）

千円

千円

設備購入費

図書購入費

千円 千円

第６年次

千円 千円

千円

講　義　室

56室
(３) 教　　室　　等

演　習　室

千円

経費の見
積り及び
維持方法
の 概 要

(７) 体　　育　　館
面　　　　　積 体育館以外のスポーツ施設の概要

　

（12,933〔10,409〕）
（13,523〔10,529〕）

（7,343〔7,242〕）
（7,984〔7,372〕）

図
書
・
設
備

(５)

計

12,933〔10,409〕
13,523〔10,529〕

種

工学部生命・応
用化学科

461,783〔205,740〕
478,440〔212,699〕

461,783〔205,740〕
478,440〔212,699〕

実験実習室

365室

完成年度

千円

472

0㎡

面　　　　　積

区　　分

閲 覧 座 席 数

461,783〔205,740〕
（478,440〔212,699〕）

学科･専攻単位での特定不
能のため申請大学全体の
数

教員１人当り研究費等

5,595㎡

44,982㎡

0㎡ 0㎡ 204,188㎡

0㎡ 14,182㎡

601室

　　　・　運動場用地が校舎敷地と別地にある場合は，その旨（所要時間・距離等）を「備考」に記入してください。

　　　　項目はＡＣ対象学部等の数値を記入してください。）

　　　　複数の様式に分ける必要はありません。なお，「（１）校地等」及び「（２）校舎」は大学全体の数字を，その他の

そ　の　他

合　　　計

14,182㎡

(８)

(６) 図　　書　　館

新設学部等
の名称

刊行終了した学術雑誌等
の整理を行ったため(30)

グラウンド，テニスコート，プール，弓道場，馬場，ボート艇庫，ヨット艇庫

　　　・　国立大学については「（８）経費の見積り及び維持方法の概要」は記載不要です。

　　　・　昨年度の報告後から今年度の報告時までに変更のあったものについては，変更部分を赤字で見え消し修正するとともに，

　　　　その理由及び報告年度「（30）」を「備考」に赤字で記入してください。

　　　　　なお，昨年度の報告において赤字で見え消しした部分については，見え消しのまま黒字にしてください。
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大 学 の 名 称 備　　考

既設学部等の名称
修業
年限

入　学
定　員

編入学
定　員

収　容
定　員

学位又
は称号

平均入学
定員

超過率

開　設
年　度

所　在　地

【工学部】 年 人 年次 人 倍

（第一部） 人 1.04

生命・応用化学科 4 210
3年次

2 844
学士（工学）
学士（学術） 1.02 平成28

愛知県名古屋市
昭和区御器所町

物理工学科 4 105
3年次

2 424
学士（工学）
学士（学術） 1.04 平成28 同上

電気・機械工学科 4 200
3年次

2 804
学士（工学）
学士（学術） 1.05 平成28 同上

情報工学科 4 145
3年次

2 584
学士（工学）
学士（学術） 1.04 平成28 同上

社会工学科 4 150
3年次

2 604
学士（工学）
学士（学術） 1.06 平成28 同上

創造工学教育課程 4 100 - 400
学士（工学）
学士（学術） 1.05 平成28 同上

生命・物質工学科 4 - -
学士（工学）
学士（学術） - 平成16 同上

平成28年より
学生募集停止

環境材料工学科 4 - -
学士（工学）
学士（学術） - 平成16 同上

平成28年より
学生募集停止

機械工学科 4 - -
学士（工学）
学士（学術） - 平成16 同上

平成28年より
学生募集停止

電気電子工学科 4 - -
学士（工学）
学士（学術） - 平成16 同上

平成28年より
学生募集停止

情報工学科 4 - -
学士（工学）
学士（学術） - 平成16 同上

平成28年より
学生募集停止

建築・デザイン工学科 4 - -
学士（工学）
学士（学術） - 平成16 同上

平成28年より
学生募集停止

都市社会工学科 4 - -
学士（工学）
学士（学術） - 平成16 同上

平成28年より
学生募集停止

（開設年度H16共通） 3年次
10 20

平成30年より
学生募集停止

（第二部） 1.09

物質工学科 5 5 - 25
学士（工学）
学士（学術） 1.06 平成16

愛知県名古屋市
昭和区御器所町

機械工学科 5 5 - 25
学士（工学）
学士（学術） 1.00 平成16 同上

電気情報工学科 5 5 - 25
学士（工学）
学士（学術） 1.20 平成16 同上

社会開発工学科 5 5 - 25
学士（工学）
学士（学術） 1.13 平成16 同上

【工学研究科】

（博士前期課程） 1.23

生命・応用化学専攻 2 165 - 330
修士（工学）
修士（学術） 1.06 平成28

愛知県名古屋市
昭和区御器所町

物理工学専攻 2 78 - 156
修士（工学）
修士（学術） 1.11 平成28 同上

電気・機械工学専攻 2 138 - 276
修士（工学）
修士（学術） 1.54 平成28 同上

情報工学専攻 2 110 - 220
修士（工学）
修士（学術） 1.17 平成28 同上

社会工学専攻 2 95 - 180
修士（工学）
修士（学術） 1.29 平成28 同上

物質工学専攻 2 - -
修士（工学）
修士（学術） - 平成15 同上

平成28年より
学生募集停止

機能工学専攻 2 - -
修士（工学）
修士（学術） - 平成15 同上

平成28年より
学生募集停止

情報工学専攻 2 - -
修士（工学）
修士（学術） - 平成15 同上

平成28年より
学生募集停止

４　ＡＣ対象学部等を含む大学等の状況

　名古屋工業大学
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社会工学専攻 2 - -
修士（工学）
修士（学術） - 平成15 同上

平成28年より
学生募集停止

未来材料創成工学専攻 2 - -
修士（工学）
修士（学術） - 平成20 同上

平成28年より
学生募集停止

創成ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ工学専攻 2 - -
修士（工学）
修士（学術） - 平成20 同上

平成28年より
学生募集停止

（博士後期課程） 0.88

生命・応用化学専攻 3 9 - 27
博士（工学）
博士（学術） 0.81 平成28

愛知県名古屋市
昭和区御器所町

物理工学専攻 3 5 - 15
博士（工学）
博士（学術） 1.00 平成28 同上

電気・機械工学専攻 3 9 - 27
博士（工学）
博士（学術） 1.07 平成28 同上

情報工学専攻 3 7 - 21
博士（工学）
博士（学術） 0.56 平成28 同上

社会工学専攻 3 7 - 21
博士（工学）
博士（学術） 1.51 平成28 同上

共同ﾅﾉﾒﾃﾞｨｼﾝ科学専攻 3 3 - 9
博士

（ﾅﾉﾒﾃﾞｨｼﾝ科
学）

0.77 平成25 同上

名古屋工業大学・ウー
ロンゴン大学国際連携
情報学専攻

3 2 - 6 博士（学術） 0.50 平成29 同上

物質工学専攻 3 - - -
博士（工学）
博士（学術） - 平成15 同上

平成28年より
学生募集停止

機能工学専攻 3 - - -
博士（工学）
博士（学術） - 平成15 同上

平成28年より
学生募集停止

情報工学専攻 3 - - -
博士（工学）
博士（学術） - 平成15 同上

平成28年より
学生募集停止

社会工学専攻 3 - - -
博士（工学）
博士（学術） - 平成15 同上

平成28年より
学生募集停止

未来材料創成工学専攻 3 - - -
博士（工学）
博士（学術） - 平成20 同上

平成28年より
学生募集停止

創成ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ工学専攻 3 - - -
博士（工学）
博士（学術） - 平成20 同上

平成28年より
学生募集停止

　　　・学生募集を停止している学部等がある場合，入学定員・収容定員・平均入学定員超過率は「－」とし，

　　　　「備考」に「平成○○年より学生募集停止」と記入してください。

　　　　平均の小数点以下第２位まで（小数点以下第３位を切り捨て）を記入してください。

　　　・「平均入学定員超過率」には，標準修業年限に相当する期間における入学定員に対する入学者の割合の

      ・ＡＣ対象学部等については、必ず記入するとともに、下線を引いてください。

（注）・本調査の対象となっている大学等の設置者（学校法人等）が設置している全ての大学（学部，学科），

　　　　大学院（専攻）及び短期大学（学科）（ＡＣ対象学部等含む）について，それぞれの学校種ごとに，

　　　　平成３０年５月１日現在の上記項目の情報を記入してください。

　　　・学部の学科または研究科の専攻等，「入学定員を定めている組織」ごとに記入してください。

　　　　※「入学定員を定めている組織ごと」には，課程認定等によりコース・専攻に入学定員を定めている

　　　　　場合を含めます。履修上の区分としてコース・専攻を設けている場合は含めません。

　　　　※なお，課程認定等によりコースや専攻に入学定員を定めている場合は，法令上規定されている組織上

　　　　　の最小単位（大学であれば「学科」，短期大学であれば「専攻課程」）でも記載してください。

　　　・専攻科に係るものについては，記入する必要はありません。
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＜工学部　生命・応用化学科＞

専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

専任 教授 稲井　嘉人 平成28年4月 生命・応用化学概論 専任 教授 稲井　嘉人 平成28年4月 生命・応用化学概論 専任 教授 稲井　嘉人 平成28年4月 生命・応用化学概論 専任 教授 稲井　嘉人 平成28年4月 生命・応用化学概論

専任 教授 加藤　禎人 平成28年4月 生命・応用化学概論 専任 教授 加藤　禎人 平成28年4月 生命・応用化学概論 専任 准教授 塩塚　理仁 平成29年4月 生命・応用化学概論 専任 准教授 塩塚　理仁 平成29年4月 生命・応用化学概論

専任 教授 大谷　肇 平成28年4月 生命・応用化学概論 専任 教授 大谷　肇 平成28年4月 生命・応用化学概論 専任 教授 福田　功一郎 平成29年4月 生命・応用化学概論 専任 教授 福田　功一郎 平成29年4月 生命・応用化学概論

専任 教授 岩本　雄二 平成28年4月 生命・応用化学概論 専任 教授 岩本　雄二 平成28年4月 生命・応用化学概論 専任 教授 岩本　雄二 平成28年4月 生命・応用化学概論 専任 教授 岩本　雄二 平成28年4月 生命・応用化学概論

専任 教授 鈴木　将人 平成28年4月 生命・応用化学概論 専任 教授 鈴木　将人 平成28年4月 生命・応用化学概論 専任 教授 鈴木　将人 平成28年4月 生命・応用化学概論 専任 教授 鈴木　将人 平成28年4月 生命・応用化学概論

専任 教授 高木　繁 平成28年4月 生命・応用化学概論 専任 教授 高木　繁 平成28年4月 生命・応用化学概論 専任 教授 高木　繁 平成28年4月 生命・応用化学概論 専任 教授 高木　繁 平成28年4月 生命・応用化学概論

専任 教授 柴田　哲男 平成28年4月 生命・応用化学概論 専任 教授 柴田　哲男 平成28年4月 生命・応用化学概論 専任 教授 柴田　哲男 平成28年4月 生命・応用化学概論 専任 教授 柴田　哲男 平成28年4月 生命・応用化学概論

専任 教授 樋口　真弘 平成28年4月 生命・応用化学概論 専任 教授 樋口　真弘 平成28年4月 生命・応用化学概論 専任 教授 樋口　真弘 平成28年4月 生命・応用化学概論 専任 教授 樋口　真弘 平成28年4月 生命・応用化学概論

専任 教授 神取　秀樹 平成28年4月 生命・応用化学概論 専任 教授 神取　秀樹 平成28年4月 生命・応用化学概論 専任 教授 神取　秀樹 平成28年4月 生命・応用化学概論 専任 教授 神取　秀樹 平成28年4月 生命・応用化学概論

専任 教授 吉村　篤司 平成28年4月 生命・応用化学概論 専任 教授 吉村　篤司 平成28年4月 生命・応用化学概論 専任 准教授 杉本　英樹 平成29年4月 生命・応用化学概論 専任 准教授 杉本　英樹 平成29年4月 生命・応用化学概論

専任 教授 青木　純 平成28年4月 生命・応用化学概論 専任 教授 青木　純 平成28年4月 生命・応用化学概論 専任 教授 青木　純 平成28年4月 生命・応用化学概論 専任 教授 青木　純 平成28年4月 生命・応用化学概論

専任 教授 川崎　晋司 平成28年4月 生命・応用化学概論 専任 教授 川崎　晋司 平成28年4月 生命・応用化学概論 専任 教授 川崎　晋司 平成28年4月 生命・応用化学概論 専任 教授 川崎　晋司 平成28年4月 生命・応用化学概論

専任 教授 安達　信泰 平成28年4月 生命・応用化学概論 専任 教授 安達　信泰 平成28年4月 生命・応用化学概論 専任 教授 早川　知克 平成29年4月 生命・応用化学概論 専任 教授 早川　知克 平成29年4月 生命・応用化学概論

専任 教授 井田　隆 平成28年4月 生命・応用化学概論 専任 教授 井田　隆 平成28年4月 生命・応用化学概論 専任 教授 築地　真也 平成29年4月 生命・応用化学概論 専任 教授 築地　真也 平成29年4月 生命・応用化学概論

専任 教授 高木　繁 平成28年4月 基礎有機化学Ⅰ 専任 教授 高木　繁 平成28年4月 基礎有機化学Ⅰ 専任 教授 高木　繁 平成28年4月 基礎有機化学Ⅰ 専任 教授 高木　繁 平成28年4月 基礎有機化学Ⅰ

専任 准教授 小澤　智宏 平成28年4月 基礎無機化学 専任 准教授 小澤　智宏 平成28年4月 基礎無機化学 専任 准教授 小澤　智宏 平成28年4月 基礎無機化学 専任 准教授 小澤　智宏 平成28年4月 基礎無機化学

専任 准教授 柳生　剛義 平成30年4月 基礎無機化学

専任 教授 五味　學 平成28年4月 固体化学基礎 専任 教授 五味　學 平成28年4月 固体化学基礎 専任 教授 早川　知克 平成29年4月 固体化学基礎 専任 教授 早川　知克 平成29年4月 固体化学基礎

専任 教授 岩本　雄二 平成30年4月 固体化学基礎

専任 教授 福田　功一郎 平成28年4月 固体化学基礎 専任 教授 福田　功一郎 平成28年4月 固体化学基礎 専任 教授 福田　功一郎 平成30年4月 固体化学基礎

専任 准教授 尾崎　芳昭 平成28年4月 物理化学 専任 准教授 尾崎　芳昭 平成28年4月 物理化学 専任 准教授 井上　圭一 平成29年4月 物理化学 兼任 非常勤講師 井上　圭一 平成29年4月 物理化学

兼担 准教授 小野　克彦 平成28年4月 物理化学 兼担 准教授 小野　克彦 平成28年4月 物理化学 兼担 准教授 小野　克彦 平成28年4月 物理化学 兼担 准教授 小野　克彦 平成28年4月 物理化学

専任 教授 山村　初雄 平成28年4月 基礎有機化学Ⅱ（生・物） 専任 教授 山村　初雄 平成28年4月 基礎有機化学Ⅱ（生・物） 専任 教授 山村　初雄 平成28年4月 基礎有機化学Ⅱ（生・物） 専任 教授 山村　初雄 平成28年4月 基礎有機化学Ⅱ（生・物）

専任 准教授 安井　孝志 平成28年4月 分析化学 専任 准教授 安井　孝志 平成28年4月 分析化学 専任 准教授 安井　孝志 平成28年4月 分析化学 専任 准教授 安井　孝志 平成28年4月 分析化学

専任 教授 川崎　晋司 平成28年4月 無機化学 専任 教授 川崎　晋司 平成28年4月 無機化学 専任 教授 川崎　晋司 平成28年4月 無機化学 専任 教授 川崎　晋司 平成28年4月 無機化学

専任 准教授 柳生　剛義 平成30年4月 無機化学

専任 教授 森　秀樹 平成28年4月 基礎化学工学 専任 教授 森　秀樹 平成28年4月 基礎化学工学 専任 教授 森　秀樹 平成28年4月 基礎化学工学 専任 教授 森　秀樹 平成28年4月 基礎化学工学

専任 准教授 岩田　修一 平成29年4月 基礎化学工学 専任 准教授 岩田　修一 平成29年4月 基礎化学工学

専任 教授 山下　啓司 平成28年4月 高分子化学 専任 教授 山下　啓司 平成28年4月 高分子化学 専任 教授 山下　啓司 平成28年4月 高分子化学 専任 教授 山下　啓司 平成28年4月 高分子化学

専任 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 生化学 専任 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 生化学 専任 教授 伊藤　宏 平成28年4月 生化学 専任 教授 伊藤　宏 平成28年4月 生化学

専任 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 生化学 専任 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 生化学 専任 准教授 小笠原　理紀 平成29年4月 生化学 専任 准教授 小笠原　理紀 平成29年4月 生化学

専任 教授 山村　初雄 平成28年4月 基礎有機化学Ⅱ（ソフト） 専任 教授 山村　初雄 平成28年4月 基礎有機化学Ⅱ（ソフト） 専任 准教授 塩塚　理仁 平成29年4月 基礎有機化学Ⅱ（ソフト） 専任 准教授 塩塚　理仁 平成29年4月 基礎有機化学Ⅱ（ソフト）

兼担 教授 高須　昭則 平成28年4月 高分子物理化学Ⅰ 兼担 教授 高須　昭則 平成28年4月 高分子物理化学Ⅰ 兼担 教授 高須　昭則 平成28年4月 高分子物理化学Ⅰ 兼担 教授 高須　昭則 平成28年4月 高分子物理化学Ⅰ

専任 教授 樋口　真弘 平成29年4月 高分子物理化学Ⅰ 専任 教授 樋口　真弘 平成29年4月 高分子物理化学Ⅰ

専任 教授 樋口　真弘 平成28年4月 高分子物理化学Ⅱ 専任 教授 樋口　真弘 平成28年4月 高分子物理化学Ⅱ 専任 准教授 石井　大佑 平成29年4月 高分子物理化学Ⅱ 専任 准教授 石井　大佑 平成29年4月 高分子物理化学Ⅱ

専任 准教授 岡本　茂 平成28年4月 高分子科学Ⅰ 専任 准教授 岡本　茂 平成28年4月 高分子科学Ⅰ 専任 准教授 岡本　茂 平成28年4月 高分子科学Ⅰ 専任 准教授 岡本　茂 平成28年4月 高分子科学Ⅰ

専任 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 高分子材料物性Ⅰ 専任 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 高分子材料物性Ⅰ 専任 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 高分子材料物性Ⅰ 専任 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 高分子材料物性Ⅰ

専任 教授 鈴木　将人 平成28年4月 高分子合成化学Ⅰ 専任 教授 鈴木　将人 平成28年4月 高分子合成化学Ⅰ 専任 教授 鈴木　将人 平成28年4月 高分子合成化学Ⅰ 専任 教授 鈴木　将人 平成28年4月 高分子合成化学Ⅰ

専任 准教授 高木　幸治 平成28年4月 有機合成化学Ⅰ 専任 准教授 高木　幸治 平成28年4月 有機合成化学Ⅰ 専任 准教授 高木　幸治 平成28年4月 有機合成化学Ⅰ 専任 准教授 高木　幸治 平成28年4月 有機合成化学Ⅰ

専任 准教授 高木　幸治 平成28年4月 高分子合成化学Ⅱ 専任 准教授 高木　幸治 平成28年4月 高分子合成化学Ⅱ 兼担 准教授 松岡　真一 平成29年4月 高分子合成化学Ⅱ 兼担 准教授 松岡　真一 平成29年4月 高分子合成化学Ⅱ

専任 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 高分子科学Ⅱ 専任 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 高分子科学Ⅱ 専任 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 高分子科学Ⅱ 専任 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 高分子科学Ⅱ

兼担 教授 猪股　克弘 平成28年4月 高分子材料物性Ⅱ 兼担 教授 猪股　克弘 平成28年4月 高分子材料物性Ⅱ 兼担 教授 猪股　克弘 平成28年4月 高分子材料物性Ⅱ 兼担 教授 猪股　克弘 平成28年4月 高分子材料物性Ⅱ

専任 教授 福田　功一郎 平成28年4月 固体熱科学Ⅰ 専任 教授 福田　功一郎 平成28年4月 固体熱科学Ⅰ 専任 教授 福田　功一郎 平成28年4月 固体熱科学Ⅰ 専任 教授 福田　功一郎 平成28年4月 固体熱科学Ⅰ

専任 准教授 浅香　透 平成28年4月 量子科学基礎 専任 准教授 浅香　透 平成28年4月 量子科学基礎 専任 准教授 浅香　透 平成28年4月 量子科学基礎 専任 准教授 浅香　透 平成28年4月 量子科学基礎

専任 教授 安達　信泰 平成28年4月 物質科学Ⅰ 専任 教授 安達　信泰 平成28年4月 物質科学Ⅰ 専任 教授 安達　信泰 平成28年4月 物質科学Ⅰ 専任 教授 安達　信泰 平成28年4月 物質科学Ⅰ

専任 教授 岩本　雄二 平成28年4月 無機・有機ハイブリッド化学Ⅰ 専任 教授 岩本　雄二 平成28年4月 無機・有機ハイブリッド化学Ⅰ 専任 教授 岩本　雄二 平成28年4月 無機・有機ハイブリッド化学Ⅰ 専任 教授 岩本　雄二 平成28年4月 無機・有機ハイブリッド化学Ⅰ

専任 教授 福田　功一郎 平成28年4月 無機構造化学Ⅰ 専任 教授 福田　功一郎 平成28年4月 無機構造化学Ⅰ 専任 教授 福田　功一郎 平成28年4月 無機構造化学Ⅰ 専任 教授 福田　功一郎 平成28年4月 無機構造化学Ⅰ

兼担 教授 春日　敏宏 平成28年4月 アモルファス構造化学 兼担 教授 春日　敏宏 平成28年4月 アモルファス構造化学 兼担 教授 春日　敏宏 平成28年4月 アモルファス構造化学 兼担 教授 春日　敏宏 平成28年4月 アモルファス構造化学

専任 准教授 橋本　忍 平成28年4月 固体熱科学Ⅱ 専任 准教授 橋本　忍 平成28年4月 固体熱科学Ⅱ 専任 准教授 橋本　忍 平成28年4月 固体熱科学Ⅱ 専任 教授 橋本　忍 平成28年4月 固体熱科学Ⅱ

兼担 教授 柿本　健一 平成28年4月 材料組織構造化学 兼担 教授 柿本　健一 平成28年4月 材料組織構造化学 兼担 教授 柿本　健一 平成28年4月 材料組織構造化学 兼担 教授 柿本　健一 平成28年4月 材料組織構造化学

専任 准教授 浅香　透 平成28年4月 無機構造化学Ⅱ 専任 准教授 浅香　透 平成28年4月 無機構造化学Ⅱ 専任 准教授 浅香　透 平成28年4月 無機構造化学Ⅱ 専任 准教授 浅香　透 平成28年4月 無機構造化学Ⅱ

兼担 准教授 横田　壮司 平成28年4月 物質科学Ⅱ 兼担 准教授 横田　壮司 平成28年4月 物質科学Ⅱ 兼担 准教授 後任未定 物質科学Ⅱ 兼任 非常勤講師 五味　学 平成30年4月 物質科学Ⅱ

専任 准教授 小幡　亜希子 平成30年4月 物質科学Ⅱ

専任 准教授 吉野　明広 平成28年4月 構造分子化学 専任 准教授 吉野　明広 平成28年4月 構造分子化学 専任 准教授 吉野　明広 平成28年4月 構造分子化学 専任 准教授 吉野　明広 平成28年4月 構造分子化学

専任 准教授 大北　雅一 平成28年4月 有機化学Ⅰ 専任 准教授 大北　雅一 平成28年4月 有機化学Ⅰ 専任 准教授 大北　雅一 平成28年4月 有機化学Ⅰ 専任 教授 大北　雅一 平成28年4月 有機化学Ⅰ

専任 教授 大谷　肇 平成28年4月 分離分析化学 専任 教授 大谷　肇 平成28年4月 分離分析化学 専任 教授 大谷　肇 平成28年4月 分離分析化学 専任 教授 大谷　肇 平成28年4月 分離分析化学

専任 准教授 小澤　智宏 平成28年4月 錯体化学 専任 准教授 小澤　智宏 平成28年4月 錯体化学 専任 准教授 小澤　智宏 平成28年4月 錯体化学 専任 准教授 小澤　智宏 平成28年4月 錯体化学

専任 教授 加藤　禎人 平成28年4月 輸送現象 専任 教授 加藤　禎人 平成28年4月 輸送現象 専任 教授 加藤　禎人 平成28年4月 輸送現象 専任 教授 加藤　禎人 平成28年4月 輸送現象

専任 教授 青木　純 平成28年4月 高分子基礎物性 専任 教授 青木　純 平成28年4月 高分子基礎物性 専任 教授 青木　純 平成28年4月 高分子基礎物性 専任 教授 青木　純 平成28年4月 高分子基礎物性

専任 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 分子生物学 専任 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 分子生物学 専任 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 分子生物学 専任 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 分子生物学

専任 准教授 出羽　毅久 平成28年4月 分子生物学 専任 准教授 出羽　毅久 平成28年4月 分子生物学 専任 教授 出羽　毅久 平成28年4月 分子生物学 専任 教授 出羽　毅久 平成28年4月 分子生物学

専任 准教授 大北　雅一 平成28年4月 有機物理化学 専任 准教授 大北　雅一 平成28年4月 有機物理化学 専任 准教授 大北　雅一 平成28年4月 有機物理化学 専任 教授 大北　雅一 平成28年4月 有機物理化学

専任 准教授 平下　恒久 平成28年4月 有機化学Ⅱ 専任 准教授 平下　恒久 平成28年4月 有機化学Ⅱ 専任 准教授 平下　恒久 平成28年4月 有機化学Ⅱ 専任 准教授 平下　恒久 平成28年4月 有機化学Ⅱ

専任 准教授 北川　慎也 平成28年4月 分光分析化学 専任 准教授 北川　慎也 平成28年4月 分光分析化学 専任 准教授 北川　慎也 平成28年4月 分光分析化学 専任 准教授 北川　慎也 平成28年4月 分光分析化学

専任 教授 川崎　晋司 平成28年4月 電気化学 専任 教授 川崎　晋司 平成28年4月 電気化学 専任 教授 川崎　晋司 平成28年4月 電気化学 専任 教授 川崎　晋司 平成28年4月 電気化学

専任 准教授 園山　範之 平成28年4月 電気化学 専任 准教授 園山　範之 平成28年4月 電気化学 専任 准教授 園山　範之 平成28年4月 電気化学 専任 准教授 園山　範之 平成28年4月 電気化学

専任 教授 加藤　禎人 平成28年4月 反応工学 専任 教授 加藤　禎人 平成28年4月 反応工学 専任 教授 加藤　禎人 平成28年4月 反応工学 専任 准教授 南雲　亮 平成30年4月 反応工学

専任 准教授 岩田　修一 平成28年4月 反応工学 専任 准教授 岩田　修一 平成28年4月 反応工学 専任 准教授 岩田　修一 平成28年4月 反応工学

専任 准教授 出羽　毅久 平成28年4月 生命機能化学Ⅰ 専任 准教授 出羽　毅久 平成28年4月 生命機能化学Ⅰ 専任 教授 出羽　毅久 平成28年4月 生命機能化学Ⅰ 専任 教授 出羽　毅久 平成28年4月 生命機能化学Ⅰ

専任 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 薬科学概論 専任 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 薬科学概論 専任 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 薬科学概論 専任 准教授 南雲　亮 平成30年4月 薬科学概論

兼任 非常勤講師 林　秀敏 平成28年4月 薬科学概論 兼任 非常勤講師 林　秀敏 平成28年4月 薬科学概論 兼任 非常勤講師 林　秀敏 平成28年4月 薬科学概論 兼任 非常勤講師 服部  光治 平成30年4月 薬科学概論

兼任 非常勤講師 湯浅　博昭 平成28年4月 薬科学概論 兼任 非常勤講師 湯浅　博昭 平成28年4月 薬科学概論 兼任 非常勤講師 湯浅　博昭 平成28年4月 薬科学概論 兼任 非常勤講師 頭金  正博 平成30年4月 薬科学概論

兼任 非常勤講師 肥田　重明 平成28年4月 薬科学概論 兼任 非常勤講師 肥田　重明 平成28年4月 薬科学概論 兼任 非常勤講師 肥田　重明 平成28年4月 薬科学概論 兼任 非常勤講師 大澤  匡弘 平成30年4月 薬科学概論

専任 准教授 水野　稔久 平成28年4月 生命機能化学Ⅱ 専任 准教授 水野　稔久 平成28年4月 生命機能化学Ⅱ 専任 准教授 水野　稔久 平成28年4月 生命機能化学Ⅱ 専任 准教授 水野　稔久 平成28年4月 生命機能化学Ⅱ

専任 准教授 志田　典弘 平成28年4月 量子化学 専任 准教授 志田　典弘 平成28年4月 量子化学 専任 准教授 志田　典弘 平成28年4月 量子化学 専任 准教授 志田　典弘 平成28年4月 量子化学

専任 准教授 中村　修一 平成28年4月 有機化学Ⅲ 専任 准教授 中村　修一 平成28年4月 有機化学Ⅲ 専任 准教授 中村　修一 平成28年4月 有機化学Ⅲ 専任 教授 中村　修一 平成28年4月 有機化学Ⅲ

専任 准教授 高田　主岳 平成28年4月 電気分析化学 専任 准教授 高田　主岳 平成28年4月 電気分析化学 専任 教授 高田　主岳 平成28年4月 電気分析化学 専任 教授 高田　主岳 平成28年4月 電気分析化学

専任 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 生物無機化学 専任 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 生物無機化学 専任 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 生物無機化学 専任 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 生物無機化学

専任 教授 森　秀樹 平成28年4月 分離工学 専任 教授 森　秀樹 平成28年4月 分離工学 専任 教授 森　秀樹 平成28年4月 分離工学 専任 教授 森　秀樹 平成28年4月 分離工学

専任 教授 神取　秀樹 平成28年4月 生物物理化学 専任 教授 神取　秀樹 平成28年4月 生物物理化学 専任 教授 神取　秀樹 平成28年4月 生物物理化学 専任 教授 神取　秀樹 平成28年4月 生物物理化学

専任 教授 柴田　哲男 平成28年4月 有機化学Ⅳ 専任 教授 柴田　哲男 平成28年4月 有機化学Ⅳ 専任 教授 柴田　哲男 平成28年4月 有機化学Ⅳ 専任 教授 柴田　哲男 平成28年4月 有機化学Ⅳ

専任 准教授 高田　主岳 平成28年4月 環境化学 専任 准教授 高田　主岳 平成28年4月 環境化学 専任 教授 高田　主岳 平成28年4月 環境化学 専任 教授 高田　主岳 平成28年4月 環境化学

専任 准教授 北川　慎也 平成28年4月 環境化学 専任 准教授 北川　慎也 平成28年4月 環境化学 専任 准教授 北川　慎也 平成28年4月 環境化学 専任 准教授 北川　慎也 平成28年4月 環境化学

【認可時又は届出時】 【平成28年度】

５　教員組織の状況

（１）ー① 担当教員表

【平成29年度】 【平成30年度】

職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名 職名担当授業科目名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名就任予定年月 担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月氏　　名
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

【認可時又は届出時】 【平成28年度】 【平成29年度】 【平成30年度】

職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名 職名担当授業科目名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名就任予定年月 担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月氏　　名

専任 准教授 安井　孝志 平成28年4月 環境化学 専任 准教授 安井　孝志 平成28年4月 環境化学 専任 准教授 安井　孝志 平成28年4月 環境化学 専任 准教授 安井　孝志 平成28年4月 環境化学

専任 教授 山下　啓司 平成28年4月 機能性高分子化学 専任 教授 山下　啓司 平成28年4月 機能性高分子化学 専任 教授 山下　啓司 平成28年4月 機能性高分子化学 専任 教授 山下　啓司 平成28年4月 機能性高分子化学

専任 准教授 吉水　広明 平成28年4月 高分子材料分析化学 専任 准教授 吉水　広明 平成28年4月 高分子材料分析化学 専任 准教授 吉水　広明 平成28年4月 高分子材料分析化学 専任 准教授 吉水　広明 平成28年4月 高分子材料分析化学

専任 准教授 永田　謙二 平成28年4月 高分子科学Ⅲ 専任 准教授 永田　謙二 平成28年4月 高分子科学Ⅲ 専任 准教授 永田　謙二 平成28年4月 高分子科学Ⅲ 専任 教授 永田　謙二 平成28年4月 高分子科学Ⅲ

兼担 教授 猪股　克弘 平成28年4月 高分子科学Ⅲ 兼担 教授 猪股　克弘 平成28年4月 高分子科学Ⅲ 兼担 教授 猪股　克弘 平成28年4月 高分子科学Ⅲ 兼担 教授 猪股　克弘 平成28年4月 高分子科学Ⅲ

専任 准教授 永田　謙二 平成28年4月 環境調和材料 専任 准教授 永田　謙二 平成28年4月 環境調和材料 専任 准教授 永田　謙二 平成28年4月 環境調和材料 専任 教授 永田　謙二 平成28年4月 環境調和材料

専任 教授 中西　英二 平成28年4月 高分子材料科学 専任 教授 中西　英二 平成28年4月 高分子材料科学 専任 教授 築地　真也 平成29年4月 高分子材料科学 専任 准教授 山本　勝宏 平成30年4月 高分子材料科学

専任 准教授 杉本　英樹 平成30年4月 高分子材料科学

専任 教授 稲井　嘉人 平成28年4月 計算機化学 専任 教授 稲井　嘉人 平成28年4月 計算機化学 専任 教授 稲井　嘉人 平成28年4月 計算機化学 専任 教授 稲井　嘉人 平成28年4月 計算機化学

専任 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 生命現象科学 専任 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 生命現象科学 専任 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 生命現象科学 専任 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 生命現象科学

専任 教授 高木　繁 平成28年4月 生体分子化学 専任 教授 高木　繁 平成28年4月 生体分子化学 専任 教授 高木　繁 平成28年4月 生体分子化学 専任 教授 高木　繁 平成28年4月 生体分子化学

専任 准教授 迫　克也 平成28年4月 有機合成化学Ⅱ 専任 准教授 迫　克也 平成28年4月 有機合成化学Ⅱ 専任 准教授 迫　克也 平成28年4月 有機合成化学Ⅱ 専任 准教授 迫　克也 平成28年4月 有機合成化学Ⅱ

専任 教授 稲井　嘉人 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ 専任 教授 稲井　嘉人 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ 専任 教授 稲井　嘉人 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ 専任 准教授 塩塚　理仁 平成30年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ

専任 教授 鈴木　将人 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ 専任 教授 鈴木　将人 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ 専任 教授 鈴木　将人 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ 兼担 教授 猪股　克弘 平成30年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ

専任 教授 樋口　真弘 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ 専任 教授 樋口　真弘 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ 専任 教授 樋口　真弘 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ

専任 教授 吉村　篤司 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ 専任 教授 吉村　篤司 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ 専任 教授 吉村　篤司 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ

専任 教授 高木　繁 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ 専任 教授 高木　繁 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ 専任 教授 高木　繁 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ

専任 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ 専任 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ 専任 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ

専任 准教授 岡本　茂 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ 専任 准教授 岡本　茂 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ 専任 准教授 岡本　茂 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ

専任 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ 専任 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ 専任 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ

兼担 教授 高須　昭則 平成28年4月 生体材料設計 兼担 教授 高須　昭則 平成28年4月 生体材料設計 兼担 教授 高須　昭則 平成28年4月 生体材料設計 兼担 教授 高須　昭則 平成28年4月 生体材料設計

専任 教授 鈴木　将人 平成28年4月 機能材料設計 専任 教授 鈴木　将人 平成28年4月 機能材料設計 専任 教授 鈴木　将人 平成28年4月 機能材料設計 専任 教授 鈴木　将人 平成28年4月 機能材料設計

専任 准教授 高木　幸治 平成30年4月 機能材料設計

専任 教授 稲井　嘉人 平成28年4月 生体模倣工学 専任 教授 稲井　嘉人 平成28年4月 生体模倣工学 専任 教授 稲井　嘉人 平成28年4月 生体模倣工学 専任 教授 稲井　嘉人 平成28年4月 生体模倣工学

専任 教授 樋口　真弘 平成28年4月 生体模倣工学 専任 教授 樋口　真弘 平成28年4月 生体模倣工学 専任 教授 樋口　真弘 平成28年4月 生体模倣工学 専任 准教授 石井　大佑 平成30年4月 生体模倣工学

専任 教授 樋口　真弘 平成28年4月 生体分子システム 専任 教授 樋口　真弘 平成28年4月 生体分子システム 専任 教授 樋口　真弘 平成28年4月 生体分子システム 専任 教授 樋口　真弘 平成28年4月 生体分子システム

専任 教授 築地　真也 平成30年4月 生体分子システム

専任 教授 吉村　篤司 平成28年4月 生体物質特性評価 専任 教授 吉村　篤司 平成28年4月 生体物質特性評価 専任 教授 吉村　篤司 平成28年4月 生体物質特性評価 専任 教授 吉村　篤司 平成28年4月 生体物質特性評価

専任 教授 稲井　嘉人 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ 専任 教授 稲井　嘉人 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ 専任 教授 稲井　嘉人 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ 専任 教授 稲井　嘉人 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ

専任 教授 鈴木　将人 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ 専任 教授 鈴木　将人 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ 専任 教授 鈴木　将人 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ 専任 教授 鈴木　将人 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ

専任 教授 樋口　真弘 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ 専任 教授 樋口　真弘 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ 専任 教授 樋口　真弘 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ 専任 准教授 塩塚　理仁 平成30年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ

専任 教授 吉村　篤司 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ 専任 教授 吉村　篤司 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ 専任 教授 吉村　篤司 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ

専任 教授 高木　繁 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ 専任 教授 高木　繁 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ 専任 教授 高木　繁 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ

専任 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ 専任 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ 専任 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ

専任 准教授 岡本　茂 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ 専任 准教授 岡本　茂 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ 専任 准教授 岡本　茂 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ

専任 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ 専任 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ 専任 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ

専任 准教授 小幡　亜希子 平成28年4月 無機・有機ハイブリッド化学Ⅱ 専任 准教授 小幡　亜希子 平成28年4月 無機・有機ハイブリッド化学Ⅱ 専任 准教授 小幡　亜希子 平成28年4月 無機・有機ハイブリッド化学Ⅱ 専任 准教授 小幡　亜希子 平成28年4月 無機・有機ハイブリッド化学Ⅱ

専任 教授 井田　隆 平成28年4月 計算科学基礎 専任 教授 井田　隆 平成28年4月 計算科学基礎 専任 教授 井田　隆 平成28年4月 計算科学基礎 専任 教授 井田　隆 平成28年4月 計算科学基礎

専任 准教授 白井　孝 平成28年4月 セラミックス材料強度学 専任 准教授 白井　孝 平成28年4月 セラミックス材料強度学 専任 准教授 白井　孝 平成28年4月 セラミックス材料強度学 専任 准教授 白井　孝 平成28年4月 セラミックス材料強度学

専任 准教授 羽田　政明 平成28年4月 機能性ハイブリッド材料 専任 准教授 羽田　政明 平成28年4月 機能性ハイブリッド材料 専任 教授 羽田　政明 平成28年4月 機能性ハイブリッド材料 専任 教授 羽田　政明 平成28年4月 機能性ハイブリッド材料

専任 准教授 中山　将伸 平成28年4月 固体イオニクス 専任 准教授 中山　将伸 平成28年4月 固体イオニクス 専任 教授 中山　将伸 平成28年4月 固体イオニクス 専任 教授 中山　将伸 平成28年4月 固体イオニクス

専任 准教授 籠宮　功 平成28年4月 固体反応速度学 専任 准教授 籠宮　功 平成28年4月 固体反応速度学 専任 准教授 籠宮　功 平成28年4月 固体反応速度学 専任 准教授 籠宮　功 平成28年4月 固体反応速度学

専任 教授 藤　正督 平成28年4月 セラミックス構造評価学 専任 教授 藤　正督 平成28年4月 セラミックス構造評価学 専任 教授 藤　正督 平成28年4月 セラミックス構造評価学 専任 教授 藤　正督 平成28年4月 セラミックス構造評価学

専任 准教授 早川　知克 平成28年4月 セラミックスナノ構造設計 専任 准教授 早川　知克 平成28年4月 セラミックスナノ構造設計 専任 教授 早川　知克 平成28年4月 セラミックスナノ構造設計 専任 教授 早川　知克 平成28年4月 セラミックスナノ構造設計

専任 教授 岩本　雄二 平成28年4月 エネルギー創成セラミックス 専任 教授 岩本　雄二 平成28年4月 エネルギー創成セラミックス 専任 教授 岩本　雄二 平成28年4月 エネルギー創成セラミックス 専任 教授 岩本　雄二 平成28年4月 エネルギー創成セラミックス

専任 准教授 籠宮　功 平成28年4月 エネルギー創成セラミックス 専任 准教授 籠宮　功 平成28年4月 エネルギー創成セラミックス 専任 准教授 籠宮　功 平成28年4月 エネルギー創成セラミックス 専任 准教授 籠宮　功 平成28年4月 エネルギー創成セラミックス

専任 准教授 橋本　忍 平成28年4月 高温極限環境セラミックス 専任 准教授 橋本　忍 平成28年4月 高温極限環境セラミックス 専任 准教授 橋本　忍 平成28年4月 高温極限環境セラミックス 専任 教授 橋本　忍 平成28年4月 高温極限環境セラミックス

専任 教授 岩本　雄二 平成28年4月 環境調和セラミックス 専任 教授 岩本　雄二 平成28年4月 環境調和セラミックス 専任 教授 岩本　雄二 平成28年4月 環境調和セラミックス 専任 教授 岩本　雄二 平成28年4月 環境調和セラミックス

兼担 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 環境調和セラミックス 兼担 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 環境調和セラミックス 兼担 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 環境調和セラミックス 兼担 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 環境調和セラミックス

専任 准教授 小幡　亜希子 平成28年4月 生体セラミックス材料 専任 准教授 小幡　亜希子 平成28年4月 生体セラミックス材料 専任 准教授 小幡　亜希子 平成28年4月 生体セラミックス材料 専任 准教授 小幡　亜希子 平成28年4月 生体セラミックス材料

兼担 教授 春日　敏宏 平成28年4月 生体セラミックス材料 兼担 教授 春日　敏宏 平成28年4月 生体セラミックス材料 兼担 教授 春日　敏宏 平成28年4月 生体セラミックス材料 兼担 教授 春日　敏宏 平成28年4月 生体セラミックス材料

兼担 教授 柿本　健一 平成28年4月 電子セラミックス応用 兼担 教授 柿本　健一 平成28年4月 電子セラミックス応用 兼担 教授 柿本　健一 平成28年4月 電子セラミックス応用 兼担 教授 柿本　健一 平成28年4月 電子セラミックス応用

専任 教授 多賀　圭次郎 平成28年4月 物理化学実験 専任 教授 多賀　圭次郎 平成28年4月 物理化学実験 専任 教授 多賀　圭次郎 平成28年4月 物理化学実験

専任 教授 神取　秀樹 平成28年4月 物理化学実験 専任 教授 神取　秀樹 平成28年4月 物理化学実験 専任 教授 神取　秀樹 平成28年4月 物理化学実験 専任 教授 神取　秀樹 平成28年4月 物理化学実験

専任 准教授 尾崎　芳昭 平成28年4月 物理化学実験 専任 准教授 尾崎　芳昭 平成28年4月 物理化学実験 専任 准教授 猪股　智彦 平成29年4月 物理化学実験

専任 准教授 志田　典弘 平成28年4月 物理化学実験 専任 准教授 志田　典弘 平成28年4月 物理化学実験 専任 准教授 志田　典弘 平成28年4月 物理化学実験 専任 准教授 志田　典弘 平成28年4月 物理化学実験

専任 准教授 大北　雅一 平成28年4月 物理化学実験 専任 准教授 大北　雅一 平成28年4月 物理化学実験 専任 准教授 大北　雅一 平成28年4月 物理化学実験 専任 教授 大北　雅一 平成28年4月 物理化学実験

専任 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 物理化学実験 専任 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 物理化学実験 専任 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 物理化学実験 兼担 准教授 山本　靖 平成30年4月 物理化学実験

専任 准教授 吉野　明広 平成28年4月 物理化学実験 専任 准教授 吉野　明広 平成28年4月 物理化学実験 専任 准教授 吉野　明広 平成28年4月 物理化学実験 専任 准教授 吉野　明広 平成28年4月 物理化学実験

専任 助教 岩田　達也 平成28年4月 物理化学実験 専任 助教 岩田　達也 平成28年4月 物理化学実験 専任 助教 近藤　政晴 平成29年4月 物理化学実験 専任 助教 近藤　政晴 平成29年4月 物理化学実験

専任 助教 井上　圭一 平成28年4月 物理化学実験 専任 助教 井上　圭一 平成28年4月 物理化学実験 専任 准教授 井上　圭一 平成28年4月 物理化学実験

兼担 准教授 小野　克彦 平成28年4月 物理化学実験 兼担 准教授 小野　克彦 平成28年4月 物理化学実験 兼担 准教授 小野　克彦 平成28年4月 物理化学実験 兼担 准教授 小野　克彦 平成28年4月 物理化学実験

専任 教授 山村　初雄 平成28年4月 有機化学実験 専任 教授 山村　初雄 平成28年4月 有機化学実験 専任 教授 山村　初雄 平成28年4月 有機化学実験 専任 教授 山村　初雄 平成28年4月 有機化学実験

専任 教授 柴田　哲男 平成28年4月 有機化学実験 専任 教授 柴田　哲男 平成28年4月 有機化学実験 専任 教授 柴田　哲男 平成28年4月 有機化学実験 専任 教授 柴田　哲男 平成28年4月 有機化学実験

専任 准教授 平下　恒久 平成28年4月 有機化学実験 専任 准教授 平下　恒久 平成28年4月 有機化学実験 専任 准教授 平下　恒久 平成28年4月 有機化学実験 専任 准教授 平下　恒久 平成28年4月 有機化学実験

専任 准教授 中村　修一 平成28年4月 有機化学実験 専任 准教授 中村　修一 平成28年4月 有機化学実験 専任 准教授 中村　修一 平成28年4月 有機化学実験 専任 教授 中村　修一 平成28年4月 有機化学実験

兼担 助教 宮川　淳 平成28年4月 有機化学実験 兼担 助教 宮川　淳 平成28年4月 有機化学実験 兼担 助教 宮川　淳 平成28年4月 有機化学実験 兼担 助教 宮川　淳 平成28年4月 有機化学実験

専任 助教 住井　裕司 平成30年4月 有機化学実験

専任 助教 森　万也香 平成30年4月 有機化学実験

専任 教授 大谷　肇 平成28年4月 分析化学実験 専任 教授 大谷　肇 平成28年4月 分析化学実験 専任 教授 大谷　肇 平成28年4月 分析化学実験 専任 教授 大谷　肇 平成28年4月 分析化学実験

専任 准教授 高田　主岳 平成28年4月 分析化学実験 専任 准教授 高田　主岳 平成28年4月 分析化学実験 専任 教授 高田　主岳 平成28年4月 分析化学実験 専任 教授 高田　主岳 平成28年4月 分析化学実験

専任 准教授 安井　孝志 平成28年4月 分析化学実験 専任 准教授 安井　孝志 平成28年4月 分析化学実験 専任 准教授 安井　孝志 平成28年4月 分析化学実験 専任 准教授 安井　孝志 平成28年4月 分析化学実験

専任 准教授 北川　慎也 平成28年4月 分析化学実験 専任 准教授 北川　慎也 平成28年4月 分析化学実験 専任 准教授 北川　慎也 平成28年4月 分析化学実験 専任 准教授 北川　慎也 平成28年4月 分析化学実験

専任 助教 飯國　良規 平成28年4月 分析化学実験 専任 助教 飯國　良規 平成28年4月 分析化学実験 専任 助教 飯國　良規 平成28年4月 分析化学実験 専任 助教 飯國　良規 平成28年4月 分析化学実験

専任 助教 前田　友梨 平成30年4月 分析化学実験

専任 教授 川崎　晋司 平成28年4月 無機化学実験 専任 教授 川崎　晋司 平成28年4月 無機化学実験 専任 教授 川崎　晋司 平成28年4月 無機化学実験 専任 教授 川崎　晋司 平成28年4月 無機化学実験

専任 准教授 小澤　智宏 平成28年4月 無機化学実験 専任 准教授 小澤　智宏 平成28年4月 無機化学実験 専任 准教授 小澤　智宏 平成28年4月 無機化学実験 専任 准教授 小澤　智宏 平成28年4月 無機化学実験

専任 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 無機化学実験 専任 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 無機化学実験 専任 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 無機化学実験 専任 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 無機化学実験

専任 准教授 園山　範之 平成28年4月 無機化学実験 専任 准教授 園山　範之 平成28年4月 無機化学実験 専任 准教授 園山　範之 平成28年4月 無機化学実験 専任 准教授 園山　範之 平成28年4月 無機化学実験

専任 助教 柳生　剛義 平成28年4月 無機化学実験 専任 助教 柳生　剛義 平成28年4月 無機化学実験 専任 准教授 柳生　剛義 平成28年4月 無機化学実験 専任 准教授 柳生　剛義 平成28年4月 無機化学実験

専任 助教 石井　陽祐 平成28年4月 無機化学実験 専任 助教 石井　陽祐 平成28年4月 無機化学実験 専任 助教 石井　陽祐 平成28年4月 無機化学実験 専任 助教 石井　陽祐 平成28年4月 無機化学実験

専任 教授 森　秀樹 平成28年4月 化学工学実験 専任 教授 森　秀樹 平成28年4月 化学工学実験 専任 教授 森　秀樹 平成28年4月 化学工学実験 専任 教授 森　秀樹 平成28年4月 化学工学実験

専任 教授 加藤　禎人 平成28年4月 化学工学実験 専任 教授 加藤　禎人 平成28年4月 化学工学実験 専任 教授 加藤　禎人 平成28年4月 化学工学実験 専任 教授 加藤　禎人 平成28年4月 化学工学実験

専任 准教授 岩田　修一 平成28年4月 化学工学実験 専任 准教授 岩田　修一 平成28年4月 化学工学実験 専任 准教授 岩田　修一 平成28年4月 化学工学実験 専任 准教授 岩田　修一 平成28年4月 化学工学実験

専任 助教 南雲　亮 平成28年4月 化学工学実験 専任 助教 南雲　亮 平成28年4月 化学工学実験 専任 准教授 南雲　亮 平成28年4月 化学工学実験 専任 准教授 南雲　亮 平成28年4月 化学工学実験

専任 助教 古川　陽輝 平成28年4月 化学工学実験 専任 助教 古川　陽輝 平成28年4月 化学工学実験 専任 助教 古川　陽輝 平成28年4月 化学工学実験 専任 助教 古川　陽輝 平成28年4月 化学工学実験

専任 教授 山下　啓司 平成28年4月 高分子化学実験 専任 教授 山下　啓司 平成28年4月 高分子化学実験 専任 教授 山下　啓司 平成28年4月 高分子化学実験 専任 教授 山下　啓司 平成28年4月 高分子化学実験

専任 教授 青木　純 平成28年4月 高分子化学実験 専任 教授 青木　純 平成28年4月 高分子化学実験 専任 教授 青木　純 平成28年4月 高分子化学実験 専任 教授 青木　純 平成28年4月 高分子化学実験
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

【認可時又は届出時】 【平成28年度】 【平成29年度】 【平成30年度】

職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名 職名担当授業科目名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名就任予定年月 担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月氏　　名

専任 准教授 出羽　毅久 平成28年4月 高分子化学実験 専任 准教授 出羽　毅久 平成28年4月 高分子化学実験 専任 教授 出羽　毅久 平成28年4月 高分子化学実験 専任 教授 出羽　毅久 平成28年4月 高分子化学実験

専任 准教授 水野　稔久 平成28年4月 高分子化学実験 専任 准教授 水野　稔久 平成28年4月 高分子化学実験 専任 准教授 水野　稔久 平成28年4月 高分子化学実験 専任 准教授 水野　稔久 平成28年4月 高分子化学実験

専任 助教 近藤　政晴 平成30年4月 高分子化学実験

専任 教授 加藤　禎人 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 教授 加藤　禎人 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 教授 加藤　禎人 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 教授 加藤　禎人 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ

専任 教授 山下　啓司 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 教授 山下　啓司 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 教授 山下　啓司 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 教授 山下　啓司 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ

専任 教授 山村　初雄 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 教授 山村　初雄 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 教授 山村　初雄 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 教授 山村　初雄 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ

専任 教授 柴田　哲男 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 教授 柴田　哲男 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 教授 柴田　哲男 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 教授 柴田　哲男 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ

専任 教授 森　秀樹 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 教授 森　秀樹 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 教授 森　秀樹 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 教授 森　秀樹 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ

専任 教授 神取　秀樹 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 教授 神取　秀樹 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 教授 神取　秀樹 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 教授 神取　秀樹 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ

専任 教授 青木　純 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 教授 青木　純 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 教授 青木　純 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 教授 青木　純 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ

専任 教授 川崎　晋司 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 教授 川崎　晋司 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 教授 川崎　晋司 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 教授 川崎　晋司 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ

専任 教授 大谷　肇 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 教授 大谷　肇 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 教授 大谷　肇 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 教授 大谷　肇 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ

専任 准教授 安井　孝志 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 准教授 安井　孝志 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 准教授 安井　孝志 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 准教授 安井　孝志 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ

専任 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 教授 伊藤　宏 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 教授 伊藤　宏 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ

専任 准教授 園山　範之 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 准教授 園山　範之 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 准教授 園山　範之 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 准教授 園山　範之 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ

専任 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ

専任 准教授 岩田　修一 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 准教授 岩田　修一 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 准教授 岩田　修一 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 准教授 岩田　修一 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ

専任 准教授 吉野　明広 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 准教授 吉野　明広 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 准教授 吉野　明広 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 准教授 吉野　明広 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ

専任 准教授 高田　主岳 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 准教授 高田　主岳 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 教授 高田　主岳 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 教授 高田　主岳 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ

専任 准教授 志田　典弘 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 准教授 志田　典弘 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 准教授 志田　典弘 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 准教授 志田　典弘 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ

専任 准教授 出羽　毅久 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 准教授 出羽　毅久 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 教授 出羽　毅久 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 教授 出羽　毅久 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ

専任 准教授 小澤　智宏 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 准教授 小澤　智宏 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 准教授 小澤　智宏 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 准教授 小澤　智宏 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ

専任 准教授 水野　稔久 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 准教授 水野　稔久 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 准教授 水野　稔久 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 准教授 水野　稔久 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ

専任 准教授 大北　雅一 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 准教授 大北　雅一 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 准教授 大北　雅一 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 教授 大北　雅一 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ

専任 准教授 中村　修一 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 准教授 中村　修一 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 准教授 中村　修一 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 教授 中村　修一 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ

専任 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ

専任 准教授 平下　恒久 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 准教授 平下　恒久 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 准教授 平下　恒久 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 准教授 平下　恒久 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ

専任 准教授 北川　慎也 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 准教授 北川　慎也 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 准教授 北川　慎也 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 准教授 北川　慎也 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ

専任 助教 井上　圭一 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 助教 井上　圭一 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 准教授 井上　圭一 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ

専任 助教 岩田　達也 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 助教 岩田　達也 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 助教 近藤　政晴 平成29年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 助教 近藤　政晴 平成29年4月 生命・物質化学演習Ⅰ

専任 助教 古川　陽輝 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 助教 古川　陽輝 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 助教 古川　陽輝 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 助教 古川　陽輝 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ

専任 助教 石井　陽祐 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 助教 石井　陽祐 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 助教 石井　陽祐 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 助教 石井　陽祐 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ

専任 助教 南雲　亮 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 助教 南雲　亮 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 准教授 南雲　亮 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 准教授 南雲　亮 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ

専任 助教 飯國　良規 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 助教 飯國　良規 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 助教 飯國　良規 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 助教 飯國　良規 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ

専任 助教 柳生　剛義 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 助教 柳生　剛義 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 准教授 柳生　剛義 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 准教授 柳生　剛義 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ

兼担 教授 猪股　克弘 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 兼担 教授 猪股　克弘 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 兼担 教授 猪股　克弘 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 兼担 教授 猪股　克弘 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ

兼担 教授 高須　昭則 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 兼担 教授 高須　昭則 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 兼担 教授 高須　昭則 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 兼担 教授 高須　昭則 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ

兼担 教授 春日　敏宏 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 兼担 教授 春日　敏宏 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 兼担 教授 春日　敏宏 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 兼担 教授 春日　敏宏 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅰ

専任 准教授 小笠原　理紀 平成29年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 准教授 小笠原　理紀 平成29年4月 生命・物質化学演習Ⅰ

専任 助教 住井　裕司 平成29年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 助教 住井　裕司 平成29年4月 生命・物質化学演習Ⅰ

専任 助教 前田　友梨 平成29年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 助教 前田　友梨 平成29年4月 生命・物質化学演習Ⅰ

専任 助教 片山　耕大 平成29年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 助教 片山　耕大 平成29年4月 生命・物質化学演習Ⅰ

専任 助教 森　万也香 平成29年4月 生命・物質化学演習Ⅰ 専任 助教 森　万也香 平成29年4月 生命・物質化学演習Ⅰ

専任 教授 加藤　禎人 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 教授 加藤　禎人 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 教授 加藤　禎人 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 教授 加藤　禎人 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ

専任 教授 山下　啓司 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 教授 山下　啓司 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 教授 山下　啓司 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 教授 山下　啓司 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ

専任 教授 山村　初雄 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 教授 山村　初雄 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 教授 山村　初雄 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 教授 山村　初雄 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ

専任 教授 柴田　哲男 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 教授 柴田　哲男 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 教授 柴田　哲男 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 教授 柴田　哲男 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ

専任 教授 森　秀樹 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 教授 森　秀樹 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 教授 森　秀樹 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 教授 森　秀樹 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ

専任 教授 神取　秀樹 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 教授 神取　秀樹 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 教授 神取　秀樹 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 教授 神取　秀樹 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ

専任 教授 青木　純 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 教授 青木　純 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 教授 青木　純 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 教授 青木　純 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ

専任 教授 川崎　晋司 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 教授 川崎　晋司 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 教授 川崎　晋司 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 教授 川崎　晋司 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ

専任 教授 大谷　肇 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 教授 大谷　肇 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 教授 大谷　肇 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 教授 大谷　肇 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ

専任 准教授 安井　孝志 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 准教授 安井　孝志 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 准教授 安井　孝志 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 准教授 安井　孝志 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ

専任 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 教授 伊藤　宏 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 教授 伊藤　宏 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ

専任 准教授 園山　範之 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 准教授 園山　範之 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 准教授 園山　範之 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 准教授 園山　範之 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ

専任 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ

専任 准教授 岩田　修一 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 准教授 岩田　修一 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 准教授 岩田　修一 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 准教授 岩田　修一 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ

専任 准教授 吉野　明広 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 准教授 吉野　明広 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 准教授 吉野　明広 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 准教授 吉野　明広 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ

専任 准教授 高田　主岳 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 准教授 高田　主岳 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 教授 高田　主岳 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 教授 高田　主岳 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ

専任 准教授 志田　典弘 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 准教授 志田　典弘 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 准教授 志田　典弘 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 准教授 志田　典弘 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ

専任 准教授 出羽　毅久 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 准教授 出羽　毅久 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 教授 出羽　毅久 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 教授 出羽　毅久 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ

専任 准教授 小澤　智宏 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 准教授 小澤　智宏 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 准教授 小澤　智宏 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 准教授 小澤　智宏 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ

専任 准教授 水野　稔久 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 准教授 水野　稔久 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 准教授 水野　稔久 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 准教授 水野　稔久 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ

専任 准教授 大北　雅一 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 准教授 大北　雅一 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 准教授 大北　雅一 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 教授 大北　雅一 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ

専任 准教授 中村　修一 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 准教授 中村　修一 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 准教授 中村　修一 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 教授 中村　修一 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ

専任 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ

専任 准教授 平下　恒久 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 准教授 平下　恒久 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 准教授 平下　恒久 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 准教授 平下　恒久 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ

専任 准教授 北川　慎也 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 准教授 北川　慎也 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 准教授 北川　慎也 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 准教授 北川　慎也 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ

専任 助教 井上　圭一 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 助教 井上　圭一 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 准教授 井上　圭一 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ

専任 助教 岩田　達也 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 助教 岩田　達也 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 助教 近藤　政晴 平成29年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 助教 近藤　政晴 平成29年4月 生命・物質化学演習Ⅱ

専任 助教 古川　陽輝 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 助教 古川　陽輝 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 助教 古川　陽輝 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 助教 古川　陽輝 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ

専任 助教 石井　陽祐 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 助教 石井　陽祐 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 助教 石井　陽祐 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 助教 石井　陽祐 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ

専任 助教 南雲　亮 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 助教 南雲　亮 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 准教授 南雲　亮 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 准教授 南雲　亮 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ

専任 助教 飯國　良規 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 助教 飯國　良規 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 助教 飯國　良規 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 助教 飯國　良規 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ

専任 助教 柳生　剛義 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 助教 柳生　剛義 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 准教授 柳生　剛義 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 准教授 柳生　剛義 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ

兼担 教授 猪股　克弘 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 兼担 教授 猪股　克弘 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 兼担 教授 猪股　克弘 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 兼担 教授 猪股　克弘 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ

兼担 教授 高須　昭則 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 兼担 教授 高須　昭則 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 兼担 教授 高須　昭則 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 兼担 教授 高須　昭則 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ

兼担 教授 春日　敏宏 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 兼担 教授 春日　敏宏 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 兼担 教授 春日　敏宏 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 兼担 教授 春日　敏宏 平成28年4月 生命・物質化学演習Ⅱ

専任 准教授 小笠原　理紀 平成29年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 准教授 小笠原　理紀 平成29年4月 生命・物質化学演習Ⅱ

専任 助教 住井　裕司 平成29年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 助教 住井　裕司 平成29年4月 生命・物質化学演習Ⅱ

専任 助教 前田　友梨 平成29年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 助教 前田　友梨 平成29年4月 生命・物質化学演習Ⅱ

専任 助教 片山　耕大 平成29年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 助教 片山　耕大 平成29年4月 生命・物質化学演習Ⅱ

専任 助教 森　万也香 平成29年4月 生命・物質化学演習Ⅱ 専任 助教 森　万也香 平成29年4月 生命・物質化学演習Ⅱ

専任 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ 専任 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ 専任 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ 専任 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ

専任 准教授 岡本　茂 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ 専任 准教授 岡本　茂 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ 専任 准教授 岡本　茂 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ 専任 准教授 岡本　茂 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ

専任 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ 専任 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ 専任 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ 専任 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ

専任 准教授 高木　幸治 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ 専任 准教授 高木　幸治 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ 専任 准教授 高木　幸治 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ 専任 准教授 高木　幸治 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ

専任 准教授 永田　謙二 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ 専任 准教授 永田　謙二 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ 専任 准教授 永田　謙二 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ 専任 教授 永田　謙二 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

【認可時又は届出時】 【平成28年度】 【平成29年度】 【平成30年度】

職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名 職名担当授業科目名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名就任予定年月 担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月氏　　名

専任 助教 塩塚　理仁 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ 専任 助教 塩塚　理仁 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ 専任 准教授 塩塚　理仁 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ 専任 准教授 塩塚　理仁 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ

兼担 教授 高須　昭則 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ 兼担 教授 高須　昭則 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ 兼担 教授 高須　昭則 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ 兼担 教授 高須　昭則 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ

専任 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ 専任 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ 専任 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ 専任 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ

専任 准教授 岡本　茂 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ 専任 准教授 岡本　茂 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ 専任 准教授 岡本　茂 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ 専任 准教授 岡本　茂 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ

専任 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ 専任 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ 専任 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ 専任 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ

専任 准教授 高木　幸治 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ 専任 准教授 高木　幸治 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ 専任 准教授 高木　幸治 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ 専任 准教授 高木　幸治 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ

専任 准教授 永田　謙二 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ 専任 准教授 永田　謙二 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ 専任 准教授 永田　謙二 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ 専任 教授 永田　謙二 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ

専任 助教 塩塚　理仁 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ 専任 助教 塩塚　理仁 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ 専任 准教授 塩塚　理仁 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ 専任 准教授 塩塚　理仁 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ

兼担 教授 高須　昭則 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ 兼担 教授 高須　昭則 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ 兼担 教授 高須　昭則 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ 兼担 教授 高須　昭則 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ

専任 教授 稲井　嘉人 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 専任 教授 稲井　嘉人 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 専任 教授 稲井　嘉人 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 専任 教授 稲井　嘉人 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ

専任 教授 吉村　篤司 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 専任 教授 吉村　篤司 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 専任 教授 吉村　篤司 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 専任 教授 吉村　篤司 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ

専任 教授 高木　繁 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 専任 教授 高木　繁 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 専任 教授 高木　繁 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 専任 教授 高木　繁 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ

専任 教授 樋口　真弘 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 専任 教授 樋口　真弘 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 専任 教授 樋口　真弘 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 専任 教授 樋口　真弘 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ

専任 教授 鈴木　将人 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 専任 教授 鈴木　将人 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 専任 教授 鈴木　将人 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 専任 教授 鈴木　将人 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ

専任 准教授 永田　謙二 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 専任 准教授 永田　謙二 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 専任 准教授 永田　謙二 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 専任 教授 永田　謙二 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ

専任 准教授 岡本　茂 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 専任 准教授 岡本　茂 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 専任 准教授 岡本　茂 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 専任 准教授 岡本　茂 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ

専任 准教授 吉水　広明 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 専任 准教授 吉水　広明 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 専任 准教授 吉水　広明 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 専任 准教授 吉水　広明 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ

専任 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 専任 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 専任 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 専任 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ

専任 准教授 高木　幸治 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 専任 准教授 高木　幸治 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 専任 准教授 高木　幸治 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 専任 准教授 高木　幸治 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ

専任 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 専任 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 専任 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 専任 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ

専任 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 専任 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 専任 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 専任 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ

専任 准教授 迫　克也 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 専任 准教授 迫　克也 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 専任 准教授 迫　克也 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 専任 准教授 迫　克也 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ

専任 助教 塩塚　理仁 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 専任 助教 塩塚　理仁 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 専任 准教授 塩塚　理仁 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 専任 准教授 塩塚　理仁 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ

兼担 准教授 小野　克彦 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 兼担 准教授 小野　克彦 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 兼担 准教授 小野　克彦 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 兼担 准教授 小野　克彦 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ

兼担 教授 柿本　健一 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 兼担 教授 柿本　健一 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 兼担 教授 柿本　健一 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 兼担 教授 柿本　健一 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ

兼担 助教 宮川　淳 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 兼担 助教 宮川　淳 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 兼担 助教 宮川　淳 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 兼担 助教 宮川　淳 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ

専任 教授 築地　真也 平成29年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 専任 教授 築地　真也 平成29年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ

専任 准教授 石井　大佑 平成29年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 専任 准教授 石井　大佑 平成29年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ

専任 助教 信川　省吾 平成29年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 専任 助教 信川　省吾 平成29年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ

専任 助教 林　幹大 平成29年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 専任 助教 林　幹大 平成29年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ

専任 助教 吉井　達之 平成29年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ 専任 助教 吉井　達之 平成29年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅰ

専任 教授 稲井　嘉人 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 専任 教授 稲井　嘉人 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 専任 教授 稲井　嘉人 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 専任 教授 稲井　嘉人 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ

専任 教授 吉村　篤司 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 専任 教授 吉村　篤司 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 専任 教授 吉村　篤司 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 専任 教授 吉村　篤司 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ

専任 教授 高木　繁 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 専任 教授 高木　繁 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 専任 教授 高木　繁 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 専任 教授 高木　繁 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ

専任 教授 樋口　真弘 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 専任 教授 樋口　真弘 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 専任 教授 樋口　真弘 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 専任 教授 樋口　真弘 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ

専任 教授 鈴木　将人 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 専任 教授 鈴木　将人 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 専任 教授 鈴木　将人 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 専任 教授 鈴木　将人 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ

専任 准教授 永田　謙二 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 専任 准教授 永田　謙二 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 専任 准教授 永田　謙二 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 専任 教授 永田　謙二 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ

専任 准教授 岡本　茂 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 専任 准教授 岡本　茂 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 専任 准教授 岡本　茂 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 専任 准教授 岡本　茂 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ

専任 准教授 吉水　広明 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 専任 准教授 吉水　広明 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 専任 准教授 吉水　広明 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 専任 准教授 吉水　広明 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ

専任 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 専任 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 専任 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 専任 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ

専任 准教授 高木　幸治 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 専任 准教授 高木　幸治 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 専任 准教授 高木　幸治 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 専任 准教授 高木　幸治 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ

専任 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 専任 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 専任 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 専任 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ

専任 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 専任 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 専任 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 専任 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ

専任 准教授 迫　克也 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 専任 准教授 迫　克也 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 専任 准教授 迫　克也 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 専任 准教授 迫　克也 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ

専任 助教 塩塚　理仁 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 専任 助教 塩塚　理仁 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 専任 准教授 塩塚　理仁 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 専任 准教授 塩塚　理仁 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ

兼担 准教授 小野　克彦 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 兼担 准教授 小野　克彦 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 兼担 准教授 小野　克彦 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 兼担 准教授 小野　克彦 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ

兼担 教授 柿本　健一 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 兼担 教授 柿本　健一 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 兼担 教授 柿本　健一 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 兼担 教授 柿本　健一 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ

兼担 助教 宮川　淳 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 兼担 助教 宮川　淳 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 兼担 助教 宮川　淳 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 兼担 助教 宮川　淳 平成28年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ

専任 教授 築地　真也 平成29年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 専任 教授 築地　真也 平成29年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ

専任 准教授 石井　大佑 平成29年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 専任 准教授 石井　大佑 平成29年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ

専任 助教 信川　省吾 平成29年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 専任 助教 信川　省吾 平成29年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ

専任 助教 林　幹大 平成29年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 専任 助教 林　幹大 平成29年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ

専任 助教 吉井　達之 平成29年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ 専任 助教 吉井　達之 平成29年4月 ソフトマテリアル化学演習Ⅱ

専任 准教授 早川　知克 平成28年4月 セラミックス基礎科学演習 専任 准教授 早川　知克 平成28年4月 セラミックス基礎科学演習 専任 教授 早川　知克 平成28年4月 セラミックス基礎科学演習 専任 教授 早川　知克 平成28年4月 セラミックス基礎科学演習

兼担 准教授 横田　壮司 平成28年4月 セラミックス基礎科学演習 兼担 准教授 横田　壮司 平成28年4月 セラミックス基礎科学演習

専任 准教授 橋本　忍 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅰ 専任 准教授 橋本　忍 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅰ 専任 准教授 橋本　忍 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅰ 専任 准教授 浅香　透 平成30年4月 セラミックス応用学演習Ⅰ

専任 准教授 中山　将伸 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅰ 専任 准教授 中山　将伸 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅰ 専任 教授 中山　将伸 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅰ 専任 教授 中山　将伸 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅰ

専任 准教授 早川　知克 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅰ 専任 准教授 早川　知克 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅰ

専任 教授 藤　正督 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ 専任 教授 藤　正督 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ 専任 教授 藤　正督 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ 専任 教授 藤　正督 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ

専任 教授 井田　隆 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ 専任 教授 井田　隆 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ 専任 教授 井田　隆 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ 専任 教授 井田　隆 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ

専任 教授 安達　信泰 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ 専任 教授 安達　信泰 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ 専任 教授 安達　信泰 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ 専任 教授 安達　信泰 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ

専任 准教授 籠宮　功 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ 専任 准教授 籠宮　功 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ 専任 准教授 籠宮　功 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ 専任 准教授 籠宮　功 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ

専任 准教授 羽田　政明 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ 専任 准教授 羽田　政明 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ 専任 教授 羽田　政明 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ 専任 教授 羽田　政明 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ

専任 准教授 白井　孝 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ 専任 准教授 白井　孝 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ 専任 准教授 白井　孝 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ 専任 准教授 白井　孝 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ

専任 准教授 早川　知克 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ 専任 准教授 早川　知克 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ 専任 教授 早川　知克 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ 専任 教授 早川　知克 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ

兼担 准教授 横田　壮司 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ 兼担 准教授 横田　壮司 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ 兼担 准教授 後任未定 セラミックス応用学演習Ⅱ

専任 准教授 橋本　忍 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 専任 准教授 橋本　忍 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 専任 准教授 橋本　忍 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 専任 教授 橋本　忍 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ

専任 准教授 籠宮　功 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 専任 准教授 籠宮　功 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 専任 准教授 籠宮　功 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 専任 准教授 籠宮　功 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ

専任 准教授 浅香　透 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 専任 准教授 浅香　透 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 専任 准教授 浅香　透 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 専任 准教授 浅香　透 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ

専任 准教授 小幡　亜希子 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 専任 准教授 小幡　亜希子 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 専任 准教授 小幡　亜希子 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 専任 准教授 小幡　亜希子 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ

専任 准教授 早川　知克 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 専任 准教授 早川　知克 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 専任 教授 早川　知克 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 専任 教授 福田　功一郎 平成30年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ

専任 准教授 中山　将伸 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 専任 准教授 中山　将伸 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 専任 教授 中山　将伸 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ

専任 助教 本多　沢雄 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 専任 助教 本多　沢雄 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 専任 助教 本多　沢雄 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 専任 助教 本多　沢雄 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ

専任 助教 大幸　裕介 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 専任 助教 大幸　裕介 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 専任 助教 大幸　裕介 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 専任 准教授 大幸　裕介 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ

兼担 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 兼担 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 兼担 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 兼担 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ

兼担 准教授 横田　壮司 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 兼担 准教授 横田　壮司 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 兼担 准教授 後任未定 セラミックス応用学実験Ⅰ 専任 助教 谷端　直人 平成30年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ

専任 准教授 橋本　忍 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 専任 准教授 橋本　忍 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 専任 准教授 橋本　忍 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 専任 教授 橋本　忍 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ

専任 准教授 籠宮　功 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 専任 准教授 籠宮　功 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 専任 准教授 籠宮　功 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 専任 准教授 籠宮　功 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ

専任 准教授 浅香　透 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 専任 准教授 浅香　透 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 専任 准教授 浅香　透 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 専任 准教授 浅香　透 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ

専任 准教授 小幡　亜希子 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 専任 准教授 小幡　亜希子 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 専任 准教授 小幡　亜希子 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 専任 准教授 小幡　亜希子 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ

専任 准教授 早川　知克 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 専任 准教授 早川　知克 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 専任 教授 早川　知克 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 専任 教授 福田　功一郎 平成30年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ

専任 准教授 中山　将伸 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 専任 准教授 中山　将伸 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 専任 教授 中山　将伸 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ

専任 助教 本多　沢雄 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 専任 助教 本多　沢雄 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 専任 助教 本多　沢雄 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 専任 助教 本多　沢雄 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ

専任 助教 大幸　裕介 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 専任 助教 大幸　裕介 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 専任 助教 大幸　裕介 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 専任 准教授 大幸　裕介 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ

兼担 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 兼担 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 兼担 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 兼担 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ

兼担 准教授 横田　壮司 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 兼担 准教授 横田　壮司 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 兼担 准教授 後任未定 セラミックス応用学実験Ⅱ 専任 助教 谷端　直人 平成30年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ

専任 教授 安達　信泰 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 安達　信泰 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 安達　信泰 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 安達　信泰 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 井田　隆 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 井田　隆 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 井田　隆 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 井田　隆 平成28年4月 実践研究セミナー
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

【認可時又は届出時】 【平成28年度】 【平成29年度】 【平成30年度】

職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名 職名担当授業科目名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名就任予定年月 担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月氏　　名

専任 教授 稲井　嘉人 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 稲井　嘉人 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 稲井　嘉人 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 稲井　嘉人 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 加藤　禎人 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 加藤　禎人 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 加藤　禎人 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 加藤　禎人 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 岩本　雄二 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 岩本　雄二 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 岩本　雄二 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 岩本　雄二 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 吉村　篤司 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 吉村　篤司 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 吉村　篤司 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 吉村　篤司 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 高木　繁 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 高木　繁 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 高木　繁 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 高木　繁 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 山下　啓司 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 山下　啓司 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 山下　啓司 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 山下　啓司 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 山村　初雄 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 山村　初雄 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 山村　初雄 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 山村　初雄 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 柴田　哲男 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 柴田　哲男 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 柴田　哲男 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 柴田　哲男 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 森　秀樹 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 森　秀樹 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 森　秀樹 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 森　秀樹 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 神取　秀樹 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 神取　秀樹 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 神取　秀樹 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 神取　秀樹 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 青木　純 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 青木　純 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 青木　純 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 青木　純 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 川崎　晋司 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 川崎　晋司 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 川崎　晋司 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 川崎　晋司 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 大谷　肇 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 大谷　肇 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 大谷　肇 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 大谷　肇 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 藤　正督 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 藤　正督 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 藤　正督 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 藤　正督 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 樋口　真弘 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 樋口　真弘 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 樋口　真弘 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 樋口　真弘 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 福田　功一郎 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 福田　功一郎 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 福田　功一郎 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 福田　功一郎 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 鈴木　将人 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 鈴木　将人 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 鈴木　将人 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 鈴木　将人 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 安井　孝志 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 安井　孝志 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 安井　孝志 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 安井　孝志 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 伊藤　宏 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 伊藤　宏 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 羽田　政明 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 羽田　政明 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 羽田　政明 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 羽田　政明 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 永田　謙二 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 永田　謙二 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 永田　謙二 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 永田　謙二 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 園山　範之 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 園山　範之 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 園山　範之 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 園山　範之 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 岡本　茂 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 岡本　茂 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 岡本　茂 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 岡本　茂 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 岩田　修一 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 岩田　修一 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 岩田　修一 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 岩田　修一 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 吉水　広明 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 吉水　広明 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 吉水　広明 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 吉水　広明 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 吉野　明広 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 吉野　明広 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 吉野　明広 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 吉野　明広 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 橋本　忍 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 橋本　忍 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 橋本　忍 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 橋本　忍 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 高田　主岳 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 高田　主岳 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 高田　主岳 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 高田　主岳 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 高木　幸治 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 高木　幸治 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 高木　幸治 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 高木　幸治 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 志田　典弘 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 志田　典弘 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 志田　典弘 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 志田　典弘 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 出羽　毅久 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 出羽　毅久 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 出羽　毅久 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 出羽　毅久 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 小幡　亜希子 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 小幡　亜希子 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 小幡　亜希子 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 小幡　亜希子 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 小澤　智宏 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 小澤　智宏 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 小澤　智宏 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 小澤　智宏 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 水野　稔久 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 水野　稔久 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 水野　稔久 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 水野　稔久 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 浅香　透 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 浅香　透 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 浅香　透 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 浅香　透 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 早川　知克 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 早川　知克 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 早川　知克 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 早川　知克 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 大北　雅一 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 大北　雅一 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 大北　雅一 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 大北　雅一 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 中山　将伸 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 中山　将伸 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 中山　将伸 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 中山　将伸 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 中村　修一 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 中村　修一 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 中村　修一 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 中村　修一 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 白井　孝 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 白井　孝 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 白井　孝 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 白井　孝 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 迫　克也 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 迫　克也 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 迫　克也 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 迫　克也 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 平下　恒久 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 平下　恒久 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 平下　恒久 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 平下　恒久 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 北川　慎也 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 北川　慎也 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 北川　慎也 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 北川　慎也 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 籠宮　功 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 籠宮　功 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 籠宮　功 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 籠宮　功 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 助教 井上　圭一 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 井上　圭一 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 井上　圭一 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 漆原　大典 平成30年4月 実践研究セミナー

専任 助教 塩塚　理仁 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 塩塚　理仁 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 塩塚　理仁 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 塩塚　理仁 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 助教 岩田　達也 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 岩田　達也 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 近藤　政晴 平成29年4月 実践研究セミナー 専任 助教 近藤　政晴 平成29年4月 実践研究セミナー

専任 助教 古川　陽輝 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 古川　陽輝 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 古川　陽輝 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 古川　陽輝 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 助教 石井　陽祐 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 石井　陽祐 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 石井　陽祐 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 石井　陽祐 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 助教 大幸　裕介 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 大幸　裕介 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 大幸　裕介 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 大幸　裕介 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 助教 南雲　亮 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 南雲　亮 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 南雲　亮 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 南雲　亮 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 助教 飯國　良規 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 飯國　良規 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 飯國　良規 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 飯國　良規 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 助教 本多　沢雄 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 本多　沢雄 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 本多　沢雄 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 本多　沢雄 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 助教 柳生　剛義 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 柳生　剛義 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 柳生　剛義 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 柳生　剛義 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 築地　真也 平成29年4月 実践研究セミナー 専任 教授 築地　真也 平成29年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 小笠原　理紀 平成29年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 小笠原　理紀 平成29年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 石井　大佑 平成29年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 石井　大佑 平成29年4月 実践研究セミナー

専任 助教 住井　裕司 平成29年4月 実践研究セミナー 専任 助教 住井　裕司 平成29年4月 実践研究セミナー

専任 助教 前田　友梨 平成29年4月 実践研究セミナー 専任 助教 前田　友梨 平成29年4月 実践研究セミナー

専任 助教 片山　耕大 平成29年4月 実践研究セミナー 専任 助教 片山　耕大 平成29年4月 実践研究セミナー

専任 助教 森　万也香 平成29年4月 実践研究セミナー 専任 助教 森　万也香 平成29年4月 実践研究セミナー

専任 助教 信川　省吾 平成29年4月 実践研究セミナー 専任 助教 信川　省吾 平成29年4月 実践研究セミナー

専任 助教 林　幹大 平成29年4月 実践研究セミナー 専任 助教 林　幹大 平成29年4月 実践研究セミナー

専任 助教 吉井　達之 平成29年4月 実践研究セミナー 専任 助教 吉井　達之 平成29年4月 実践研究セミナー

専任 助教 谷端　直人 平成29年4月 実践研究セミナー 専任 助教 谷端　直人 平成29年4月 実践研究セミナー

専任 教授 安達　信泰 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 安達　信泰 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 安達　信泰 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 安達　信泰 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 井田　隆 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 井田　隆 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 井田　隆 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 井田　隆 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 稲井　嘉人 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 稲井　嘉人 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 稲井　嘉人 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 稲井　嘉人 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 加藤　禎人 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 加藤　禎人 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 加藤　禎人 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 加藤　禎人 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 岩本　雄二 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 岩本　雄二 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 岩本　雄二 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 岩本　雄二 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 吉村　篤司 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 吉村　篤司 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 吉村　篤司 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 吉村　篤司 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 高木　繁 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 高木　繁 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 高木　繁 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 高木　繁 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 山下　啓司 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 山下　啓司 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 山下　啓司 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 山下　啓司 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 山村　初雄 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 山村　初雄 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 山村　初雄 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 山村　初雄 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 柴田　哲男 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 柴田　哲男 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 柴田　哲男 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 柴田　哲男 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 森　秀樹 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 森　秀樹 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 森　秀樹 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 森　秀樹 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 神取　秀樹 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 神取　秀樹 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 神取　秀樹 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 神取　秀樹 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 青木　純 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 青木　純 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 青木　純 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 青木　純 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 川崎　晋司 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 川崎　晋司 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 川崎　晋司 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 川崎　晋司 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 大谷　肇 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 大谷　肇 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 大谷　肇 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 大谷　肇 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 藤　正督 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 藤　正督 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 藤　正督 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 藤　正督 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 樋口　真弘 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 樋口　真弘 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 樋口　真弘 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 樋口　真弘 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 福田　功一郎 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 福田　功一郎 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 福田　功一郎 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 福田　功一郎 平成28年4月 卒業研究
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

【認可時又は届出時】 【平成28年度】 【平成29年度】 【平成30年度】

職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名 職名担当授業科目名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名就任予定年月 担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月氏　　名

専任 教授 鈴木　将人 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 鈴木　将人 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 鈴木　将人 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 鈴木　将人 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 安井　孝志 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 安井　孝志 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 安井　孝志 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 安井　孝志 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 伊藤　宏 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 伊藤　宏 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 羽田　政明 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 羽田　政明 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 羽田　政明 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 羽田　政明 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 永田　謙二 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 永田　謙二 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 永田　謙二 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 永田　謙二 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 園山　範之 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 園山　範之 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 園山　範之 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 園山　範之 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 岡本　茂 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 岡本　茂 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 岡本　茂 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 岡本　茂 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 岩田　修一 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 岩田　修一 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 岩田　修一 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 岩田　修一 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 吉水　広明 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 吉水　広明 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 吉水　広明 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 吉水　広明 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 吉野　明広 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 吉野　明広 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 吉野　明広 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 吉野　明広 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 橋本　忍 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 橋本　忍 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 橋本　忍 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 橋本　忍 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 高田　主岳 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 高田　主岳 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 高田　主岳 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 高田　主岳 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 高木　幸治 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 高木　幸治 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 高木　幸治 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 高木　幸治 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 志田　典弘 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 志田　典弘 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 志田　典弘 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 志田　典弘 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 出羽　毅久 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 出羽　毅久 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 出羽　毅久 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 出羽　毅久 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 小幡　亜希子 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 小幡　亜希子 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 小幡　亜希子 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 小幡　亜希子 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 小澤　智宏 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 小澤　智宏 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 小澤　智宏 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 小澤　智宏 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 水野　稔久 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 水野　稔久 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 水野　稔久 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 水野　稔久 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 浅香　透 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 浅香　透 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 浅香　透 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 浅香　透 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 早川　知克 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 早川　知克 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 早川　知克 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 早川　知克 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 大北　雅一 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 大北　雅一 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 大北　雅一 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 大北　雅一 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 中山　将伸 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 中山　将伸 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 中山　将伸 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 中山　将伸 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 中村　修一 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 中村　修一 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 中村　修一 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 中村　修一 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 白井　孝 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 白井　孝 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 白井　孝 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 白井　孝 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 迫　克也 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 迫　克也 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 迫　克也 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 迫　克也 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 平下　恒久 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 平下　恒久 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 平下　恒久 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 平下　恒久 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 北川　慎也 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 北川　慎也 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 北川　慎也 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 北川　慎也 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 籠宮　功 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 籠宮　功 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 籠宮　功 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 籠宮　功 平成28年4月 卒業研究

専任 助教 井上　圭一 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 井上　圭一 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 井上　圭一 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 漆原　大典 平成30年4月 卒業研究

専任 助教 塩塚　理仁 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 塩塚　理仁 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 塩塚　理仁 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 塩塚　理仁 平成28年4月 卒業研究

専任 助教 岩田　達也 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 岩田　達也 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 近藤　政晴 平成29年4月 卒業研究 専任 助教 近藤　政晴 平成29年4月 卒業研究

専任 助教 古川　陽輝 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 古川　陽輝 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 古川　陽輝 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 古川　陽輝 平成28年4月 卒業研究

専任 助教 石井　陽祐 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 石井　陽祐 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 石井　陽祐 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 石井　陽祐 平成28年4月 卒業研究

専任 助教 大幸　裕介 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 大幸　裕介 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 大幸　裕介 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 大幸　裕介 平成28年4月 卒業研究

専任 助教 南雲　亮 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 南雲　亮 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 南雲　亮 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 南雲　亮 平成28年4月 卒業研究

専任 助教 飯國　良規 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 飯國　良規 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 飯國　良規 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 飯國　良規 平成28年4月 卒業研究

専任 助教 本多　沢雄 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 本多　沢雄 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 本多　沢雄 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 本多　沢雄 平成28年4月 卒業研究

専任 助教 柳生　剛義 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 柳生　剛義 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 柳生　剛義 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 柳生　剛義 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 築地　真也 平成29年4月 卒業研究 専任 教授 築地　真也 平成29年4月 卒業研究

専任 准教授 小笠原　理紀 平成29年4月 卒業研究 専任 准教授 小笠原　理紀 平成29年4月 卒業研究

専任 准教授 石井　大佑 平成29年4月 卒業研究 専任 准教授 石井　大佑 平成29年4月 卒業研究

専任 助教 住井　裕司 平成29年4月 卒業研究 専任 助教 住井　裕司 平成29年4月 卒業研究

専任 助教 前田　友梨 平成29年4月 卒業研究 専任 助教 前田　友梨 平成29年4月 卒業研究

専任 助教 片山　耕大 平成29年4月 卒業研究 専任 助教 片山　耕大 平成29年4月 卒業研究

専任 助教 森　万也香 平成29年4月 卒業研究 専任 助教 森　万也香 平成29年4月 卒業研究

専任 助教 信川　省吾 平成29年4月 卒業研究 専任 助教 信川　省吾 平成29年4月 卒業研究

専任 助教 林　幹大 平成29年4月 卒業研究 専任 助教 林　幹大 平成29年4月 卒業研究

専任 助教 吉井　達之 平成29年4月 卒業研究 専任 助教 吉井　達之 平成29年4月 卒業研究

専任 助教 谷端　直人 平成29年4月 卒業研究 専任 助教 谷端　直人 平成29年4月 卒業研究

専任 教授 福田　功一郎 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 教授 福田　功一郎 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 教授 福田　功一郎 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 准教授 安井　孝志 平成30年4月 フレッシュマンセミナー

専任 教授 山下　啓司 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 教授 山下　啓司 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 教授 山下　啓司 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 特任教員 桑原　容子 平成30年4月 フレッシュマンセミナー

専任 准教授 浅香　透 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 准教授 浅香　透 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 准教授 浅香　透 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 准教授 小幡　亜希子 平成30年4月 フレッシュマンセミナー

兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 フレッシュマンセミナー

兼担 教授 大原　繁男 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 大原　繁男 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 准教授 山本　勝宏 平成29年4月 フレッシュマンセミナー 専任 准教授 山本　勝宏 平成29年4月 フレッシュマンセミナー

兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 准教授 小野　克彦 平成29年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 准教授 小野　克彦 平成29年4月 フレッシュマンセミナー

兼担 教授 藤本　温 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 藤本　温 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 准教授 中村　修一 平成29年4月 フレッシュマンセミナー 専任 教授 中村　修一 平成29年4月 フレッシュマンセミナー

兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 准教授 塩塚　理仁 平成29年4月 フレッシュマンセミナー 専任 准教授 塩塚　理仁 平成29年4月 フレッシュマンセミナー

兼担 教授 川橋　範子 平成28年4月 異文化理解 兼担 教授 川橋　範子 平成28年4月 異文化理解 兼担 教授 川橋　範子 平成28年4月 異文化理解 兼担 教授 川橋　範子 平成28年4月 異文化理解

兼任 非常勤講師 萩尾　生 平成28年4月 異文化理解 兼任 非常勤講師 萩尾　生 平成28年4月 異文化理解 兼担 准教授 金　銀珠 平成30年4月 異文化理解

兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 感性と社会 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 感性と社会 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 感性と社会 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 感性と社会

兼任 非常勤講師 田中　優子 平成28年4月 心理学 兼任 非常勤講師 田中　優子 平成28年4月 心理学 兼任 非常勤講師 田中　優子 平成28年4月 心理学 兼担 准教授 田中　優子 平成28年4月 心理学

兼担 准教授 小田　亮 平成28年4月 生物と環境 兼担 准教授 小田　亮 平成28年4月 生物と環境 兼担 教授 小田　亮 平成28年4月 生物と環境 兼担 教授 小田　亮 平成28年4月 生物と環境

兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 生物と環境 兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 生物と環境 兼担 教授 増田　理子 平成28年4月 生物と環境 兼担 教授 増田　理子 平成28年4月 生物と環境

兼任 非常勤講師 田中　優子 平成28年4月 対人コミュニケーション論 兼任 非常勤講師 田中　優子 平成28年4月 対人コミュニケーション論 兼任 非常勤講師 田中　優子 平成28年4月 対人コミュニケーション論 兼担 准教授 田中　優子 平成28年4月 対人コミュニケーション論

兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本文化論 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本文化論 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本文化論 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本文化論

兼担 准教授 小田　亮 平成28年4月 人間行動学 兼担 准教授 小田　亮 平成28年4月 人間行動学 兼担 教授 小田　亮 平成28年4月 人間行動学 兼担 教授 小田　亮 平成28年4月 人間行動学

兼任 非常勤講師 池田　功毅 平成28年4月 人間行動学 兼任 非常勤講師 池田　功毅 平成28年4月 人間行動学 兼任 非常勤講師 池田　功毅 平成28年4月 人間行動学 兼任 非常勤講師 池田　功毅 平成28年4月 人間行動学

兼担 教授 永渕　康之 平成28年4月 人間社会ゼミナール 兼担 教授 永渕　康之 平成28年4月 人間社会ゼミナール 兼担 教授 永渕　康之 平成28年4月 人間社会ゼミナール 兼担 教授 川橋　範子 平成30年4月 人間社会ゼミナール

兼任 非常勤講師 磯部　美里 平成28年4月 アジア・太平洋史 兼任 非常勤講師 磯部　美里 平成28年4月 アジア・太平洋史 兼任 非常勤講師 磯部　美里 平成28年4月 アジア・太平洋史 兼任 非常勤講師 磯部　美里 平成28年4月 アジア・太平洋史

兼任 非常勤講師 秋元　悦子 平成30年4月 アジア・太平洋史

兼任 非常勤講師 川島　慶子 平成28年4月 科学技術史 兼任 非常勤講師 川島　慶子 平成28年4月 科学技術史 兼任 非常勤講師 川島　慶子 平成28年4月 科学技術史 兼担 教授 川島　慶子 平成28年4月 科学技術史

兼任 非常勤講師 川島　慶子 平成28年4月 科学思想史 兼任 非常勤講師 川島　慶子 平成28年4月 科学思想史 兼任 非常勤講師 川島　慶子 平成28年4月 科学思想史 兼担 教授 川島　慶子 平成28年4月 科学思想史

兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 科学と哲学 兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 科学と哲学 兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 科学と哲学 兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 科学と哲学

兼担 教授 永渕　康之 平成28年4月 共生社会論 兼担 教授 永渕　康之 平成28年4月 共生社会論 兼担 教授 永渕　康之 平成28年4月 共生社会論 兼任 非常勤講師 齋藤　典子 平成30年4月 共生社会論

兼任 非常勤講師 加藤　里紗 平成30年4月 共生社会論

兼任 非常勤講師 松波　京子 平成28年4月 近現代史 兼任 非常勤講師 松波　京子 平成28年4月 近現代史 兼任 非常勤講師 松波　京子 平成28年4月 近現代史 兼任 非常勤講師 松波　京子 平成28年4月 近現代史

兼担 教授 藤本　温 平成28年4月 公共の哲学 兼担 教授 藤本　温 平成28年4月 公共の哲学 兼担 教授 藤本　温 平成28年4月 公共の哲学 兼担 教授 藤本　温 平成28年4月 公共の哲学

兼担 教授 川橋　範子 平成28年4月 宗教文化論 兼担 教授 川橋　範子 平成28年4月 宗教文化論 兼担 教授 川橋　範子 平成28年4月 宗教文化論 兼担 教授 川橋　範子 平成28年4月 宗教文化論

兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経済学 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経済学 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経済学 兼担 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経済学

兼任 非常勤講師 齋藤　典子 平成28年4月 現代社会論 兼任 非常勤講師 齋藤　典子 平成28年4月 現代社会論 兼任 非常勤講師 齋藤　典子 平成28年4月 現代社会論 兼任 非常勤講師 齋藤　典子 平成28年4月 現代社会論

兼任 非常勤講師 安武　裕和 平成28年4月 現代政治論 兼任 非常勤講師 安武　裕和 平成28年4月 現代政治論 兼任 非常勤講師 安武　裕和 平成28年4月 現代政治論 兼任 非常勤講師 安武　裕和 平成28年4月 現代政治論

兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 公共政策論 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 公共政策論 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 公共政策論 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 公共政策論

兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 生涯学習論 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 生涯学習論 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 生涯学習論 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 生涯学習論
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

【認可時又は届出時】 【平成28年度】 【平成29年度】 【平成30年度】

職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名 職名担当授業科目名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名就任予定年月 担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月氏　　名

兼担 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 情報社会論 兼担 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 情報社会論 兼担 教授 齋藤　彰一 平成29年4月 情報社会論 兼担 教授 齋藤　彰一 平成29年4月 情報社会論

兼担 准教授 武藤　敦子 平成29年4月 情報社会論 兼担 准教授 打矢　隆弘 平成30年4月 情報社会論

兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 地域研究Ⅰ 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 地域研究Ⅰ 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 地域研究Ⅰ 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 地域研究Ⅰ

兼任 非常勤講師 磯部　美里 平成29年4月 地域研究Ⅰ 兼任 非常勤講師 磯部　美里 平成29年4月 地域研究Ⅰ

兼任 非常勤講師 金　銀珠 平成29年4月 地域研究Ⅰ 兼担 准教授 金　銀珠 平成29年4月 地域研究Ⅰ

兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 地域研究Ⅱ 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 地域研究Ⅱ 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 地域研究Ⅱ 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 地域研究Ⅱ

兼担 准教授 金　銀珠 平成30年4月 地域研究Ⅱ

兼任 非常勤講師 吉田　仁 平成30年4月 地域研究Ⅱ

兼任 非常勤講師 小林　正嗣 平成28年4月 日本国憲法 兼任 非常勤講師 小林　正嗣 平成28年4月 日本国憲法 兼任 非常勤講師 小林　正嗣 平成28年4月 日本国憲法 兼任 非常勤講師 小林　正嗣 平成28年4月 日本国憲法

兼担 教授 足立　俊明 平成28年4月 線形代数Ⅰ 兼担 教授 足立　俊明 平成28年4月 線形代数Ⅰ 兼担 准教授 上野　一男 平成29年4月 線形代数Ⅰ 兼任 非常勤講師 新倉　保夫 平成30年4月 線形代数Ⅰ

兼担 教授 平澤　美可三 平成28年4月 線形代数Ⅰ 兼担 教授 平澤　美可三 平成28年4月 線形代数Ⅰ 兼担 教授 平澤　美可三 平成28年4月 線形代数Ⅰ 兼担 教授 足立　俊明 平成30年4月 線形代数Ⅰ

兼担 准教授 佐伯　明洋 平成28年4月 線形代数Ⅰ 兼担 准教授 佐伯　明洋 平成28年4月 線形代数Ⅰ

兼任 非常勤講師 寺西　鎮男 平成28年4月 線形代数Ⅰ 兼任 非常勤講師 寺西　鎮男 平成28年4月 線形代数Ⅰ 兼任 非常勤講師 寺西　鎮男 平成28年4月 線形代数Ⅰ 兼担 准教授 上野　一男 平成29年4月 線形代数Ⅰ

兼担 准教授 岩下　弘一 平成28年4月 線形代数Ⅰ 兼担 准教授 岩下　弘一 平成28年4月 線形代数Ⅰ 兼担 准教授 岩下　弘一 平成28年4月 線形代数Ⅰ 兼担 准教授 岩下　弘一 平成28年4月 線形代数Ⅰ

兼担 教授 足立　俊明 平成28年4月 線形代数Ⅱ 兼担 教授 足立　俊明 平成28年4月 線形代数Ⅱ 兼担 准教授 岩下　弘一 平成29年4月 線形代数Ⅱ 兼担 准教授 岩下　弘一 平成29年4月 線形代数Ⅱ

兼担 教授 平澤　美可三 平成28年4月 線形代数Ⅱ 兼担 教授 平澤　美可三 平成28年4月 線形代数Ⅱ 兼担 教授 平澤　美可三 平成28年4月 線形代数Ⅱ 兼任 非常勤講師 新倉　保夫 平成30年4月 線形代数Ⅱ

兼担 准教授 佐伯　明洋 平成28年4月 線形代数Ⅱ 兼担 准教授 佐伯　明洋 平成28年4月 線形代数Ⅱ 兼担 准教授 上野　一男 平成29年4月 線形代数Ⅱ 兼担 准教授 上野　一男 平成29年4月 線形代数Ⅱ

兼任 非常勤講師 寺西　鎮男 平成28年4月 線形代数Ⅱ 兼任 非常勤講師 寺西　鎮男 平成28年4月 線形代数Ⅱ 兼任 非常勤講師 寺西　鎮男 平成28年4月 線形代数Ⅱ 兼担 教授 足立　俊明 平成30年4月 線形代数Ⅱ

兼任 非常勤講師 橋本　英哉 平成28年4月 線形代数Ⅱ 兼任 非常勤講師 橋本　英哉 平成28年4月 線形代数Ⅱ

兼担 准教授 林　倫弘 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習 兼担 准教授 林　倫弘 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習 兼担 准教授 佐伯　明洋 平成29年4月 微分積分Ⅰ及び演習 兼担 准教授 佐伯　明洋 平成29年4月 微分積分Ⅰ及び演習

兼任 非常勤講師 丹羽　伸二 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習 兼任 非常勤講師 丹羽　伸二 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習 兼任 非常勤講師 丹羽　伸二 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習 兼任 非常勤講師 寺西　鎮男 平成30年4月 微分積分Ⅰ及び演習

兼任 非常勤講師 市原　完治 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習 兼任 非常勤講師 市原　完治 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習 兼任 非常勤講師 市原　完治 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習 兼任 非常勤講師 市原　完治 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習

兼任 非常勤講師 山本　和広 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習 兼任 非常勤講師 山本　和広 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習 兼任 非常勤講師 山本　和広 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習 兼任 非常勤講師 山本　和広 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習

兼担 准教授 林　倫弘 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習 兼担 准教授 林　倫弘 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習 兼担 准教授 佐伯　明洋 平成29年4月 微分積分Ⅱ及び演習 兼担 准教授 佐伯　明洋 平成29年4月 微分積分Ⅱ及び演習

兼任 非常勤講師 山本　和広 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習 兼任 非常勤講師 山本　和広 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習 兼任 非常勤講師 山本　和広 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習 兼任 非常勤講師 山本　和広 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習

兼任 非常勤講師 市原　完治 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習 兼任 非常勤講師 市原　完治 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習 兼任 非常勤講師 市原　完治 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習 兼任 非常勤講師 市原　完治 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習

兼任 非常勤講師 丹羽　伸二 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習 兼任 非常勤講師 丹羽　伸二 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習 兼任 非常勤講師 丹羽　伸二 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習 兼任 非常勤講師 寺西　鎮男 平成30年4月 微分積分Ⅱ及び演習

兼担 教授 一瀬　郁夫 平成28年4月 力学 兼担 教授 一瀬　郁夫 平成28年4月 力学 専任 准教授 志田　典弘 平成29年4月 力学 専任 准教授 志田　典弘 平成29年4月 力学

兼担 准教授 出口　真次 平成28年4月 力学 兼担 准教授 出口　真次 平成28年4月 力学 兼担 准教授 伊藤　桂 平成29年4月 力学 兼担 准教授 伊藤　桂 平成29年4月 力学

兼担 教授 壬生　攻 平成28年4月 力学 兼担 教授 壬生　攻 平成28年4月 力学 兼担 教授 壬生　攻 平成28年4月 力学 兼担 准教授 前川　覚 平成30年4月 力学

兼担 准教授 伊藤　桂 平成28年4月 電磁気学 兼担 准教授 伊藤　桂 平成28年4月 電磁気学 兼担 准教授 伊藤　桂 平成28年4月 電磁気学 兼担 准教授 伊藤　桂 平成28年4月 電磁気学

兼担 教授 高橋　聡 平成28年4月 電磁気学 兼担 教授 高橋　聡 平成28年4月 電磁気学 兼担 教授 高橋　聡 平成28年4月 電磁気学 兼担 准教授 内藤　隆 平成30年4月 電磁気学

専任 教授 加藤　禎人 平成28年4月 物理学実験 専任 教授 加藤　禎人 平成28年4月 物理学実験 専任 教授 加藤　禎人 平成28年4月 物理学実験 専任 教授 加藤　禎人 平成28年4月 物理学実験

専任 教授 青木　純 平成28年4月 物理学実験 専任 教授 青木　純 平成28年4月 物理学実験 専任 教授 青木　純 平成28年4月 物理学実験 専任 教授 青木　純 平成28年4月 物理学実験

専任 教授 川崎　晋司 平成28年4月 物理学実験 専任 教授 川崎　晋司 平成28年4月 物理学実験 専任 教授 川崎　晋司 平成28年4月 物理学実験 専任 教授 川崎　晋司 平成28年4月 物理学実験

専任 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 物理学実験 専任 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 物理学実験 専任 教授 伊藤　宏 平成28年4月 物理学実験 専任 教授 伊藤　宏 平成28年4月 物理学実験

専任 准教授 岡本　茂 平成28年4月 物理学実験 専任 准教授 岡本　茂 平成28年4月 物理学実験 専任 准教授 岡本　茂 平成28年4月 物理学実験 専任 准教授 岡本　茂 平成28年4月 物理学実験

専任 准教授 岩田　修一 平成28年4月 物理学実験 専任 准教授 岩田　修一 平成28年4月 物理学実験 専任 准教授 岩田　修一 平成28年4月 物理学実験 専任 准教授 岩田　修一 平成28年4月 物理学実験

専任 准教授 吉水　広明 平成28年4月 物理学実験 専任 准教授 吉水　広明 平成28年4月 物理学実験 専任 准教授 吉水　広明 平成28年4月 物理学実験 専任 准教授 吉水　広明 平成28年4月 物理学実験

専任 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 物理学実験 専任 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 物理学実験 専任 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 物理学実験 専任 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 物理学実験

専任 准教授 志田　典弘 平成28年4月 物理学実験 専任 准教授 志田　典弘 平成28年4月 物理学実験 専任 准教授 志田　典弘 平成28年4月 物理学実験 専任 准教授 志田　典弘 平成28年4月 物理学実験

専任 准教授 園山　範之 平成28年4月 物理学実験 専任 准教授 園山　範之 平成28年4月 物理学実験 専任 准教授 園山　範之 平成28年4月 物理学実験 専任 准教授 園山　範之 平成28年4月 物理学実験

専任 准教授 北川　慎也 平成28年4月 物理学実験 専任 准教授 北川　慎也 平成28年4月 物理学実験 専任 准教授 北川　慎也 平成28年4月 物理学実験 専任 准教授 北川　慎也 平成28年4月 物理学実験

専任 助教 南雲　亮 平成28年4月 物理学実験 専任 助教 南雲　亮 平成28年4月 物理学実験 専任 准教授 南雲　亮 平成28年4月 物理学実験 専任 准教授 南雲　亮 平成28年4月 物理学実験

専任 助教 古川　陽輝 平成28年4月 物理学実験 専任 助教 古川　陽輝 平成28年4月 物理学実験 専任 助教 古川　陽輝 平成28年4月 物理学実験 専任 助教 古川　陽輝 平成28年4月 物理学実験

専任 助教 岩田　達也 平成28年4月 物理学実験 専任 助教 岩田　達也 平成28年4月 物理学実験 兼担 助教 高柳　真司 平成29年4月 物理学実験 兼担 助教 高柳　真司 平成29年4月 物理学実験

専任 助教 本多　沢雄 平成28年4月 物理学実験 専任 助教 本多　沢雄 平成28年4月 物理学実験 専任 助教 本多　沢雄 平成28年4月 物理学実験 専任 助教 本多　沢雄 平成28年4月 物理学実験

専任 助教 井上　圭一 平成28年4月 物理学実験 専任 助教 井上　圭一 平成28年4月 物理学実験 専任 准教授 井上　圭一 平成28年4月 物理学実験

兼担 准教授 山本　靖 平成28年4月 物理学実験 兼担 准教授 山本　靖 平成28年4月 物理学実験 兼担 准教授 山本　靖 平成28年4月 物理学実験 兼担 准教授 山本　靖 平成28年4月 物理学実験

兼担 准教授 横田　壮司 平成28年4月 物理学実験 兼担 准教授 横田　壮司 平成28年4月 物理学実験 兼担 准教授 前田　浩孝 平成29年4月 物理学実験 兼担 准教授 前田　浩孝 平成29年4月 物理学実験

専任 准教授 小笠原　理紀 平成29年4月 物理学実験 専任 准教授 小笠原　理紀 平成29年4月 物理学実験

専任 助教 信川　省吾 平成29年4月 物理学実験 専任 助教 信川　省吾 平成29年4月 物理学実験

専任 助教 石井　陽祐 平成29年4月 物理学実験 専任 助教 石井　陽祐 平成29年4月 物理学実験

専任 助教 谷端　直人 平成29年4月 物理学実験 専任 助教 谷端　直人 平成29年4月 物理学実験

専任 准教授 吉野　明広 平成28年4月 基礎化学 専任 准教授 吉野　明広 平成28年4月 基礎化学 専任 准教授 吉野　明広 平成28年4月 基礎化学 専任 准教授 吉野　明広 平成28年4月 基礎化学

専任 准教授 吉水　広明 平成28年4月 基礎化学 専任 准教授 吉水　広明 平成28年4月 基礎化学 専任 准教授 吉水　広明 平成28年4月 基礎化学 専任 准教授 吉水　広明 平成28年4月 基礎化学

専任 准教授 中山　将伸 平成28年4月 化学結合論 専任 准教授 中山　将伸 平成28年4月 化学結合論 専任 教授 中山　将伸 平成28年4月 化学結合論 専任 教授 中山　将伸 平成28年4月 化学結合論

専任 准教授 大北　雅一 平成28年4月 化学結合論 専任 准教授 大北　雅一 平成28年4月 化学結合論 専任 准教授 井上　圭一 平成29年4月 化学結合論 兼任 非常勤講師 多賀　圭次郎 平成30年4月 化学結合論

専任 准教授 岡本　茂 平成28年4月 化学結合論 専任 准教授 岡本　茂 平成28年4月 化学結合論

専任 教授 高木　繁 平成28年4月 化学実験 専任 教授 高木　繁 平成28年4月 化学実験 専任 教授 高木　繁 平成28年4月 化学実験 専任 教授 高木　繁 平成28年4月 化学実験

専任 准教授 安井　孝志 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 安井　孝志 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 安井　孝志 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 安井　孝志 平成28年4月 化学実験

専任 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 小笠原　理紀 平成29年4月 化学実験 専任 准教授 小笠原　理紀 平成29年4月 化学実験

専任 准教授 羽田　政明 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 羽田　政明 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 石井　大佑 平成29年4月 化学実験 専任 准教授 石井　大佑 平成29年4月 化学実験

専任 准教授 永田　謙二 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 永田　謙二 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 永田　謙二 平成28年4月 化学実験 専任 助教 漆原　大典 平成30年4月 化学実験

専任 准教授 園山　範之 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 園山　範之 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 園山　範之 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 園山　範之 平成28年4月 化学実験

専任 准教授 岡本　茂 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 岡本　茂 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 岡本　茂 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 岡本　茂 平成28年4月 化学実験

専任 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 化学実験

専任 准教授 岩田　修一 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 岩田　修一 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 岩田　修一 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 岩田　修一 平成28年4月 化学実験

専任 准教授 吉水　広明 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 吉水　広明 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 吉水　広明 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 吉水　広明 平成28年4月 化学実験

専任 准教授 吉野　明広 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 吉野　明広 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 吉野　明広 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 吉野　明広 平成28年4月 化学実験

専任 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 化学実験

専任 准教授 橋本　忍 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 橋本　忍 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 橋本　忍 平成28年4月 化学実験

専任 准教授 高田　主岳 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 高田　主岳 平成28年4月 化学実験 専任 助教 近藤　政晴 平成29年4月 化学実験 専任 助教 近藤　政晴 平成29年4月 化学実験

専任 准教授 高木　幸治 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 高木　幸治 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 高木　幸治 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 高木　幸治 平成28年4月 化学実験

専任 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 化学実験

専任 准教授 志田　典弘 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 志田　典弘 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 志田　典弘 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 志田　典弘 平成28年4月 化学実験

専任 准教授 出羽　毅久 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 出羽　毅久 平成28年4月 化学実験 専任 助教 住井　裕司 平成29年4月 化学実験 専任 助教 住井　裕司 平成29年4月 化学実験

専任 准教授 小幡　亜希子 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 小幡　亜希子 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 小幡　亜希子 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 小幡　亜希子 平成28年4月 化学実験

専任 准教授 小澤　智宏 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 小澤　智宏 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 小澤　智宏 平成28年4月 化学実験

専任 准教授 水野　稔久 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 水野　稔久 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 水野　稔久 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 水野　稔久 平成28年4月 化学実験

専任 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 化学実験

専任 准教授 浅香　透 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 浅香　透 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 浅香　透 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 浅香　透 平成28年4月 化学実験

専任 准教授 早川　知克 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 早川　知克 平成28年4月 化学実験 専任 助教 前田　友梨 平成29年4月 化学実験 専任 助教 前田　友梨 平成29年4月 化学実験

専任 准教授 大北　雅一 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 大北　雅一 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 大北　雅一 平成28年4月 化学実験

専任 准教授 中山　将伸 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 中山　将伸 平成28年4月 化学実験 専任 助教 片山　耕大 平成29年4月 化学実験 専任 助教 片山　耕大 平成29年4月 化学実験

専任 准教授 中村　修一 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 中村　修一 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 中村　修一 平成28年4月 化学実験

専任 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 化学実験

専任 准教授 白井　孝 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 白井　孝 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 白井　孝 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 白井　孝 平成28年4月 化学実験
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

【認可時又は届出時】 【平成28年度】 【平成29年度】 【平成30年度】

職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名 職名担当授業科目名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名就任予定年月 担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月氏　　名

専任 准教授 迫　克也 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 迫　克也 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 迫　克也 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 迫　克也 平成28年4月 化学実験

専任 准教授 平下　恒久 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 平下　恒久 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 平下　恒久 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 平下　恒久 平成28年4月 化学実験

専任 准教授 北川　慎也 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 北川　慎也 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 北川　慎也 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 北川　慎也 平成28年4月 化学実験

専任 准教授 籠宮　功 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 籠宮　功 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 籠宮　功 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 籠宮　功 平成28年4月 化学実験

専任 助教 井上　圭一 平成28年4月 化学実験 専任 助教 井上　圭一 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 井上　圭一 平成28年4月 化学実験

専任 助教 塩塚　理仁 平成28年4月 化学実験 専任 助教 塩塚　理仁 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 塩塚　理仁 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 塩塚　理仁 平成28年4月 化学実験

専任 助教 岩田　達也 平成28年4月 化学実験 専任 助教 岩田　達也 平成28年4月 化学実験 専任 助教 森　万也香 平成29年4月 化学実験 専任 助教 森　万也香 平成29年4月 化学実験

専任 助教 古川　陽輝 平成28年4月 化学実験 専任 助教 古川　陽輝 平成28年4月 化学実験 専任 助教 古川　陽輝 平成28年4月 化学実験 専任 助教 古川　陽輝 平成28年4月 化学実験

専任 助教 石井　陽祐 平成28年4月 化学実験 専任 助教 石井　陽祐 平成28年4月 化学実験 専任 助教 石井　陽祐 平成28年4月 化学実験 専任 助教 石井　陽祐 平成28年4月 化学実験

専任 助教 大幸　裕介 平成28年4月 化学実験 専任 助教 大幸　裕介 平成28年4月 化学実験 専任 助教 大幸　裕介 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 大幸　裕介 平成28年4月 化学実験

専任 助教 南雲　亮 平成28年4月 化学実験 専任 助教 南雲　亮 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 南雲　亮 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 南雲　亮 平成28年4月 化学実験

専任 助教 飯國　良規 平成28年4月 化学実験 専任 助教 飯國　良規 平成28年4月 化学実験 専任 助教 飯國　良規 平成28年4月 化学実験 専任 助教 飯國　良規 平成28年4月 化学実験

専任 助教 本多　沢雄 平成28年4月 化学実験 専任 助教 本多　沢雄 平成28年4月 化学実験 専任 助教 本多　沢雄 平成28年4月 化学実験 専任 助教 本多　沢雄 平成28年4月 化学実験

専任 助教 柳生　剛義 平成28年4月 化学実験 専任 助教 柳生　剛義 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 柳生　剛義 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 柳生　剛義 平成28年4月 化学実験

兼担 准教授 小野　克彦 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 小野　克彦 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 小野　克彦 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 小野　克彦 平成28年4月 化学実験

兼担 准教授 山本　靖 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 山本　靖 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 山本　靖 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 山本　靖 平成28年4月 化学実験

兼担 助教 宮川　淳 平成28年4月 化学実験 兼担 助教 宮川　淳 平成28年4月 化学実験 兼担 助教 宮川　淳 平成28年4月 化学実験 兼担 助教 宮川　淳 平成28年4月 化学実験

兼担 助教 松岡　真一 平成28年4月 化学実験 兼担 助教 松岡　真一 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 松岡　真一 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 松岡　真一 平成28年4月 化学実験

兼担 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 化学実験

兼担 准教授 横田　壮司 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 横田　壮司 平成28年4月 化学実験 専任 助教 信川　省吾 平成29年4月 化学実験 専任 助教 信川　省吾 平成29年4月 化学実験

専任 助教 林　幹大 平成29年4月 化学実験 専任 助教 林　幹大 平成29年4月 化学実験

専任 助教 吉井　達之 平成29年4月 化学実験 専任 助教 吉井　達之 平成29年4月 化学実験

専任 助教 谷端　直人 平成29年4月 化学実験 専任 助教 谷端　直人 平成29年4月 化学実験

兼担 助教 渕上　輝顕 平成29年4月 化学実験 兼担 助教 渕上　輝顕 平成29年4月 化学実験

兼担 教授 張　鋒 平成28年4月 地球科学 兼担 教授 張　鋒 平成28年4月 地球科学 兼担 教授 張　鋒 平成28年4月 地球科学 兼担 教授 張　鋒 平成28年4月 地球科学

専任 教授 吉村　篤司 平成28年4月 生体機能科学 専任 教授 吉村　篤司 平成28年4月 生体機能科学 専任 教授 吉村　篤司 平成28年4月 生体機能科学 専任 教授 吉村　篤司 平成28年4月 生体機能科学

専任 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 生体機能科学 専任 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 生体機能科学 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成29年4月 生体機能科学 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成29年4月 生体機能科学

専任 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 生体機能科学 専任 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 生体機能科学 専任 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 生体機能科学 専任 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 生体機能科学

専任 准教授 吉野　明広 平成28年4月 生体機能科学 専任 准教授 吉野　明広 平成28年4月 生体機能科学 専任 准教授 吉野　明広 平成28年4月 生体機能科学 専任 准教授 吉野　明広 平成28年4月 生体機能科学

兼担 教授 佐野　明人 平成28年4月 生体機能科学 兼担 教授 佐野　明人 平成28年4月 生体機能科学 兼担 教授 佐野　明人 平成28年4月 生体機能科学 兼担 教授 佐野　明人 平成28年4月 生体機能科学

兼担 教授 松本　健郎 平成28年4月 生体機能科学 兼担 教授 松本　健郎 平成28年4月 生体機能科学 兼担 准教授 杉田　修啓 平成29年4月 生体機能科学 兼担 准教授 杉田　修啓 平成29年4月 生体機能科学

専任 教授 山下　啓司 平成28年4月 産業論 専任 教授 山下　啓司 平成28年4月 産業論 専任 教授 山下　啓司 平成28年4月 産業論 兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 産業論

兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 産業論 兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 産業論 兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 産業論 専任 教授 山下　啓司 平成28年4月 産業論

兼担 教授 江龍　修 平成28年4月 産業論 兼担 教授 江龍　修 平成28年4月 産業論 専任 准教授 猪股　智彦 平成29年4月 産業論 専任 准教授 猪股　智彦 平成29年4月 産業論

兼担 教授 岩田　真 平成28年4月 産業論 兼担 教授 岩田　真 平成28年4月 産業論 専任 准教授 山本　勝宏 平成29年4月 産業論 専任 准教授 山本　勝宏 平成29年4月 産業論

兼担 教授 猪股　克弘 平成28年4月 産業論 兼担 教授 猪股　克弘 平成28年4月 産業論 専任 准教授 浅香　透 平成29年4月 産業論 専任 准教授 浅香　透 平成29年4月 産業論

兼担 准教授 小野　克彦 平成28年4月 産業論 兼担 准教授 小野　克彦 平成28年4月 産業論 専任 准教授 中村　修一 平成29年4月 産業論 専任 教授 中村　修一 平成29年4月 産業論

兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 金融学 兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 金融学 兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 金融学 兼担 准教授 川村　大伸 平成30年4月 金融学

専任 教授 高木　繁 平成28年4月 法工学 専任 教授 高木　繁 平成28年4月 法工学 専任 教授 高木　繁 平成28年4月 法工学 専任 教授 高木　繁 平成28年4月 法工学

兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 法工学 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 法工学 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 法工学 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 法工学

兼担 教授 萩原　正弥 平成28年4月 法工学 兼担 教授 萩原　正弥 平成28年4月 法工学 兼担 教授 萩原　正弥 平成28年4月 法工学 兼担 教授 萩原　正弥 平成28年4月 法工学

兼担 教授 市川　洋 平成28年4月 法工学 兼担 教授 市川　洋 平成28年4月 法工学 兼担 教授 市川　洋 平成28年4月 法工学 兼担 教授 市川　洋 平成28年4月 法工学

兼担 准教授 安井　晋示 平成28年4月 法工学 兼担 准教授 安井　晋示 平成28年4月 法工学 兼担 教授 安井　晋示 平成28年4月 法工学 兼担 教授 安井　晋示 平成28年4月 法工学

兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 法工学 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 法工学 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 法工学 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 法工学

兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 法工学 兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 法工学 兼担 教授 増田　理子 平成28年4月 法工学 兼担 教授 増田　理子 平成28年4月 法工学

兼担 准教授 米谷　昭彦 平成28年4月 法工学 兼担 准教授 米谷　昭彦 平成28年4月 法工学 兼担 准教授 米谷　昭彦 平成28年4月 法工学 兼担 准教授 米谷　昭彦 平成28年4月 法工学

兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 法工学 兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 法工学 兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 法工学 兼担 教授 渡辺　研司 平成30年4月 法工学

兼担 教授 水谷　章夫 平成28年4月 法工学 兼担 教授 水谷　章夫 平成28年4月 法工学 兼任 非常勤講師 水谷　章夫 平成28年4月 法工学

兼任 非常勤講師 濱田　恵美子 平成28年4月 知的財産権 兼任 非常勤講師 濱田　恵美子 平成28年4月 知的財産権 兼任 非常勤講師 濱田　恵美子 平成28年4月 知的財産権 兼任 非常勤講師 鈴木　恵美 平成30年4月 知的財産権

兼任 非常勤講師 矢野　卓真 平成28年4月 知的財産権 兼任 非常勤講師 矢野　卓真 平成28年4月 知的財産権 兼任 非常勤講師 矢野　卓真 平成28年4月 知的財産権 兼担 准教授 矢野　卓真 平成28年4月 知的財産権

兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 マーケティング 兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 マーケティング 兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 マーケティング 兼担 教授 藤田　素弘 平成30年4月 マーケティング

兼担 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 マーケティング 兼担 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 マーケティング 兼担 特任教員 加藤　雄一郎 平成28年4月 マーケティング 兼任 非常勤講師 小林　富雄 平成30年4月 マーケティング

兼任 非常勤講師 土屋　仁志 平成30年4月 マーケティング

兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営戦略 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営戦略 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営戦略 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営戦略

兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営戦略 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営戦略 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営戦略 兼担 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営戦略

兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 政策科学 兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 政策科学 兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 政策科学 兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 政策科学

兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 政策科学 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 政策科学 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 政策科学 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 政策科学

兼任 非常勤講師 井澤　知旦 平成30年4月 政策科学

兼任 非常勤講師 足立　直樹 平成28年4月 会計学 兼任 非常勤講師 足立　直樹 平成28年4月 会計学 兼任 非常勤講師 足立　直樹 平成28年4月 会計学 兼任 非常勤講師 足立　直樹 平成28年4月 会計学

兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 工学倫理 兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 工学倫理 兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 工学倫理 兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 工学倫理

兼担 教授 藤本　温 平成28年4月 工学倫理 兼担 教授 藤本　温 平成28年4月 工学倫理 兼担 教授 藤本　温 平成28年4月 工学倫理 兼担 教授 藤本　温 平成28年4月 工学倫理

兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 管理工学

兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 管理工学

兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 管理工学

兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 管理工学

兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 管理工学

兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 管理工学

兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 管理工学

兼担 准教授 横山　淳一 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 横山　淳一 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 横山　淳一 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 横山　淳一 平成28年4月 管理工学

兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 管理工学

兼担 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 管理工学 兼担 特任教員 加藤　雄一郎 平成28年4月 管理工学 兼担 助教 青山　友美 平成30年4月 管理工学

兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 管理工学

兼担 助教 石井　成 平成28年4月 管理工学 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 管理工学 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 管理工学 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 管理工学

兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 管理工学 兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 管理工学 兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 管理工学

兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 川村　大伸 平成30年4月 管理工学

兼担 教授 小竹　暢隆 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 小竹　暢隆 平成28年4月 管理工学 兼任 非常勤講師 小竹　暢隆 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 浜口　孝司 平成30年4月 管理工学

兼担 教授 越島　一郎 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 越島　一郎 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 越島　一郎 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 越島　一郎 平成28年4月 管理工学

兼担 准教授 武藤　敦子 平成30年4月 管理工学

兼担 教授 中野　功 平成28年4月 労働者管理基礎論 兼担 教授 中野　功 平成28年4月 労働者管理基礎論 兼担 教授 中野　功 平成28年4月 労働者管理基礎論 兼担 教授 中野　功 平成28年4月 労働者管理基礎論

兼担 准教授 冨田　悟江 平成28年4月 労働者管理基礎論 兼担 准教授 冨田　悟江 平成28年4月 労働者管理基礎論 兼担 准教授 冨田　悟江 平成28年4月 労働者管理基礎論

兼担 助教 吉田　亮 平成28年4月 労働者管理基礎論 兼担 助教 吉田　亮 平成28年4月 労働者管理基礎論 兼担 助教 吉田　亮 平成28年4月 労働者管理基礎論

兼担 教授 井上　雅弘 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 井上　雅弘 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 井上　雅弘 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 井上　雅弘 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 教授 河邊　伸二 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 河邊　伸二 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 河邊　伸二 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 河邊　伸二 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 教授 麓　和善 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 麓　和善 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 麓　和善 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 麓　和善 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 ものづくりとデザイン
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

【認可時又は届出時】 【平成28年度】 【平成29年度】 【平成30年度】

職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名 職名担当授業科目名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名就任予定年月 担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月氏　　名

兼担 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 准教授 小松　義典 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 小松　義典 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 小松　義典 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 小松　義典 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 准教授 須藤　正時 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 須藤　正時 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 須藤　正時 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 須藤　正時 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 准教授 梅村　恒 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 梅村　恒 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 梅村　恒 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 梅村　恒 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 助教 伊藤　洋介 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 助教 伊藤　洋介 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 助教 伊藤　洋介 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 助教 伊藤　洋介 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 助教 高橋　之 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 助教 高橋　之 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 加茂　紀和子 平成29年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 加茂　紀和子 平成29年4月 ものづくりとデザイン

兼担 助教 寺田　勝三 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 助教 寺田　勝三 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 助教 寺田　勝三 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 助教 寺田　勝三 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 助教 須藤　美音 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 助教 須藤　美音 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 須藤　美音 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 須藤　美音 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 石松　丈佳 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 石松　丈佳 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 北川　啓介 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 准教授 楠原　文雄 平成29年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 楠原　文雄 平成29年4月 ものづくりとデザイン

兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 自治体行政 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 自治体行政 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 自治体行政

兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 コミュニティと技術 兼任 非常勤講師 大貫　徹 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 教授 加藤　昇平 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 加藤　昇平 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 加藤　昇平 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 加藤　昇平 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 准教授 小田　亮 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 小田　亮 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 小田　亮 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 小田　亮 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 准教授 横山　淳一 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 横山　淳一 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 横山　淳一 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 横山　淳一 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 コミュニティと技術

兼任 非常勤講師 濱田　恵美子 平成28年4月 コミュニティと技術 兼任 非常勤講師 濱田　恵美子 平成28年4月 コミュニティと技術 兼任 非常勤講師 濱田　恵美子 平成28年4月 コミュニティと技術 兼任 非常勤講師 濱田　恵美子 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 助教 石井　成 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 男女共同参画社会論 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 男女共同参画社会論 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 男女共同参画社会論 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 男女共同参画社会論

兼任 非常勤講師 乙部　由子 平成28年4月 男女共同参画社会論 兼任 非常勤講師 乙部　由子 平成28年4月 男女共同参画社会論 兼任 非常勤講師 乙部　由子 平成28年4月 男女共同参画社会論 兼担 特任教員 乙部　由子 平成28年4月 男女共同参画社会論

兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 企業経営 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 企業経営 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 企業経営 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 企業経営

兼担 特任教員 高井　一 平成28年4月 キャリア・コミュニケーション論 兼担 特任教員 高井　一 平成28年4月 キャリア・コミュニケーション論 兼任 非常勤講師 袴田　和子 平成30年4月 キャリア・コミュニケーション論

専任 教授 多田　豊 平成28年4月 食糧工学 専任 教授 多田　豊 平成28年4月 食糧工学 兼任 非常勤講師 多田　豊 平成28年4月 食糧工学 兼任 非常勤講師 多田　豊 平成28年4月 食糧工学

専任 教授 藤　正督 平成28年4月 食糧工学 専任 教授 藤　正督 平成28年4月 食糧工学 専任 教授 藤　正督 平成28年4月 食糧工学 専任 教授 藤　正督 平成28年4月 食糧工学

兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 食糧工学

兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 食糧工学

兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 食糧工学

兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 増田　理子 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 増田　理子 平成28年4月 食糧工学

兼担 准教授 上原　匠 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 上原　匠 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 上原　匠 平成28年4月 食糧工学

兼担 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 食糧工学

兼担 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 食糧工学

兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 食糧工学

兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 食糧工学

兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 食糧工学

専任 教授 山下　啓司 平成28年4月 キャリアデザイン 専任 教授 山下　啓司 平成28年4月 キャリアデザイン 専任 教授 山下　啓司 平成28年4月 キャリアデザイン 専任 教授 山下　啓司 平成28年4月 キャリアデザイン

兼任 非常勤講師 Essertier Joseph 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Essertier Joseph 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Essertier Joseph 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成30年4月 Academic EnglishⅠ

兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 教授 大貫　徹 平成29年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成30年4月 Academic EnglishⅠ

兼担 教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅠ

兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 教授 石川　有香 平成30年4月 Academic EnglishⅠ

兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成30年4月 Academic EnglishⅠ

兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成29年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成29年4月 Academic EnglishⅠ

兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 浅井　淳 平成29年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 浅井　淳 平成29年4月 Academic EnglishⅠ

兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ

兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅠ

兼任 非常勤講師 梅村フィデス　スザンヌ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 梅村フィデス　スザンヌ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 梅村フィデス　スザンヌ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 梅村フィデス　スザンヌ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ

兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 Academic EnglishⅠ

兼任 非常勤講師 佐藤　真理 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 佐藤　真理 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 佐藤　真理 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 佐藤　真理 平成28年4月 Academic EnglishⅠ

兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成28年4月 Academic EnglishⅠ

兼任 非常勤講師 Ｐｕｄｗｉｌｌ　Ｌａｒｒｙ 平成29年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ｐｕｄｗｉｌｌ　Ｌａｒｒｙ 平成29年4月 Academic EnglishⅠ

兼任 非常勤講師 Essertier Joseph 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Essertier Joseph 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Essertier Joseph 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成30年4月 Academic EnglishⅡ

兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 教授 大貫　徹 平成29年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成30年4月 Academic EnglishⅡ

兼担 教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅡ

兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 教授 石川　有香 平成30年4月 Academic EnglishⅡ

兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成30年4月 Academic EnglishⅡ

兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成29年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成29年4月 Academic EnglishⅡ

兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成29年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成29年4月 Academic EnglishⅡ

兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 Academic EnglishⅡ

兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅡ

兼任 非常勤講師 Ｐｕｄｗｉｌｌ　Ｌａｒｒｙ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ｐｕｄｗｉｌｌ　Ｌａｒｒｙ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ｐｕｄｗｉｌｌ　Ｌａｒｒｙ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ｐｕｄｗｉｌｌ　Ｌａｒｒｙ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ

兼任 非常勤講師 佐藤　真理 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 佐藤　真理 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 佐藤　真理 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 佐藤　真理 平成28年4月 Academic EnglishⅡ

兼任 非常勤講師 浅井　淳 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 浅井　淳 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 浅井　淳 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 浅井　淳 平成28年4月 Academic EnglishⅡ

兼任 非常勤講師 梅村フィデス　スザンヌ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 梅村フィデス　スザンヌ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 梅村フィデス　スザンヌ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 梅村フィデス　スザンヌ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ

兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成29年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成29年4月 Academic EnglishⅡ

兼任 非常勤講師 Essertier Joseph 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Essertier Joseph 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Essertier Joseph 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Essertier Joseph 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼担 教授 吉田　江依子 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 教授 吉田　江依子 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成29年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成29年4月 English SeminarⅠ

兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 教授 永井　正司 平成30年4月 English SeminarⅠ

兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 教授 吉田　江依子 平成30年4月 English SeminarⅠ

兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼任 非常勤講師 高橋　妙子 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 高橋　妙子 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 高橋　妙子 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 高橋　妙子 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼任 非常勤講師 Binford Paul Kenneth 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Binford Paul Kenneth 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Binford Paul Kenneth 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Binford Paul Kenneth 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼任 非常勤講師 Parsons John Joseph 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Parsons John Joseph 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Parsons John Joseph 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Parsons John Joseph 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼任 非常勤講師 尾山　晋 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 尾山　晋 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 尾山　晋 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成30年4月 English SeminarⅠ

兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成29年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成29年4月 English SeminarⅠ

兼任 非常勤講師 Essertier Joseph 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Essertier Joseph 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Essertier Joseph 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Essertier Joseph 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼担 教授 吉田　江依子 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 教授 吉田　江依子 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Binford Paul Kenneth 平成29年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Binford Paul Kenneth 平成29年4月 English SeminarⅡ
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

【認可時又は届出時】 【平成28年度】 【平成29年度】 【平成30年度】

職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名 職名担当授業科目名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名就任予定年月 担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月氏　　名

兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 教授 永井　正司 平成30年4月 English SeminarⅡ

兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 教授 吉田　江依子 平成30年4月 English SeminarⅡ

兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼任 非常勤講師 Parsons John Joseph 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Parsons John Joseph 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Parsons John Joseph 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Parsons John Joseph 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼任 非常勤講師 高橋　妙子 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 高橋　妙子 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 高橋　妙子 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 高橋　妙子 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼任 非常勤講師 尾山　晋 平成29年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成30年4月 English SeminarⅡ

兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 大貫　徹 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成30年4月 Academic EnglishⅢ

兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｔｉｍｏｔｈｙ　Ｆ．　Ｄａｙ 平成30年4月 Academic EnglishⅢ

兼任 非常勤講師 石川　淳子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 石川　淳子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 石川　淳子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 石川　淳子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼任 非常勤講師 Ｃｏｎｒａｄ　Ｂｕｃｓｉｓ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｃｏｎｒａｄ　Ｂｕｃｓｉｓ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｃｏｎｒａｄ　Ｂｕｃｓｉｓ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｃｏｎｒａｄ　Ｂｕｃｓｉｓ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼担 教授 吉田　江依子 平成29年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 教授 吉田　江依子 平成29年4月 Academic EnglishⅢ

兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成29年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成29年4月 Academic EnglishⅢ

兼任 非常勤講師 Essertier Joseph 平成29年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Essertier Joseph 平成29年4月 Academic EnglishⅢ

兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Academic EnglishⅣ

兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ

兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ

兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Essertier Joseph 平成29年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成30年4月 Academic EnglishⅣ

兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成30年4月 Academic EnglishⅣ

兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成29年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 教授 吉田　江依子 平成30年4月 Academic EnglishⅣ

兼任 非常勤講師 石川　淳子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 石川　淳子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 石川　淳子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 石川　淳子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ

兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成28年4月 Academic EnglishⅣ

兼任 非常勤講師 Ｃｏｎｒａｄ　Ｂｕｃｓｉｓ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Ｃｏｎｒａｄ　Ｂｕｃｓｉｓ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Ｃｏｎｒａｄ　Ｂｕｃｓｉｓ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Ｃｏｎｒａｄ　Ｂｕｃｓｉｓ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ

兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ

兼任 非常勤講師 高橋　妙子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 高橋　妙子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ

兼任 非常勤講師 Parsons John Joseph 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Parsons John Joseph 平成28年4月 Academic EnglishⅣ

兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Global EnglishⅠ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Global EnglishⅠ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Global EnglishⅠ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成30年4月 Global EnglishⅠ

兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Global EnglishⅠ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Global EnglishⅠ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Global EnglishⅠ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Global EnglishⅠ

兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 Global EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 Global EnglishⅠ

兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 Global EnglishⅡ 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 Global EnglishⅡ 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 Global EnglishⅡ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成30年4月 Global EnglishⅡ

兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Global EnglishⅡ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Global EnglishⅡ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Global EnglishⅡ

兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 Global EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 Global EnglishⅡ

専任 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 体育実技Ⅰ 専任 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 体育実技Ⅰ 専任 教授 伊藤　宏 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成30年4月 体育実技Ⅰ

専任 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 体育実技Ⅰ 専任 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 体育実技Ⅰ 専任 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 体育実技Ⅰ 専任 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 体育実技Ⅰ

兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼任 非常勤講師 森　悟 平成29年4月 体育実技Ⅰ 兼任 非常勤講師 森　悟 平成29年4月 体育実技Ⅰ

兼任 非常勤講師 高田　正義 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼任 非常勤講師 高田　正義 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼任 非常勤講師 高田　正義 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼任 非常勤講師 高田　正義 平成28年4月 体育実技Ⅰ

兼任 非常勤講師 村上　太郎 平成29年4月 体育実技Ⅰ 兼任 非常勤講師 村上　太郎 平成29年4月 体育実技Ⅰ

専任 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 体育実技Ⅱ 専任 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 体育実技Ⅱ 専任 教授 伊藤　宏 平成28年4月 体育実技Ⅱ 専任 教授 伊藤　宏 平成28年4月 体育実技Ⅱ

専任 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 体育実技Ⅱ 専任 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 体育実技Ⅱ 専任 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 体育実技Ⅱ 専任 教授 吉村　篤司 平成30年4月 体育実技Ⅱ

兼任 非常勤講師 高田　正義 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼任 非常勤講師 高田　正義 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼任 非常勤講師 高田　正義 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼任 非常勤講師 高田　正義 平成28年4月 体育実技Ⅱ

兼任 非常勤講師 森　悟 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼任 非常勤講師 森　悟 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼任 非常勤講師 森　悟 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼任 非常勤講師 森　悟 平成28年4月 体育実技Ⅱ

兼任 非常勤講師 村上　太郎 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼任 非常勤講師 村上　太郎 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼任 非常勤講師 村上　太郎 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼任 非常勤講師 村上　太郎 平成28年4月 体育実技Ⅱ

兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 体育実技Ⅱ

専任 教授 吉村　篤司 平成28年4月 健康運動科学演習A 専任 教授 吉村　篤司 平成28年4月 健康運動科学演習A 専任 教授 吉村　篤司 平成28年4月 健康運動科学演習A 専任 教授 吉村　篤司 平成28年4月 健康運動科学演習A

専任 教授 大桑　哲男 平成28年4月 健康運動科学演習A 専任 教授 大桑　哲男 平成28年4月 健康運動科学演習A 専任 准教授 花井　淑晃 平成29年4月 健康運動科学演習A 専任 准教授 花井　淑晃 平成29年4月 健康運動科学演習A

専任 教授 中西　英二 平成28年4月 健康運動科学演習A 専任 教授 中西　英二 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼任 非常勤講師 関　豪 平成29年4月 健康運動科学演習A 兼任 非常勤講師 関　豪 平成29年4月 健康運動科学演習A

専任 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 健康運動科学演習A 専任 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 健康運動科学演習A 専任 教授 伊藤　宏 平成28年4月 健康運動科学演習A 専任 教授 伊藤　宏 平成28年4月 健康運動科学演習A

専任 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 健康運動科学演習A 専任 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成29年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成29年4月 健康運動科学演習A

専任 助教 飯國　良規 平成28年4月 健康運動科学演習A 専任 助教 飯國　良規 平成28年4月 健康運動科学演習A 専任 助教 飯國　良規 平成28年4月 健康運動科学演習A 専任 助教 飯國　良規 平成28年4月 健康運動科学演習A

兼担 准教授 小笠原　理紀 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 小笠原　理紀 平成28年4月 健康運動科学演習A 専任 准教授 小笠原　理紀 平成28年4月 健康運動科学演習A 専任 准教授 吉里　秀雄 平成29年4月 健康運動科学演習A

兼担 教授 江龍　修 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 江龍　修 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 江龍　修 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 江龍　修 平成28年4月 健康運動科学演習A

兼担 教授 河邊　伸二 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 河邊　伸二 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 河邊　伸二 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 河邊　伸二 平成28年4月 健康運動科学演習A

兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 健康運動科学演習A

兼担 准教授 打矢　隆弘 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 打矢　隆弘 平成28年4月 健康運動科学演習A 専任 准教授 吉里　秀雄 平成29年4月 健康運動科学演習A 専任 助教 古川　陽輝 平成30年4月 健康運動科学演習A

兼担 准教授 栗田　典明 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 栗田　典明 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 栗田　典明 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 栗田　典明 平成28年4月 健康運動科学演習A

兼担 助教 宮川　淳 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 助教 宮川　淳 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼任 非常勤講師 坂田　利弘 平成29年4月 健康運動科学演習A 兼任 非常勤講師 坂田　利弘 平成29年4月 健康運動科学演習A

兼担 准教授 山本　靖 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 山本　靖 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 打矢　隆弘 平成30年4月 健康運動科学演習A

専任 教授 吉村　篤司 平成28年4月 健康運動科学演習B 専任 教授 吉村　篤司 平成28年4月 健康運動科学演習B 専任 教授 吉村　篤司 平成28年4月 健康運動科学演習B 専任 教授 吉村　篤司 平成28年4月 健康運動科学演習B

専任 教授 大桑　哲男 平成28年4月 健康運動科学演習B 専任 教授 大桑　哲男 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼任 非常勤講師 関　豪 平成29年4月 健康運動科学演習B 兼任 非常勤講師 関　豪 平成29年4月 健康運動科学演習B

専任 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 健康運動科学演習B 専任 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 健康運動科学演習B 専任 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 健康運動科学演習B 専任 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 健康運動科学演習B

専任 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 健康運動科学演習B 専任 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 健康運動科学演習B 専任 教授 伊藤　宏 平成28年4月 健康運動科学演習B 専任 教授 伊藤　宏 平成28年4月 健康運動科学演習B

専任 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 健康運動科学演習B 専任 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 健康運動科学演習B 専任 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 健康運動科学演習B 専任 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 健康運動科学演習B

兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 健康運動科学演習B

兼担 助教 田村　友幸 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 助教 田村　友幸 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 助教 田村　友幸 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 助教 田村　友幸 平成28年4月 健康運動科学演習B

専任 准教授 小笠原　理紀 平成29年4月 健康運動科学演習B

兼担 准教授 岩津　文夫 平成28年4月 専門基礎科学Ⅰ 兼担 准教授 岩津　文夫 平成28年4月 専門基礎科学Ⅰ 兼担 准教授 岩津　文夫 平成28年4月 専門基礎科学Ⅰ 兼担 特任教員 松野　美海 平成30年4月 専門基礎科学Ⅰ

兼担 准教授 岩津　文夫 平成28年4月 専門基礎科学Ⅱ 兼担 准教授 岩津　文夫 平成28年4月 専門基礎科学Ⅱ 兼担 准教授 岩津　文夫 平成28年4月 専門基礎科学Ⅱ 兼担 特任教員 松野　美海 平成30年4月 専門基礎科学Ⅱ

兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本語表現法 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本語表現法 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本語表現法 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本語表現法

兼任 非常勤講師 金　銀珠 平成28年4月 日本語日本文化 兼任 非常勤講師 金　銀珠 平成28年4月 日本語日本文化 兼任 非常勤講師 金　銀珠 平成28年4月 日本語日本文化 兼担 准教授 金　銀珠 平成28年4月 日本語日本文化

兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本語日本社会 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本語日本社会 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本語日本社会 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本語日本社会
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

【認可時又は届出時】 【平成28年度】 【平成29年度】 【平成30年度】

職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名 職名担当授業科目名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名就任予定年月 担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月氏　　名

　　　・  設置認可時又は届出時の教員全て（兼任，兼担教員を含む。）を黒字で記入してください。
　　　　その上で，認可時又は届出時から変更となっている箇所は太字の赤字としてください。
　　　・　年齢は，それぞれの年度の５月１日時点の満年齢を記入してください。
　　　・　専任、兼担、兼任の順に記入してください。
　　　・　不要な年度（平成２８年度開設であれば平成２７年度、平成２９年度開設であれば平成２７年度及び平成２８年度、
　　　　平成３０年度開設であれば平成２７年度から平成２９年度）の表は適宜削除し，詰めてください。

（注）・　申請書又は届出書の様式第３号（その２の１）に準じて作成してください。
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【平成２８年度】

　　　　 　　　　

【平成２９年度】

　　　　 　　　　

【平成３０年度】

　　　　 　　　　

（注）・  変更内容を箇条書きで記入してください。変更がない年度は「特になし。」と記入してください。

　　　・　不要な年度（平成２８年度開設であれば平成２７年度、平成２９年度開設であれば平成２７年度及び平成２８年度、平成３０年度開設であれば平成２７年度から
　　　　平成２９年度）の表は適宜削除してください。

・中西英二教授退職に伴い、「高分子材料科学」について築地真也教授に変更。
・尾崎芳昭准教授退職に伴い、「物理化学」について井上圭一准教授に、「物理化学実験」について猪股智彦准教授に変更。
・岩田達也助教退職に伴い、「物理化学実験」について近藤政晴助教に、「物理学実験」について高柳真司助教に変更。
・五味學教授退職に伴い、「固体化学基礎」について早川知克教授に変更。
・上記の他、担当教員見直しによる変更。

・仁科健教授退職に伴い、「金融学」について川村大伸准教授に、「法工学」について渡辺研司教授に、「マーケティング」について
　藤田素弘教授に、「管理工学」について川村大伸准教授に変更。
・永渕康之教授退職に伴い、「人間社会ゼミナール」について川橋範子教授に変更。
・上記の他、担当教員見直しによる変更。

　　　・　認可で設置された学部等の専任教員を変更する場合は，当該専任教員が授業を開始する前に必ず「専任教員採用等設置計画変更書」を提出し，

　　　　大学設置・学校法人審議会による教員資格審査（AC教員審査）を受けてください。AC教員審査を受けずに専任教員として授業等を担当することは出来ません。

　　　・　「専任教員採用等変更書（ＡＣ）」を提出し「可」の教員判定を受けている場合は「○年○月教員審査済」と記入してください。なお，設置認可審査時に教員審査省略

（１）ー②担当教員表に関する変更内容
　　　　 　　　　

特になし。

　　　　となっている場合は，「教員審査省略」と記入してください。
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（注）・　大学設置基準第十三条別表第一、短期大学設置基準第二十二条別表第一イにより算出される専任教員数を記入してください。

（注）・「設置時の計画」には，設置時に予定されていた完成年度時の人数を記入するとともに，（　）内に開設時の状況を記入してください。

　　　・「現在（報告書提出時）の状況」には、報告書提出年度の５月１日の教員数（実人数）を記入してください。

　　　・「現在（報告書提出時）の完成年度時の計画」には，「現在（報告書提出時）の状況」に記入した数字に，教員審査を受審済みであり，

　　　　完成年度までに就任する教員数を加えた数を記入するとともに，［　］内に設置時の計画との増減数を記入してください。（記入例：１名減の場合：△１）

（注）・「年齢構成」には，当該学部における教員の定年に関する規定に基づく定年年齢（特例等による定年年齢ではありません），

　　　　および，平成３０年５月１日現在，定年に関する規定に基づく特例等により定年を超えて専任教員として採用されている
　　　　教員数および完成年度時に定年を超えて専任教員として採用する教員数を記入してください。
　　　・なお,職位等によって定年年齢が異なる場合には,職位ごとの定年年齢を「定年規定の定める定年年齢」に二段書きで記入
　　　　し，「定年を延長している教員数」には合算した数を記入してください。

現在（報告書提出時）の完成年度時の計画（Ｃ）
設置時の計画（Ａ）

（注）・　小数点以下第３位を切り捨て，小数点以下第２位まで表示されます。

報告書提出時の教員のうち、定年を延長して採用している教員数
現在（報告書提出時）の状況（Ｂ）

（注）・　小数点以下第３位を切り捨て，小数点以下第２位まで表示されます。

（２） 専任教員数等

　（２）－①　設置基準上の必要専任教員数

完成年度時における
設置基準上の必要専

任教員数

うち、完成年度時に
おける設置基準上の

必要教授数

12 6

名 名

　　　　

　（２）－②　専任教員数

設置時の計画 現在（報告書提出時）の状況 現在（報告書提出時）の完成年度時の計画

教　授 准教授教　授 准教授 講　師 助　教
計

（Ａ）
教　授

31 27

准教授 講　師 助　教
計

（Ｂ）

27 0

講　師 助　教
計

（Ｃ）

19 32 0 10 61 14 72

（29） （36） （0） （12） （77） [12] ［△5］ ［0］ ［4］ ［11］

　（２）－③　年齢構成

年齢構成

0 14 72
31

定年規定の定める
定年年齢（歳）

報告書提出時（上
記（Ｂ））の教員
のうち、定年を延
長して採用してい

る教員数

完成年度時（上記
（Ｃ））の教員う
ち、定年を延長し
て採用する教員数

63 1 4

歳 名 名

　（２）－④　設置時の計画に対する教員充足率

=
72

= 118.03 ％
61

　（２）－⑤　現在（報告書提出時）の状況における定年を延長している教員構成率

=
1

= 1.38 ％
72
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科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

　（３）－③　上記（３）－①　・　（３）－②　の合計

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

（３）－③合計（Ｄ）+（Ｆ）
（２）－②設置時の計画（Ａ）

（注）・　小数点以下第３位を切り捨て，小数点以下第２位まで表示されます。

（３） 専任教員辞任等の理由

　（３）－①　専任教員の就任辞退（未就任）の理由及び後任補充状況

番　号 職　位 専任教員氏名 必修・選択・自由の別 担当予定科目 後任補充状況 就任辞退（未就任）の理由

１ 該当なし

２

科目 必修

合計（Ｄ） 後任補充状況の集計（Ｅ）

就任を辞退した教員数 担当科目数の合計（a）+（b）+（c） ①の合計数（a） ②の合計数（b） ③の合計数（c）

0 必修 0 必修 0

選択 0 科目 選択 0 選択 0 選択 0

自由 0 科目 自由 0 自由 0 自由 0

計 0 科目 計 0 計 0 計 0

（注）・　認可時又は届出時以降、就任を辞退した全ての専任教員の就任辞退の理由を具体的に記入してください。

　　　・　「就任辞退（未就任）」とは、認可又は届出時に就任予定としながら、実際には就任しなかった教員のことです。

　　　　　就任した後に辞任した教員は、以下「（３）－②専任教員辞任の理由及び後任補充状況」に記入してください。

　　　・　昨年度の報告後から今年度の報告時までに専任教員が新たに就任を辞退した場合，赤字にて記入するとともに，

0 人

必修 0

　　　　　「就任辞退（未就任）の理由」に就任辞退の理由等および（　）書きで報告年度を記入してください。

　　　・　また、担当予定であった科目の後任補充の状況について、各科目ごとに状況を以下「①」～「③」から選択し、

　　　　　「後任補充理由」の欄にその数字を記載してください。

・専任教員が担当する（している）場合は「①」
・兼任兼担教員が担当する（している）場合は「②」
・後任未定、科目廃止など、上記「①」「②」以外の場合は「③」

　（３）－②　専任教員辞任の理由及び後任補充状況

番　号 職　位 専任教員氏名 必修・選択・自由の別 担当予定科目 後任補充状況 辞任等の理由

１ 該当なし

２

科目 必修

合計（Ｆ） 後任補充状況の集計（Ｇ）

辞任した教員数 担当科目数の合計（a）+（b）+（c） ①の合計数（a） ②の合計数（b） ③の合計数（c）

0 必修 0 必修 0

選択 0 科目 選択 0 選択 0 選択 0

自由 0 科目 自由 0 自由 0 自由 0

計 0 科目 計 0 計 0 計 0

（注）・　一度就任した後に、定年による退職以外の理由で辞任した全ての専任教員についてに記入してください。

　　　・　昨年度の報告後から今年度の報告時までに専任教員が新たに辞任等した場合，赤字にて記入するとともに，「辞任等の理由」

　　　　　に辞任理由等および（　）書きで報告年度を記入してください。

0 人

必修 0

　　　・　また、担当予定であった科目の後任補充の状況について、各科目ごとに状況を以下「①」～「③」から選択し、

　　　　　「後任補充理由」の欄にその数字を記載してください。

・専任教員が担当する（している）場合は「①」
・兼任兼担教員が担当する（している）場合は「②」
・後任未定、科目廃止など、上記「①」「②」以外の場合は「③」

合計（Ｄ）＋（Ｆ） 後任補充状況の集計（Ｅ）＋（Ｇ）

辞任等した教員数 担当科目数の合計（a）+（b）+（c） ①の合計数（a） ②の合計数（b） ③の合計数（c）

0 人

必修 0 科目 必修 0 必修 0 必修 0

選択 0 科目 選択 0 選択 0 選択 0

自由 0 科目 自由 0 自由 0 自由 0

計 0 科目 計 0 計 0 計 0

　（３）－④　設置時の計画に対する教員辞任率

=
0

= 0 ％
61
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科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

（４） 専任教員交代に係る「大学の所見」及び「学生への周知方法」

必修 化学実験 ③

必修 卒業研究 ①

必修 物理学実験 ③

必修 実践研究セミナー ①

必修 化学結合論 ②

③

選択 生命・物質化学演習Ⅰ ③

選択 生命・物質化学演習Ⅱ ③

退職のため（30）

8 准教授 井上　圭一

必修 物理化学 ②

退職のため（30）

必修 物理化学実験

7 教授 多賀　圭次郎 必修 物理化学実験 ③

　（３）－⑤　定年により退職した専任教員に対する後任補充状況

番　号 職　位 専任教員氏名 必修・選択・自由の別 担当予定科目 後任補充状況 辞任等の理由

科目 必修

合計 後任補充状況の集計

辞任した教員数 担当科目数の合計（a）+（b）+（c） ①の合計数（a） ②の合計数（b） ③の合計数（c）

10 必修 2 必修 4

選択 9 科目 選択 5

自由 0 科目 自由 0 自由

計 4

選択 2 選択 2

必修 16

0 自由 0

計 25 科目 計 15

専任教員辞任等による学生の履修等への重大な影響は認められない。
各授業における担当教員情報についてはシラバスや授業時間割表にて周知している。

計 6

（注）・　定年により退職した全ての専任教員についてに記入してください。

　　　・　昨年度の報告後から今年度の報告時までに専任教員が新たに辞任等した場合，赤字にて記入するとともに，「辞任等の理由」

　　　　　に辞任理由等および（　）書きで報告年度を記入してください。

8 人

退職のため（29）
選択 健康運動科学演習B ①

（注）・　上記（３）の専任教員辞任等による学生の履修等への影響に関する「大学の所見」及び「学生への周知方法」を

　　　　記入してください。

　　　・　また、担当予定であった科目の後任補充の状況について、各科目ごとに状況を以下「①」～「③」から選択し、

　　　　　「後任補充理由」の欄にその数字を記載してください。

・専任教員が担当する（している）場合は「①」
・兼任兼担教員が担当する（している）場合は「②」
・後任未定、科目廃止など、上記「①」「②」以外の場合は「③」

選択 健康運動科学演習A ②

選択 健康運動科学演習A ①
1 教授 大桑　哲男

退職のため（29）
選択 高分子材料科学 ①

2 教授 中西　英二

3 教授 多田　豊 選択 食糧工学 ② 退職のため（29）

4 准教授 尾崎　芳昭
必修 物理化学 ①

退職のため（29）
必修 物理化学実験 ①

5 助教 岩田　達也

必修 物理化学実験 ①

必修 卒業研究 ①

退職のため（29）

選択 生命・物質化学演習Ⅰ ①

選択 生命・物質化学演習Ⅱ ①

必修 実践研究セミナー ①

必修 物理学実験 ①

必修 化学実験 ①

退職のため（29）6 教授 五味　學 必修 固体化学基礎 ①
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区　　　分
未履行事項について

の実施計画

設　置　時 該当なし

（２８年４月）

設置計画履行状況 該当なし

調　　 査　　 時

（２９年２月）

設置計画履行状況 該当なし

調　　 査　　 時

（３０年２月）

　　　・　「設置計画履行状況調査時」の（年月）には，調査結果を公表した月（通常２月）を記入して

　　　　ください。（実地調査や面接調査を実施した日ではありません。）

　　　　について，具体的に記入し，報告年度を（　　）書きで付記してください。

　　　・　「設置計画履行状況調査時」には，当該設置計画履行状況調査の結果，当該大学に付された意見を

　　　　全て記入するとともに，付された意見に対する履行状況等について，具体的に記入してください。

　　　　その履行状況等を裏付ける資料があれば，添付してください。

　　　・　「履行状況」では，履行途中であれば「未履行」，履行済みであれば「履行済」を選択してください。

　　　・　該当がない場合には，「該当なし」と記入してください。

（注）・　「設置時」には，当該大学等の設置時（認可時又は届出時）に付された留意事項（学校法人の

　　　　寄附行為又は寄附行為変更の認可の申請に係る留意事項を除く。） と，それに対する履行状況等

６　留意事項等に対する履行状況等

留　意　事　項　等 履　行　状　況
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設　置　時　の　計　画 変更内容・状況，今後の見通しなど

１～６の項目に記入した事項以外の変更なし

　　・　授業の英語化をデザインする　ー英文シラバスを起点としてー

　  ・　高等学校新課程『数学』・『化学』の現状について

　　　前期末及び後期末において実施している。

　ｂ　教員や学生への公開状況，方法等

　　　一般的な集計結果についてはHPにて公開し，授業科目ごとの詳細結果については個別に学内の授業評価
　　　システムにて公開している。

（注）・「①ａ　委員会の設置状況」には，関係規程等を転載又は添付すること。

　　　　「②実施状況」には，実施されている取組を全て記載すること。（記入例参照）

　ｃ　開催状況（教員の参加状況含む）

      平成29年度は「a 実施内容」の通り開催し，参加人数はそれぞれ，41名，40名，45名，40名，39名であった。

　ｄ　実施結果を踏まえた授業改善への取組状況

　　　各教員において，授業改善に取り組んでいる。

③　学生に対する授業評価アンケートの実施状況

　ａ　実施の有無及び実施時期

　　・　みんなで授業評価アンケートを考えよう

  　・　eラーニングの現状と活用方法

　　・　「わかったつもり」を「わかった」へ　主体的な学びの場の構築　等

　ｂ　実施方法

      チラシを作成し事前アナウンスを行い，時に学外講師を招いて実施している。

　　　 工学教育総合センター会議を３回，ファカルティ・ディベロップメント委員会１回実施した。（約40名の教員が参加）

　ｃ　委員会の審議事項等

　　　全学のFDに関する基本方針の策定及び活動の総括，企画・立案・実施及び評価の総括等。

②　実施状況

　ａ　実施内容

①　実施体制

　ａ　委員会の設置状況

　　　工学教育総合センターの創造教育開発オフィスにおいて，工学教育の質的向上に資することを目的として，
　　　ファカルティ・ディベロップメントの推進及び授業評価を行う教育機能開発部門を設置している。また全
　　　学的な視点からファカルティ・ディベロップメント活動の推進を図ることを目的として，平成29年11月1日
　　　より名古屋工業大学ファカルティ・ディベロップメント委員会を設置した。

　ｂ　委員会の開催状況（教員の参加状況含む）

（注）・　１～６の項目に記入した事項以外で，設置時の計画より変更のあったもの（未実施を含む。）

　　　　及び法令適合性に関して生じた留意すべき事項について記入してください。

（２） 教員の資質の維持向上の方策（ＦＤ・ＳＤ活動含む）

７　その他全般的事項

＜工学部　生命・応用化学科＞

（１） 設置計画変更事項等
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　　　　する予定の場合は，「有」にマルを記入してください。今後も公表する予定がない場合は，「無」にマルを

　　　　記入してください。

　　　・　「ｂ　公表（予定）有の場合の公表（予定）時期」には，「ａ　ホームページに公表（予定）有無」で

　　　　「有」にマルを記入した場合のみ，時期を記入してください。

　ａ　ホームページに公表（予定）の有無　　　　　（　　　有　　　・　　　無　　　）

　ｂ　公表（予定）有の場合の公表（予定）時期　　（　平成３０年６月２９日　　）

（注）・　「ａ　ホームページに公表（予定）有無」には，５月１日時点で公表している場合，もしくは，今後公表

　　　　　なお，「②　自己点検・評価報告書」については，当該調査対象の組織に関する評価内容を含む報告書につ

　　　　いて記入してください。

（４） 情報公表に関する事項

○　設置計画履行状況報告書

　　・平成３３年度に評価機関（独立行政法人大学改革支援・学位授与機構）の評価を受けるべく学内で検討中

（注）・　設置時の計画の変更（又は未実施）の有無に関わらず記入してください。

　　　　また，「①　設置の趣旨・目的の達成状況に関する総括評価・所見」については，できるだけ具体的な根拠を

　　　　含めて記入してください。

　ｂ　公表方法

　　・大学ホームページ上に公開予定（平成３０年６月末を予定）

③　認証評価を受ける計画

②　自己点検・評価報告書

　ａ　公表（予定）時期

　　・平成３０年６月末　公表予定

①　設置の趣旨・目的の達成状況に関する総括評価・所見

　現状把握と分析を行いつつ、全学評価室を中心に評価する予定である。

（３） 自己点検・評価等に関する事項
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設　　置　　時 変　更　状　況 備　　　考

（ ｳｶｲ ﾋﾛﾕｷ ）

鵜飼　裕之 － －

（平成２６年４月）

－ － －

ﾆｼﾉ ﾖｳｲﾁ ｲﾁｶﾜ ﾖｳﾋﾊﾗ ﾀｹﾋｺ

西野　洋一 市川　洋日原　岳彦

（平成２８年４月） （平成２９年４月平成３０年４月）

（４） 管理運営組織

　　　・大学独自の職名を設けていて当該職位がない場合は，各職に相当する職名の方を記載してください。

（注）・「変更状況」は，変更があった場合に記入し，併せて「備考」に変更の理由と変更年月日，報告年度を

　　　（　）書きで記入してください。

　　　　　　平成３０年度に報告する内容　→（30）

　　　・昨年度の報告後から今年度の報告時までに変更があれば，「変更状況」に赤字にて記載（昨年度までに報告

　　　　された記載があれば，そこに赤字で見え消し修正）するとともに，上記と同様に，「備考」に変更理由等を

　　　・大学院の場合には，「職名」を「研究科長」等と修正して記入してください。

　　　（例）平成２９年度に報告済の内容　→（29）

　　　　記入してください。

（２） 大　学　名

　　　〒４６６－８５５５

（３） 大学の位置

学 部 長

学科長

（注）・対象学部等の位置が大学本部の位置と異なる場合，本部の位置を（　）書きで記入してください。

学　　長

職　　名

平成29年3月31日　任期満了
平成29年4月 1日　就任(29)
平成30年3月31日　任期満了
平成30年4月 1日　就任(30)

　　　・対象学部等が複数のキャンパスに所在する場合には，複数のキャンパスの所在地をそれぞれ記載して

　　　　ください。

１　調査対象大学等の概要等

（１） 設　置　者

　　　　国立大学法人　名古屋工業大学

　　　　名古屋工業大学

　　　　愛知県名古屋市昭和区御器所町
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　　　・　なお，課程認定等によりコースや専攻に入学定員を定めている場合は，法令上規定されている最小単位
　　　　（大学であれば「学科」、短期大学であれば「専攻課程」でも記載してください。その場合適宜各項目の表
　　　　を追加してください。
　　　・　様式は，平成２７年度開設の４年制の学科の場合（平成３０年度までの４年間）ですが，開設年度・

　　　に報告書を作成してください。

　工学部
　　物理工学科

　学士（工学）
　学士（学術）

対象年度

区　分 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期

人 人 人 人 人 人 人 人

530 - 397 - 573 -

(  -  ) (　-　) (　-　) (　-　) ( 6 ) (　-　) (　 　) (　 　)

[ 3 ] [ - ] [ 5 ] [ - ] [ 7 ] [ - ] [ 　 ] [ 　 ]

408 - 284 - 403 -

(  -  ) (　-　) (　-　) (　-　) ( 6 ) (　-　) (　 　) (　 　)

[ 2 ] [ - ] [ 5 ] [ - ] [ 7 ] [ - ] [ 　 ] [ 　 ]

119 - 124 - 121 -

(  -  ) (　-　) (　-　) (　-　) ( 4 ) (　-　) (　 　) (　 　)

[ 1 ] [ - ] [ 2 ] [ - ] [ 4 ] [ - ] [ 　 ] [ 　 ]

110 - 112 - 109 -

(  -  ) (　-　) (　-　) (　-　) ( 0 ) (　-　) (　 　) (　 　)

[ 0 ] [ - ] [ 0 ] [ - ] [ 3 ] [ - ] [ 　 ] [ 　 ]

入学定員超過率
Ｂ／Ａ

　　　　「－」を記入してください。

　　　・　[ 　 ]内には，留学生の状況について内数で記入してください。該当がない年には「－」を記入して

　　　　ください。

　　　・　留学生については，「出入国管理及び難民認定法」別表第一に定められる「『留学』の在留資格（いわゆる

　　　　「留学ビザ」）により，我が国の大学（大学院を含む。），短期大学，高等専門学校，専修学校（専門課程）

　　　　及び我が国の大学に入学するための準備教育課程を設置する教育施設において教育を受ける外国人学生」を

　　　　記載してください。

　　　・　短期交換留学生など，定員内に含めていない学生については記入しないでください。

　　　・　転入学生は記入しないでください。

　　　・　学期の区分に従い学生を入学させる場合は、春季入学とその他の学期（春季入学以外の学期区分を設けている

　　　　場合）に分けて数値を記入してください。春季入学のみの実施の場合は、その他の学期欄は「－」を記入して

　　　　ください。また，その他の学期に入学定員を設けている場合は，備考欄にその人数を記入してください。

　　　・　「入学定員超過率」については，各年度の春季入学とその他を合計した入学定員，入学者数で算出して

　　　　ください。なお，計算の際は小数点以下第３位を切り捨て，小数点以下第２位まで記入してください。

　　　・　「平均入学定員超過率」には，開設年度から提出年度までの入学定員超過率の平均を記入してください。

　　　　なお，計算の際は「入学定員超過率」と同様にしてください。

人 年次

調査対象学部等の
名称（学位）

（５）　調査対象学部等の名称，定員，入学者の状況等

（注）・　当該調査対象の学部の学科または研究科の専攻等，定員を定めている組織ごとに記入してください（入試
　　　　区分ごとではありません）。

　　　　修業年限に合わせて作成してください。（修業年限が３年以下の場合には欄を削除し，５年以上の場合
　　　　には，欄を設けてください。）

　（５）－①　調査対象学部等の名称等

平均入学定員
超 過 率

人

　　　　（その２の１））」の「学位又は学科の分野」と同様に記入してください。

（注）・　定員を変更した場合は，「備考」に変更前の人数，変更年月及び報告年度を（　）書きで記入してください。

　　　・　学生募集停止を予定している場合は、「備考」にその旨記載してください。
　　　・　「学位又は学科の分野」には、「認可申請書」又は「設置届出書」の「教育課程等の概要（別記様式第２号

工学関係

年

1.04 1.06 1.03

(　　 　)

[ 　-　 ] [ 　-　 ] [ 　-　 ] [ 　　　 ]

( 　-　 )

（注）・　数字は，平成３０年５月１日現在の数字を記入してください。

　　　・　（　 ）内には，編入学の状況について外数で記入してください。なお，編入学を複数年次で行って

　　　　いる場合には，((  ))書きとするなどし，その旨を「備考」に付記してください。 該当がない年には

Ａ　 入学定員

志願者数

受験者数

合格者数

Ｂ　 入学者数

人

備　　考
学位又は学科

の分野

設 置 時 の 計 画

修業年限 入学定員 編入学定員 収容定員

備　　考

105 105 105
( 　-　 ) ( 　2　 )

平成２８年度 平成２９年度

3年次
4 105 2 424

1.04倍

　（５）－②　調査対象学部等の入学者の状況

平成３０年度 平成３１年度
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対象年度

学　年 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期

110 - 112 - 109 -

[ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [3] [ - ] [　　 ] [　 　]

（ - ） （ - ） （ - ） （ - ） （-） （ - ）

110 - 108 -

[ - ] [ - ] [-] [ - ] [　　 ] [　 　]

（ - ） （ - ） （-） （ - ） （　　） （　　）

109 -

[-] [ - ] [　　 ] [　 　]

（-） （ - ） （　　） （　　）

[　　 ] [　 　]

（　　）（　　）

　　　　ください。

　　　・　留学生については，「出入国管理及び難民認定法」別表第一に定められる「『留学』の在留資格（いわゆる

　　　　「留学ビザ」）により，我が国の大学（大学院を含む。），短期大学，高等専門学校，専修学校（専門課程）

　　　　及び我が国の大学に入学するための準備教育課程を設置する教育施設において教育を受ける外国人学生」を

　　　　記載してください。

　　　・　短期交換留学生など，定員内に含めていない学生については記入しないでください。

　　　・　編入学生や転入学生も含めて記入してください。その際，備考欄に人数の内訳を記入してください。

　　　・　学期の区分に従い学生を入学させる場合は，春季入学とその他の学期（春季入学以外の学期区分を設けている

　　　　場合）に分けて数値を記入してください。春季入学のみの実施の場合は，その他の学期欄は「－」を記入して

　　　　ください。また，その他の学期に入学定員を設けている場合は，備考欄にその人数を記入してください。

　　　・　「計」については，各年度の春季入学とその他の学期を合計した在学者数，留学生数を記入してください。

平成３１年度

４年次

　（５）－③　調査対象学部等の在学者の状況

平成２８年度 平成２９年度

[　-　] [　-　] [3] [　　　　 ]

１年次

２年次

３年次

（　　　　 ）

（注）・　数字は，平成３０年５月１日現在の数字を記入してください。

　　　・　[ 　 ]内には，留学生の状況について内数で記入してください。該当がない年には「－」を記入して

計

110 222 326

　　　・（　）内には，留年者の状況について，内数で記入してください。該当がない年には「－」を記入してくだ

　　　　さい。

（　　-　　） （　　-　　） （　　　　 ）

備　　　　　考
平成３０年度
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　（５）－④　調査対象学部等の退学者等の状況

入学した年度

110 人 0 人 平成２８年度 0 人 0 人

平成２８年度 1 人 0 人 授業料未納（1人）

平成２９年度 4 人 0 人 他の教育機関への入学（4人）

平成２８年度 0 人 0 人

平成２９年度 0 人 0 人

平成３０年度 0 人 0 人

平成２７年度 人 人

平成２８年度 人 人

平成２９年度 人 人

平成３０年度 人 人

658 人 5 人

　（５）－⑤　調査対象学部等の年度ごとの退学者の割合

【平成２８年度】

平成２８年度の退学者数（ａ） 0
平成２８年度の在学者数（ｂ） 110

【平成２９年度】

平成２９年度の退学者数（ａ） 5
平成２９年度の在学者数（ｂ） 222

【平成３０年度】

平成３０年度の退学者数（ａ） 0
平成３０年度の在学者数（ｂ） 326

【平成３１年度】

平成３１年度の退学者数（ａ） 0
平成３１年度の在学者数（ｂ） 0

（注）・　小数点以下第３位を切り捨て，小数点以下第２位まで表示されます。

#DIV/0! ％

0 ％

2.25 ％

0 ％

=

=

=

=

=

=

=

=

　　　　　　　　　　　　　　　・就職　　　・学生個人の心身に関する事情　　　　・家庭の事情　　　・除籍　　　　・その他

　　　・　各年度の在学者数については，該当年度に在学した人数を記入してください。（途中で退学者がいた場合でも、その退学者数を減らす必要は

　　　・　内訳については，退学した学生が入学した年度ごとに記入してください。また、留学生数欄の人数については、退学者数の内数を記入してください。

　 ・　留学生については，「出入国管理及び難民認定法」別表第一に定められる「『留学』の在留資格（いわゆる「留学ビザ」）

　　　により，我が国の大学（大学院を含む。），短期大学，高等専門学校，専修学校（専門課程）及び我が国の大学に入学するための

　　　準備教育課程を設置する教育施設において教育を受ける外国人学生」を記入してください。

　　　　　ありません。）

　　　・　「主な退学理由」は，下の項目を参考に記入してください。その際，「就学意欲の低下（○人）」というように，その人数も含めて記入してください。

　 ・　短期交換留学生など，定員内に含めていない学生については記入しないでください。

内訳

　　　　　　（記入項目例）・就学意欲の低下　　　・学力不足　　　・他の教育機関への入学・転学　　　　　　　・海外留学

人

0

（注）・　数字は，平成３０年５月１日現在の数字を記入してください。　

合　　計

人

主な退学理由

　　　区　分

対象年度
退学者数の
うち留学生数

平成２８年度

平成２９年度

平成３０年度 326

退学者数

在学者数（b） 退学者数（a）

人

　　　・　在学者数や退学者数には編入学生や転入学生も含めて記入してください。

5人222

平成３１年度 人

人
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2

1 1

1 1

1

1 1

2

1 1

1 1

1 1

1

1

1 1

1 1

1 1

1

1 1

2 2

1 2

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

5 5

1 2

5 4

2 2

1 1

1 1

2 2

1 1

1 2

2 2

1 1

1 2

1 1

1 1

1 1

1 2

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

２　授業科目の概要

＜工学部　物理工学科＞

（１）ー① 授業科目表

【認可時又は届出時】 【平成３０年度】

科目
区分

授業科目の名称 配 当
年 次

単位数 専任教員等の配置 兼

任

・

兼

担必　修 選　択 自　由 教　授

専任教員等の配置 兼

任

・

兼

担自　由 教　授 准教授 講　師 助　教 助　手准教授 講　師 助　教 助　手 必　修 選　択

科目
区分

授業科目の名称 配 当
年 次

単位数

専

門

教

育

科

目

学

科

共

通

科

目

基

盤

科

目

材

料

機

能

熱力学 2前

1

物理工学序論 1前 2 4 物理工学序論 1前 2 5

材料物性基礎 1後 2 2 材料物性基礎 1後 2 2 1

物理現象と微分方程式 1後 2 2 物理現象と微分方程式 1後

専

門

教

育

科

目

学

科

共

通

科

目

4

2 2

物理・材料数学Ⅰ 1後 2 2 1 物理・材料数学Ⅰ 1後 2 1

2 1

基

盤

科

目

材

料

機

能

熱力学 2前 2

解析力学 2前 2 1 解析力学 2前 2 1

回折結晶学 2前 2 回折結晶学 2前 2

材料物理学 2前 2 1 材料物理学 2前 2 1

物理・材料数学Ⅱ 2前 2 2 物理・材料数学Ⅱ 2前 2

量子力学Ⅰ 2前 2 1 量子力学Ⅰ 2前 2 1

移動速度論 2後 2 1 移動速度論 2後 2 1

材料平衡論 2後 2 1 材料平衡論 2後 2 1

材料組織学 2後 2 材料組織学 2後 2

力学物性論 2後 2 1 1 力学物性論 2後 2 1

固体物理Ⅰ 2後 2 固体物理Ⅰ 2後 2

固体物理Ⅱ 3前 2 固体物理Ⅱ 3前 2

量子力学Ⅱ 2後 2 1 量子力学Ⅱ 2後 2 1

応

用

物

理

熱力学 2前 2

固体物理Ⅱ 3後 2

1

応

用

物

理

熱力学 2前

解析力学 2前

2 1

解析力学 2前 2 1 2 1

量子力学Ⅰ 2後 2 1 量子力学Ⅰ 2後 2 1

固体物理Ⅰ 3前 2 1 固体物理Ⅰ 3前 2

固体物理Ⅱ 3後 2 1

応用電磁気学Ⅰ 2前 2 応用電磁気学Ⅰ 2前 2

計測工学Ⅰ 2前 2 計測工学Ⅰ 2前 2

物理数学Ⅰ 2前 2 1 物理数学Ⅰ 2前 2 1

統計力学 2後 2 統計力学 2後 2

連続体力学 2後 2 1 連続体力学 2後 2 1

量子力学Ⅱ 3前 2 1 量子力学Ⅱ 3前 2 1

展

開

科

目

材

料

機

能

電気・電子材料 3前 2

材料強度学 3前 2

1 2

材料強度学 3前 2

1

1 1

電気化学 3前 2 1 電気化学 3前

展

開

科

目

材

料

機

能

電気・電子材料 3前

2 1

反応速度論 3前 2 1 反応速度論 3前 2 1

エネルギー材料 3後 2 1 エネルギー材料 3後 2 1

熱物性論 3後 2 1 熱物性論 3後 2 1

溶融プロセス工学 3後 2 溶融プロセス工学 3後 2

構造･機械材料 3後 2 構造･機械材料 3後 2

磁性材料 3後 2 1 磁性材料 3後 2 1

応

用

物

理

応用電磁気学Ⅱ 2後 2 1

応

用

物

理

応用電磁気学Ⅱ 2後

物理数学Ⅱ 2後

2 1

物理数学Ⅱ 2後 2 1 2 1

計測工学Ⅱ 2後 2 1 計測工学Ⅱ 2後 2 1

計測工学Ⅲ 3前 2 1 計測工学Ⅲ 3前 2 1

シミュレーション工学 3前 2 1 シミュレーション工学 3前 2 1 1

光学Ⅰ 3前 2 光学Ⅰ 3前 2

流体物理Ⅰ 3前 2 1 流体物理Ⅰ 3前 2 1

光学Ⅱ 3後 2 1 光学Ⅱ 3後 2 1

流体物理Ⅱ 3後 2 1 流体物理Ⅱ 3後 2 1

固体物理Ⅲ 3後 2 固体物理Ⅲ 3後 2

量子ナノ計測 3後 2 1 量子ナノ計測 3後 2 2

材料プロセス工学 4前 2 2 1 材料プロセス工学 4前 2 2 1

応用光学 4前 2 1 応用光学 4前 2 1

実

験

・

演

習

科

目

材

料

機

能

材料機能工学演習Ⅰ 3前 1

材料機能工学演習Ⅱ 3後 1

3 4 1

材料機能工学演習Ⅱ 3後 1

3 4

3 4 3 4

材料機能工学実験Ⅰ 3前 3 3 4 材料機能工学実験Ⅰ 3前
実

験

・

演

習

科

目

材

料

機

能

材料機能工学演習Ⅰ 3前

3 3 4

材料機能工学実験Ⅱ 3後 3 3 4 材料機能工学実験Ⅱ 3後 3 3 4

材料機能工学セミナー 4通 2 3 3 材料機能工学セミナー 4通 2 3 3

応

用

物

理

力学・電磁気学演習 2前 2

応用物理学実験Ⅱ 3前 2

2

応

用

物

理

2

力学・電磁気学演習 2前 2 1

統計熱力学演習 2後 2 統計熱力学演習 2後 2 1 1

量子力学演習 3前 2 2 量子力学演習 3前 2 2

応用物理学実験Ⅰ 2後 2 2 3 3 応用物理学実験Ⅰ 2後 2 2 4 1

2 4 3 応用物理学実験Ⅱ 3前 2 2 5 3

実践研究セミナー 3後 2 8 10 8 実践研究セミナー 3後 2 9 12 13

卒業研究 4通 8 8 10 8 卒業研究 4通 8 9 12 13

フレッシュマンセミナー 1前 2 2 1 フレッシュマンセミナー 1前 2 2 2

技

術

と

人

間

・

心

理

異文化理解 1前～2後 2

技

術

と

人

間

・

心

理

異文化理解 1前～2後 2

感性と社会 1前～2後 2 感性と社会 1前～2後 2

心理学 1前～2後 2 心理学 1前～2後 2

生物と環境 1前～2後 2 生物と環境 1前～2後 2

対人コミュニケーション論 1前～2後 2 対人コミュニケーション論 1前～2後 2

日本文化論 1前～2後 2 日本文化論 1前～2後 2

人間行動学 1前～2後 2 人間行動学 1前～2後 2

人間社会ゼミナール 1前～2後 2 人間社会ゼミナール 1前～2後 2

技

術

と

歴

史

・

哲

学

アジア・太平洋史 1前～2後 2

共生社会論 1前～2後 2

技

術

と

歴

史

・

哲

学

アジア・太平洋史 1前～2後 2

科学技術史 1前～2後 2 科学技術史 1前～2後 2

科学思想史 1前～2後 2 科学思想史 1前～2後 2

科学と哲学 1前～2後 2 科学と哲学 1前～2後 2

共生社会論 1前～2後 2

近現代史 1前～2後 2 近現代史 1前～2後 2

公共の哲学 1前～2後 2 公共の哲学 1前～2後 2

宗教文化論 1前～2後 2 宗教文化論 1前～2後 2

技

術

と

社

会

経済学 1前～2後 2

技

術

と

社

会

経済学 1前～2後

現代社会論 1前～2後

2

現代社会論 1前～2後 2 2

現代政治論 1前～2後 2 現代政治論 1前～2後 2

公共政策論 1前～2後 2 公共政策論 1前～2後 2

生涯学習論 1前～2後 2 生涯学習論 1前～2後 2
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3 2

2 3

2 3

1 1

2 2

2 2

2 2

2 2

2

1 1

1

2

4

1 1

1

1 1

6 6

5 6

1 1

9 8

2 2

2 3

2 2

2 3

1 1

2 2

16 17

3 1

19 20

1

12 12

2 2

1 1

1

12 5

1 1

13 14

13 14

13 14

13 14

12 14

12 8

3 2

3 1

5 6

5 6

13 13

7 6

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

会

・

国

際

会

・

国

際

情報社会論 1前～2後 2 情報社会論 1前～2後 2

地域研究Ⅰ 1前～2後 2 地域研究Ⅰ 1前～2後 2

地域研究Ⅱ 1前～2後 2 地域研究Ⅱ 1前～2後 2

日本国憲法 1前～2後 2 日本国憲法 1前～2後 2

自

然

科

学

基

礎

科

目

線形代数Ⅰ 1前 2

力学 1前 2 自

然

科

学

基

礎

科

目

線形代数Ⅰ 1前 2

線形代数Ⅱ 1後 2 線形代数Ⅱ 1後 2

微分積分Ⅰ及び演習 1前 3 微分積分Ⅰ及び演習 1前 3

微分積分Ⅱ及び演習 1後 3 微分積分Ⅱ及び演習 1後 3

力学 1前 2 1 1

物理学演習Ⅰ 1前 1 1 物理学演習Ⅰ 1前 1 1

電磁気学 1後 2 1 1 電磁気学 1後 2 1 1

物理学演習Ⅱ 1後 1 2 物理学演習Ⅱ 1後 1 2

物理学実験 2前 2 物理学実験 2前 2 4

基礎化学 1前 2 1 1 基礎化学 1前 2 1

化学結合論 1前 2 化学結合論 1前 2

化学実験 2後 2 1 1 3 化学実験 2後 2 1 3

地球科学 2前 2 地球科学 2前 2

生体機能科学 2後 2 生体機能科学 2後 2

産

業

・

経

営

リ

テ

ラ

シー

産業論 2後 2 1

産

業

・

経

営

リ

テ

ラ

シー

産業論 2後

経

営

リ

テ

ラ

シー

2 1 1

経

営

リ

テ

ラ

シー

金融学 3前 2 金融学 3前 2

法工学 3前・後 2 1 法工学 3前・後 2 1

知的財産権 3前・後 2 知的財産権 3前・後 2

マーケティング 3前・後 2 マーケティング 3前・後 2

経営戦略 3前・後 2 経営戦略 3前・後 2

政策科学 3前・後 2 政策科学 3前・後 2

会計学 3前・後 2 会計学 3前・後 2

工学倫理 3前・後 2 工学倫理 3前・後 2

管理工学 3後 2 管理工学 3前・後 2

産

業

社

会

コミュニティと技術 2後・3前 2
産

業

社

会

労働者管理基礎論 2後 2 労働者管理基礎論 3前 2

ものづくりとデザイン 2後 2 ものづくりとデザイン 2後 2

自治体行政 2後 2

コミュニティと技術 2後・3前 2

男女共同参画社会論 2後・3前 2 男女共同参画社会論 2後・3前 2

企業経営 2後・3前 2 企業経営 2後・3前 2

キャリア・コミュニケーション論 2後・3前 2

食糧工学 3前 2 食糧工学 3前 2

キャリアデザイン 3前 2 キャリアデザイン 3前 2

グ

ロー

バ

ル

コ

ミュ

ニ

ケー

ショ

ン

グ

ロー

バ

ル

コ

ミュ

ニ

ケー

ショ

ン

Academic EnglishⅠ 1前Academic EnglishⅠ 1前 2 2

Academic EnglishⅡ 1後 2 Academic EnglishⅡ 1後 2

English SeminarⅠ 1前 1 English SeminarⅠ 1前 1

English SeminarⅡ 1後 1 English SeminarⅡ 1後 1

Academic EnglishⅢ 2前 2 Academic EnglishⅢ 2前 2

Academic EnglishⅣ 2後 2 Academic EnglishⅣ 2後 2

Global EnglishⅠ 3前 1 Global EnglishⅠ 3前 1

Global EnglishⅡ 3後 1 Global EnglishⅡ 3後 1

健

康

運

動

科

学

健康運動科学演習B 1後 1

健

康

運

動

科

学

体育実技Ⅰ 1前 1 体育実技Ⅰ 1前 1

体育実技Ⅱ 1後 1 体育実技Ⅱ 1後 1

健康運動科学演習A 1前 1 1 健康運動科学演習A 1前 1 1

1 健康運動科学演習B 1後 1 1

留

学

生

科

目

自

然

科

学

基

礎

専門基礎科学Ⅰ 1前 2 1 2

2

日本語表現法 1前 2

専門基礎科学Ⅱ 1後 2 1 専門基礎科学Ⅱ 1後
留

学

生

科

目

自

然

科

学

基

礎

専門基礎科学Ⅰ 1前

人

間

社

会

日本語表現法 1前 2

日本語日本文化 1前 2

人

間

社

会

日本語日本文化 1前 2

2 日本語日本社会 1後 2日本語日本社会 1後
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3

1 1

1 1

1 1

2

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

2 2

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

5 5

1 2

5 5

2 1

1 1

1 1

2 2

1 1

1 1

2 2

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

【平成２８年度】 【平成２９年度】

科目
区分

授業科目の名称 配 当
年 次

単位数 専任教員等の配置 兼

任

・

兼

担必　修 選　択 自　由 教　授

専任教員等の配置 兼

任

・

兼

担自　由 教　授 准教授 講　師准教授 講　師 助　教 助　手 必　修 選　択

科目
区分

授業科目の名称 配 当
年 次

単位数

助　教 助　手

専

門

教

育

科

目

学

科

共

通

科

目

専

門

教

育

科

目

学

科

共

通

科

目

4物理工学序論 1前 2 4 物理工学序論 1前 2 5

材料物性基礎 1後 2 2 1 材料物性基礎 1後 2 2 1

物理現象と微分方程式 1後 2 2 物理現象と微分方程式 1後 2 2

物理・材料数学Ⅰ 1後 2 2 1 物理・材料数学Ⅰ 1後 2 1

基

盤

科

目

材

料

機

能

熱力学 2前 2 1

基

盤

科

目

材

料

機

能

熱力学 2前 2 1

解析力学 2前 2 1 解析力学 2前 2 1

回折結晶学 2前 2 回折結晶学 2前 2

材料物理学 2前 2 1 材料物理学 2前 2 1

物理・材料数学Ⅱ 2前 2 2 物理・材料数学Ⅱ 2前 2

量子力学Ⅰ 2前 2 1 量子力学Ⅰ 2前 2 1

移動速度論 2後 2 1 移動速度論 2後 2 1

材料平衡論 2後 2 1 材料平衡論 2後 2 1

材料組織学 2後 2 材料組織学 2後 2

力学物性論 2後 2 1 1 力学物性論 2後 2 1 1

固体物理Ⅰ 2後 2 固体物理Ⅰ 2後 2

固体物理Ⅱ 3前 2 固体物理Ⅱ 3前 2

量子力学Ⅱ 2後 2 1 量子力学Ⅱ 2後 2 1

応

用

物

理

熱力学 2前 2 1

応

用

物

理

熱力学 2前

解析力学 2前

2 1

解析力学 2前 2 1 2 1

量子力学Ⅰ 2後 2 1 量子力学Ⅰ 2後 2 1

固体物理Ⅰ 3前 2 1 固体物理Ⅰ 3前 2 1

固体物理Ⅱ 3後 2 固体物理Ⅱ 3後 2

応用電磁気学Ⅰ 2前 2 応用電磁気学Ⅰ 2前 2

計測工学Ⅰ 2前 2 計測工学Ⅰ 2前 2

物理数学Ⅰ 2前 2 1 物理数学Ⅰ 2前 2 1

統計力学 2後 2 統計力学 2後 2

連続体力学 2後 2 1 連続体力学 2後 2 1

量子力学Ⅱ 3前 2 1 量子力学Ⅱ 3前 2 1

展

開

科

目

材

料

機

能

電気・電子材料 3前 2

材料強度学 3前 2

1 2

材料強度学 3前 2

1

1 1

電気化学 3前 2 1 電気化学 3前

展

開

科

目

材

料

機

能

電気・電子材料 3前

2 1

反応速度論 3前 2 1 反応速度論 3前 2 1

エネルギー材料 3後 2 1 エネルギー材料 3後 2 1

熱物性論 3後 2 1 熱物性論 3後 2 1

溶融プロセス工学 3後 2 溶融プロセス工学 3後 2

構造･機械材料 3後 2 構造･機械材料 3後 2

磁性材料 3後 2 1 磁性材料 3後 2 1

応

用

物

理

応用電磁気学Ⅱ 2後 2 1

応

用

物

理

応用電磁気学Ⅱ 2後

物理数学Ⅱ 2後

2 1

物理数学Ⅱ 2後 2 1 2 1

計測工学Ⅱ 2後 2 1 計測工学Ⅱ 2後 2 1

計測工学Ⅲ 3前 2 1 計測工学Ⅲ 3前 2 1

シミュレーション工学 3前 2 1 シミュレーション工学 3前 2 1

光学Ⅰ 3前 2 光学Ⅰ 3前 2

流体物理Ⅰ 3前 2 1 流体物理Ⅰ 3前 2 1

光学Ⅱ 3後 2 1 光学Ⅱ 3後 2 1

流体物理Ⅱ 3後 2 1 流体物理Ⅱ 3後 2 1

固体物理Ⅲ 3後 2 固体物理Ⅲ 3後 2

量子ナノ計測 3後 2 1 量子ナノ計測 3後 2 1

材料プロセス工学 4前 2 2 1 材料プロセス工学 4前 2 2 1

応用光学 4前 2 1 応用光学 4前 2 1

実

験

・

演

習

科

目

材

料

機

能

材料機能工学演習Ⅰ 3前 1

材料機能工学演習Ⅱ 3後 1

3 4 1

材料機能工学演習Ⅱ 3後 1

3 4

3 4 3 4

材料機能工学実験Ⅰ 3前 3 3 4 材料機能工学実験Ⅰ 3前
実

験

・

演

習

科

目

材

料

機

能

材料機能工学演習Ⅰ 3前

3 3 4

材料機能工学実験Ⅱ 3後 3 3 4 材料機能工学実験Ⅱ 3後 3 3 4

材料機能工学セミナー 4通 2 3 3 材料機能工学セミナー 4通 2 3 3

応

用

物

理

力学・電磁気学演習 2前 2

応用物理学実験Ⅱ 3前 2

2

応

用

物

理

2

力学・電磁気学演習 2前 2 1

統計熱力学演習 2後 2 統計熱力学演習 2後 2 1

量子力学演習 3前 2 2 量子力学演習 3前 2 1

応用物理学実験Ⅰ 2後 2 2 3 3 応用物理学実験Ⅰ 2後 2 2 3 2

2 4 3 応用物理学実験Ⅱ 3前 2 2 4 3

実践研究セミナー 3後 2 8 10 8 実践研究セミナー 3後 2 9 11 13

卒業研究 4通 8 8 10 8 卒業研究 4通 8 9 11 13

フレッシュマンセミナー 1前 2 2 1 フレッシュマンセミナー 1前 2 2 1

技

術

と

人

間

・

心

理

異文化理解 1前～2後 2

技

術

と

人

間

・

心

理

異文化理解 1前～2後 2

感性と社会 1前～2後 2 感性と社会 1前～2後 2

心理学 1前～2後 2 心理学 1前～2後 2

生物と環境 1前～2後 2 生物と環境 1前～2後 2

対人コミュニケーション論 1前～2後 2 対人コミュニケーション論 1前～2後 2

日本文化論 1前～2後 2 日本文化論 1前～2後 2

人間行動学 1前～2後 2 人間行動学 1前～2後 2

人間社会ゼミナール 1前～2後 2 人間社会ゼミナール 1前～2後 2

技

術

と

歴

史

・

哲

学

アジア・太平洋史 1前～2後 2

共生社会論 1前～2後 2

技

術

と

歴

史

・

哲

学

アジア・太平洋史 1前～2後 2

科学技術史 1前～2後 2 科学技術史 1前～2後 2

科学思想史 1前～2後 2 科学思想史 1前～2後 2

科学と哲学 1前～2後 2 科学と哲学 1前～2後 2

共生社会論 1前～2後 2

近現代史 1前～2後 2 近現代史 1前～2後 2

公共の哲学 1前～2後 2 公共の哲学 1前～2後 2

宗教文化論 1前～2後 2 宗教文化論 1前～2後 2
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1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

3 3

2 3

2 2

1 1

2 2

2 2

2 2

2 2

2

1 1

1

2

4

1 1

1

1 1

6 7

5 5

1 1

9 9

2 2

2 2

2 2

2 2

1 1

2 2

16 16

3 3

19 20

1 1

12 12

2 2

1 1

1 1

12 12

1 1

13 14

13 14

13 14

13 14

12 14

12 9

3 2

3 2

5 6

5 6

13 12

7 7

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

（注）・  認可申請書又は設置届出書の様式第２号（その２の１）に準じて作成してください。
　　　・  設置認可時又は届出時の授業科目全て（兼任，兼担教員が担当する科目を含む。）を黒字で記載してください。
　　　　その上で，認可時又は届出時から変更となっている箇所は太字の赤字としてください。
　　　・　履修希望者がいなかったために未開講となった科目についても記入してください。
　　　・　１ページ目には認可時又は届出時と平成３０年度の表を記入してください。
　　　・　不要な年度（平成２８年度開設であれば平成２７年度、平成２９年度開設であれば平成２７年度及び平成２８年度、
　　　　平成３０年度開設であれば平成２７年度から平成２９年度）の表は適宜削除し，詰めてください。
　　　　（２つの表が１ページに表示されるようにしてください。）

技

術

と

社

会

・

国

際

経済学 1前～2後 2

技

術

と

社

会

・

国

際

経済学 1前～2後

現代社会論 1前～2後

2

現代社会論 1前～2後 2 2

現代政治論 1前～2後 2 現代政治論 1前～2後 2

公共政策論 1前～2後 2 公共政策論 1前～2後 2

生涯学習論 1前～2後 2 生涯学習論 1前～2後 2

情報社会論 1前～2後 2 情報社会論 1前～2後 2

地域研究Ⅰ 1前～2後 2 地域研究Ⅰ 1前～2後 2

地域研究Ⅱ 1前～2後 2 地域研究Ⅱ 1前～2後 2

日本国憲法 1前～2後 2 日本国憲法 1前～2後 2

自

然

科

学

基

礎

科

目

線形代数Ⅰ 1前 2

力学 1前 2 自

然

科

学

基

礎

科

目

線形代数Ⅰ 1前 2

線形代数Ⅱ 1後 2 線形代数Ⅱ 1後 2

微分積分Ⅰ及び演習 1前 3 微分積分Ⅰ及び演習 1前 3

微分積分Ⅱ及び演習 1後 3 微分積分Ⅱ及び演習 1後 3

力学 1前 2 1 1

物理学演習Ⅰ 1前 1 1 物理学演習Ⅰ 1前 1 1

電磁気学 1後 2 1 1 電磁気学 1後 2 1 1

物理学演習Ⅱ 1後 1 2 物理学演習Ⅱ 1後 1 2

物理学実験 2前 2 物理学実験 2前 2 4

基礎化学 1前 2 1 1 基礎化学 1前 2 1

化学結合論 1前 2 化学結合論 1前 2

化学実験 2後 2 1 1 3 化学実験 2後 2 1 3

地球科学 2前 2 地球科学 2前 2

生体機能科学 2後 2 生体機能科学 2後 2

産

業

・

経

営

リ

テ

ラ

シー

産業論 2後 2 1

産

業

・

経

営

リ

テ

ラ

シー

産業論 2後

経

営

リ

テ

ラ

シー

2 1

経

営

リ

テ

ラ

シー

金融学 3前 2 金融学 3前 2

法工学 3前・後 2 1 法工学 3前・後 2 1

知的財産権 3前・後 2 知的財産権 3前・後 2

マーケティング 3前・後 2 マーケティング 3前・後 2

経営戦略 3前・後 2 経営戦略 3前・後 2

政策科学 3前・後 2 政策科学 3前・後 2

会計学 3前・後 2 会計学 3前・後 2

工学倫理 3前・後 2 工学倫理 3前・後 2

管理工学 3前・後 2 管理工学 3前・後 2

産

業

社

会

コミュニティと技術 2後・3前 2 産

業

社

会

労働者管理基礎論 3前 2 労働者管理基礎論 3前 2

ものづくりとデザイン 2後 2 ものづくりとデザイン 2後 2

自治体行政 2後 2 自治体行政 2後 2

コミュニティと技術 2後・3前 2

男女共同参画社会論 2後・3前 2 男女共同参画社会論 2後・3前 2

企業経営 2後・3前 2 企業経営 2後・3前 2

キャリア・コミュニケーション論 2後・3前 2 キャリア・コミュニケーション論 2後・3前 2

食糧工学 3前 2 食糧工学 3前 2

キャリアデザイン 3前 2 キャリアデザイン 3前 2

グ

ロー

バ

ル

コ

ミュ

ニ

ケー

ショ

ン

グ

ロー

バ

ル

コ

ミュ

ニ

ケー

ショ

ン

Academic EnglishⅠ 1前Academic EnglishⅠ 1前 2 2

Academic EnglishⅡ 1後 2 Academic EnglishⅡ 1後 2

English SeminarⅠ 1前 1 English SeminarⅠ 1前 1

English SeminarⅡ 1後 1 English SeminarⅡ 1後 1

Academic EnglishⅢ 2前 2 Academic EnglishⅢ 2前 2

Academic EnglishⅣ 2後 2 Academic EnglishⅣ 2後 2

Global EnglishⅠ 3前 1 Global EnglishⅠ 3前 1

Global EnglishⅡ 3後 1 Global EnglishⅡ 3後 1

健

康

運

動

科

学 健康運動科学演習B 1後 1

健

康

運

動

科

学

体育実技Ⅰ 1前 1 体育実技Ⅰ 1前 1

体育実技Ⅱ 1後 1 体育実技Ⅱ 1後 1

健康運動科学演習A 1前 1 1 健康運動科学演習A 1前 1 1

1 健康運動科学演習B 1後 1 1

留

学

生

科

目

自

然

科

学

基

礎

専門基礎科学Ⅰ 1前 2 1 2

2

日本語表現法 1前 2

専門基礎科学Ⅱ 1後 2 1 専門基礎科学Ⅱ 1後
留

学

生

科

目

自

然

科

学

基

礎

専門基礎科学Ⅰ 1前

人

間

社

会

日本語表現法 1前 2

日本語日本文化 1前 2

人

間

社

会

日本語日本文化 1前 2

2 日本語日本社会 1後 2日本語日本社会 1後
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【平成２８年度】

【平成２９年度】

【平成３０年度】

（注）・  変更内容（配当年次の変更、専任教員等の配置の変更、授業科目名の変更、新規科目の追加など）を箇条書きで記入してください。
　　　　変更がない年度は「特になし。」と記入してください。
　　　・　変更内容には、授業科目の未開講や廃止については記入しないでください。
　　　・　不要な年度（平成２８年度開設であれば平成２７年度、平成２９年度開設であれば平成２７年度及び平成２８年度、
　　　　平成３０年度開設であれば平成２７年度から平成２９年度）の表は適宜削除してください。

科目 科目 科目 科目 科目 科目 科目 科目

（注）・　未開講科目も含めた教育課程上の授業科目数を記入するとともに，［　］内に，設置時の計画からの増減を
　　　　記入してください。（記入例：１科目減の場合：△１）

（１）ー②授業科目表に関する変更内容
　　　　 　　　　

・履修機会の拡充のため、「管理工学」の配当年次を「３後」から「３前・後」に変更。
・開講年次の適正化のため、「労働者管理基礎論」の配当年次を「２後」から「３前」に変更。
・教育課程の充実のため、「自治体行政」「キャリア・コミュニケーション論」を追加。

　　　　 　　　　

・担当教員の見直しのため、「物理工学序論」「物理・材料数学Ⅱ」「応用物理学実験Ⅰ」等の科目について，
　専任教員等の配置人数，専任・専担の人数を変更。

　　　　 　　　　

・担当教員の見直しのため、「物理工学序論」「熱力学」「固体物理Ⅱ」等の科目について，
　専任教員等の配置人数，専任・専担の人数を変更。

（２） 授業科目数

設置時の計画 変更状況
備考

必修 選択 自由 計（Ａ） 必修 選択 自由 計

57 79 0 136 57 81 0 138

[　　　0] [　　　2] [　　　0] [　　　2]
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番号 授業科目名 単 位 数 配当年次 一般・専門 必修・選択

１ 該当なし

２

３

　　　　ください。なお，理由については可能な限り具体的に記入してください。

番号 授業科目名 単 位 数 配当年次 一般・専門 必修・選択

１ 該当なし

２

３

（６） 「設置時の計画の授業科目数の計」に対する「未開講科目と廃止科目の計」の割合

0

136

　　　・　「未開講科目と廃止科目の計」が、「（３）未開講科目」と「（４）廃止科目」の合計数となるように
　　　　留意してください。

＝ 0

（注）・　授業科目を未開講又は廃止としたことによる学生の履修への影響に関する「大学の所見」及び
　　　　「学生への周知方法」を記入してください。

（注）・　小数点以下第３位を切り捨て，小数点以下第２位まで表示されます。

（注）・　設置時の計画にあり，何らかの理由で廃止（教育課程から削除）した授業科目について記入して
　　　　ください。なお，理由については可能な限り具体的に記入してください。

（５） 授業科目を未開講又は廃止としたことに係る「大学の所見」及び「学生への周知方法」

該当なし

　　　・　教職大学院の場合は，「一般・専門」を「共通・実習・その他」と修正して記入してください。

（３） 未開講科目

（注）・　配当年次に達しているにも関わらず，何らかの理由で未開講となっている授業科目について記入して

　　　・　履修希望者がいなかったために未開講となった科目については，記入しないでください。

未開講の理由，代替措置の有無

廃止の理由，代替措置の有無

　　　・　教職大学院の場合は，「一般・専門」を「共通・実習・その他」と修正して記入してください。

（４） 廃止科目

％
未開講科目（３）と廃止科目（４）の計

設置時の計画の授業科目数の計（Ａ）
＝
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備考

申請大学全体

申請大学全体

多治見地区の賃借面積の
変更のため。(30)

申請大学全体

(１)

(128,980129,108㎡)

学科･専攻単位での特定不
能のため申請大学全体の
数

刊行終了した学術雑誌等
の整理を行ったため(30)

　　　・　「(５)図書・設備」については，上段に完成年度の予定数値を，下段には平成３０年５月１日現在の数値を記入してください。

区　　　　　分 内　　　　　　　　　　　　　　　　　容

専　　　用 共　　　用
共用する他の
学校等の専用

計

44,982㎡

区　　 分

校 舎 敷 地

　　　・　校舎等建物の計画の変更（校舎又は体育館の総面積の減少，建築計画の遅延）がある場合には，「建築等設置計画変更書」

　　　　を併せて提出してください。

共用する他の
学校等の専用

0㎡

運動場用地

小　　　計

0㎡ 0㎡ 159,206㎡159,206㎡

機械・器具

(２) 校　　　　　舎

校
　
　
地
　
　
等

専　　　用 共　　　用

204,188㎡

461,783〔205,740〕
（478,440〔212,699〕）

0㎡

0㎡

128,980129,108㎡ 0㎡

（0㎡） （0㎡）

138152

視聴覚資料

218,370㎡

標　　本
〔うち外国書〕

（注）・　設置時の計画を，申請書の様式第２号（その１の１）に準じて作成してください。（複数のキャンパスに分かれている場合，　　　　

新設学部等の名称 室　　　　　　数

工学部物理工学科 室

冊

12,933〔10,409〕
13,523〔10,529〕

（補助職員3人）

（12,933〔10,409〕）
（13,523〔10,529〕）

(４) 専任教員研究室

３　施設・設備の整備状況，経費

新専攻の設置に伴い、研
究室を整理したため。
(30)

0㎡ 128,980129,108㎡

(128,980129,108㎡)

（7,343〔7,242〕）
（7,984〔7,372〕）

0㎡

計

電子ジャーナル

図　　書 学術雑誌

〔うち外国書〕

218,370㎡

語学学習施設

点 点 点〔うち外国書〕

7,343〔7,242〕
7,984〔7,372〕

（　0　）

7,343〔7,242〕
7,984〔7,372〕

1,311
1,283

0 0

千円

千円

(1,311)
(1,283)

（  0  ）

収 納 可 能 冊 数

1,311
1,283

0 0

（  0  ） （  0  ）

経費
の見
積り

完成年度

528,000

学生納付金以外の維持方法の概要

区　　　　分 開設年度

共 同 研 究 費 等 千円

千円

千円

開設年度

学生１人当
り

納付金

第１年次 第２年次 第３年次

千円 千円

第４年次

7室

（補助職員8人）

千円

千円

設備購入費

図書購入費

千円

第５年次

2,479㎡

千円

千円

講　義　室

56室

完成年度

千円

472

365室
6室

千円

千円

経費の見
積り及び
維持方法
の 概 要

(７) 体　　育　　館
面　　　　　積 体育館以外のスポーツ施設の概要

　

図
書
・
設
備

(５)

第６年次

開設前年度

千円

601室

実験実習室

計

12,933〔10,409〕
13,523〔10,529〕

種

工学部物理工学
科

461,783〔205,740〕
478,440〔212,699〕

461,783〔205,740〕
478,440〔212,699〕

(３) 教　　室　　等

演　習　室

面　　　　　積

区　　分

閲 覧 座 席 数

461,783〔205,740〕
（478,440〔212,699〕）

（12,933〔10,409〕）
（13,523〔10,529〕）

（7,343〔7,242〕）
（7,984〔7,372〕）

5,595㎡

(1,311)
(1,283)

情報処理学習施設

44,982㎡

0㎡ 0㎡ 204,188㎡

0㎡ 14,182㎡

0㎡

　　　　複数の様式に分ける必要はありません。なお，「（１）校地等」及び「（２）校舎」は大学全体の数字を，その他の

そ　の　他

合　　　計

14,182㎡

(８)

(６) 図　　書　　館

新設学部等
の名称

教員１人当り研究費等

グラウンド，テニスコート，プール，弓道場，馬場，ボート艇庫，ヨット艇庫

　　　・　運動場用地が校舎敷地と別地にある場合は，その旨（所要時間・距離等）を「備考」に記入してください。

　　　　項目はＡＣ対象学部等の数値を記入してください。）

　　　・　国立大学については「（８）経費の見積り及び維持方法の概要」は記載不要です。

　　　・　昨年度の報告後から今年度の報告時までに変更のあったものについては，変更部分を赤字で見え消し修正するとともに，

　　　　その理由及び報告年度「（30）」を「備考」に赤字で記入してください。

　　　　　なお，昨年度の報告において赤字で見え消しした部分については，見え消しのまま黒字にしてください。
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大 学 の 名 称 備　　考

既設学部等の名称
修業
年限

入　学
定　員

編入学
定　員

収　容
定　員

学位又
は称号

平均入学
定員

超過率

開　設
年　度

所　在　地

【工学部】 年 人 年次 人 倍

（第一部） 人 1.04

生命・応用化学科 4 210
3年次

2 844
学士（工学）
学士（学術） 1.02 平成28

愛知県名古屋市
昭和区御器所町

物理工学科 4 105
3年次

2 424
学士（工学）
学士（学術） 1.04 平成28 同上

電気・機械工学科 4 200
3年次

2 804
学士（工学）
学士（学術） 1.05 平成28 同上

情報工学科 4 145
3年次

2 584
学士（工学）
学士（学術） 1.04 平成28 同上

社会工学科 4 150
3年次

2 604
学士（工学）
学士（学術） 1.06 平成28 同上

創造工学教育課程 4 100 - 400
学士（工学）
学士（学術） 1.05 平成28 同上

生命・物質工学科 4 - -
学士（工学）
学士（学術） - 平成16 同上

平成28年より
学生募集停止

環境材料工学科 4 - -
学士（工学）
学士（学術） - 平成16 同上

平成28年より
学生募集停止

機械工学科 4 - -
学士（工学）
学士（学術） - 平成16 同上

平成28年より
学生募集停止

電気電子工学科 4 - -
学士（工学）
学士（学術） - 平成16 同上

平成28年より
学生募集停止

情報工学科 4 - -
学士（工学）
学士（学術） - 平成16 同上

平成28年より
学生募集停止

建築・デザイン工学科 4 - -
学士（工学）
学士（学術） - 平成16 同上

平成28年より
学生募集停止

都市社会工学科 4 - -
学士（工学）
学士（学術） - 平成16 同上

平成28年より
学生募集停止

（開設年度H16共通） 3年次
10 20

平成30年より
学生募集停止

（第二部） 1.09

物質工学科 5 5 - 25
学士（工学）
学士（学術） 1.06 平成16

愛知県名古屋市
昭和区御器所町

機械工学科 5 5 - 25
学士（工学）
学士（学術） 1.00 平成16 同上

電気情報工学科 5 5 - 25
学士（工学）
学士（学術） 1.20 平成16 同上

社会開発工学科 5 5 - 25
学士（工学）
学士（学術） 1.13 平成16 同上

【工学研究科】

（博士前期課程） 1.23

生命・応用化学専攻 2 165 - 330
修士（工学）
修士（学術） 1.06 平成28

愛知県名古屋市
昭和区御器所町

物理工学専攻 2 78 - 156
修士（工学）
修士（学術） 1.11 平成28 同上

電気・機械工学専攻 2 138 - 276
修士（工学）
修士（学術） 1.54 平成28 同上

情報工学専攻 2 110 - 220
修士（工学）
修士（学術） 1.17 平成28 同上

社会工学専攻 2 95 - 180
修士（工学）
修士（学術） 1.29 平成28 同上

物質工学専攻 2 - -
修士（工学）
修士（学術） - 平成15 同上

平成28年より
学生募集停止

機能工学専攻 2 - -
修士（工学）
修士（学術） - 平成15 同上

平成28年より
学生募集停止

情報工学専攻 2 - -
修士（工学）
修士（学術） - 平成15 同上

平成28年より
学生募集停止

４　ＡＣ対象学部等を含む大学等の状況

　名古屋工業大学
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社会工学専攻 2 - -
修士（工学）
修士（学術） - 平成15 同上

平成28年より
学生募集停止

未来材料創成工学専攻 2 - -
修士（工学）
修士（学術） - 平成20 同上

平成28年より
学生募集停止

創成ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ工学専攻 2 - -
修士（工学）
修士（学術） - 平成20 同上

平成28年より
学生募集停止

（博士後期課程） 0.88

生命・応用化学専攻 3 9 - 27
博士（工学）
博士（学術） 0.81 平成28

愛知県名古屋市
昭和区御器所町

物理工学専攻 3 5 - 15
博士（工学）
博士（学術） 1.00 平成28 同上

電気・機械工学専攻 3 9 - 27
博士（工学）
博士（学術） 1.07 平成28 同上

情報工学専攻 3 7 - 21
博士（工学）
博士（学術） 0.56 平成28 同上

社会工学専攻 3 7 - 21
博士（工学）
博士（学術） 1.51 平成28 同上

共同ﾅﾉﾒﾃﾞｨｼﾝ科学専攻 3 3 - 9
博士

（ﾅﾉﾒﾃﾞｨｼﾝ科
学）

0.77 平成25 同上

名古屋工業大学・ウー
ロンゴン大学国際連携
情報学専攻

3 2 - 6 博士（学術） 0.50 平成29 同上

物質工学専攻 3 - - -
博士（工学）
博士（学術） - 平成15 同上

平成28年より
学生募集停止

機能工学専攻 3 - - -
博士（工学）
博士（学術） - 平成15 同上

平成28年より
学生募集停止

情報工学専攻 3 - - -
博士（工学）
博士（学術） - 平成15 同上

平成28年より
学生募集停止

社会工学専攻 3 - - -
博士（工学）
博士（学術） - 平成15 同上

平成28年より
学生募集停止

未来材料創成工学専攻 3 - - -
博士（工学）
博士（学術） - 平成20 同上

平成28年より
学生募集停止

創成ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ工学専攻 3 - - -
博士（工学）
博士（学術） - 平成20 同上

平成28年より
学生募集停止

　　　・学生募集を停止している学部等がある場合，入学定員・収容定員・平均入学定員超過率は「－」とし，

　　　　「備考」に「平成○○年より学生募集停止」と記入してください。

　　　　平均の小数点以下第２位まで（小数点以下第３位を切り捨て）を記入してください。

　　　・「平均入学定員超過率」には，標準修業年限に相当する期間における入学定員に対する入学者の割合の

      ・ＡＣ対象学部等については、必ず記入するとともに、下線を引いてください。

（注）・本調査の対象となっている大学等の設置者（学校法人等）が設置している全ての大学（学部，学科），

　　　　大学院（専攻）及び短期大学（学科）（ＡＣ対象学部等含む）について，それぞれの学校種ごとに，

　　　　平成３０年５月１日現在の上記項目の情報を記入してください。

　　　・学部の学科または研究科の専攻等，「入学定員を定めている組織」ごとに記入してください。

　　　　※「入学定員を定めている組織ごと」には，課程認定等によりコース・専攻に入学定員を定めている

　　　　　場合を含めます。履修上の区分としてコース・専攻を設けている場合は含めません。

　　　　※なお，課程認定等によりコースや専攻に入学定員を定めている場合は，法令上規定されている組織上

　　　　　の最小単位（大学であれば「学科」，短期大学であれば「専攻課程」）でも記載してください。

　　　・専攻科に係るものについては，記入する必要はありません。

13 46/202



専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

専任 教授 大原　繁男 平成28年4月 物理工学序論 専任 教授 大原　繁男 平成28年4月 物理工学序論 専任 教授 大原　繁男 平成28年4月 物理工学序論 専任 教授 大原　繁男 平成28年4月 物理工学序論

専任 教授 ベイ　ジョンソク 平成28年4月 物理工学序論 専任 教授 ベイ　ジョンソク 平成28年4月 物理工学序論 専任 教授 ベイ　ジョンソク 平成28年4月 物理工学序論 専任 教授 ベイ　ジョンソク 平成28年4月 物理工学序論

専任 教授 高橋　聡 平成28年4月 物理工学序論 専任 教授 高橋　聡 平成28年4月 物理工学序論 専任 教授 高橋　聡 平成28年4月 物理工学序論 専任 教授 高橋　聡 平成28年4月 物理工学序論

専任 教授 西野　洋一 平成28年4月 物理工学序論 専任 教授 西野　洋一 平成28年4月 物理工学序論 専任 教授 西野　洋一 平成28年4月 物理工学序論 専任 教授 西野　洋一 平成28年4月 物理工学序論

専任 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 物理工学序論 専任 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 物理工学序論 兼担 教授 市川　洋 平成29年4月 物理工学序論 兼担 教授 市川　洋 平成29年4月 物理工学序論

専任 准教授 栗田　典明 平成28年4月 物理工学序論 専任 准教授 栗田　典明 平成28年4月 物理工学序論 兼担 教授 日原　岳彦 平成29年4月 物理工学序論 兼担 教授 日原　岳彦 平成29年4月 物理工学序論

専任 准教授 木村　高志 平成28年4月 物理工学序論 専任 准教授 木村　高志 平成28年4月 物理工学序論 専任 教授 林　好一 平成29年4月 物理工学序論 専任 教授 林　好一 平成29年4月 物理工学序論

専任 准教授 丹澤　和寿 平成28年4月 物理工学序論 専任 准教授 丹澤　和寿 平成28年4月 物理工学序論 兼担 教授 尾形　修司 平成29年4月 物理工学序論

専任 教授 西野　洋一 平成28年4月 材料物性基礎 専任 教授 西野　洋一 平成28年4月 材料物性基礎 専任 教授 西野　洋一 平成28年4月 材料物性基礎 専任 教授 西野　洋一 平成28年4月 材料物性基礎

専任 教授 種村　眞幸 平成28年4月 材料物性基礎 専任 教授 種村　眞幸 平成28年4月 材料物性基礎 専任 教授 種村　眞幸 平成28年4月 材料物性基礎 専任 教授 種村　眞幸 平成28年4月 材料物性基礎

専任 准教授 小野　晋吾 平成28年4月 材料物性基礎 専任 准教授 小野　晋吾 平成28年4月 材料物性基礎 専任 准教授 小野　晋吾 平成28年4月 材料物性基礎 専任 准教授 小野　晋吾 平成28年4月 材料物性基礎

専任 教授 一瀬　郁夫 平成28年4月 物理現象と微分方程式 専任 教授 一瀬　郁夫 平成28年4月 物理現象と微分方程式 専任 教授 一瀬　郁夫 平成28年4月 物理現象と微分方程式 専任 教授 一瀬　郁夫 平成28年4月 物理現象と微分方程式

専任 教授 後藤　俊幸 平成28年4月 物理現象と微分方程式 専任 教授 後藤　俊幸 平成28年4月 物理現象と微分方程式 専任 教授 後藤　俊幸 平成28年4月 物理現象と微分方程式 専任 教授 後藤　俊幸 平成28年4月 物理現象と微分方程式

兼担 教授 江龍　修 平成28年4月 物理現象と微分方程式 兼担 教授 江龍　修 平成28年4月 物理現象と微分方程式 兼担 教授 江龍　修 平成28年4月 物理現象と微分方程式 兼担 教授 江龍　修 平成28年4月 物理現象と微分方程式

専任 教授 壬生　攻 平成28年4月 物理・材料数学Ⅰ 専任 教授 壬生　攻 平成28年4月 物理・材料数学Ⅰ 専任 准教授 井手　直樹 平成29年4月 物理・材料数学Ⅰ 専任 准教授 井手　直樹 平成29年4月 物理・材料数学Ⅰ

専任 教授 池田　勝佳 平成28年4月 物理・材料数学Ⅰ 専任 教授 池田　勝佳 平成28年4月 物理・材料数学Ⅰ 兼担 准教授 宮崎　秀俊 平成29年4月 物理・材料数学Ⅰ 兼担 准教授 宮崎　秀俊 平成29年4月 物理・材料数学Ⅰ

専任 教授 大原　繁男 平成28年4月 熱力学（材料） 専任 教授 大原　繁男 平成28年4月 熱力学（材料） 専任 教授 林　好一 平成29年4月 熱力学（材料） 兼担 准教授 呉　松竹 平成30年4月 熱力学（材料）

専任 教授 壬生　攻 平成28年4月 解析力学（材料） 専任 教授 壬生　攻 平成28年4月 解析力学（材料） 専任 教授 壬生　攻 平成28年4月 解析力学（材料） 専任 教授 壬生　攻 平成28年4月 解析力学（材料）

兼担 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 回折結晶学 兼担 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 回折結晶学 兼担 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 回折結晶学 兼担 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 回折結晶学

専任 教授 一瀬　郁夫 平成28年4月 材料物理学 専任 教授 一瀬　郁夫 平成28年4月 材料物理学 専任 教授 林　好一 平成29年4月 材料物理学 専任 教授 林　好一 平成29年4月 材料物理学

専任 教授 壬生　攻 平成28年4月 物理・材料数学Ⅱ 専任 教授 壬生　攻 平成28年4月 物理・材料数学Ⅱ 兼担 教授 日原　岳彦 平成29年4月 物理・材料数学Ⅱ 兼担 教授 日原　岳彦 平成29年4月 物理・材料数学Ⅱ

専任 教授 池田　勝佳 平成28年4月 物理・材料数学Ⅱ 専任 教授 池田　勝佳 平成28年4月 物理・材料数学Ⅱ 兼担 准教授 濱中　泰 平成29年4月 物理・材料数学Ⅱ 兼担 教授 濱中　泰 平成29年4月 物理・材料数学Ⅱ

専任 准教授 井手　直樹 平成28年4月 量子力学Ⅰ（材料） 専任 准教授 井手　直樹 平成28年4月 量子力学Ⅰ（材料） 専任 准教授 井手　直樹 平成28年4月 量子力学Ⅰ（材料） 専任 准教授 井手　直樹 平成28年4月 量子力学Ⅰ（材料）

専任 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 移動速度論 専任 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 移動速度論 専任 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 移動速度論 専任 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 移動速度論

専任 准教授 栗田　典明 平成28年4月 材料平衡論 専任 准教授 栗田　典明 平成28年4月 材料平衡論 専任 准教授 栗田　典明 平成28年4月 材料平衡論 専任 准教授 栗田　典明 平成28年4月 材料平衡論

兼担 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 材料組織学 兼担 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 材料組織学 兼担 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 材料組織学 兼担 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 材料組織学

専任 教授 西野　洋一 平成28年4月 力学物性論 専任 教授 西野　洋一 平成28年4月 力学物性論 専任 教授 西野　洋一 平成28年4月 力学物性論 専任 教授 西野　洋一 平成28年4月 力学物性論

専任 准教授 井手　直樹 平成28年4月 力学物性論 専任 准教授 井手　直樹 平成28年4月 力学物性論 専任 准教授 井手　直樹 平成28年4月 力学物性論

兼担 教授 日原　岳彦 平成28年4月 固体物理Ⅰ（材料） 兼担 教授 日原　岳彦 平成28年4月 固体物理Ⅰ（材料） 兼担 教授 日原　岳彦 平成28年4月 固体物理Ⅰ（材料） 兼担 教授 日原　岳彦 平成28年4月 固体物理Ⅰ（材料）

兼担 准教授 濱中　泰 平成28年4月 固体物理Ⅱ（材料） 兼担 准教授 濱中　泰 平成28年4月 固体物理Ⅱ（材料） 兼担 准教授 濱中　泰 平成28年4月 固体物理Ⅱ（材料） 兼担 教授 濱中　泰 平成28年4月 固体物理Ⅱ（材料）

専任 教授 大原　繁男 平成28年4月 量子力学Ⅱ（材料） 専任 教授 大原　繁男 平成28年4月 量子力学Ⅱ（材料） 専任 教授 大原　繁男 平成28年4月 量子力学Ⅱ（材料） 専任 教授 大原　繁男 平成28年4月 量子力学Ⅱ（材料）

専任 准教授 丹澤　和寿 平成28年4月 熱力学（機能） 専任 准教授 丹澤　和寿 平成28年4月 熱力学（機能） 専任 准教授 丹澤　和寿 平成28年4月 熱力学（機能） 専任 准教授 丹澤　和寿 平成28年4月 熱力学（機能）

専任 准教授 丹澤　和寿 平成28年4月 解析力学（機能） 専任 准教授 丹澤　和寿 平成28年4月 解析力学（機能） 専任 准教授 丹澤　和寿 平成28年4月 解析力学（機能） 専任 准教授 丹澤　和寿 平成28年4月 解析力学（機能）

専任 教授 一瀬　郁夫 平成28年4月 量子力学Ⅰ（機能） 専任 教授 一瀬　郁夫 平成28年4月 量子力学Ⅰ（機能） 専任 教授 一瀬　郁夫 平成28年4月 量子力学Ⅰ（機能） 専任 教授 一瀬　郁夫 平成28年4月 量子力学Ⅰ（機能）

専任 教授 種村　眞幸 平成28年4月 固体物理Ⅰ（機能） 専任 教授 種村　眞幸 平成28年4月 固体物理Ⅰ（機能） 専任 教授 種村　眞幸 平成28年4月 固体物理Ⅰ（機能） 兼担 教授 岩田　真 平成30年4月 固体物理Ⅰ（機能）

兼担 教授 岩田　真 平成28年4月 固体物理Ⅱ（機能） 兼担 教授 岩田　真 平成28年4月 固体物理Ⅱ（機能） 兼担 教授 岩田　真 平成28年4月 固体物理Ⅱ（機能） 専任 教授 種村　眞幸 平成30年4月 固体物理Ⅱ（機能）

兼担 教授 岩田　真 平成28年4月 応用電磁気学Ⅰ 兼担 教授 岩田　真 平成28年4月 応用電磁気学Ⅰ 兼担 教授 岩田　真 平成28年4月 応用電磁気学Ⅰ 兼担 教授 岩田　真 平成28年4月 応用電磁気学Ⅰ

兼担 教授 市川　洋 平成28年4月 計測工学Ⅰ 兼担 教授 市川　洋 平成28年4月 計測工学Ⅰ 兼担 教授 市川　洋 平成28年4月 計測工学Ⅰ 兼担 教授 市川　洋 平成28年4月 計測工学Ⅰ

専任 准教授 馮　偉 平成28年4月 物理数学Ⅰ 専任 准教授 馮　偉 平成28年4月 物理数学Ⅰ 専任 准教授 馮　偉 平成28年4月 物理数学Ⅰ 専任 准教授 馮　偉 平成28年4月 物理数学Ⅰ

兼担 教授 尾形　修司 平成28年4月 統計力学 兼担 教授 尾形　修司 平成28年4月 統計力学 兼担 教授 尾形　修司 平成28年4月 統計力学 兼担 教授 尾形　修司 平成28年4月 統計力学

専任 准教授 渡邊　威 平成28年4月 連続体力学 専任 准教授 渡邊　威 平成28年4月 連続体力学 専任 准教授 渡邊　威 平成28年4月 連続体力学 専任 准教授 渡邊　威 平成28年4月 連続体力学

専任 教授 高橋　聡 平成28年4月 量子力学Ⅱ（機能） 専任 教授 高橋　聡 平成28年4月 量子力学Ⅱ（機能） 専任 教授 高橋　聡 平成28年4月 量子力学Ⅱ（機能） 専任 教授 高橋　聡 平成28年4月 量子力学Ⅱ（機能）

専任 教授 大原　繁男 平成28年4月 電気・電子材料 専任 教授 大原　繁男 平成28年4月 電気・電子材料 専任 教授 大原　繁男 平成28年4月 電気・電子材料 専任 教授 大原　繁男 平成28年4月 電気・電子材料

専任 教授 西野　洋一 平成28年4月 材料強度学 専任 教授 西野　洋一 平成28年4月 材料強度学 専任 教授 西野　洋一 平成28年4月 材料強度学 専任 教授 西野　洋一 平成28年4月 材料強度学

専任 准教授 栗田　典明 平成28年4月 電気化学 専任 准教授 栗田　典明 平成28年4月 電気化学 専任 准教授 栗田　典明 平成28年4月 電気化学 専任 准教授 栗田　典明 平成28年4月 電気化学

兼担 准教授 呉　松竹 平成30年4月 電気化学

専任 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 反応速度論 専任 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 反応速度論 専任 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 反応速度論 専任 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 反応速度論

専任 准教授 井手　直樹 平成28年4月 エネルギー材料 専任 准教授 井手　直樹 平成28年4月 エネルギー材料 専任 准教授 井手　直樹 平成28年4月 エネルギー材料 専任 准教授 井手　直樹 平成28年4月 エネルギー材料

兼担 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 エネルギー材料 兼担 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 エネルギー材料 兼担 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 エネルギー材料 兼担 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 エネルギー材料

専任 教授 吉成　修 平成28年4月 熱物性論 専任 教授 吉成　修 平成28年4月 熱物性論 専任 教授 吉成　修 平成28年4月 熱物性論 専任 教授 林　好一 平成30年4月 熱物性論

兼担 教授 渡邉　義見 平成28年4月 溶融プロセス工学 兼担 教授 渡邉　義見 平成28年4月 溶融プロセス工学 兼担 教授 渡邉　義見 平成28年4月 溶融プロセス工学 兼担 教授 渡邉　義見 平成28年4月 溶融プロセス工学

兼担 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 溶融プロセス工学 兼担 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 溶融プロセス工学 兼担 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 溶融プロセス工学 兼担 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 溶融プロセス工学

兼担 教授 渡邉　義見 平成28年4月 構造･機械材料 兼担 教授 渡邉　義見 平成28年4月 構造･機械材料 兼担 教授 渡邉　義見 平成28年4月 構造･機械材料 兼担 教授 渡邉　義見 平成28年4月 構造･機械材料

兼担 准教授 佐藤　尚 平成30年4月 構造･機械材料

専任 教授 壬生　攻 平成28年4月 磁性材料 専任 教授 壬生　攻 平成28年4月 磁性材料 専任 教授 壬生　攻 平成28年4月 磁性材料 専任 教授 壬生　攻 平成28年4月 磁性材料

兼担 教授 日原　岳彦 平成28年4月 磁性材料 兼担 教授 日原　岳彦 平成28年4月 磁性材料 兼担 教授 日原　岳彦 平成28年4月 磁性材料 兼担 教授 日原　岳彦 平成28年4月 磁性材料

専任 教授 ベイ　ジョンソク 平成28年4月 応用電磁気学Ⅱ 専任 教授 ベイ　ジョンソク 平成28年4月 応用電磁気学Ⅱ 専任 教授 ベイ　ジョンソク 平成28年4月 応用電磁気学Ⅱ 専任 教授 ベイ　ジョンソク 平成28年4月 応用電磁気学Ⅱ

専任 教授 高橋　聡 平成28年4月 物理数学Ⅱ 専任 教授 高橋　聡 平成28年4月 物理数学Ⅱ 専任 教授 高橋　聡 平成28年4月 物理数学Ⅱ 専任 教授 高橋　聡 平成28年4月 物理数学Ⅱ

専任 准教授 米谷　昭彦 平成28年4月 計測工学Ⅱ 専任 准教授 米谷　昭彦 平成28年4月 計測工学Ⅱ 専任 准教授 米谷　昭彦 平成28年4月 計測工学Ⅱ 専任 准教授 米谷　昭彦 平成28年4月 計測工学Ⅱ

専任 准教授 木村　高志 平成28年4月 計測工学Ⅲ 専任 准教授 木村　高志 平成28年4月 計測工学Ⅲ 専任 准教授 木村　高志 平成28年4月 計測工学Ⅲ 専任 准教授 木村　高志 平成28年4月 計測工学Ⅲ

専任 教授 後藤　俊幸 平成28年4月 シミュレーション工学 専任 教授 後藤　俊幸 平成28年4月 シミュレーション工学 専任 教授 後藤　俊幸 平成28年4月 シミュレーション工学 専任 教授 後藤　俊幸 平成28年4月 シミュレーション工学

兼担 教授 尾形　修司 平成28年4月 シミュレーション工学 兼担 教授 尾形　修司 平成28年4月 シミュレーション工学 兼担 教授 尾形　修司 平成28年4月 シミュレーション工学 兼担 教授 尾形　修司 平成28年4月 シミュレーション工学

専任 准教授 渡邊　威 平成30年4月 シミュレーション工学

兼担 教授 市川　洋 平成28年4月 光学Ⅰ 兼担 教授 市川　洋 平成28年4月 光学Ⅰ 兼担 教授 市川　洋 平成28年4月 光学Ⅰ 兼担 教授 市川　洋 平成28年4月 光学Ⅰ

専任 教授 後藤　俊幸 平成28年4月 流体物理Ⅰ 専任 教授 後藤　俊幸 平成28年4月 流体物理Ⅰ 専任 教授 後藤　俊幸 平成28年4月 流体物理Ⅰ 専任 准教授 内藤　隆 平成30年4月 流体物理Ⅰ

専任 准教授 小野　晋吾 平成28年4月 光学Ⅱ 専任 准教授 小野　晋吾 平成28年4月 光学Ⅱ 専任 准教授 小野　晋吾 平成28年4月 光学Ⅱ 専任 准教授 小野　晋吾 平成28年4月 光学Ⅱ

兼担 教授 市川　洋 平成28年4月 光学Ⅱ 兼担 教授 市川　洋 平成28年4月 光学Ⅱ 兼担 教授 市川　洋 平成28年4月 光学Ⅱ 兼担 教授 市川　洋 平成28年4月 光学Ⅱ

専任 准教授 内藤　隆 平成28年4月 流体物理Ⅱ 専任 准教授 内藤　隆 平成28年4月 流体物理Ⅱ 専任 准教授 内藤　隆 平成28年4月 流体物理Ⅱ 専任 教授 後藤　俊幸 平成30年4月 流体物理Ⅱ

兼担 教授 江龍　修 平成28年4月 固体物理Ⅲ 兼担 教授 江龍　修 平成28年4月 固体物理Ⅲ 兼担 教授 江龍　修 平成28年4月 固体物理Ⅲ 兼担 教授 江龍　修 平成28年4月 固体物理Ⅲ

兼担 教授 市川　洋 平成28年4月 量子ナノ計測 兼担 教授 市川　洋 平成28年4月 量子ナノ計測 兼担 教授 市川　洋 平成28年4月 量子ナノ計測 専任 教授 池田　勝佳 平成30年4月 量子ナノ計測

専任 教授 種村　眞幸 平成28年4月 量子ナノ計測 専任 教授 種村　眞幸 平成28年4月 量子ナノ計測 専任 教授 種村　眞幸 平成28年4月 量子ナノ計測 専任 教授 種村　眞幸 平成28年4月 量子ナノ計測

専任 教授 種村　眞幸 平成28年4月 材料プロセス工学 専任 教授 種村　眞幸 平成28年4月 材料プロセス工学 専任 教授 種村　眞幸 平成28年4月 材料プロセス工学 専任 教授 種村　眞幸 平成28年4月 材料プロセス工学

専任 教授 高橋　聡 平成28年4月 材料プロセス工学 専任 教授 高橋　聡 平成28年4月 材料プロセス工学 専任 教授 高橋　聡 平成28年4月 材料プロセス工学 専任 教授 高橋　聡 平成28年4月 材料プロセス工学

専任 准教授 米谷　昭彦 平成28年4月 材料プロセス工学 専任 准教授 米谷　昭彦 平成28年4月 材料プロセス工学 専任 准教授 米谷　昭彦 平成28年4月 材料プロセス工学 専任 准教授 米谷　昭彦 平成28年4月 材料プロセス工学

兼担 教授 岩田　真 平成28年4月 応用光学 兼担 教授 岩田　真 平成28年4月 応用光学 兼担 教授 岩田　真 平成28年4月 応用光学 兼担 教授 岩田　真 平成28年4月 応用光学

専任 准教授 小野　晋吾 平成28年4月 応用光学 専任 准教授 小野　晋吾 平成28年4月 応用光学 専任 准教授 小野　晋吾 平成28年4月 応用光学 専任 准教授 小野　晋吾 平成28年4月 応用光学

専任 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ 専任 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ 専任 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ 専任 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ

専任 准教授 栗田　典明 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ 専任 准教授 栗田　典明 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ 専任 准教授 栗田　典明 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ 専任 准教授 栗田　典明 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ

専任 准教授 井手　直樹 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ 専任 准教授 井手　直樹 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ 専任 准教授 井手　直樹 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ 専任 准教授 井手　直樹 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ

専任 助教 田中　雅章 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ 専任 助教 田中　雅章 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ 専任 助教 田中　雅章 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ 専任 助教 田中　雅章 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ

専任 助教 宮崎　怜雄奈 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ 専任 助教 宮崎　怜雄奈 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ 専任 助教 宮崎　怜雄奈 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ 専任 助教 宮崎　怜雄奈 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ

【認可時又は届出時】

５　教員組織の状況

＜工学部　物理工学科＞

（１）ー① 担当教員表

【平成28年度】 【平成29年度】

担当授業科目名 職名

【平成30年度】

職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名氏　　名氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月 就任予定年月
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

担当授業科目名 職名職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名氏　　名氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月 就任予定年月

専任 助教 森谷　智一 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ 専任 助教 森谷　智一 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ 専任 助教 森谷　智一 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ 専任 助教 森谷　智一 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ

専任 助教 松本　裕司 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ 専任 助教 松本　裕司 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ 専任 助教 知場　三周 平成29年4月 材料機能工学演習Ⅰ 専任 助教 知場　三周 平成29年4月 材料機能工学演習Ⅰ

兼担 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ 兼担 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ 兼担 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ 兼担 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ

専任 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ 専任 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ 専任 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ 専任 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ

専任 准教授 栗田　典明 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ 専任 准教授 栗田　典明 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ 専任 准教授 栗田　典明 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ 専任 准教授 栗田　典明 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ

専任 准教授 井手　直樹 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ 専任 准教授 井手　直樹 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ 専任 准教授 井手　直樹 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ 専任 准教授 井手　直樹 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ

専任 助教 田中　雅章 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ 専任 助教 田中　雅章 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ 専任 助教 田中　雅章 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ 専任 助教 田中　雅章 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ

専任 助教 宮崎　怜雄奈 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ 専任 助教 宮崎　怜雄奈 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ 専任 助教 宮崎　怜雄奈 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ 専任 助教 宮崎　怜雄奈 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ

専任 助教 森谷　智一 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ 専任 助教 森谷　智一 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ 専任 助教 森谷　智一 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ 専任 助教 森谷　智一 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ

専任 助教 松本　裕司 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ 専任 助教 松本　裕司 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ 専任 助教 知場　三周 平成29年4月 材料機能工学演習Ⅱ 専任 助教 知場　三周 平成29年4月 材料機能工学演習Ⅱ

兼担 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ 兼担 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ 兼担 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ 兼担 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ

専任 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ 専任 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ 専任 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ 専任 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ

専任 准教授 栗田　典明 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ 専任 准教授 栗田　典明 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ 専任 准教授 栗田　典明 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ 専任 准教授 栗田　典明 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ

専任 准教授 井手　直樹 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ 専任 准教授 井手　直樹 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ 専任 准教授 井手　直樹 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ 専任 准教授 井手　直樹 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ

専任 助教 田中　雅章 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ 専任 助教 田中　雅章 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ 専任 助教 田中　雅章 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ 専任 助教 田中　雅章 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ

専任 助教 宮崎　怜雄奈 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ 専任 助教 宮崎　怜雄奈 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ 専任 助教 宮崎　怜雄奈 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ 専任 助教 宮崎　怜雄奈 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ

専任 助教 森谷　智一 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ 専任 助教 森谷　智一 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ 専任 助教 森谷　智一 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ 専任 助教 森谷　智一 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ

専任 助教 松本　裕司 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ 専任 助教 松本　裕司 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ 専任 助教 知場　三周 平成29年4月 材料機能工学実験Ⅰ 専任 助教 知場　三周 平成29年4月 材料機能工学実験Ⅰ

兼担 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ 兼担 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ 兼担 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ 兼担 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ

専任 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ 専任 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ 専任 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ 専任 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ

専任 准教授 栗田　典明 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ 専任 准教授 栗田　典明 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ 専任 准教授 栗田　典明 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ 専任 准教授 栗田　典明 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ

専任 准教授 井手　直樹 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ 専任 准教授 井手　直樹 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ 専任 准教授 井手　直樹 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ 専任 准教授 井手　直樹 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ

専任 助教 田中　雅章 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ 専任 助教 田中　雅章 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ 専任 助教 田中　雅章 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ 専任 助教 田中　雅章 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ

専任 助教 宮崎　怜雄奈 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ 専任 助教 宮崎　怜雄奈 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ 専任 助教 宮崎　怜雄奈 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ 専任 助教 宮崎　怜雄奈 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ

専任 助教 森谷　智一 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ 専任 助教 森谷　智一 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ 専任 助教 森谷　智一 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ 専任 助教 森谷　智一 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ

専任 助教 松本　裕司 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ 専任 助教 松本　裕司 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ 専任 助教 知場　三周 平成29年4月 材料機能工学実験Ⅱ 専任 助教 知場　三周 平成29年4月 材料機能工学実験Ⅱ

兼担 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ 兼担 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ 兼担 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ 兼担 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ

専任 教授 大原　繁男 平成28年4月 材料機能工学セミナー 専任 教授 大原　繁男 平成28年4月 材料機能工学セミナー 専任 教授 大原　繁男 平成28年4月 材料機能工学セミナー 専任 教授 大原　繁男 平成28年4月 材料機能工学セミナー

専任 教授 西野　洋一 平成28年4月 材料機能工学セミナー 専任 教授 西野　洋一 平成28年4月 材料機能工学セミナー 専任 教授 西野　洋一 平成28年4月 材料機能工学セミナー 専任 教授 西野　洋一 平成28年4月 材料機能工学セミナー

専任 教授 壬生　攻 平成28年4月 材料機能工学セミナー 専任 教授 壬生　攻 平成28年4月 材料機能工学セミナー 専任 教授 壬生　攻 平成28年4月 材料機能工学セミナー 専任 教授 壬生　攻 平成28年4月 材料機能工学セミナー

専任 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 材料機能工学セミナー 専任 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 材料機能工学セミナー 専任 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 材料機能工学セミナー 専任 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 材料機能工学セミナー

専任 准教授 栗田　典明 平成28年4月 材料機能工学セミナー 専任 准教授 栗田　典明 平成28年4月 材料機能工学セミナー 専任 准教授 栗田　典明 平成28年4月 材料機能工学セミナー 専任 准教授 栗田　典明 平成28年4月 材料機能工学セミナー

専任 准教授 井手　直樹 平成28年4月 材料機能工学セミナー 専任 准教授 井手　直樹 平成28年4月 材料機能工学セミナー 専任 准教授 井手　直樹 平成28年4月 材料機能工学セミナー 専任 准教授 井手　直樹 平成28年4月 材料機能工学セミナー

兼担 教授 日原　岳彦 平成28年4月 材料機能工学セミナー 兼担 教授 日原　岳彦 平成28年4月 材料機能工学セミナー 兼担 教授 日原　岳彦 平成28年4月 材料機能工学セミナー 兼担 教授 日原　岳彦 平成28年4月 材料機能工学セミナー

兼担 教授 渡邉　義見 平成28年4月 材料機能工学セミナー 兼担 教授 渡邉　義見 平成28年4月 材料機能工学セミナー 兼担 教授 渡邉　義見 平成28年4月 材料機能工学セミナー 兼担 教授 渡邉　義見 平成28年4月 材料機能工学セミナー

兼担 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 材料機能工学セミナー 兼担 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 材料機能工学セミナー 兼担 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 材料機能工学セミナー 兼担 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 材料機能工学セミナー

兼担 准教授 濱中　泰 平成28年4月 材料機能工学セミナー 兼担 准教授 濱中　泰 平成28年4月 材料機能工学セミナー 兼担 准教授 濱中　泰 平成28年4月 材料機能工学セミナー 兼担 教授 濱中　泰 平成28年4月 材料機能工学セミナー

兼担 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 材料機能工学セミナー 兼担 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 材料機能工学セミナー 兼担 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 材料機能工学セミナー 兼担 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 材料機能工学セミナー

専任 助教 田村　友幸 平成28年4月 力学・電磁気学演習 専任 助教 田村　友幸 平成28年4月 力学・電磁気学演習 専任 助教 田村　友幸 平成28年4月 力学・電磁気学演習 専任 助教 田村　友幸 平成28年4月 力学・電磁気学演習

専任 助教 青柳　倫太郎 平成28年4月 力学・電磁気学演習 専任 助教 青柳　倫太郎 平成28年4月 力学・電磁気学演習

専任 助教 礒部　雅晴 平成28年4月 統計熱力学演習 専任 助教 礒部　雅晴 平成28年4月 統計熱力学演習 専任 助教 礒部　雅晴 平成28年4月 統計熱力学演習 専任 准教授 礒部　雅晴 平成28年4月 統計熱力学演習

専任 助教 小林　亮 平成28年4月 統計熱力学演習 専任 助教 小林　亮 平成28年4月 統計熱力学演習 専任 助教 瀧川　佳紀 平成30年4月 統計熱力学演習

専任 助教 小林　亮 平成28年4月 量子力学演習 専任 助教 小林　亮 平成28年4月 量子力学演習 専任 助教 小林　亮 平成28年4月 量子力学演習 専任 助教 小林　亮 平成28年4月 量子力学演習

専任 助教 礒部　雅晴 平成28年4月 量子力学演習 専任 助教 礒部　雅晴 平成28年4月 量子力学演習 専任 助教 本田　光裕 平成30年4月 量子力学演習

専任 教授 池田　勝佳 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ 専任 教授 池田　勝佳 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ 専任 教授 池田　勝佳 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ 専任 教授 池田　勝佳 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ

専任 教授 一瀬　郁夫 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ 専任 教授 一瀬　郁夫 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ 専任 教授 一瀬　郁夫 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ 専任 教授 一瀬　郁夫 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ

専任 教授 後藤　俊幸 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ 専任 教授 後藤　俊幸 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ 兼担 教授 岩田　真 平成29年4月 応用物理学実験Ⅰ 兼担 教授 岩田　真 平成29年4月 応用物理学実験Ⅰ

専任 准教授 小野　晋吾 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ 専任 准教授 小野　晋吾 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ 専任 准教授 小野　晋吾 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ 専任 准教授 小野　晋吾 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ

専任 准教授 内藤　隆 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ 専任 准教授 内藤　隆 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ 専任 准教授 内藤　隆 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ 専任 准教授 内藤　隆 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ

専任 准教授 馮　偉 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ 専任 准教授 馮　偉 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ 専任 准教授 馮　偉 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ 専任 准教授 馮　偉 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ

専任 助教 小林　亮 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ 専任 助教 小林　亮 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ 専任 助教 小林　亮 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ 専任 助教 小林　亮 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ

専任 助教 礒部　雅晴 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ 専任 助教 礒部　雅晴 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ 専任 助教 礒部　雅晴 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ 専任 准教授 礒部　雅晴 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ

兼担 助教 宮川　鈴衣奈 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ 兼担 助教 宮川　鈴衣奈 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ 兼担 助教 宮川　鈴衣奈 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ 兼担 助教 宮川　鈴衣奈 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ

専任 教授 池田　勝佳 平成28年4月 応用物理学実験Ⅱ 専任 教授 池田　勝佳 平成28年4月 応用物理学実験Ⅱ 専任 教授 池田　勝佳 平成28年4月 応用物理学実験Ⅱ 専任 教授 池田　勝佳 平成28年4月 応用物理学実験Ⅱ

専任 教授 一瀬　郁夫 平成28年4月 応用物理学実験Ⅱ 専任 教授 一瀬　郁夫 平成28年4月 応用物理学実験Ⅱ 専任 教授 一瀬　郁夫 平成28年4月 応用物理学実験Ⅱ 専任 教授 一瀬　郁夫 平成28年4月 応用物理学実験Ⅱ

専任 准教授 木村　高志 平成28年4月 応用物理学実験Ⅱ 専任 准教授 木村　高志 平成28年4月 応用物理学実験Ⅱ 専任 准教授 木村　高志 平成28年4月 応用物理学実験Ⅱ 専任 准教授 木村　高志 平成28年4月 応用物理学実験Ⅱ

専任 准教授 丹澤　和寿 平成28年4月 応用物理学実験Ⅱ 専任 准教授 丹澤　和寿 平成28年4月 応用物理学実験Ⅱ 専任 准教授 丹澤　和寿 平成28年4月 応用物理学実験Ⅱ 専任 准教授 丹澤　和寿 平成28年4月 応用物理学実験Ⅱ

専任 准教授 米谷　昭彦 平成28年4月 応用物理学実験Ⅱ 専任 准教授 米谷　昭彦 平成28年4月 応用物理学実験Ⅱ 専任 准教授 米谷　昭彦 平成28年4月 応用物理学実験Ⅱ 専任 准教授 米谷　昭彦 平成28年4月 応用物理学実験Ⅱ

専任 准教授 渡邊　威 平成28年4月 応用物理学実験Ⅱ 専任 准教授 渡邊　威 平成28年4月 応用物理学実験Ⅱ 専任 准教授 渡邊　威 平成28年4月 応用物理学実験Ⅱ 専任 准教授 渡邊　威 平成28年4月 応用物理学実験Ⅱ

専任 助教 小林　亮 平成28年4月 応用物理学実験Ⅱ 専任 助教 小林　亮 平成28年4月 応用物理学実験Ⅱ 専任 助教 小林　亮 平成28年4月 応用物理学実験Ⅱ 専任 助教 小林　亮 平成28年4月 応用物理学実験Ⅱ

専任 助教 礒部　雅晴 平成28年4月 応用物理学実験Ⅱ 専任 助教 礒部　雅晴 平成28年4月 応用物理学実験Ⅱ 専任 助教 礒部　雅晴 平成28年4月 応用物理学実験Ⅱ 専任 准教授 礒部　雅晴 平成28年4月 応用物理学実験Ⅱ

専任 助教 田村　友幸 平成28年4月 応用物理学実験Ⅱ 専任 助教 田村　友幸 平成28年4月 応用物理学実験Ⅱ 専任 助教 田村　友幸 平成28年4月 応用物理学実験Ⅱ 専任 助教 田村　友幸 平成28年4月 応用物理学実験Ⅱ

専任 助教 本林　健太 平成30年4月 応用物理学実験Ⅱ

専任 教授 一瀬　郁夫 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 一瀬　郁夫 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 一瀬　郁夫 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 一瀬　郁夫 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 後藤　俊幸 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 後藤　俊幸 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 後藤　俊幸 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 後藤　俊幸 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 高橋　聡 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 高橋　聡 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 高橋　聡 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 高橋　聡 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 種村　眞幸 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 種村　眞幸 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 種村　眞幸 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 種村　眞幸 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 壬生　攻 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 壬生　攻 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 壬生　攻 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 壬生　攻 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 西野　洋一 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 西野　洋一 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 西野　洋一 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 西野　洋一 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 大原　繁男 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 大原　繁男 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 大原　繁男 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 大原　繁男 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 池田　勝佳 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 池田　勝佳 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 池田　勝佳 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 池田　勝佳 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 井手　直樹 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 井手　直樹 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 井手　直樹 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 井手　直樹 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 栗田　典明 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 栗田　典明 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 栗田　典明 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 栗田　典明 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 小野　晋吾 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 小野　晋吾 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 小野　晋吾 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 小野　晋吾 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 丹澤　和寿 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 丹澤　和寿 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 丹澤　和寿 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 丹澤　和寿 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 渡邊　威 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 渡邊　威 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 渡邊　威 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 渡邊　威 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 内藤　隆 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 内藤　隆 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 内藤　隆 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 内藤　隆 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 米谷　昭彦 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 米谷　昭彦 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 米谷　昭彦 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 米谷　昭彦 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 木村　高志 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 木村　高志 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 木村　高志 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 木村　高志 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 馮　偉 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 馮　偉 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 馮　偉 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 馮　偉 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 助教 宮崎　怜雄奈 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 宮崎　怜雄奈 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 宮崎　怜雄奈 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 宮崎　怜雄奈 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 助教 小林　亮 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 小林　亮 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 小林　亮 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 小林　亮 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 助教 松本　裕司 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 松本　裕司 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 林　好一 平成29年4月 実践研究セミナー 専任 教授 林　好一 平成29年4月 実践研究セミナー

専任 助教 森谷　智一 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 森谷　智一 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 森谷　智一 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 森谷　智一 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 助教 青柳　倫太郎 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 青柳　倫太郎 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 木村　耕治 平成29年4月 実践研究セミナー 専任 助教 木村　耕治 平成29年4月 実践研究セミナー

専任 助教 田村　友幸 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 田村　友幸 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 田村　友幸 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 田村　友幸 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 助教 田中　雅章 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 田中　雅章 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 田中　雅章 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 田中　雅章 平成28年4月 実践研究セミナー
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兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

担当授業科目名 職名職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名氏　　名氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月 就任予定年月

専任 助教 礒部　雅晴 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 礒部　雅晴 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 礒部　雅晴 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 礒部　雅晴 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 助教 知場　三周 平成29年4月 実践研究セミナー 専任 助教 知場　三周 平成29年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 Ｋａｌｉｔａ　Ｇｏｌａｐ 平成29年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 Ｋａｌｉｔａ　Ｇｏｌａｐ 平成29年4月 実践研究セミナー

専任 助教 高柳　真司 平成29年4月 実践研究セミナー 専任 助教 高柳　真司 平成29年4月 実践研究セミナー

専任 助教 本田　光裕 平成29年4月 実践研究セミナー 専任 助教 本田　光裕 平成29年4月 実践研究セミナー

専任 助教 本林　健太 平成29年4月 実践研究セミナー 専任 助教 本林　健太 平成29年4月 実践研究セミナー

専任 助教 齋藤　泉 平成29年4月 実践研究セミナー 専任 助教 齋藤　泉 平成29年4月 実践研究セミナー

専任 助教 瀧川　佳紀 平成29年4月 実践研究セミナー 専任 助教 瀧川　佳紀 平成29年4月 実践研究セミナー

専任 助教 中村　翔太 平成30年4月 実践研究セミナー

専任 教授 一瀬　郁夫 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 一瀬　郁夫 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 一瀬　郁夫 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 一瀬　郁夫 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 後藤　俊幸 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 後藤　俊幸 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 後藤　俊幸 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 後藤　俊幸 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 高橋　聡 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 高橋　聡 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 高橋　聡 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 高橋　聡 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 種村　眞幸 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 種村　眞幸 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 種村　眞幸 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 種村　眞幸 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 壬生　攻 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 壬生　攻 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 壬生　攻 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 壬生　攻 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 西野　洋一 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 西野　洋一 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 西野　洋一 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 西野　洋一 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 大原　繁男 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 大原　繁男 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 大原　繁男 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 大原　繁男 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 池田　勝佳 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 池田　勝佳 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 池田　勝佳 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 池田　勝佳 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 井手　直樹 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 井手　直樹 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 井手　直樹 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 井手　直樹 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 栗田　典明 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 栗田　典明 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 栗田　典明 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 栗田　典明 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 小野　晋吾 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 小野　晋吾 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 小野　晋吾 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 小野　晋吾 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 丹澤　和寿 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 丹澤　和寿 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 丹澤　和寿 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 丹澤　和寿 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 渡邊　威 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 渡邊　威 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 渡邊　威 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 渡邊　威 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 内藤　隆 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 内藤　隆 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 内藤　隆 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 内藤　隆 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 米谷　昭彦 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 米谷　昭彦 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 米谷　昭彦 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 米谷　昭彦 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 木村　高志 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 木村　高志 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 木村　高志 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 木村　高志 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 馮　偉 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 馮　偉 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 馮　偉 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 馮　偉 平成28年4月 卒業研究

専任 助教 宮崎　怜雄奈 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 宮崎　怜雄奈 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 宮崎　怜雄奈 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 宮崎　怜雄奈 平成28年4月 卒業研究

専任 助教 小林　亮 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 小林　亮 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 小林　亮 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 小林　亮 平成28年4月 卒業研究

専任 助教 松本　裕司 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 松本　裕司 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 林　好一 平成29年4月 卒業研究 専任 教授 林　好一 平成29年4月 卒業研究

専任 助教 森谷　智一 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 森谷　智一 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 森谷　智一 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 森谷　智一 平成28年4月 卒業研究

専任 助教 青柳　倫太郎 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 青柳　倫太郎 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 木村　耕治 平成29年4月 卒業研究 専任 助教 木村　耕治 平成29年4月 卒業研究

専任 助教 田村　友幸 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 田村　友幸 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 田村　友幸 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 田村　友幸 平成28年4月 卒業研究

専任 助教 田中　雅章 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 田中　雅章 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 田中　雅章 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 田中　雅章 平成28年4月 卒業研究

専任 助教 礒部　雅晴 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 礒部　雅晴 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 礒部　雅晴 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 礒部　雅晴 平成28年4月 卒業研究

専任 助教 知場　三周 平成29年4月 卒業研究 専任 助教 知場　三周 平成29年4月 卒業研究

専任 准教授 Ｋａｌｉｔａ　Ｇｏｌａｐ 平成29年4月 卒業研究 専任 准教授 Ｋａｌｉｔａ　Ｇｏｌａｐ 平成29年4月 卒業研究

専任 助教 高柳　真司 平成29年4月 卒業研究 専任 助教 高柳　真司 平成29年4月 卒業研究

専任 助教 本田　光裕 平成29年4月 卒業研究 専任 助教 本田　光裕 平成29年4月 卒業研究

専任 助教 本林　健太 平成29年4月 卒業研究 専任 助教 本林　健太 平成29年4月 卒業研究

専任 助教 齋藤　泉 平成29年4月 卒業研究 専任 助教 齋藤　泉 平成29年4月 卒業研究

専任 助教 瀧川　佳紀 平成29年4月 卒業研究 専任 助教 瀧川　佳紀 平成29年4月 卒業研究

専任 助教 中村　翔太 平成30年4月 卒業研究

専任 教授 西野　洋一 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 教授 西野　洋一 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 教授 西野　洋一 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 教授 西野　洋一 平成28年4月 フレッシュマンセミナー

専任 教授 大原　繁男 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 教授 大原　繁男 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 教授 大原　繁男 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 教授 大原　繁男 平成28年4月 フレッシュマンセミナー

専任 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 フレッシュマンセミナー

兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 フレッシュマンセミナー

兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 特任教員 桑原　容子 平成30年4月 フレッシュマンセミナー

兼担 教授 藤本　温 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 藤本　温 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 藤本　温 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 准教授 内藤　隆 平成30年4月 フレッシュマンセミナー

兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 フレッシュマンセミナー

兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 増田　理子 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 増田　理子 平成28年4月 フレッシュマンセミナー

兼担 教授 川橋　範子 平成28年4月 異文化理解 兼担 教授 川橋　範子 平成28年4月 異文化理解 兼担 教授 川橋　範子 平成28年4月 異文化理解 兼担 教授 川橋　範子 平成28年4月 異文化理解

兼任 非常勤講師 萩尾　生 平成28年4月 異文化理解 兼任 非常勤講師 萩尾　生 平成28年4月 異文化理解 兼担 准教授 金　銀珠 平成30年4月 異文化理解

兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 感性と社会 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 感性と社会 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 感性と社会 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 感性と社会

兼担 准教授 田中　優子 平成28年4月 心理学 兼担 准教授 田中　優子 平成28年4月 心理学 兼担 准教授 田中　優子 平成28年4月 心理学 兼担 准教授 田中　優子 平成28年4月 心理学

兼担 准教授 小田　亮 平成28年4月 生物と環境 兼担 准教授 小田　亮 平成28年4月 生物と環境 兼担 教授 小田　亮 平成28年4月 生物と環境 兼担 教授 小田　亮 平成28年4月 生物と環境

兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 生物と環境 兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 生物と環境 兼担 教授 増田　理子 平成28年4月 生物と環境 兼担 教授 増田　理子 平成28年4月 生物と環境

兼担 准教授 田中　優子 平成28年4月 対人コミュニケーション論 兼担 准教授 田中　優子 平成28年4月 対人コミュニケーション論 兼担 准教授 田中　優子 平成28年4月 対人コミュニケーション論 兼担 准教授 田中　優子 平成28年4月 対人コミュニケーション論

兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本文化論 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本文化論 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本文化論 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本文化論

兼担 准教授 小田　亮 平成28年4月 人間行動学 兼担 准教授 小田　亮 平成28年4月 人間行動学 兼担 教授 小田　亮 平成28年4月 人間行動学 兼担 教授 小田　亮 平成28年4月 人間行動学

兼任 非常勤講師 池田　功毅 平成28年4月 人間行動学 兼任 非常勤講師 池田　功毅 平成28年4月 人間行動学 兼任 非常勤講師 池田　功毅 平成28年4月 人間行動学 兼任 非常勤講師 池田　功毅 平成28年4月 人間行動学

兼担 教授 永渕　康之 平成28年4月 人間社会ゼミナール 兼担 教授 永渕　康之 平成28年4月 人間社会ゼミナール 兼担 教授 永渕　康之 平成28年4月 人間社会ゼミナール 兼担 教授 川橋　範子 平成30年4月 人間社会ゼミナール

兼任 非常勤講師 磯部　美里 平成28年4月 アジア・太平洋史 兼任 非常勤講師 磯部　美里 平成28年4月 アジア・太平洋史 兼任 非常勤講師 磯部　美里 平成28年4月 アジア・太平洋史 兼任 非常勤講師 磯部　美里 平成28年4月 アジア・太平洋史

兼任 非常勤講師 秋元　悦子 平成30年4月 アジア・太平洋史

兼担 教授 川島　慶子 平成28年4月 科学技術史 兼担 教授 川島　慶子 平成28年4月 科学技術史 兼担 教授 川島　慶子 平成28年4月 科学技術史 兼担 教授 川島　慶子 平成28年4月 科学技術史

兼担 教授 川島　慶子 平成28年4月 科学思想史 兼担 教授 川島　慶子 平成28年4月 科学思想史 兼担 教授 川島　慶子 平成28年4月 科学思想史 兼担 教授 川島　慶子 平成28年4月 科学思想史

兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 科学と哲学 兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 科学と哲学 兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 科学と哲学 兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 科学と哲学

兼担 教授 永渕　康之 平成28年4月 共生社会論 兼担 教授 永渕　康之 平成28年4月 共生社会論 兼担 教授 永渕　康之 平成28年4月 共生社会論 兼任 非常勤講師 齋藤　典子 平成30年4月 共生社会論

兼任 非常勤講師 加藤　里紗 平成30年4月 共生社会論

兼任 非常勤講師 松波　京子 平成28年4月 近現代史 兼任 非常勤講師 松波　京子 平成28年4月 近現代史 兼任 非常勤講師 松波　京子 平成28年4月 近現代史 兼任 非常勤講師 松波　京子 平成28年4月 近現代史

兼担 教授 藤本　温 平成28年4月 公共の哲学 兼担 教授 藤本　温 平成28年4月 公共の哲学 兼担 教授 藤本　温 平成28年4月 公共の哲学 兼担 教授 藤本　温 平成28年4月 公共の哲学

兼担 教授 川橋　範子 平成28年4月 宗教文化論 兼担 教授 川橋　範子 平成28年4月 宗教文化論 兼担 教授 川橋　範子 平成28年4月 宗教文化論 兼担 教授 川橋　範子 平成28年4月 宗教文化論

兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経済学 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経済学 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経済学 兼担 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経済学

兼任 非常勤講師 齋藤　典子 平成28年4月 現代社会論 兼任 非常勤講師 齋藤　典子 平成28年4月 現代社会論 兼任 非常勤講師 齋藤　典子 平成28年4月 現代社会論 兼任 非常勤講師 齋藤　典子 平成28年4月 現代社会論

兼任 非常勤講師 安武　裕和 平成28年4月 現代政治論 兼任 非常勤講師 安武　裕和 平成28年4月 現代政治論 兼任 非常勤講師 安武　裕和 平成28年4月 現代政治論 兼任 非常勤講師 安武　裕和 平成28年4月 現代政治論

兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 公共政策論 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 公共政策論 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 公共政策論 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 公共政策論

兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 生涯学習論 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 生涯学習論 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 生涯学習論 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 生涯学習論

兼担 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 情報社会論 兼担 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 情報社会論 兼担 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 情報社会論 兼担 准教授 打矢　隆弘 平成30年4月 情報社会論

兼担 助教 武藤　敦子 平成28年4月 情報社会論 兼担 助教 武藤　敦子 平成28年4月 情報社会論 兼担 准教授 武藤　敦子 平成28年4月 情報社会論

兼担 准教授 齋藤　彰一 平成28年4月 情報社会論 兼担 准教授 齋藤　彰一 平成28年4月 情報社会論 兼担 教授 齋藤　彰一 平成28年4月 情報社会論 兼担 教授 齋藤　彰一 平成28年4月 情報社会論

兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 地域研究Ⅰ 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 地域研究Ⅰ 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 地域研究Ⅰ 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 地域研究Ⅰ

兼任 非常勤講師 金　銀珠 平成28年4月 地域研究Ⅰ 兼任 非常勤講師 金　銀珠 平成28年4月 地域研究Ⅰ 兼担 准教授 金　銀珠 平成28年4月 地域研究Ⅰ 兼担 准教授 金　銀珠 平成28年4月 地域研究Ⅰ

兼任 非常勤講師 磯部　美里 平成29年4月 地域研究Ⅰ 兼任 非常勤講師 磯部　美里 平成29年4月 地域研究Ⅰ

兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 地域研究Ⅱ 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 地域研究Ⅱ 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 地域研究Ⅱ 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 地域研究Ⅱ

兼任 非常勤講師 金　銀珠 平成28年4月 地域研究Ⅱ 兼任 非常勤講師 金　銀珠 平成28年4月 地域研究Ⅱ 兼担 准教授 金　銀珠 平成28年4月 地域研究Ⅱ 兼担 准教授 金　銀珠 平成28年4月 地域研究Ⅱ

兼任 非常勤講師 吉田　仁 平成30年4月 地域研究Ⅱ

兼任 非常勤講師 小林　正嗣 平成28年4月 日本国憲法 兼任 非常勤講師 小林　正嗣 平成28年4月 日本国憲法 兼任 非常勤講師 小林　正嗣 平成28年4月 日本国憲法 兼任 非常勤講師 小林　正嗣 平成28年4月 日本国憲法

兼担 准教授 林　倫弘 平成28年4月 線形代数Ⅰ 兼担 准教授 林　倫弘 平成28年4月 線形代数Ⅰ 兼担 教授 松添　博 平成29年4月 線形代数Ⅰ 兼担 教授 鍛冶　俊輔 平成30年4月 線形代数Ⅰ
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

担当授業科目名 職名職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名氏　　名氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月 就任予定年月

兼任 非常勤講師 寺西　鎮男 平成28年4月 線形代数Ⅰ 兼任 非常勤講師 寺西　鎮男 平成28年4月 線形代数Ⅰ 兼任 非常勤講師 寺西　鎮男 平成28年4月 線形代数Ⅰ 兼担 教授 平澤　美可三 平成30年4月 線形代数Ⅰ

兼担 准教授 林　倫弘 平成28年4月 線形代数Ⅱ 兼担 准教授 林　倫弘 平成28年4月 線形代数Ⅱ 兼担 教授 松添　博 平成29年4月 線形代数Ⅱ 兼担 教授 平澤　美可三 平成30年4月 線形代数Ⅱ

兼任 非常勤講師 橋本　英哉 平成28年4月 線形代数Ⅱ 兼任 非常勤講師 橋本　英哉 平成28年4月 線形代数Ⅱ 兼任 非常勤講師 橋本　英哉 平成28年4月 線形代数Ⅱ 兼任 非常勤講師 橋本　英哉 平成28年4月 線形代数Ⅱ

兼担 准教授 水澤　靖 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習 兼担 准教授 水澤　靖 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習 兼担 准教授 水澤　靖 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習 兼担 准教授 水澤　靖 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習

兼担 准教授 大橋　美佐 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習 兼担 准教授 大橋　美佐 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習 兼担 准教授 山岸　正和 平成29年4月 微分積分Ⅰ及び演習 兼担 准教授 中島　規博 平成30年4月 微分積分Ⅰ及び演習

兼担 准教授 水澤　靖 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習 兼担 准教授 水澤　靖 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習 兼担 准教授 水澤　靖 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習 兼担 准教授 水澤　靖 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習

兼担 准教授 大橋　美佐 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習 兼担 准教授 大橋　美佐 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習 兼担 准教授 山岸　正和 平成29年4月 微分積分Ⅱ及び演習 兼担 准教授 中島　規博 平成30年4月 微分積分Ⅱ及び演習

兼担 准教授 志田　典弘 平成28年4月 力学 兼担 准教授 志田　典弘 平成28年4月 力学 専任 准教授 丹澤　和寿 平成29年4月 力学 専任 准教授 丹澤　和寿 平成29年4月 力学

兼担 准教授 濱中　泰 平成28年4月 力学 兼担 准教授 濱中　泰 平成28年4月 力学 専任 教授 壬生　攻 平成29年4月 力学 専任 教授 壬生　攻 平成29年4月 力学

専任 助教 礒部　雅晴 平成28年4月 物理学演習Ⅰ 専任 助教 礒部　雅晴 平成28年4月 物理学演習Ⅰ 専任 助教 礒部　雅晴 平成28年4月 物理学演習Ⅰ 専任 准教授 礒部　雅晴 平成28年4月 物理学演習Ⅰ

兼担 助教 宮川　鈴衣奈 平成28年4月 物理学演習Ⅰ 兼担 助教 宮川　鈴衣奈 平成28年4月 物理学演習Ⅰ 兼担 助教 宮川　鈴衣奈 平成28年4月 物理学演習Ⅰ 兼担 助教 宮川　鈴衣奈 平成28年4月 物理学演習Ⅰ

兼担 准教授 在田　謙一郎 平成28年4月 電磁気学 兼担 准教授 在田　謙一郎 平成28年4月 電磁気学 専任 准教授 Ｋａｌｉｔａ　Ｇｏｌａｐ 平成29年4月 電磁気学 専任 准教授 Ｋａｌｉｔａ　Ｇｏｌａｐ 平成29年4月 電磁気学

専任 教授 ベイ　ジョンソク 平成29年4月 電磁気学 専任 教授 ベイ　ジョンソク 平成29年4月 電磁気学

兼担 教授 岩田　真 平成28年4月 物理学演習Ⅱ 兼担 教授 岩田　真 平成28年4月 物理学演習Ⅱ 専任 助教 小林　亮 平成29年4月 物理学演習Ⅱ 専任 助教 小林　亮 平成29年4月 物理学演習Ⅱ

兼担 助教 宮川　鈴衣奈 平成28年4月 物理学演習Ⅱ 兼担 助教 宮川　鈴衣奈 平成28年4月 物理学演習Ⅱ 専任 助教 知場　三周 平成29年4月 物理学演習Ⅱ 専任 助教 知場　三周 平成29年4月 物理学演習Ⅱ

兼担 教授 岩田　真 平成28年4月 物理学実験 兼担 教授 岩田　真 平成28年4月 物理学実験 専任 助教 高柳　真司 平成29年4月 物理学実験 専任 助教 高柳　真司 平成29年4月 物理学実験

兼担 助教 宮川　鈴衣奈 平成28年4月 物理学実験 兼担 助教 宮川　鈴衣奈 平成28年4月 物理学実験 専任 助教 知場　三周 平成29年4月 物理学実験 専任 助教 知場　三周 平成29年4月 物理学実験

兼担 准教授 濱中　泰 平成28年4月 物理学実験 兼担 准教授 濱中　泰 平成28年4月 物理学実験 専任 助教 田中　雅章 平成29年4月 物理学実験 専任 助教 田中　雅章 平成29年4月 物理学実験

兼担 助教 久保　俊晴 平成28年4月 物理学実験 兼担 助教 久保　俊晴 平成28年4月 物理学実験 専任 助教 瀧川　佳紀 平成29年4月 物理学実験 専任 助教 瀧川　佳紀 平成29年4月 物理学実験

専任 准教授 栗田　典明 平成28年4月 基礎化学 専任 准教授 栗田　典明 平成28年4月 基礎化学 専任 教授 林　好一 平成29年4月 基礎化学 専任 教授 林　好一 平成29年4月 基礎化学

兼担 准教授 中山　将伸 平成28年4月 化学結合論 兼担 准教授 中山　将伸 平成28年4月 化学結合論 兼担 准教授 岡本　茂 平成29年4月 化学結合論 兼担 准教授 岡本　茂 平成29年4月 化学結合論

専任 准教授 栗田　典明 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 栗田　典明 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 栗田　典明 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 栗田　典明 平成28年4月 化学実験

専任 助教 田中　雅章 平成28年4月 化学実験 専任 助教 田中　雅章 平成28年4月 化学実験 専任 助教 田中　雅章 平成28年4月 化学実験 専任 助教 宮崎　怜雄奈 平成30年4月 化学実験

専任 助教 松本　裕司 平成28年4月 化学実験 専任 助教 松本　裕司 平成28年4月 化学実験 専任 助教 知場　三周 平成29年4月 化学実験 専任 助教 本林　健太 平成30年4月 化学実験

専任 助教 森谷　智一 平成28年4月 化学実験 専任 助教 森谷　智一 平成28年4月 化学実験 専任 助教 森谷　智一 平成28年4月 化学実験 専任 助教 森谷　智一 平成28年4月 化学実験

専任 教授 池田　勝佳 平成28年4月 化学実験 専任 教授 池田　勝佳 平成28年4月 化学実験 兼担 教授 高木　繁 平成29年4月 化学実験 兼担 教授 高木　繁 平成29年4月 化学実験

兼担 教授 水谷　章夫 平成28年4月 地球科学 兼担 教授 水谷　章夫 平成28年4月 地球科学 兼担 教授 張　鋒 平成29年4月 地球科学 兼担 教授 張　鋒 平成29年4月 地球科学

兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 生体機能科学 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 生体機能科学 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 生体機能科学 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 生体機能科学

兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 生体機能科学 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 生体機能科学 兼任 非常勤講師 関　豪 平成29年4月 生体機能科学 兼任 非常勤講師 関　豪 平成29年4月 生体機能科学

兼担 教授 大桑　哲男 平成28年4月 生体機能科学 兼担 教授 大桑　哲男 平成28年4月 生体機能科学 兼担 准教授 小笠原　理紀 平成29年4月 生体機能科学 兼担 准教授 吉水　広明 平成30年4月 生体機能科学

兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 生体機能科学 兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 生体機能科学 兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 生体機能科学 兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 生体機能科学

兼担 教授 青木　純 平成28年4月 生体機能科学 兼担 教授 青木　純 平成28年4月 生体機能科学 兼担 教授 青木　純 平成28年4月 生体機能科学 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成30年4月 生体機能科学

兼担 准教授 出羽　毅久 平成28年4月 生体機能科学 兼担 准教授 出羽　毅久 平成28年4月 生体機能科学 兼担 教授 出羽　毅久 平成28年4月 生体機能科学

兼任 非常勤講師 村上　太郎 平成29年4月 生体機能科学 兼任 非常勤講師 村上　太郎 平成29年4月 生体機能科学

専任 教授 壬生　攻 平成28年4月 産業論 専任 教授 壬生　攻 平成28年4月 産業論 専任 教授 壬生　攻 平成28年4月 産業論 専任 教授 壬生　攻 平成28年4月 産業論

兼担 教授 岩田　真 平成28年4月 産業論 兼担 教授 岩田　真 平成28年4月 産業論 兼担 教授 岩田　真 平成28年4月 産業論 兼担 教授 岩田　真 平成28年4月 産業論

兼担 教授 尾形　修司 平成28年4月 産業論 兼担 教授 尾形　修司 平成28年4月 産業論 兼担 教授 尾形　修司 平成28年4月 産業論 兼担 教授 尾形　修司 平成28年4月 産業論

兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 産業論 兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 産業論 兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 産業論 兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 産業論

兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 産業論 兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 産業論 兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 産業論 兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 産業論

兼担 教授 江龍　修 平成28年4月 産業論 兼担 教授 江龍　修 平成28年4月 産業論 兼担 教授 江龍　修 平成28年4月 産業論 兼担 教授 江龍　修 平成28年4月 産業論

兼担 特任教員 桑原　容子 平成30年4月 産業論

専任 准教授 栗田　典明 平成30年4月 産業論

兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 金融学 兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 金融学 兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 金融学 兼担 准教授 川村　大伸 平成30年4月 金融学

専任 准教授 米谷　昭彦 平成28年4月 法工学 専任 准教授 米谷　昭彦 平成28年4月 法工学 専任 准教授 米谷　昭彦 平成28年4月 法工学 専任 准教授 米谷　昭彦 平成28年4月 法工学

兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 法工学 兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 法工学 兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 法工学 兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 法工学

兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 法工学 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 法工学 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 法工学 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 法工学

兼担 教授 萩原　正弥 平成28年4月 法工学 兼担 教授 萩原　正弥 平成28年4月 法工学 兼担 教授 萩原　正弥 平成28年4月 法工学 兼担 教授 萩原　正弥 平成28年4月 法工学

兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 法工学 兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 法工学 兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 法工学 兼担 教授 渡辺　研司 平成30年4月 法工学

兼担 教授 市川　洋 平成28年4月 法工学 兼担 教授 市川　洋 平成28年4月 法工学 兼担 教授 市川　洋 平成28年4月 法工学 兼担 教授 市川　洋 平成28年4月 法工学

兼担 准教授 安井　晋示 平成28年4月 法工学 兼担 准教授 安井　晋示 平成28年4月 法工学 兼担 教授 安井　晋示 平成28年4月 法工学 兼担 教授 安井　晋示 平成28年4月 法工学

兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 法工学 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 法工学 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 法工学 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 法工学

兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 法工学 兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 法工学 兼担 教授 増田　理子 平成28年4月 法工学 兼担 教授 増田　理子 平成28年4月 法工学

兼担 教授 水谷　章夫 平成28年4月 法工学 兼担 教授 水谷　章夫 平成28年4月 法工学 兼任 非常勤講師 水谷　章夫 平成28年4月 法工学

兼任 非常勤講師 濱田　恵美子 平成28年4月 知的財産権 兼任 非常勤講師 濱田　恵美子 平成28年4月 知的財産権 兼任 非常勤講師 濱田　恵美子 平成28年4月 知的財産権 兼任 非常勤講師 鈴木　恵美 平成30年4月 知的財産権

兼任 非常勤講師 矢野　卓真 平成28年4月 知的財産権 兼任 非常勤講師 矢野　卓真 平成28年4月 知的財産権 兼任 非常勤講師 矢野　卓真 平成28年4月 知的財産権 兼担 准教授 矢野　卓真 平成28年4月 知的財産権

兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 マーケティング 兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 マーケティング 兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 マーケティング 兼担 教授 藤田　素弘 平成30年4月 マーケティング

兼担 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 マーケティング 兼担 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 マーケティング 兼担 特任教員 加藤　雄一郎 平成28年4月 マーケティング 兼任 非常勤講師 小林　富雄 平成30年4月 マーケティング

兼任 非常勤講師 土屋　仁志 平成30年4月 マーケティング

兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営戦略 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営戦略 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営戦略 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営戦略

兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営戦略 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営戦略 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営戦略 兼担 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営戦略

兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 政策科学 兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 政策科学 兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 政策科学 兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 政策科学

兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 政策科学 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 政策科学 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 政策科学 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 政策科学

兼任 非常勤講師 井澤　知旦 平成30年4月 政策科学

兼任 非常勤講師 足立　直樹 平成28年4月 会計学 兼任 非常勤講師 足立　直樹 平成28年4月 会計学 兼任 非常勤講師 足立　直樹 平成28年4月 会計学 兼任 非常勤講師 足立　直樹 平成28年4月 会計学

兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 工学倫理 兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 工学倫理 兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 工学倫理 兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 工学倫理

兼担 教授 藤本　温 平成28年4月 工学倫理 兼担 教授 藤本　温 平成28年4月 工学倫理 兼担 教授 藤本　温 平成28年4月 工学倫理 兼担 教授 藤本　温 平成28年4月 工学倫理

兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 管理工学

兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 川村　大伸 平成30年4月 管理工学

兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 管理工学

兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 管理工学

兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 管理工学

兼担 教授 小竹　暢隆 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 小竹　暢隆 平成28年4月 管理工学 兼任 非常勤講師 小竹　暢隆 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 浜口　孝司 平成30年4月 管理工学

兼担 教授 越島　一郎 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 越島　一郎 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 越島　一郎 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 越島　一郎 平成28年4月 管理工学

兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 管理工学

兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 管理工学

兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 管理工学

兼担 准教授 横山　淳一 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 横山　淳一 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 横山　淳一 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 横山　淳一 平成28年4月 管理工学

兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 管理工学

兼担 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 管理工学 兼担 特任教員 加藤　雄一郎 平成28年4月 管理工学 兼担 助教 青山　友美 平成30年4月 管理工学

兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 管理工学

兼担 助教 石井　成 平成28年4月 管理工学 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 管理工学 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 管理工学 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 管理工学

兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 管理工学 兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 管理工学 兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 管理工学

兼担 准教授 武藤　敦子 平成30年4月 管理工学

兼担 教授 中野　功 平成28年4月 労働者管理基礎論 兼担 教授 中野　功 平成28年4月 労働者管理基礎論 兼担 教授 中野　功 平成28年4月 労働者管理基礎論 兼担 教授 中野　功 平成28年4月 労働者管理基礎論

兼担 准教授 冨田　悟江 平成28年4月 労働者管理基礎論 兼担 准教授 冨田　悟江 平成28年4月 労働者管理基礎論 兼担 准教授 冨田　悟江 平成28年4月 労働者管理基礎論

兼担 助教 吉田　亮 平成28年4月 労働者管理基礎論 兼担 助教 吉田　亮 平成28年4月 労働者管理基礎論 兼担 助教 吉田　亮 平成28年4月 労働者管理基礎論

兼担 教授 井上　雅弘 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 井上　雅弘 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 井上　雅弘 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 井上　雅弘 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 教授 河邊　伸二 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 河邊　伸二 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 河邊　伸二 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 河邊　伸二 平成28年4月 ものづくりとデザイン
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

担当授業科目名 職名職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名氏　　名氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月 就任予定年月

兼担 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 教授 麓　和善 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 麓　和善 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 麓　和善 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 麓　和善 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 准教授 小松　義典 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 小松　義典 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 小松　義典 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 小松　義典 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 准教授 須藤　正時 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 須藤　正時 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 須藤　正時 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 須藤　正時 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 准教授 梅村　恒 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 梅村　恒 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 梅村　恒 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 梅村　恒 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 助教 伊藤　洋介 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 助教 伊藤　洋介 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 助教 伊藤　洋介 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 助教 伊藤　洋介 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 助教 高橋　之 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 助教 高橋　之 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 加茂　紀和子 平成29年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 加茂　紀和子 平成29年4月 ものづくりとデザイン

兼担 助教 寺田　勝三 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 助教 寺田　勝三 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 助教 寺田　勝三 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 助教 寺田　勝三 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 助教 須藤　美音 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 助教 須藤　美音 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 須藤　美音 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 須藤　美音 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 石松　丈佳 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 石松　丈佳 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 北川　啓介 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 准教授 楠原　文雄 平成29年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 楠原　文雄 平成29年4月 ものづくりとデザイン

兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 自治体行政 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 自治体行政 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 自治体行政

兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 コミュニティと技術 兼任 非常勤講師 大貫　徹 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 教授 加藤　昇平 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 加藤　昇平 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 加藤　昇平 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 加藤　昇平 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 准教授 小田　亮 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 小田　亮 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 小田　亮 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 小田　亮 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 准教授 横山　淳一 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 横山　淳一 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 横山　淳一 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 横山　淳一 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 コミュニティと技術

兼任 非常勤講師 濱田　恵美子 平成28年4月 コミュニティと技術 兼任 非常勤講師 濱田　恵美子 平成28年4月 コミュニティと技術 兼任 非常勤講師 濱田　恵美子 平成28年4月 コミュニティと技術 兼任 非常勤講師 濱田　恵美子 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 助教 石井　成 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 男女共同参画社会論 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 男女共同参画社会論 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 男女共同参画社会論 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 男女共同参画社会論

兼任 非常勤講師 乙部　由子 平成28年4月 男女共同参画社会論 兼任 非常勤講師 乙部　由子 平成28年4月 男女共同参画社会論 兼任 非常勤講師 乙部　由子 平成28年4月 男女共同参画社会論 兼担 特任教員 乙部　由子 平成28年4月 男女共同参画社会論

兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 企業経営 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 企業経営 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 企業経営 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 企業経営

兼担 特任教員 高井　一 平成28年4月 キャリア・コミュニケーション論 兼担 特任教員 高井　一 平成28年4月 キャリア・コミュニケーション論 兼任 非常勤講師 袴田　和子 平成30年4月 キャリア・コミュニケーション論

兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 食糧工学

兼担 教授 多田　豊 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 多田　豊 平成28年4月 食糧工学 兼任 非常勤講師 多田　豊 平成28年4月 食糧工学 兼任 非常勤講師 多田　豊 平成28年4月 食糧工学

兼担 教授 藤　正督 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 藤　正督 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 藤　正督 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 藤　正督 平成28年4月 食糧工学

兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 食糧工学

兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 食糧工学

兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 増田　理子 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 増田　理子 平成28年4月 食糧工学

兼担 准教授 上原　匠 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 上原　匠 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 上原　匠 平成28年4月 食糧工学

兼担 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 食糧工学

兼担 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 食糧工学

兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 食糧工学

兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 食糧工学

兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 食糧工学

兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 キャリアデザイン 兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 キャリアデザイン 兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 キャリアデザイン 兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 キャリアデザイン

兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成30年4月 Academic EnglishⅠ

兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 教授 大貫　徹 平成29年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 教授 松浦　千佳子 平成30年4月 Academic EnglishⅠ

兼担 准教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅠ

兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 石川　有香 平成30年4月 Academic EnglishⅠ

兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成30年4月 Academic EnglishⅠ

兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成29年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成29年4月 Academic EnglishⅠ

兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成29年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成29年4月 Academic EnglishⅠ

兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 Academic EnglishⅠ

兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅠ

兼任 非常勤講師 Ｐｕｄｗｉｌｌ　Ｌａｒｒｙ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ｐｕｄｗｉｌｌ　Ｌａｒｒｙ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ｐｕｄｗｉｌｌ　Ｌａｒｒｙ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ｐｕｄｗｉｌｌ　Ｌａｒｒｙ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ

兼任 非常勤講師 佐藤　真理 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 佐藤　真理 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 佐藤　真理 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 佐藤　真理 平成28年4月 Academic EnglishⅠ

兼任 非常勤講師 浅井　淳 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 浅井　淳 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 浅井　淳 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 浅井　淳 平成28年4月 Academic EnglishⅠ

兼任 非常勤講師 梅村フィデス　スザンヌ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 梅村フィデス　スザンヌ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 梅村フィデス　スザンヌ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 梅村フィデス　スザンヌ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ

兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成29年4月 Academic EnglishⅠ

兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成30年4月 Academic EnglishⅡ

兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 教授 大貫　徹 平成29年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 教授 松浦　千佳子 平成30年4月 Academic EnglishⅡ

兼担 准教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅡ

兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 石川　有香 平成30年4月 Academic EnglishⅡ

兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成30年4月 Academic EnglishⅡ

兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成29年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成29年4月 Academic EnglishⅡ

兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成29年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成29年4月 Academic EnglishⅡ

兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 Academic EnglishⅡ

兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅡ

兼任 非常勤講師 Ｐｕｄｗｉｌｌ　Ｌａｒｒｙ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ｐｕｄｗｉｌｌ　Ｌａｒｒｙ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ｐｕｄｗｉｌｌ　Ｌａｒｒｙ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ｐｕｄｗｉｌｌ　Ｌａｒｒｙ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ

兼任 非常勤講師 佐藤　真理 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 佐藤　真理 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 佐藤　真理 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 佐藤　真理 平成28年4月 Academic EnglishⅡ

兼任 非常勤講師 浅井　淳 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 浅井　淳 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 浅井　淳 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 浅井　淳 平成28年4月 Academic EnglishⅡ

兼任 非常勤講師 梅村フィデス　スザンヌ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 梅村フィデス　スザンヌ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 梅村フィデス　スザンヌ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 梅村フィデス　スザンヌ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ

兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成29年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成29年4月 Academic EnglishⅡ

兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼担 准教授 吉田　江依子 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 吉田　江依子 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Binford Paul Kenneth 平成29年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Binford Paul Kenneth 平成29年4月 English SeminarⅠ

兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 永井　正司 平成30年4月 English SeminarⅠ

兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 教授 吉田　江依子 平成30年4月 English SeminarⅠ

兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼任 非常勤講師 Parsons John Joseph 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Parsons John Joseph 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Parsons John Joseph 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Parsons John Joseph 平成28年4月 English SeminarⅠ
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

担当授業科目名 職名職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名氏　　名氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月 就任予定年月

兼任 非常勤講師 高橋　妙子 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 高橋　妙子 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 高橋　妙子 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 高橋　妙子 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼任 非常勤講師 尾山　晋 平成29年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成30年4月 English SeminarⅠ

兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼担 准教授 吉田　江依子 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 吉田　江依子 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Binford Paul Kenneth 平成29年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Binford Paul Kenneth 平成29年4月 English SeminarⅡ

兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 永井　正司 平成30年4月 English SeminarⅡ

兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 教授 吉田　江依子 平成30年4月 English SeminarⅡ

兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼任 非常勤講師 Parsons John Joseph 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Parsons John Joseph 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Parsons John Joseph 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Parsons John Joseph 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼任 非常勤講師 高橋　妙子 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 高橋　妙子 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 高橋　妙子 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 高橋　妙子 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼任 非常勤講師 尾山　晋 平成29年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成30年4月 English SeminarⅡ

兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成30年4月 Academic EnglishⅢ

兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 大貫　徹 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼任 非常勤講師 Ｃｏｎｒａｄ　Ｂｕｃｓｉｓ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｃｏｎｒａｄ　Ｂｕｃｓｉｓ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｃｏｎｒａｄ　Ｂｕｃｓｉｓ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｃｏｎｒａｄ　Ｂｕｃｓｉｓ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 石川　淳子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼任 非常勤講師 石川　淳子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 石川　淳子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 石川　淳子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成30年4月 Academic EnglishⅢ

兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｔｉｍｏｔｈｙ　Ｆ．　Ｄａｙ 平成30年4月 Academic EnglishⅢ

兼担 准教授 Essertier Joseph 平成29年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成29年4月 Academic EnglishⅢ

兼担 教授 吉田　江依子 平成29年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 教授 吉田　江依子 平成29年4月 Academic EnglishⅢ

兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Academic EnglishⅣ

兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 准教授 石川　有香 平成30年4月 Academic EnglishⅣ

兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成30年4月 Academic EnglishⅣ

兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅣ

兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅣ

兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 Academic EnglishⅣ

兼任 非常勤講師 石川　淳子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 石川　淳子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 石川　淳子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 石川　淳子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ

兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成30年4月 Academic EnglishⅣ

兼任 非常勤講師 Ｃｏｎｒａｄ　Ｂｕｃｓｉｓ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Ｃｏｎｒａｄ　Ｂｕｃｓｉｓ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Ｃｏｎｒａｄ　Ｂｕｃｓｉｓ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Ｃｏｎｒａｄ　Ｂｕｃｓｉｓ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ

兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ

兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成30年4月 Academic EnglishⅣ

兼任 非常勤講師 高橋　妙子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 高橋　妙子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ

兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Global EnglishⅠ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Global EnglishⅠ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Global EnglishⅠ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成30年4月 Global EnglishⅠ

兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Global EnglishⅠ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Global EnglishⅠ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Global EnglishⅠ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Global EnglishⅠ

兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 Global EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 Global EnglishⅠ

兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 Global EnglishⅡ 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 Global EnglishⅡ 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 Global EnglishⅡ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成30年4月 Global EnglishⅡ

兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Global EnglishⅡ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Global EnglishⅡ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Global EnglishⅡ

兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 Global EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 Global EnglishⅡ

兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 体育実技Ⅰ

兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 体育実技Ⅰ

兼担 教授 大桑　哲男 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼担 教授 大桑　哲男 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成29年4月 体育実技Ⅰ 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成29年4月 体育実技Ⅰ

兼任 非常勤講師 関　豪 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼任 非常勤講師 関　豪 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼任 非常勤講師 関　豪 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼任 非常勤講師 関　豪 平成28年4月 体育実技Ⅰ

兼任 非常勤講師 坂田　利弘 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼任 非常勤講師 坂田　利弘 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼任 非常勤講師 坂田　利弘 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼任 非常勤講師 坂田　利弘 平成28年4月 体育実技Ⅰ

兼担 准教授 小笠原　理紀 平成29年4月 体育実技Ⅰ 兼担 教授 伊藤　宏 平成30年4月 体育実技Ⅰ

兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 体育実技Ⅱ

兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 体育実技Ⅱ

兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 体育実技Ⅱ

兼任 非常勤講師 坂田　利弘 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼任 非常勤講師 坂田　利弘 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼任 非常勤講師 坂田　利弘 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼任 非常勤講師 坂田　利弘 平成28年4月 体育実技Ⅱ

兼担 准教授 小笠原　理紀 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼担 准教授 小笠原　理紀 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼担 准教授 小笠原　理紀 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼担 准教授 吉里　秀雄 平成30年4月 体育実技Ⅱ

兼任 非常勤講師 関　豪 平成29年4月 体育実技Ⅱ 兼任 非常勤講師 関　豪 平成29年4月 体育実技Ⅱ

専任 准教授 栗田　典明 平成28年4月 健康運動科学演習A 専任 准教授 栗田　典明 平成28年4月 健康運動科学演習A 専任 准教授 栗田　典明 平成28年4月 健康運動科学演習A 専任 准教授 栗田　典明 平成28年4月 健康運動科学演習A

兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 健康運動科学演習A

兼担 教授 大桑　哲男 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 大桑　哲男 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 花井　淑晃 平成29年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 花井　淑晃 平成29年4月 健康運動科学演習A

兼担 教授 江龍　修 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 江龍　修 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 江龍　修 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 江龍　修 平成28年4月 健康運動科学演習A

兼担 教授 河邊　伸二 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 河邊　伸二 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 河邊　伸二 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 河邊　伸二 平成28年4月 健康運動科学演習A

兼担 教授 中西　英二 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 中西　英二 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼任 非常勤講師 関　豪 平成29年4月 健康運動科学演習A 兼任 非常勤講師 関　豪 平成29年4月 健康運動科学演習A

兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 健康運動科学演習A

兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 健康運動科学演習A

兼担 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 伊藤　宏 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 伊藤　宏 平成28年4月 健康運動科学演習A

兼担 准教授 打矢　隆弘 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 打矢　隆弘 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼任 非常勤講師 坂田　利弘 平成29年4月 健康運動科学演習A 兼任 非常勤講師 坂田　利弘 平成29年4月 健康運動科学演習A

兼担 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 小笠原　理紀 平成29年4月 健康運動科学演習A 兼担 助教 古川　陽輝 平成30年4月 健康運動科学演習A

兼担 助教 飯國　良規 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 助教 飯國　良規 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 助教 飯國　良規 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 助教 飯國　良規 平成28年4月 健康運動科学演習A

兼担 助教 宮川　淳 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 助教 宮川　淳 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成29年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成29年4月 健康運動科学演習A

兼担 准教授 山本　靖 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 山本　靖 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 打矢　隆弘 平成30年4月 健康運動科学演習A

兼担 准教授 小笠原　理紀 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 准教授 小笠原　理紀 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 准教授 小笠原　理紀 平成28年4月 健康運動科学演習B 専任 助教 田村　友幸 平成29年4月 健康運動科学演習B

兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 健康運動科学演習B

兼担 教授 大桑　哲男 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 教授 大桑　哲男 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼任 非常勤講師 関　豪 平成29年4月 健康運動科学演習B 兼任 非常勤講師 関　豪 平成29年4月 健康運動科学演習B

兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 健康運動科学演習B

兼担 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 教授 伊藤　宏 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 教授 伊藤　宏 平成28年4月 健康運動科学演習B

兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 健康運動科学演習B

兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 健康運動科学演習B

専任 助教 田村　友幸 平成29年4月 健康運動科学演習B

専任 准教授 馮　偉 平成28年4月 専門基礎科学Ⅰ 専任 准教授 馮　偉 平成28年4月 専門基礎科学Ⅰ

兼担 准教授 岩津　文夫 平成28年4月 専門基礎科学Ⅰ 兼担 准教授 岩津　文夫 平成28年4月 専門基礎科学Ⅰ 兼担 准教授 岩津　文夫 平成28年4月 専門基礎科学Ⅰ 兼担 特任教員 松野　美海 平成30年4月 専門基礎科学Ⅰ

専任 准教授 馮　偉 平成28年4月 専門基礎科学Ⅱ 専任 准教授 馮　偉 平成28年4月 専門基礎科学Ⅱ

兼担 准教授 岩津　文夫 平成28年4月 専門基礎科学Ⅱ 兼担 准教授 岩津　文夫 平成28年4月 専門基礎科学Ⅱ 兼担 准教授 岩津　文夫 平成28年4月 専門基礎科学Ⅱ 兼担 特任教員 松野　美海 平成30年4月 専門基礎科学Ⅱ

兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本語表現法 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本語表現法 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本語表現法 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本語表現法

兼任 非常勤講師 金　銀珠 平成28年4月 日本語日本文化 兼任 非常勤講師 金　銀珠 平成28年4月 日本語日本文化 兼担 准教授 金　銀珠 平成28年4月 日本語日本文化 兼担 准教授 金　銀珠 平成28年4月 日本語日本文化
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

担当授業科目名 職名職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名氏　　名氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月 就任予定年月

兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本語日本社会 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本語日本社会 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本語日本社会 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本語日本社会

　　　・  設置認可時又は届出時の教員全て（兼任，兼担教員を含む。）を黒字で記入してください。
　　　　その上で，認可時又は届出時から変更となっている箇所は太字の赤字としてください。
　　　・　年齢は，それぞれの年度の５月１日時点の満年齢を記入してください。
　　　・　専任、兼担、兼任の順に記入してください。
　　　・　不要な年度（平成２８年度開設であれば平成２７年度、平成２９年度開設であれば平成２７年度及び平成２８年度、
　　　　平成３０年度開設であれば平成２７年度から平成２９年度）の表は適宜削除し，詰めてください。

（注）・　申請書又は届出書の様式第３号（その２の１）に準じて作成してください。
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【平成２８年度】

　　　　 　　　　

【平成２９年度】

　　　　 　　　　

【平成３０年度】

　　　　 　　　　

（注）・  変更内容を箇条書きで記入してください。変更がない年度は「特になし。」と記入してください。

　　　・　不要な年度（平成２８年度開設であれば平成２７年度、平成２９年度開設であれば平成２７年度及び平成２８年度、平成３０年度開設であれば平成２７年度から
　　　　平成２９年度）の表は適宜削除してください。

・松本裕司助教退職に伴い、「化学実験」について知場三周助教に変更。
・上記の他、担当教員見直しによる変更。

・吉成修教授退職に伴い、「熱物性論」について林好一教授に変更。
・仁科健教授退職に伴い、「金融学」について川村大伸准教授に、「法工学」について渡辺研司教授に、「マーケティング」について
　藤田素弘教授に、「管理工学」について川村大伸准教授に変更。
・永渕康之教授退職に伴い、「人間社会ゼミナール」について川橋範子教授に変更。
・上記の他、担当教員見直しによる変更。

　　　・　認可で設置された学部等の専任教員を変更する場合は，当該専任教員が授業を開始する前に必ず「専任教員採用等設置計画変更書」を提出し，

　　　　大学設置・学校法人審議会による教員資格審査（AC教員審査）を受けてください。AC教員審査を受けずに専任教員として授業等を担当することは出来ません。

　　　・　「専任教員採用等変更書（ＡＣ）」を提出し「可」の教員判定を受けている場合は「○年○月教員審査済」と記入してください。なお，設置認可審査時に教員審査省略

（１）ー②担当教員表に関する変更内容
　　　　 　　　　

特になし。

　　　　となっている場合は，「教員審査省略」と記入してください。
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（注）・　大学設置基準第十三条別表第一、短期大学設置基準第二十二条別表第一イにより算出される専任教員数を記入してください。

（注）・「設置時の計画」には，設置時に予定されていた完成年度時の人数を記入するとともに，（　）内に開設時の状況を記入してください。

　　　・「現在（報告書提出時）の状況」には、報告書提出年度の５月１日の教員数（実人数）を記入してください。

　　　・「現在（報告書提出時）の完成年度時の計画」には，「現在（報告書提出時）の状況」に記入した数字に，教員審査を受審済みであり，

　　　　完成年度までに就任する教員数を加えた数を記入するとともに，［　］内に設置時の計画との増減数を記入してください。（記入例：１名減の場合：△１）

（注）・「年齢構成」には，当該学部における教員の定年に関する規定に基づく定年年齢（特例等による定年年齢ではありません），

　　　　および，平成３０年５月１日現在，定年に関する規定に基づく特例等により定年を超えて専任教員として採用されている
　　　　教員数および完成年度時に定年を超えて専任教員として採用する教員数を記入してください。
　　　・なお,職位等によって定年年齢が異なる場合には,職位ごとの定年年齢を「定年規定の定める定年年齢」に二段書きで記入
　　　　し，「定年を延長している教員数」には合算した数を記入してください。

現在（報告書提出時）の完成年度時の計画（Ｃ）
設置時の計画（Ａ）

（注）・　小数点以下第３位を切り捨て，小数点以下第２位まで表示されます。

報告書提出時の教員のうち、定年を延長して採用している教員数
現在（報告書提出時）の状況（Ｂ）

（注）・　小数点以下第３位を切り捨て，小数点以下第２位まで表示されます。

（２） 専任教員数等

　（２）－①　設置基準上の必要専任教員数

完成年度時における
設置基準上の必要専

任教員数

うち、完成年度時に
おける設置基準上の

必要教授数

9 5

名 名

　　　　

　（２）－②　専任教員数

設置時の計画 現在（報告書提出時）の状況 現在（報告書提出時）の完成年度時の計画

教　授 准教授教　授 准教授 講　師 助　教
計

（Ａ）
教　授

10 12

准教授 講　師 助　教
計

（Ｂ）

12 0

講　師 助　教
計

（Ｃ）

8 10 0 8 26 13 34

（11） （11） （0） （12） （34） [1] ［2］ ［0］ ［5］ ［7］

　（２）－③　年齢構成

年齢構成

0 13 35
9

定年規定の定める
定年年齢（歳）

報告書提出時（上
記（Ｂ））の教員
のうち、定年を延
長して採用してい

る教員数

完成年度時（上記
（Ｃ））の教員う
ち、定年を延長し
て採用する教員数

63 3 3

歳 名 名

　（２）－④　設置時の計画に対する教員充足率

=
34

= 130.76 ％
26

　（２）－⑤　現在（報告書提出時）の状況における定年を延長している教員構成率

=
3

= 8.57 ％
35
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科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

　（３）－③　上記（３）－①　・　（３）－②　の合計

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

（３）－③合計（Ｄ）+（Ｆ）
（２）－②設置時の計画（Ａ）

（注）・　小数点以下第３位を切り捨て，小数点以下第２位まで表示されます。

計 0

　（３）－④　設置時の計画に対する教員辞任率

=
0

= 0 ％
26

0 自由 0

計 0 科目 計 0 計 0

選択 0 選択 0

自由 0 科目 自由 0 自由

0 必修 0 必修 0

選択 0 科目 選択 0
0 人

必修 0 科目 必修

　　　・　また、担当予定であった科目の後任補充の状況について、各科目ごとに状況を以下「①」～「③」から選択し、

　　　　　「後任補充理由」の欄にその数字を記載してください。

・専任教員が担当する（している）場合は「①」
・兼任兼担教員が担当する（している）場合は「②」
・後任未定、科目廃止など、上記「①」「②」以外の場合は「③」

合計（Ｄ）＋（Ｆ） 後任補充状況の集計（Ｅ）＋（Ｇ）

辞任等した教員数 担当科目数の合計（a）+（b）+（c） ①の合計数（a） ②の合計数（b） ③の合計数（c）

計 0

（注）・　一度就任した後に、定年による退職以外の理由で辞任した全ての専任教員についてに記入してください。

　　　・　昨年度の報告後から今年度の報告時までに専任教員が新たに辞任等した場合，赤字にて記入するとともに，「辞任等の理由」

　　　　　に辞任理由等および（　）書きで報告年度を記入してください。

0 人

必修 0

0 自由 0

計 0 科目 計 0 計 0

選択 0 選択 0

自由 0 科目 自由 0 自由

0 必修 0 必修 0

選択 0 科目 選択 0

科目 必修

合計（Ｆ） 後任補充状況の集計（Ｇ）

辞任した教員数 担当科目数の合計（a）+（b）+（c） ①の合計数（a） ②の合計数（b） ③の合計数（c）

２

辞任等の理由

１ 該当なし

番　号 職　位 専任教員氏名 必修・選択・自由の別 担当予定科目 後任補充状況

　　　　　「就任辞退（未就任）の理由」に就任辞退の理由等および（　）書きで報告年度を記入してください。

　　　・　また、担当予定であった科目の後任補充の状況について、各科目ごとに状況を以下「①」～「③」から選択し、

　　　　　「後任補充理由」の欄にその数字を記載してください。

・専任教員が担当する（している）場合は「①」
・兼任兼担教員が担当する（している）場合は「②」
・後任未定、科目廃止など、上記「①」「②」以外の場合は「③」

　（３）－②　専任教員辞任の理由及び後任補充状況

計 0

（注）・　認可時又は届出時以降、就任を辞退した全ての専任教員の就任辞退の理由を具体的に記入してください。

　　　・　「就任辞退（未就任）」とは、認可又は届出時に就任予定としながら、実際には就任しなかった教員のことです。

　　　　　就任した後に辞任した教員は、以下「（３）－②専任教員辞任の理由及び後任補充状況」に記入してください。

　　　・　昨年度の報告後から今年度の報告時までに専任教員が新たに就任を辞退した場合，赤字にて記入するとともに，

0 人

必修 0

0 自由 0

計 0 科目 計 0 計 0

選択 0 選択 0

自由 0 科目 自由 0 自由

0 必修 0 必修 0

選択 0 科目 選択 0

科目 必修

合計（Ｄ） 後任補充状況の集計（Ｅ）

就任を辞退した教員数 担当科目数の合計（a）+（b）+（c） ①の合計数（a） ②の合計数（b） ③の合計数（c）

２

就任辞退（未就任）の理由

１ 該当なし

（３） 専任教員辞任等の理由

　（３）－①　専任教員の就任辞退（未就任）の理由及び後任補充状況

番　号 職　位 専任教員氏名 必修・選択・自由の別 担当予定科目 後任補充状況
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科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

（４） 専任教員交代に係る「大学の所見」及び「学生への周知方法」

必修 化学実験 ①

①

必修 実践研究セミナー ①

必修 卒業研究 ①

①

退職のため（29）

必修 材料機能工学演習Ⅱ ①

必修 材料機能工学実験Ⅰ ①

必修 材料機能工学実験Ⅱ

実践研究セミナー ①

必修 卒業研究 ①

２ 助教 松本　裕司

必修 材料機能工学演習Ⅰ

（注）・　上記（３）の専任教員辞任等による学生の履修等への影響に関する「大学の所見」及び「学生への周知方法」を

　　　　記入してください。

１ 助教 青柳　倫太郎

必修 力学・電磁気学演習 ③

退職のため（29）必修

　　　・　また、担当予定であった科目の後任補充の状況について、各科目ごとに状況を以下「①」～「③」から選択し、

　　　　　「後任補充理由」の欄にその数字を記載してください。

・専任教員が担当する（している）場合は「①」
・兼任兼担教員が担当する（している）場合は「②」
・後任未定、科目廃止など、上記「①」「②」以外の場合は「③」

専任教員辞任等による学生の履修等への重大な影響は認められない。
各授業における担当教員情報についてはシラバスや授業時間割表にて周知している。

計 1

（注）・　定年により退職した全ての専任教員についてに記入してください。

　　　・　昨年度の報告後から今年度の報告時までに専任教員が新たに辞任等した場合，赤字にて記入するとともに，「辞任等の理由」

　　　　　に辞任理由等および（　）書きで報告年度を記入してください。

3 人

必修 10

0 自由 0

計 11 科目 計 10 計 0

選択 0 選択 0

自由 0 科目 自由 0 自由

9 必修 0 必修 1

選択 1 科目 選択 1

科目 必修

合計 後任補充状況の集計

辞任した教員数 担当科目数の合計（a）+（b）+（c） ①の合計数（a） ②の合計数（b） ③の合計数（c）

吉成　修 選択 熱物性論 ① 退職のため（30）

　（３）－⑤　定年により退職した専任教員に対する後任補充状況

番　号 職　位 専任教員氏名 必修・選択・自由の別

3 教授

担当予定科目 後任補充状況 辞任等の理由
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区　　　分
未履行事項について

の実施計画

設　置　時 該当なし

（２８年４月）

設置計画履行状況 該当なし

調　　 査　　 時

（２９年２月）

設置計画履行状況 該当なし

調　　 査　　 時

（３０年２月）

　　　・　「設置計画履行状況調査時」の（年月）には，調査結果を公表した月（通常２月）を記入して

　　　　ください。（実地調査や面接調査を実施した日ではありません。）

　　　　について，具体的に記入し，報告年度を（　　）書きで付記してください。

　　　・　「設置計画履行状況調査時」には，当該設置計画履行状況調査の結果，当該大学に付された意見を

　　　　全て記入するとともに，付された意見に対する履行状況等について，具体的に記入してください。

　　　　その履行状況等を裏付ける資料があれば，添付してください。

　　　・　「履行状況」では，履行途中であれば「未履行」，履行済みであれば「履行済」を選択してください。

　　　・　該当がない場合には，「該当なし」と記入してください。

（注）・　「設置時」には，当該大学等の設置時（認可時又は届出時）に付された留意事項（学校法人の

　　　　寄附行為又は寄附行為変更の認可の申請に係る留意事項を除く。） と，それに対する履行状況等

６　留意事項等に対する履行状況等

留　意　事　項　等 履　行　状　況
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設　置　時　の　計　画 変更内容・状況，今後の見通しなど

１～６の項目に記入した事項以外の変更なし

　　・　授業の英語化をデザインする　ー英文シラバスを起点としてー

　  ・　高等学校新課程『数学』・『化学』の現状について

　　　前期末及び後期末において実施している。

　ｂ　教員や学生への公開状況，方法等

　　　一般的な集計結果についてはHPにて公開し，授業科目ごとの詳細結果については個別に学内の授業評価
　　　システムにて公開している。

（注）・「①ａ　委員会の設置状況」には，関係規程等を転載又は添付すること。

　　　　「②実施状況」には，実施されている取組を全て記載すること。（記入例参照）

　ｃ　開催状況（教員の参加状況含む）

      平成29年度は「a 実施内容」の通り開催し，参加人数はそれぞれ，41名，40名，45名，40名，39名であった。

　ｄ　実施結果を踏まえた授業改善への取組状況

　　　各教員において，授業改善に取り組んでいる。

③　学生に対する授業評価アンケートの実施状況

　ａ　実施の有無及び実施時期

　　・　みんなで授業評価アンケートを考えよう

  　・　eラーニングの現状と活用方法

　　・　「わかったつもり」を「わかった」へ　主体的な学びの場の構築　等

　ｂ　実施方法

      チラシを作成し事前アナウンスを行い，時に学外講師を招いて実施している。

　　　 工学教育総合センター会議を３回，ファカルティ・ディベロップメント委員会１回実施した。（約40名の教員が参加）

　ｃ　委員会の審議事項等

　　　全学のFDに関する基本方針の策定及び活動の総括，企画・立案・実施及び評価の総括等。

②　実施状況

　ａ　実施内容

①　実施体制

　ａ　委員会の設置状況

　　　工学教育総合センターの創造教育開発オフィスにおいて，工学教育の質的向上に資することを目的として，
　　　ファカルティ・ディベロップメントの推進及び授業評価を行う教育機能開発部門を設置している。また全
　　　学的な視点からファカルティ・ディベロップメント活動の推進を図ることを目的として，平成29年11月1日
　　　より名古屋工業大学ファカルティ・ディベロップメント委員会を設置した。

　ｂ　委員会の開催状況（教員の参加状況含む）

（注）・　１～６の項目に記入した事項以外で，設置時の計画より変更のあったもの（未実施を含む。）

　　　　及び法令適合性に関して生じた留意すべき事項について記入してください。

（２） 教員の資質の維持向上の方策（ＦＤ・ＳＤ活動含む）

７　その他全般的事項

＜工学部　物理工学科＞

（１） 設置計画変更事項等
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　　　　する予定の場合は，「有」にマルを記入してください。今後も公表する予定がない場合は，「無」にマルを

　　　　記入してください。

　　　・　「ｂ　公表（予定）有の場合の公表（予定）時期」には，「ａ　ホームページに公表（予定）有無」で

　　　　「有」にマルを記入した場合のみ，時期を記入してください。

　ａ　ホームページに公表（予定）の有無　　　　　（　　　有　　　・　　　無　　　）

　ｂ　公表（予定）有の場合の公表（予定）時期　　（　平成３０年６月２９日　　）

（注）・　「ａ　ホームページに公表（予定）有無」には，５月１日時点で公表している場合，もしくは，今後公表

　　　　　なお，「②　自己点検・評価報告書」については，当該調査対象の組織に関する評価内容を含む報告書につ

　　　　いて記入してください。

（４） 情報公表に関する事項

○　設置計画履行状況報告書

　　・平成３３年度に評価機関（独立行政法人大学改革支援・学位授与機構）の評価を受けるべく学内で検討中

（注）・　設置時の計画の変更（又は未実施）の有無に関わらず記入してください。

　　　　また，「①　設置の趣旨・目的の達成状況に関する総括評価・所見」については，できるだけ具体的な根拠を

　　　　含めて記入してください。

　ｂ　公表方法

　　・大学ホームページ上に公開予定（平成３０年６月末を予定）

③　認証評価を受ける計画

②　自己点検・評価報告書

　ａ　公表（予定）時期

　　・平成３０年６月末　公表予定

①　設置の趣旨・目的の達成状況に関する総括評価・所見

　現状把握と分析を行いつつ、全学評価室を中心に評価する予定である。

（３） 自己点検・評価等に関する事項
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設　　置　　時 変　更　状　況 備　　　考

（ ｳｶｲ ﾋﾛﾕｷ ）

鵜飼　裕之 － －

（平成２６年４月）

－ － －

ｲﾜｻｷ ﾏｺﾄ ﾊｾｶﾞﾜ ﾕﾀｶｲﾁﾑﾗ ﾏｻﾔ

岩崎　誠 長谷川　豊市村　正也

（平成２８年４月） （平成２９年４月平成３０年４月）

１　調査対象大学等の概要等

（１） 設　置　者

　　　　国立大学法人　名古屋工業大学

　　　　名古屋工業大学

　　　　愛知県名古屋市昭和区御器所町

学 部 長

学科長

（注）・対象学部等の位置が大学本部の位置と異なる場合，本部の位置を（　）書きで記入してください。

学　　長

職　　名

平成29年3月31日　任期満了
平成29年4月 1日　就任(29)
平成30年3月31日　任期満了
平成30年4月 1日　就任(30)

　　　・対象学部等が複数のキャンパスに所在する場合には，複数のキャンパスの所在地をそれぞれ記載して

　　　　ください。

（２） 大　学　名

　　　〒４６６－８５５５

（３） 大学の位置

（４） 管理運営組織

　　　・大学独自の職名を設けていて当該職位がない場合は，各職に相当する職名の方を記載してください。

（注）・「変更状況」は，変更があった場合に記入し，併せて「備考」に変更の理由と変更年月日，報告年度を

　　　（　）書きで記入してください。

　　　　　　平成３０年度に報告する内容　→（30）

　　　・昨年度の報告後から今年度の報告時までに変更があれば，「変更状況」に赤字にて記載（昨年度までに報告

　　　　された記載があれば，そこに赤字で見え消し修正）するとともに，上記と同様に，「備考」に変更理由等を

　　　・大学院の場合には，「職名」を「研究科長」等と修正して記入してください。

　　　（例）平成２９年度に報告済の内容　→（29）

　　　　記入してください。
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　　　・　なお，課程認定等によりコースや専攻に入学定員を定めている場合は，法令上規定されている最小単位
　　　　（大学であれば「学科」、短期大学であれば「専攻課程」でも記載してください。その場合適宜各項目の表
　　　　を追加してください。
　　　・　様式は，平成２７年度開設の４年制の学科の場合（平成３０年度までの４年間）ですが，開設年度・

　　　に報告書を作成してください。

　工学部
電気・機械工学科

　学士（工学）
　学士（学術）

対象年度

区　分 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期

人 人 人 人 人 人 人 人

1203 - 926 - 1060 -

(　-　) (　-　) (　-　) (　-　) ( 40 ) (　-　) (　 　) (　 　)

[ 45 ] [ - ] [ 45 ] [ - ] [ 40 ] [ - ] [ 　 ] [ 　 ]

857 - 655 - 758 -

(　-　) (　-　) (　-　) (　-　) ( 36 ) (　-　) (　 　) (　 　)

[ 42 ] [ - ] [ 43 ] [ - ] [ 38 ] [ - ] [ 　 ] [ 　 ]

238 - 240 - 235 -

(　-　) (　-　) (　-　) (　-　) ( 13 ) (　-　) (　 　) (　 　)

[ 11 ] [ - ] [ 13 ] [ - ] [ 9 ] [ - ] [ 　 ] [ 　 ]

214 - 207 - 211 -

(　-　) (　-　) (　-　) (　-　) ( 7 ) (　-　) (　 　) (　 　)

[ 10 ] [ - ] [ 11 ] [ - ] [ 7 ] [ - ] [ 　 ] [ 　 ]

入学定員超過率
Ｂ／Ａ

　　　　「－」を記入してください。

　　　・　[ 　 ]内には，留学生の状況について内数で記入してください。該当がない年には「－」を記入して

　　　　ください。

　　　・　留学生については，「出入国管理及び難民認定法」別表第一に定められる「『留学』の在留資格（いわゆる

　　　　「留学ビザ」）により，我が国の大学（大学院を含む。），短期大学，高等専門学校，専修学校（専門課程）

　　　　及び我が国の大学に入学するための準備教育課程を設置する教育施設において教育を受ける外国人学生」を

　　　　記載してください。

　　　・　短期交換留学生など，定員内に含めていない学生については記入しないでください。

　　　・　転入学生は記入しないでください。

　　　・　学期の区分に従い学生を入学させる場合は、春季入学とその他の学期（春季入学以外の学期区分を設けている

　　　　場合）に分けて数値を記入してください。春季入学のみの実施の場合は、その他の学期欄は「－」を記入して

　　　　ください。また，その他の学期に入学定員を設けている場合は，備考欄にその人数を記入してください。

　　　・　「入学定員超過率」については，各年度の春季入学とその他を合計した入学定員，入学者数で算出して

　　　　ください。なお，計算の際は小数点以下第３位を切り捨て，小数点以下第２位まで記入してください。

　　　・　「平均入学定員超過率」には，開設年度から提出年度までの入学定員超過率の平均を記入してください。

　　　　なお，計算の際は「入学定員超過率」と同様にしてください。

3年次
4 200 2 804

1.05倍

　（５）－②　調査対象学部等の入学者の状況

平成３０年度 平成３１年度
備　　考

200 200 200
( 　-　 ) (　2　)

平成２８年度 平成２９年度

人

備　　考
学位又は学科

の分野

設 置 時 の 計 画

修業年限 入学定員 編入学定員 収容定員

Ａ　 入学定員

志願者数

受験者数

合格者数

Ｂ　 入学者数

（注）・　数字は，平成３０年５月１日現在の数字を記入してください。

　　　・　（　 ）内には，編入学の状況について外数で記入してください。なお，編入学を複数年次で行って

　　　　いる場合には，((  ))書きとするなどし，その旨を「備考」に付記してください。 該当がない年には

1.07 1.03 1.05

(　　 　)

[ 　-　 ] [ 　-　 ] [ 　-　 ] [ 　　　 ]

( 　-　 )

平均入学定員
超 過 率

人

　　　　（その２の１））」の「学位又は学科の分野」と同様に記入してください。

（注）・　定員を変更した場合は，「備考」に変更前の人数，変更年月及び報告年度を（　）書きで記入してください。

　　　・　学生募集停止を予定している場合は、「備考」にその旨記載してください。
　　　・　「学位又は学科の分野」には、「認可申請書」又は「設置届出書」の「教育課程等の概要（別記様式第２号

工学関係

年 人 年次

調査対象学部等の
名称（学位）

（５）　調査対象学部等の名称，定員，入学者の状況等

（注）・　当該調査対象の学部の学科または研究科の専攻等，定員を定めている組織ごとに記入してください（入試
　　　　区分ごとではありません）。

　　　　修業年限に合わせて作成してください。（修業年限が３年以下の場合には欄を削除し，５年以上の場合
　　　　には，欄を設けてください。）

　（５）－①　調査対象学部等の名称等
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対象年度

学　年 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期

214 - 207 - 211 -

[ 10 ] [ - ] [ 11 ] [ - ] [7] [ - ] [　　 ] [　 　]

（ - ） （ - ） （ - ） （ - ） （ - ） （ - ）

213 - 205 -

[ 10 ] [ - ] [11] [ - ] [　　 ] [　 　]

（ - ） （ - ） （ - ） （ - ） （　　） （　　）

226 -

[17] [ - ] [　　 ] [　 　]

（ - ） （ - ） （　　） （　　）

[　　 ] [　 　]

（　　）（　　）

　　　　ください。

　　　・　留学生については，「出入国管理及び難民認定法」別表第一に定められる「『留学』の在留資格（いわゆる

　　　　「留学ビザ」）により，我が国の大学（大学院を含む。），短期大学，高等専門学校，専修学校（専門課程）

　　　　及び我が国の大学に入学するための準備教育課程を設置する教育施設において教育を受ける外国人学生」を

　　　　記載してください。

　　　・　短期交換留学生など，定員内に含めていない学生については記入しないでください。

　　　・　編入学生や転入学生も含めて記入してください。その際，備考欄に人数の内訳を記入してください。

　　　・　学期の区分に従い学生を入学させる場合は，春季入学とその他の学期（春季入学以外の学期区分を設けている

　　　　場合）に分けて数値を記入してください。春季入学のみの実施の場合は，その他の学期欄は「－」を記入して

　　　　ください。また，その他の学期に入学定員を設けている場合は，備考欄にその人数を記入してください。

　　　・　「計」については，各年度の春季入学とその他の学期を合計した在学者数，留学生数を記入してください。

備　　　　　考
平成３０年度

　　　・（　）内には，留年者の状況について，内数で記入してください。該当がない年には「－」を記入してくだ

　　　　さい。

（ - ） （ - ） （ - ） （　　　　 ）

（注）・　数字は，平成３０年５月１日現在の数字を記入してください。

　　　・　[ 　 ]内には，留学生の状況について内数で記入してください。該当がない年には「－」を記入して

3年次編入学生数
H30：15名

再入学（2年次）
H30:1名

計

214 420 642

[ 10 ] [ 21 ] [35] [　　　　 ]

１年次

２年次

３年次

４年次

　（５）－③　調査対象学部等の在学者の状況

平成２８年度 平成２９年度 平成３１年度
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　（５）－④　調査対象学部等の退学者等の状況

入学した年度

214 人 1 人 平成２８年度 1 人 0 人 他の教育機関への入学(1人）

平成２８年度 2 人 0 人 授業料未納（1人）、一身上の都合（1人）

平成２９年度 3 人 0 人 他の教育機関への入学(3人）

平成２８年度 0 人 0 人

平成２９年度 0 人 0 人

平成３０年度 0 人 0 人

平成２７年度 人 人

平成２８年度 人 人

平成２９年度 人 人

平成３０年度 人 人

1276 人 6 人

　（５）－⑤　調査対象学部等の年度ごとの退学者の割合

【平成２８年度】

平成２８年度の退学者数（ａ） 1
平成２８年度の在学者数（ｂ） 214

【平成２９年度】

平成２９年度の退学者数（ａ） 5
平成２９年度の在学者数（ｂ） 420

【平成３０年度】

平成３０年度の退学者数（ａ） 0
平成３０年度の在学者数（ｂ） 642

【平成３１年度】

平成３１年度の退学者数（ａ） 0
平成３１年度の在学者数（ｂ） 0

（注）・　小数点以下第３位を切り捨て，小数点以下第２位まで表示されます。

人

　　　・　在学者数や退学者数には編入学生や転入学生も含めて記入してください。

5人420

平成３１年度 人

人

主な退学理由

　　　区　分

対象年度
退学者数の
うち留学生数

平成２８年度

平成２９年度

平成３０年度 642

退学者数

在学者数（b） 退学者数（a）
内訳

　　　　　　（記入項目例）・就学意欲の低下　　　・学力不足　　　・他の教育機関への入学・転学　　　　　　　・海外留学

人

0

（注）・　数字は，平成３０年５月１日現在の数字を記入してください。　

合　　計

人

　　　　　　　　　　　　　　　・就職　　　・学生個人の心身に関する事情　　　　・家庭の事情　　　・除籍　　　　・その他

　　　・　各年度の在学者数については，該当年度に在学した人数を記入してください。（途中で退学者がいた場合でも、その退学者数を減らす必要は

　　　・　内訳については，退学した学生が入学した年度ごとに記入してください。また、留学生数欄の人数については、退学者数の内数を記入してください。

　 ・　留学生については，「出入国管理及び難民認定法」別表第一に定められる「『留学』の在留資格（いわゆる「留学ビザ」）

　　　により，我が国の大学（大学院を含む。），短期大学，高等専門学校，専修学校（専門課程）及び我が国の大学に入学するための

　　　準備教育課程を設置する教育施設において教育を受ける外国人学生」を記入してください。

　　　　　ありません。）

　　　・　「主な退学理由」は，下の項目を参考に記入してください。その際，「就学意欲の低下（○人）」というように，その人数も含めて記入してください。

　 ・　短期交換留学生など，定員内に含めていない学生については記入しないでください。

=

=

=

=

=

=

=

= #DIV/0! ％

0.46 ％

1.19 ％

0 ％
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12 13

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1

1

1 1

1 1

1 2

2 2

1 1

1

1

1

1

1 1

1

1 1

1 1

1 2

1 1

1

1 1

1

1 1

1 1

1 1

1 1

２　授業科目の概要

＜工学部　電気・機械工学科＞

（１）ー① 授業科目表

【認可時又は届出時】 【平成３０年度】

科目
区分

授業科目の名称 配 当
年 次

単位数 専任教員等の配置 兼

任

・

兼

担必　修 選　択 自　由 教　授

専任教員等の配置 兼

任

・

兼

担自　由 教　授 准教授 講　師 助　教 助　手准教授 講　師 助　教 助　手 必　修 選　択

科目
区分

授業科目の名称 配 当
年 次

単位数

専

門

教

育

科

目

学

科

共

通

科

目

電気回路Ⅰ 1後 2

9

3

電気・機械工学入門 1前 2 21 電気・機械工学入門 1前 2 26 26 8

常微分方程式 1後 2 常微分方程式 1後 2 4

プログラミングⅠ 1後 2 プログラミングⅠ 1後

専

門

教

育

科

目

学

科

共

通

科

目

23

2 1

熱力学Ⅰ 1後 2 1 1 熱力学Ⅰ 1後 2 1 1

1 1 電気回路Ⅰ 1後 2 1

基

盤

科

目

機

械

工

学

機構学 2前 2

流体力学Ⅰ 2前 2

1 2

流体力学Ⅰ 2前 2 1

1

1

工業力学 2前 2 工業力学 2前

基

盤

科

目

機

械

工

学

機構学 2前

2

材料力学Ⅰ 2前 2 1 1 材料力学Ⅰ 2前 2 1 1

熱力学Ⅱ 2前 2 1 2 熱力学Ⅱ 2前 2 2 1

機械力学 2後 2 1 機械力学 2後 2 1

材料科学 2後 2 材料科学 2後 2 1

伝熱学Ⅰ 2後 2 2 伝熱学Ⅰ 2後 2 2

流体力学Ⅱ 2後 2 1 1 流体力学Ⅱ 2後 2 1

材料力学Ⅱ 2後 2 2 材料力学Ⅱ 2後 2 1 1

制御工学Ⅰ 2後 2 1 制御工学Ⅰ 2後 2 1

材料加工の力学 3前 2 2 材料加工の力学 3前 2 1

電

気

電

子

計算機基礎 2前 2

プログラミングⅡ 2前 2

1

電

気

電

子

計算機基礎 2前 2 1

電気回路Ⅱ 2前 2 2 電気回路Ⅱ 2前 2 2

電気磁気学Ⅰ 2前 2 2 電気磁気学Ⅰ 2前 2 2

電子回路Ⅰ 2前 2 1 1 電子回路Ⅰ 2前 2 1 1

1 プログラミングⅡ 2前 2 1

システム制御基礎 2後 2 1 システム制御基礎 2後 2 1

情報理論 2後 2 1 情報理論 2後 2

電気回路Ⅲ 2後 2 電気回路Ⅲ 2後 2

電気磁気学Ⅱ 2後 2 1 電気磁気学Ⅱ 2後 2 1

電子物性 2後 2 1 1 電子物性 2後 2 2

展

開

科

目

機

械

工

学

機械工学実習 2前 1 1 1

展

開

科

目

機

械

工

学

2

機械工学実習 2前 1 1

偏微分方程式 2前 2 偏微分方程式 2前 2 1

確率・統計 2前 2 3 確率・統計 2前 2 2

ベクトル解析 2前 2 1 2 ベクトル解析 2前 2 1 1

機械工学基礎Ⅰ 2後 1 3 機械工学基礎Ⅰ 2後 1 1

機械工学基礎Ⅱ 2後 1 2 機械工学基礎Ⅱ 2後 1 2 1

機械製図Ⅱ 2後 2 2 2 1 機械製図Ⅱ 2後 2 1 3 1

複素解析 2後 2 2 複素解析 2後 2 1

エンジン工学Ⅰ 3前 2 1 エンジン工学Ⅰ 3前 2 1

エンジン工学Ⅱ 3前 2 1 エンジン工学Ⅱ 3前 2 1

システムデザイン 3前 2 システムデザイン 3前 2

固体力学 3前 2 1 固体力学 3前 2 1

制御工学Ⅱ 3前 2 1 制御工学Ⅱ 3前 2 1

伝熱学Ⅱ 3前 2 1 伝熱学Ⅱ 3前 2 1

電子機械工学Ⅰ 3前 2 1 電子機械工学Ⅰ 3前 2 1

流体力学Ⅲ 3前 2 1 流体力学Ⅲ 3前 2 1

設計製図 3後 1 3 1 設計製図 3後 1 1 1

ターボ機械基礎 3後 2 ターボ機械基礎 3後 2

トライボロジー 3後 2 トライボロジー 3後 2

バイオメカニクス 3後 2 1 バイオメカニクス 3後 2 1 1

ロボット工学 3後 2 1 ロボット工学 3後 2 1

応用流体力学 3後 2 1 応用流体力学 3後 2 1

機械要素デザイン工学 3後 2 1 機械要素デザイン工学 3後 2 1

機能材料工学 3後 2 機能材料工学 3後 2

成形プロセス工学 3後 2 1 成形プロセス工学 3後 2 1

精密プロセス工学 3後 2 精密プロセス工学 3後 2

電子機械工学Ⅱ 3後 2 1 電子機械工学Ⅱ 3後 2 1

燃焼工学 3後 2 1 燃焼工学 3後 2 1

特別講義 4前 2 1 特別講義 4前 2 1

電

気

電

子

確率・統計 2前 2

振動波動 2後 2

3

電

気

電

子

2

確率・統計 2前 2 2

ベクトル解析 2前 2 1 ベクトル解析 2前 2 1 1

複素解析 2前 2 1 複素解析 2前 2 1

電気電子計測 2前 2 1 電気電子計測 2前 2 1

1 振動波動 2後 2 1

電子回路Ⅱ 2後 2 1 電子回路Ⅱ 2後 2 1

ディジタル電子回路 2後 2 1 ディジタル電子回路 2後 2 1

システム制御設計 3前 2 1 システム制御設計 3前 2 1

信号処理回路 3前 2 1 信号処理回路 3前 2 1

通信工学 3前 2 通信工学 3前 2

電気機器 3前 2 電気機器 3前 2 1

電磁波工学 3前 2 1 電磁波工学 3前 2 1

半導体電子工学 3前 2 1 半導体電子工学 3前 2 1

量子力学 3前 2 1 量子力学 3前 2 1

電力システム 3前 2 電力システム 3前 2

高電圧工学 3後 2 1 高電圧工学 3後 2 1

通信システム 3後 2 1 通信システム 3後 2 1

電子材料工学 3後 2 1 電子材料工学 3後 2 1

パワーエレクトロニクス 3後 2 1 パワーエレクトロニクス 3後 2 1

半導体デバイス工学 3後 2 1 半導体デバイス工学 3後 2 1

マイクロ波工学 3後 2 1 マイクロ波工学 3後 2 1

電波法規 4前 1 電波法規 4前 1

電気機械設計 4前 2 電気機械設計 4前 2

電気法規・施設管理 4前 1 電気法規・施設管理 4前 1
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1

5 6

7 7

7 7

7 7

6 5

2 2

1 1

1 1

2 2

1 1

1 1

2 2

1 1

1 2

1 1

1 1

1 1

1 2

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

3 2

2 3

2 4

1 1

3 2

3 2

3 2

3 2

2

1 1

4 3

5 6

1 1

8 7

2 2

2 3

2 2

2 2

1 1

2 2

16 17

3 1

19 20

1

12 12

2 2

1 1

1

12 5

1 1

13 14

13 14

13 14

13 14

12 14

12 8

3 2

3 1

5 5

6 5

14 13

6 6

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

実

験

・

演

習

科

目

機

械

工

学

実

験

・

演

習

科

目

機

械

工

学

2機械製図Ⅰ 2前 2 2 機械製図Ⅰ 2前 2 2 1

機械工学実験 3前 2 10 16 5 機械工学実験 3前 2 13 15 4

電

気

電

子

電気電子工学実験実習 2前 2 2
電

気

電

子

電気電子工学実験実習 2前

4 電気電子工学基礎実験 2後

2 1

電気電子工学基礎実験 2後 2 11 7 2 13 10 4

電気電子工学応用実験 3前 2 11 7 4 電気電子工学応用実験 3前 2 13 10 4

電気電子工学専門実験 3後 2 11 7 4 電気電子工学専門実験 3後 2 13 10 4

実践研究セミナー 3後 2 21 23 9 実践研究セミナー 3後 2 26 26 8

卒業研究 4通 8 21 23 9 卒業研究 4通 8 26 26 8

人

間

社

会

科

目

人

間

社

会

科

目

フレッシュマンセミナー 1前 2 1 1 フレッシュマンセミナー 1前 2 3 2

技

術

と

人

間

・

心

理

異文化理解 1前～2後 2

技

術

と

人

間

・

心

理

異文化理解 1前～2後

感性と社会 1前～2後

2

感性と社会 1前～2後 2 2

心理学 1前～2後 2 心理学 1前～2後 2

生物と環境 1前～2後 2 生物と環境 1前～2後 2

対人コミュニケーション論 1前～2後 2 対人コミュニケーション論 1前～2後 2

日本文化論 1前～2後 2 日本文化論 1前～2後 2

人間行動学 1前～2後 2 人間行動学 1前～2後 2

人間社会ゼミナール 1前～2後 2 人間社会ゼミナール 1前～2後 2

技

術

と

歴

史

・

哲

学

アジア・太平洋史 1前～2後 2

技

術

と

歴

史

・

哲

学

アジア・太平洋史 1前～2後

科学技術史 1前～2後

2

科学技術史 1前～2後 2 2

科学思想史 1前～2後 2 科学思想史 1前～2後 2

科学と哲学 1前～2後 2 科学と哲学 1前～2後 2

共生社会論 1前～2後 2 共生社会論 1前～2後 2

近現代史 1前～2後 2 近現代史 1前～2後 2

公共の哲学 1前～2後 2 公共の哲学 1前～2後 2

宗教文化論 1前～2後 2 宗教文化論 1前～2後 2

技

術

と

社

会

・

国

際

経済学 1前～2後 2

技

術

と

社

会

・

国

際

経済学 1前～2後

現代社会論 1前～2後

2

現代社会論 1前～2後 2 2

現代政治論 1前～2後 2 現代政治論 1前～2後 2

公共政策論 1前～2後 2 公共政策論 1前～2後 2

生涯学習論 1前～2後 2 生涯学習論 1前～2後 2

情報社会論 1前～2後 2 情報社会論 1前～2後 2

地域研究Ⅰ 1前～2後 2 地域研究Ⅰ 1前～2後 2

地域研究Ⅱ 1前～2後 2 地域研究Ⅱ 1前～2後 2

日本国憲法 1前～2後 2 日本国憲法 1前～2後 2

自

然

科

学

基

礎

科

目

微分積分Ⅱ及び演習 1後 3 自

然

科

学

基

礎

科

目

1線形代数Ⅰ 1前 2 線形代数Ⅰ 1前 2 2

線形代数Ⅱ 1後 2 1 線形代数Ⅱ 1後 2 2

微分積分Ⅰ及び演習 1前 3 1 1 微分積分Ⅰ及び演習 1前 3 1 1

1 1 微分積分Ⅱ及び演習 1後 3 1 1

力学 1前 2 1 2 力学 1前 2 2

物理学演習Ⅰ 1前 1 1 2 物理学演習Ⅰ 1前 1 2

電磁気学 1後 2 2 1 電磁気学 1後 2 2

物理学演習Ⅱ 1後 1 2 3 物理学演習Ⅱ 1後 1 2 2

基礎化学 1前 2 2 2 基礎化学 1前 2 1 3

化学結合論 1前 2 2 2 化学結合論 1前 2 2 2

地球科学 2前 2 地球科学 2前 2

生体機能科学 2後 2 2 1 生体機能科学 2後 2 1 2

産

業

・

経

営

リ

テ

ラ

シー

産業論 2後 2 1

産

業

・

経

営

リ

テ

ラ

シー

産業論 2後

経

営

リ

テ

ラ

シー

2 3

経

営

リ

テ

ラ

シー

金融学 3前 2 金融学 3前 2

法工学 3前・後 2 1 1 法工学 3前・後 2 2

知的財産権 3前・後 2 知的財産権 3前・後 2

マーケティング 3前・後 2 マーケティング 3前・後 2

経営戦略 3前・後 2 経営戦略 3前・後 2

政策科学 3前・後 2 政策科学 3前・後 2

会計学 3前・後 2 会計学 3前・後 2

工学倫理 3前・後 2 工学倫理 3前・後 2

管理工学 3後 2 管理工学 3前・後 2

産

業

社

会

コミュニティと技術 2後・3前 2
産

業

社

会

労働者管理基礎論 2後 2 労働者管理基礎論 3前 2

ものづくりとデザイン 2後 2 ものづくりとデザイン 2後 2

自治体行政 2後 2

コミュニティと技術 2後・3前 2

男女共同参画社会論 2後・3前 2 男女共同参画社会論 2後・3前 2

企業経営 2後・3前 2 企業経営 2後・3前 2

キャリア・コミュニケーション論 2後・3前 2

食糧工学 3前 2 食糧工学 3前 2

キャリアデザイン 3前 2 キャリアデザイン 3前 2

グ

ロー

バ

ル

コ

ミュ

ニ

ケー

ショ

ン

グ

ロー

バ

ル

コ

ミュ

ニ

ケー

ショ

ン

Academic EnglishⅠ 1前Academic EnglishⅠ 1前 2 2

Academic EnglishⅡ 1後 2 Academic EnglishⅡ 1後 2

English SeminarⅠ 1前 1 English SeminarⅠ 1前 1

English SeminarⅡ 1後 1 English SeminarⅡ 1後 1

Academic EnglishⅢ 2前 2 Academic EnglishⅢ 2前 2

Academic EnglishⅣ 2後 2 Academic EnglishⅣ 2後 2

Global EnglishⅠ 3前 1 Global EnglishⅠ 3前 1

Global EnglishⅡ 3後 1 Global EnglishⅡ 3後 1

健

康

運

動

科

学

体育実技Ⅰ 1前 1 1 健

康

運

動

科

学

体育実技Ⅰ 1前 1 1

体育実技Ⅱ 1後 1 体育実技Ⅱ 1後 1

健康運動科学演習A 1前 1 健康運動科学演習A 1前 1 1

健康運動科学演習B 1後 1 1 健康運動科学演習B 1後 1 1

留

学

生

科

目

自

然

科

学

基

礎

専門基礎科学Ⅰ 1前 2

専門基礎科学Ⅱ 1後 2

専門基礎科学Ⅰ 1前 2

専門基礎科学Ⅱ 1後 2

人

間

社

会

日本語表現法 1前 2 人

間

社

会

日本語表現法 1前 2

日本語日本文化 1前 2 日本語日本文化 1前 2

日本語日本社会 1後 2 日本語日本社会 1後

留

学

生

科

目

自

然

科

学

基

礎

2
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12 13

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

2 2

1 1

1

1

1 1

1 1

1 1

1 1

1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1

5 6

7 7

7 7

7 7

【平成２８年度】 【平成２９年度】

科目
区分

授業科目の名称 配 当
年 次

単位数 専任教員等の配置 兼

任

・

兼

担

科目
区分

授業科目の名称
兼

任

・

兼

担必　修 選　択 自　由 教　授 准教授 講　師 助　教 助　手 必　修 選　択 自　由 教　授

配 当
年 次

単位数 専任教員等の配置

准教授 講　師 助　教 助　手

専

門

教

育

科

目

学

科

共

通

科

目

電気・機械工学入門 1前 2 2

2

21 23 9 電気・機械工学入門 1前

専

門

教

育

科

目

学

科

共

通

科

目

機構学 2前

計算機基礎 2前

24 24 10

常微分方程式 1後 2 3 常微分方程式 1後 4

プログラミングⅠ 1後 2 プログラミングⅠ 1後 2 1

熱力学Ⅰ 1後 2 1 1 熱力学Ⅰ 1後 2 1 1

電気回路Ⅰ 1後 2 1 1 電気回路Ⅰ 1後 2 1

基

盤

科

目

機

械

工

学

機構学 2前 2 1

基

盤

科

目

機

械

工

学

2 1

流体力学Ⅰ 2前 2 1 流体力学Ⅰ 2前 2 1

工業力学 2前 2 工業力学 2前 2

材料力学Ⅰ 2前 2 1 1 材料力学Ⅰ 2前 2 1 1

熱力学Ⅱ 2前 2 1 2 熱力学Ⅱ 2前 2 2 1

機械力学 2後 2 1 機械力学 2後 2 1

材料科学 2後 2 材料科学 2後 2

伝熱学Ⅰ 2後 2 2 伝熱学Ⅰ 2後 2 2

流体力学Ⅱ 2後 2 1 1 流体力学Ⅱ 2後 2 1 1

材料力学Ⅱ 2後 2 2 材料力学Ⅱ 2後 2 1

制御工学Ⅰ 2後 2 1 制御工学Ⅰ 2後 2 1

材料加工の力学 3前 2 2 材料加工の力学 3前 2 2

電

気

電

子

計算機基礎 2前 2

プログラミングⅡ 2前 2

1

電

気

電

子

1

2 1

電気回路Ⅱ 2前 2 2 電気回路Ⅱ 2前 2 2

電気磁気学Ⅰ 2前 2 2 電気磁気学Ⅰ 2前 2 2

電子回路Ⅰ 2前 2 1 電子回路Ⅰ 2前 2 1 1

1 プログラミングⅡ 2前 2 1

システム制御基礎 2後 2 1 システム制御基礎 2後 2 1

情報理論 2後 2 1 情報理論 2後 2 1

電気回路Ⅲ 2後 2 電気回路Ⅲ 2後 2

電気磁気学Ⅱ 2後 2 1 電気磁気学Ⅱ 2後 2 1

電子物性 2後 2 1 1 電子物性 2後 2 2

展

開

科

目

機

械

工

学

機械工学実習 2前 1 1 1

展

開

科

目

機

械

工

学

2

3

機械工学実習 2前 1 1 1

偏微分方程式 2前 2 偏微分方程式 2前 2 2

確率・統計 2前 2 確率・統計 2前 2 2

ベクトル解析 2前 2 1 2 ベクトル解析 2前 2 1 2

機械工学基礎Ⅰ 2後 1 3 機械工学基礎Ⅰ 2後 1 1

機械工学基礎Ⅱ 2後 1 2 機械工学基礎Ⅱ 2後 1 2 1

機械製図Ⅱ 2後 2 2 2 1 機械製図Ⅱ 2後 2 2 2 1

複素解析 2後 2 2 複素解析 2後 2 1

エンジン工学Ⅰ 3前 2 1 エンジン工学Ⅰ 3前 2 1

エンジン工学Ⅱ 3前 2 1 エンジン工学Ⅱ 3前 2 1

システムデザイン 3前 2 システムデザイン 3前 2

固体力学 3前 2 1 固体力学 3前 2 1

制御工学Ⅱ 3前 2 1 制御工学Ⅱ 3前 2 1

伝熱学Ⅱ 3前 2 1 伝熱学Ⅱ 3前 2 1

電子機械工学Ⅰ 3前 2 1 電子機械工学Ⅰ 3前 2 1

流体力学Ⅲ 3前 2 1 流体力学Ⅲ 3前 2 1

設計製図 3後 1 3 1 設計製図 3後 1 3 1

ターボ機械基礎 3後 2 ターボ機械基礎 3後 2

トライボロジー 3後 2 トライボロジー 3後 2

バイオメカニクス 3後 2 1 バイオメカニクス 3後 2

ロボット工学 3後 2 1 ロボット工学 3後 2 1

応用流体力学 3後 2 1 応用流体力学 3後 2 1

機械要素デザイン工学 3後 2 1 機械要素デザイン工学 3後 2 1

機能材料工学 3後 2 機能材料工学 3後 2

成形プロセス工学 3後 2 1 成形プロセス工学 3後 2 1

精密プロセス工学 3後 2 精密プロセス工学 3後 2

電子機械工学Ⅱ 3後 2 1 電子機械工学Ⅱ 3後 2 1

燃焼工学 3後 2 1 燃焼工学 3後 2 1

特別講義 4前 2 1 特別講義 4前 2 1

電

気

電

子

確率・統計 2前 2 3

電

気

電

子

確率・統計 2前

ベクトル解析 2前

2 2

ベクトル解析 2前 2 1 2 2 1 2

複素解析 2前 2 1 複素解析 2前 2 1

電気電子計測 2前 2 1 電気電子計測 2前 2 1

振動波動 2後 2 1 振動波動 2後 2 1

電子回路Ⅱ 2後 2 1 電子回路Ⅱ 2後 2 1

ディジタル電子回路 2後 2 1 ディジタル電子回路 2後 2 1

システム制御設計 3前 2 1 システム制御設計 3前 2 1

信号処理回路 3前 2 1 信号処理回路 3前 2 1

通信工学 3前 2 通信工学 3前 2

電気機器 3前 2 電気機器 3前 2

電磁波工学 3前 2 1 電磁波工学 3前 2 1

半導体電子工学 3前 2 1 半導体電子工学 3前 2 1

量子力学 3前 2 1 量子力学 3前 2 1

電力システム 3前 2 電力システム 3前 2

高電圧工学 3後 2 1 高電圧工学 3後 2 1

通信システム 3後 2 1 通信システム 3後 2 1

電子材料工学 3後 2 1 電子材料工学 3後 2 1

パワーエレクトロニクス 3後 2 1 パワーエレクトロニクス 3後 2 1

半導体デバイス工学 3後 2 1 半導体デバイス工学 3後 2 1

マイクロ波工学 3後 2 1 マイクロ波工学 3後 2 1

電波法規 4前 1 電波法規 4前 1

電気機械設計 4前 2 電気機械設計 4前 2

電気法規・施設管理 4前 1 電気法規・施設管理 4前 1

実

験

・

演

習

科

目

機

械

工

学

実

験

・

演

習

科

目

機

械

工

学

2

16 5

機械製図Ⅰ 2前 2 2 機械製図Ⅰ 2前 2 1 2 1

機械工学実験 3前 2 10 機械工学実験 3前 2 12 15 5

電

気

電

子

電気電子工学実験実習 2前 2

3前 9

2 2

電気電子工学基礎実験 2後電気電子工学基礎実験 2後 2 11 7

電気電子工学応用実験 3前 2 11 7

2

12

4

4

512 9

5

電気電子工学専門実験 3後 2 11 7 4 電気電子工学専門実験 3後 2

電

気

電

子

電気電子工学実験実習 2前

2

2

電気電子工学応用実験

12 9 5

実践研究セミナー 3後 2 21 23 9 実践研究セミナー 3後 2 24 24 10

卒業研究 4通 8 21 23 9 卒業研究 4通 8 24 24 10
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6 4

2 1

1 1

1 1

2 2

1 1

1 1

2 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

3 2

2 3

2 3

1 1

3 1

3 1

3 2

3 2

2

1

1 1

4 3

5 4

1 1

8 8

2 2

2 2

2 2

2 2

1 1

2 2

16 16

3 3

19 19

1 1

12 12

2 2

1 1

1 1

12 12

1 1

13 14

13 14

13 14

13 14

12 15

12 9

3 2

3 2

5 5

6 5

14 12

6 7

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

（注）・  認可申請書又は設置届出書の様式第２号（その２の１）に準じて作成してください。

　　　・  設置認可時又は届出時の授業科目全て（兼任，兼担教員が担当する科目を含む。）を黒字で記載してください。

　　　　その上で，認可時又は届出時から変更となっている箇所は太字の赤字としてください。

　　　・　履修希望者がいなかったために未開講となった科目についても記入してください。

　　　・　１ページ目には認可時又は届出時と平成３０年度の表を記入してください。

　　　・　不要な年度（平成２８年度開設であれば平成２７年度、平成２９年度開設であれば平成２７年度及び平成２８年度、

　　　　平成３０年度開設であれば平成２７年度から平成２９年度）の表は適宜削除し，詰めてください。

　　　　（２つの表が１ページに表示されるようにしてください。）

人

間

社

会

科

目

フレッシュマンセミナー 1前フレッシュマンセミナー 1前 2 1 1 2 3 1

人

間

社

会

科

目

2

技

術

と

人

間

・

心

理

異文化理解 1前～2後 2

感性と社会 1前～2後 2 2感性と社会 1前～2後

心理学 1前～2後 2 1前～2後 2心理学

生物と環境 1前～2後 2 生物と環境 1前～2後

技

術

と

人

間

・

心

理

異文化理解 1前～2後

対人コミュニケーション論 1前～2後

2

対人コミュニケーション論 1前～2後 2 2

日本文化論 1前～2後 2 日本文化論 1前～2後 2

人間行動学 1前～2後 2 人間行動学 1前～2後 2

人間社会ゼミナール 1前～2後 2 人間社会ゼミナール 1前～2後 2

技

術

と

歴

史

・

哲

学

アジア・太平洋史 1前～2後 2

科学技術史 1前～2後

科学思想史 1前～2後

2

科学技術史 1前～2後 2 2

科学思想史 1前～2後 2 2

科学と哲学 1前～2後 2 科学と哲学 1前～2後

技

術

と

歴

史

・

哲

学

アジア・太平洋史 1前～2後

2

共生社会論 1前～2後 2 共生社会論 1前～2後 2

近現代史 1前～2後 2 近現代史 1前～2後 2

公共の哲学 1前～2後 2 公共の哲学 1前～2後 2

宗教文化論 1前～2後 2 宗教文化論 1前～2後 2

技

術

と

社

会

・

国

際

経済学 1前～2後 2 2

現代社会論 1前～2後現代社会論 1前～2後 2 2

現代政治論 1前～2後 2 1前～2後 2現代政治論

公共政策論 1前～2後 2 公共政策論 1前～2後

技

術

と

社

会

・

国

際

経済学 1前～2後

生涯学習論 1前～2後

2

生涯学習論 1前～2後 2 2

情報社会論 1前～2後 2 情報社会論 1前～2後 2

地域研究Ⅰ 1前～2後 2 地域研究Ⅰ 1前～2後 2

地域研究Ⅱ 1前～2後 2 地域研究Ⅱ 1前～2後 2

日本国憲法 1前～2後 2

自

然

科

学

基

礎

科

目

微分積分Ⅱ及び演習 1後 3

日本国憲法 1前～2後 2

1 1

1 1 自

然

科

学

基

礎

科

目

1

1

線形代数Ⅰ 1前 2 線形代数Ⅰ 1前 2 1 2

線形代数Ⅱ 1後 2 線形代数Ⅱ 1後 2 1 2

微分積分Ⅰ及び演習 1前 3 微分積分Ⅰ及び演習 1前 3 2

微分積分Ⅱ及び演習 1後 3 2

力学 1前 2 1 2 力学 1前 2 2

物理学演習Ⅰ 1前 1 1 2 物理学演習Ⅰ 1前 1 2

電磁気学 1後 2 2 1 電磁気学 1後 2 2

物理学演習Ⅱ 1後 1 2 3 物理学演習Ⅱ 1後 1 2 1

基礎化学 1前 2 2 2 基礎化学 1前 2 2 2

化学結合論 1前 2 2 2 化学結合論 1前 2 1 3

地球科学 2前 2 地球科学 2前 2

生体機能科学 2後 2 2 1 生体機能科学 2後 2 1 2

産

業

・

経

営

リ

テ

ラ

シー

産業論 2後 2 1

産

業

・

経

営

リ

テ

ラ

シー

産業論

知的財産権

2後

経

営

リ

テ

ラ

シー

2

3前

法工学

2

経

営

リ

テ

ラ

シー

金融学 3前 2 金融学 2

法工学 3前・後 2 1 1 3前・後 2 2

知的財産権 3前・後 2 3前・後 2

マーケティング 3前・後 2 マーケティング 3前・後 2

経営戦略 3前・後 2 経営戦略 3前・後 2

政策科学 3前・後 2 政策科学 3前・後 2

会計学 3前・後 2 会計学 3前・後 2

工学倫理 3前・後 2 工学倫理 3前・後 2

管理工学 3前・後 2 管理工学 3前・後 2

産

業

社

会

コミュニティと技術 2後・3前 2 産

業

社

会

労働者管理基礎論 3前 2 労働者管理基礎論 3前 2

ものづくりとデザイン 2後 2 ものづくりとデザイン 2後 2

自治体行政 2後 2 自治体行政 2後 2

コミュニティと技術 2後・3前 2

男女共同参画社会論 2後・3前 2 男女共同参画社会論 2後・3前 2

企業経営 2後・3前 2 企業経営 2後・3前 2

キャリア・コミュニケーション論 2後・3前 2 キャリア・コミュニケーション論 2後・3前 2

食糧工学 3前 2 食糧工学 3前 2

キャリアデザイン 3前 2 キャリアデザイン 3前 2

グ

ロー

バ

ル

コ

ミュ

ニ

ケー

ショ

ン

Academic EnglishⅣ 2後 2

Academic EnglishⅠ 1前

Academic EnglishⅡ 2

Academic EnglishⅠ 1前 2 2

Academic EnglishⅡ 1後 2 1後

English SeminarⅠ 1前 1 English SeminarⅠ 1前 1

グ

ロー

バ

ル

コ

ミュ

ニ

ケー

ショ

ン

English SeminarⅡ 1後English SeminarⅡ 1後 1 1

Academic EnglishⅢ 2前 2 Academic EnglishⅢ 2前 2

Academic EnglishⅣ 2後 2

Global EnglishⅠ 3前 1 Global EnglishⅠ 3前 1

Global EnglishⅡ 3後 1 Global EnglishⅡ 3後 1

健

康

運

動

科

学

体育実技Ⅰ 1前 1 1 健

康

運

動

科

学

体育実技Ⅰ 1前 1

1

体育実技Ⅱ 1後 1 体育実技Ⅱ 1後 1

健康運動科学演習A 1前 1 健康運動科学演習A 1前

健康運動科学演習B 1後 1 1 健康運動科学演習B 1後 1 1

留

学

生

科

目

自

然

科

学

基

礎

専門基礎科学Ⅰ 1前 2

専門基礎科学Ⅱ 1後 2

専門基礎科学Ⅰ 1前 2

専門基礎科学Ⅱ 1後 2

人

間

社

会

日本語表現法 1前 2 人

間

社

会

日本語表現法

日本語日本文化 1前 2 日本語日本文化

1前

2

2

日本語日本社会 1後 2

1前

日本語日本社会 1後

留

学

生

科

目

自

然

科

学

基

礎

2
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【平成２８年度】

【平成２９年度】

【平成３０年度】

（注）・  変更内容（配当年次の変更、専任教員等の配置の変更、授業科目名の変更、新規科目の追加など）を箇条書きで記入してください。
　　　　変更がない年度は「特になし。」と記入してください。
　　　・　変更内容には、授業科目の未開講や廃止については記入しないでください。
　　　・　不要な年度（平成２８年度開設であれば平成２７年度、平成２９年度開設であれば平成２７年度及び平成２８年度、
　　　　平成３０年度開設であれば平成２７年度から平成２９年度）の表は適宜削除してください。

科目 科目 科目 科目 科目 科目 科目 科目

（注）・　未開講科目も含めた教育課程上の授業科目数を記入するとともに，［　］内に，設置時の計画からの増減を
　　　　記入してください。（記入例：１科目減の場合：△１）

（１）ー②授業科目表に関する変更内容
　　　　 　　　　

・履修機会の拡充のため、「管理工学」の配当年次を「３後」から「３前・後」に変更。
・開講年次の適正化のため、「労働者管理基礎論」の配当年次を「２後」から「３前」に変更。
・教育課程の充実のため、「自治体行政」「キャリア・コミュニケーション論」を追加。

　　　　 　　　　

・担当教員の見直しのため、「電気・機械工学入門」「常微分方程式」「プログラミングⅠ」等の科目について，
　専任教員等の配置人数，専任・専担の人数を変更。

　　　　 　　　　

・担当教員の見直しのため、「電気・機械工学入門」「機械力学」「材料科学」等の科目について，
　専任教員等の配置人数，専任・専担の人数を変更。

（２） 授業科目数

設置時の計画 変更状況
備考

必修 選択 自由 計（Ａ） 必修 選択 自由 計

55 105 0 160 55 107 0 162

[　　　0] [　　　2] [　　　0] [　　　2]
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番号 授業科目名 単 位 数 配当年次 一般・専門 必修・選択

１ 該当なし

２

３

　　　　ください。なお，理由については可能な限り具体的に記入してください。

番号 授業科目名 単 位 数 配当年次 一般・専門 必修・選択

１ 該当なし

２

３

（６） 「設置時の計画の授業科目数の計」に対する「未開講科目と廃止科目の計」の割合

0

160

　　　・　「未開講科目と廃止科目の計」が、「（３）未開講科目」と「（４）廃止科目」の合計数となるように

廃止の理由，代替措置の有無

　　　・　教職大学院の場合は，「一般・専門」を「共通・実習・その他」と修正して記入してください。

（４） 廃止科目

％
未開講科目（３）と廃止科目（４）の計

設置時の計画の授業科目数の計（Ａ）
＝

（３） 未開講科目

（注）・　配当年次に達しているにも関わらず，何らかの理由で未開講となっている授業科目について記入して

　　　・　履修希望者がいなかったために未開講となった科目については，記入しないでください。

未開講の理由，代替措置の有無

　　　・　教職大学院の場合は，「一般・専門」を「共通・実習・その他」と修正して記入してください。

（注）・　設置時の計画にあり，何らかの理由で廃止（教育課程から削除）した授業科目について記入して
　　　　ください。なお，理由については可能な限り具体的に記入してください。

（５） 授業科目を未開講又は廃止としたことに係る「大学の所見」及び「学生への周知方法」

該当なし

　　　　留意してください。

＝ 0

（注）・　授業科目を未開講又は廃止としたことによる学生の履修への影響に関する「大学の所見」及び
　　　　「学生への周知方法」を記入してください。

（注）・　小数点以下第３位を切り捨て，小数点以下第２位まで表示されます。
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備考

申請大学全体

申請大学全体

多治見地区の賃借面積の
変更のため。(30)

申請大学全体

　　　・　運動場用地が校舎敷地と別地にある場合は，その旨（所要時間・距離等）を「備考」に記入してください。

　　　　項目はＡＣ対象学部等の数値を記入してください。）

　　　・　国立大学については「（８）経費の見積り及び維持方法の概要」は記載不要です。

　　　・　昨年度の報告後から今年度の報告時までに変更のあったものについては，変更部分を赤字で見え消し修正するとともに，

　　　　その理由及び報告年度「（30）」を「備考」に赤字で記入してください。

　　　　　なお，昨年度の報告において赤字で見え消しした部分については，見え消しのまま黒字にしてください。

　　　　複数の様式に分ける必要はありません。なお，「（１）校地等」及び「（２）校舎」は大学全体の数字を，その他の

そ　の　他

合　　　計

14,182㎡

(８)

(６) 図　　書　　館

新設学部等
の名称

教員１人当り研究費等

グラウンド，テニスコート，プール，弓道場，馬場，ボート艇庫，ヨット艇庫

44,982㎡

0㎡ 0㎡ 204,188㎡

0㎡ 14,182㎡

0㎡

演　習　室

面　　　　　積

区　　分

閲 覧 座 席 数

461,783〔205,740〕
（478,440〔212,699〕）

（12,933〔10,409〕）
（13,523〔10,529〕）

（7,343〔7,242〕）
（7,984〔7,372〕）

5,595㎡

(1,311)
(1,283)

千円

601室

実験実習室

計

12,933〔10,409〕
13,523〔10,529〕

種

工学部電気・機
械工学科

461,783〔205,740〕
478,440〔212,699〕

461,783〔205,740〕
478,440〔212,699〕

(３) 教　　室　　等

情報処理学習施設

千円

経費の見
積り及び
維持方法
の 概 要

(７) 体　　育　　館
面　　　　　積 体育館以外のスポーツ施設の概要

　

図
書
・
設
備

(５)

第６年次

開設前年度

千円

千円

講　義　室

56室

完成年度

千円

472

365室
6室

第４年次

7室

（補助職員8人）

千円

千円

設備購入費

図書購入費

千円

第５年次

2,479㎡

千円

千円

千円

開設年度

学生１人当
り

納付金

第１年次 第２年次 第３年次

千円 千円

（  0  ）

経費
の見
積り

完成年度

528,000

学生納付金以外の維持方法の概要

区　　　　分 開設年度

共 同 研 究 費 等 千円

0

千円

千円

(1,311)
(1,283)

（  0  ）

収 納 可 能 冊 数

1,311
1,283

0 0

（  0  ）

語学学習施設

点 点 点〔うち外国書〕

7,343〔7,242〕
7,984〔7,372〕

（　0　）

7,343〔7,242〕
7,984〔7,372〕

1,311
1,283

0

(128,980129,108㎡)

（7,343〔7,242〕）
（7,984〔7,372〕）

0㎡

計

電子ジャーナル

図　　書 学術雑誌

〔うち外国書〕

218,370㎡

12,933〔10,409〕
13,523〔10,529〕

（補助職員3人）

（12,933〔10,409〕）
（13,523〔10,529〕）

(４) 専任教員研究室

３　施設・設備の整備状況，経費

新専攻の設置に伴い、研
究室を整理したため。
(30)

0㎡ 128,980129,108㎡

視聴覚資料

218,370㎡

標　　本
〔うち外国書〕

（注）・　設置時の計画を，申請書の様式第２号（その１の１）に準じて作成してください。（複数のキャンパスに分かれている場合，　　　　

新設学部等の名称 室　　　　　　数

工学部電気・機械工学科 室

冊

204,188㎡

461,783〔205,740〕
（478,440〔212,699〕）

0㎡

0㎡

128,980129,108㎡ 0㎡

（0㎡） （0㎡）

255251

0㎡ 0㎡ 159,206㎡159,206㎡

機械・器具

(２) 校　　　　　舎

校
　
　
地
　
　
等

専　　　用 共　　　用

計

44,982㎡

区　　 分

校 舎 敷 地

　　　・　校舎等建物の計画の変更（校舎又は体育館の総面積の減少，建築計画の遅延）がある場合には，「建築等設置計画変更書」

　　　　を併せて提出してください。

共用する他の
学校等の専用

0㎡

運動場用地

小　　　計

(１)

(128,980129,108㎡)

学科･専攻単位での特定不
能のため申請大学全体の
数

刊行終了した学術雑誌等
の整理を行ったため(30)

　　　・　「(５)図書・設備」については，上段に完成年度の予定数値を，下段には平成３０年５月１日現在の数値を記入してください。

区　　　　　分 内　　　　　　　　　　　　　　　　　容

専　　　用 共　　　用
共用する他の
学校等の専用
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大 学 の 名 称 備　　考

既設学部等の名称
修業
年限

入　学
定　員

編入学
定　員

収　容
定　員

学位又
は称号

平均入学
定員

超過率

開　設
年　度

所　在　地

【工学部】 年 人 年次 人 倍

（第一部） 人 1.04

生命・応用化学科 4 210
3年次

2 844
学士（工学）
学士（学術） 1.02 平成28

愛知県名古屋市
昭和区御器所町

物理工学科 4 105
3年次

2 424
学士（工学）
学士（学術） 1.04 平成28 同上

電気・機械工学科 4 200
3年次

2 804
学士（工学）
学士（学術） 1.05 平成28 同上

情報工学科 4 145
3年次

2 584
学士（工学）
学士（学術） 1.04 平成28 同上

社会工学科 4 150
3年次

2 604
学士（工学）
学士（学術） 1.06 平成28 同上

創造工学教育課程 4 100 - 400
学士（工学）
学士（学術） 1.05 平成28 同上

生命・物質工学科 4 - -
学士（工学）
学士（学術） - 平成16 同上

平成28年より
学生募集停止

環境材料工学科 4 - -
学士（工学）
学士（学術） - 平成16 同上

平成28年より
学生募集停止

機械工学科 4 - -
学士（工学）
学士（学術） - 平成16 同上

平成28年より
学生募集停止

電気電子工学科 4 - -
学士（工学）
学士（学術） - 平成16 同上

平成28年より
学生募集停止

情報工学科 4 - -
学士（工学）
学士（学術） - 平成16 同上

平成28年より
学生募集停止

建築・デザイン工学科 4 - -
学士（工学）
学士（学術） - 平成16 同上

平成28年より
学生募集停止

都市社会工学科 4 - -
学士（工学）
学士（学術） - 平成16 同上

平成28年より
学生募集停止

（開設年度H16共通） 3年次
10 20

平成30年より
学生募集停止

（第二部） 1.09

物質工学科 5 5 - 25
学士（工学）
学士（学術） 1.06 平成16

愛知県名古屋市
昭和区御器所町

機械工学科 5 5 - 25
学士（工学）
学士（学術） 1.00 平成16 同上

電気情報工学科 5 5 - 25
学士（工学）
学士（学術） 1.20 平成16 同上

社会開発工学科 5 5 - 25
学士（工学）
学士（学術） 1.13 平成16 同上

【工学研究科】

（博士前期課程） 1.23

生命・応用化学専攻 2 165 - 330
修士（工学）
修士（学術） 1.06 平成28

愛知県名古屋市
昭和区御器所町

物理工学専攻 2 78 - 156
修士（工学）
修士（学術） 1.11 平成28 同上

電気・機械工学専攻 2 138 - 276
修士（工学）
修士（学術） 1.54 平成28 同上

情報工学専攻 2 110 - 220
修士（工学）
修士（学術） 1.17 平成28 同上

社会工学専攻 2 95 - 180
修士（工学）
修士（学術） 1.29 平成28 同上

物質工学専攻 2 - -
修士（工学）
修士（学術） - 平成15 同上

平成28年より
学生募集停止

機能工学専攻 2 - -
修士（工学）
修士（学術） - 平成15 同上

平成28年より
学生募集停止

情報工学専攻 2 - -
修士（工学）
修士（学術） - 平成15 同上

平成28年より
学生募集停止

４　ＡＣ対象学部等を含む大学等の状況

　名古屋工業大学
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社会工学専攻 2 - -
修士（工学）
修士（学術） - 平成15 同上

平成28年より
学生募集停止

未来材料創成工学専攻 2 - -
修士（工学）
修士（学術） - 平成20 同上

平成28年より
学生募集停止

創成ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ工学専攻 2 - -
修士（工学）
修士（学術） - 平成20 同上

平成28年より
学生募集停止

（博士後期課程） 0.88

生命・応用化学専攻 3 9 - 27
博士（工学）
博士（学術） 0.81 平成28

愛知県名古屋市
昭和区御器所町

物理工学専攻 3 5 - 15
博士（工学）
博士（学術） 1.00 平成28 同上

電気・機械工学専攻 3 9 - 27
博士（工学）
博士（学術） 1.07 平成28 同上

情報工学専攻 3 7 - 21
博士（工学）
博士（学術） 0.56 平成28 同上

社会工学専攻 3 7 - 21
博士（工学）
博士（学術） 1.51 平成28 同上

共同ﾅﾉﾒﾃﾞｨｼﾝ科学専攻 3 3 - 9
博士

（ﾅﾉﾒﾃﾞｨｼﾝ科
学）

0.77 平成25 同上

名古屋工業大学・ウー
ロンゴン大学国際連携
情報学専攻

3 2 - 6 博士（学術） 0.50 平成29 同上

物質工学専攻 3 - - -
博士（工学）
博士（学術） - 平成15 同上

平成28年より
学生募集停止

機能工学専攻 3 - - -
博士（工学）
博士（学術） - 平成15 同上

平成28年より
学生募集停止

情報工学専攻 3 - - -
博士（工学）
博士（学術） - 平成15 同上

平成28年より
学生募集停止

社会工学専攻 3 - - -
博士（工学）
博士（学術） - 平成15 同上

平成28年より
学生募集停止

未来材料創成工学専攻 3 - - -
博士（工学）
博士（学術） - 平成20 同上

平成28年より
学生募集停止

創成ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ工学専攻 3 - - -
博士（工学）
博士（学術） - 平成20 同上

平成28年より
学生募集停止

　　　・学部の学科または研究科の専攻等，「入学定員を定めている組織」ごとに記入してください。

　　　　※「入学定員を定めている組織ごと」には，課程認定等によりコース・専攻に入学定員を定めている

　　　　　場合を含めます。履修上の区分としてコース・専攻を設けている場合は含めません。

　　　　※なお，課程認定等によりコースや専攻に入学定員を定めている場合は，法令上規定されている組織上

　　　　　の最小単位（大学であれば「学科」，短期大学であれば「専攻課程」）でも記載してください。

　　　・専攻科に係るものについては，記入する必要はありません。

（注）・本調査の対象となっている大学等の設置者（学校法人等）が設置している全ての大学（学部，学科），

　　　　大学院（専攻）及び短期大学（学科）（ＡＣ対象学部等含む）について，それぞれの学校種ごとに，

　　　　平成３０年５月１日現在の上記項目の情報を記入してください。

　　　・学生募集を停止している学部等がある場合，入学定員・収容定員・平均入学定員超過率は「－」とし，

　　　　「備考」に「平成○○年より学生募集停止」と記入してください。

　　　　平均の小数点以下第２位まで（小数点以下第３位を切り捨て）を記入してください。

　　　・「平均入学定員超過率」には，標準修業年限に相当する期間における入学定員に対する入学者の割合の

      ・ＡＣ対象学部等については、必ず記入するとともに、下線を引いてください。
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

専任 教授 市村　正也 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 市村　正也 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 市村　正也 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 市村　正也 平成28年4月 電気・機械工学入門

専任 教授 江川　孝志 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 江川　孝志 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 江川　孝志 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 江川　孝志 平成28年4月 電気・機械工学入門

専任 教授 王　建青 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 王　建青 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 王　建青 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 王　建青 平成28年4月 電気・機械工学入門

専任 教授 菊間　信良 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 菊間　信良 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 菊間　信良 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 菊間　信良 平成28年4月 電気・機械工学入門

専任 教授 榊原　久二男 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 榊原　久二男 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 榊原　久二男 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 榊原　久二男 平成28年4月 電気・機械工学入門

専任 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 電気・機械工学入門

専任 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 電気・機械工学入門

専任 教授 水野　幸男 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 水野　幸男 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 水野　幸男 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 水野　幸男 平成28年4月 電気・機械工学入門

専任 教授 三好　実人 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 三好　実人 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 三好　実人 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 三好　実人 平成28年4月 電気・機械工学入門

専任 教授 森田　良文 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 森田　良文 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 森田　良文 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 森田　良文 平成28年4月 電気・機械工学入門

専任 教授 石野　洋二郎 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 石野　洋二郎 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 石野　洋二郎 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 石野　洋二郎 平成28年4月 電気・機械工学入門

専任 教授 神谷　庄司 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 神谷　庄司 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 神谷　庄司 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 神谷　庄司 平成28年4月 電気・機械工学入門

専任 教授 北村　憲彦 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 北村　憲彦 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 北村　憲彦 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 北村　憲彦 平成28年4月 電気・機械工学入門

専任 教授 佐野　明人 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 佐野　明人 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 佐野　明人 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 佐野　明人 平成28年4月 電気・機械工学入門

専任 教授 田川　正人 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 田川　正人 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 田川　正人 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 田川　正人 平成28年4月 電気・機械工学入門

専任 教授 萩原　正弥 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 萩原　正弥 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 萩原　正弥 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 萩原　正弥 平成28年4月 電気・機械工学入門

専任 教授 水野　直樹 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 水野　直樹 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 水野　直樹 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 水野　直樹 平成28年4月 電気・機械工学入門

専任 教授 森西　洋平 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 森西　洋平 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 森西　洋平 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 森西　洋平 平成28年4月 電気・機械工学入門

専任 教授 山田　学 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 山田　学 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 山田　学 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 山田　学 平成28年4月 電気・機械工学入門

専任 教授 松本　健郎 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 松本　健郎 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 前田　佳弘 平成29年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 前田　佳弘 平成29年4月 電気・機械工学入門

専任 教授 平澤　美可三 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 平澤　美可三 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 平澤　美可三 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 平澤　美可三 平成28年4月 電気・機械工学入門

専任 准教授 加藤　正史 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 加藤　正史 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 加藤　正史 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 加藤　正史 平成28年4月 電気・機械工学入門

専任 准教授 Ｎｉｒａｕｌａ　Ｍａｄａｎ 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 Ｎｉｒａｕｌａ　Ｍａｄａｎ 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 Ｎｉｒａｕｌａ　Ｍａｄａｎ 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 Ｎｉｒａｕｌａ　Ｍａｄａｎ 平成28年4月 電気・機械工学入門

専任 准教授 安井　晋示 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 安井　晋示 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 安井　晋示 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 安井　晋示 平成28年4月 電気・機械工学入門

専任 准教授 分島　彰男 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 分島　彰男 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 分島　彰男 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 分島　彰男 平成28年4月 電気・機械工学入門

専任 准教授 安部　功二 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 安部　功二 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 安部　功二 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 安部　功二 平成28年4月 電気・機械工学入門

専任 准教授 平山　裕 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 平山　裕 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 平山　裕 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 平山　裕 平成28年4月 電気・機械工学入門

専任 准教授 飯田　雄章 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 飯田　雄章 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 飯田　雄章 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 飯田　雄章 平成28年4月 電気・機械工学入門

専任 准教授 坂口　正道 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 坂口　正道 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 坂口　正道 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 坂口　正道 平成28年4月 電気・機械工学入門

専任 准教授 玉野　真司 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 玉野　真司 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 玉野　真司 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 玉野　真司 平成28年4月 電気・機械工学入門

専任 准教授 西田　政弘 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 西田　政弘 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 西田　政弘 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 西田　政弘 平成28年4月 電気・機械工学入門

専任 准教授 早川　伸哉 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 早川　伸哉 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 早川　伸哉 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 早川　伸哉 平成28年4月 電気・機械工学入門

専任 准教授 古谷　正広 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 古谷　正広 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 古谷　正広 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 古谷　正広 平成28年4月 電気・機械工学入門

専任 准教授 伊藤　桂 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 伊藤　桂 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 助教 加藤　慎也 平成29年4月 電気・機械工学入門 専任 助教 加藤　慎也 平成29年4月 電気・機械工学入門

専任 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 電気・機械工学入門

専任 准教授 伊藤　智啓 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 伊藤　智啓 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 伊藤　智啓 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 伊藤　智啓 平成28年4月 電気・機械工学入門

専任 准教授 保浦　知也 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 保浦　知也 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 保浦　知也 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 保浦　知也 平成28年4月 電気・機械工学入門

専任 准教授 杉田　修啓 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 杉田　修啓 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 杉田　修啓 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 杉田　修啓 平成28年4月 電気・機械工学入門

専任 准教授 出口　真次 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 出口　真次 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 若土　弘樹 平成29年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 若土　弘樹 平成29年4月 電気・機械工学入門

専任 准教授 林　倫弘 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 林　倫弘 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 林　倫弘 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 林　倫弘 平成28年4月 電気・機械工学入門

専任 准教授 大橋　美佐 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 大橋　美佐 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 大橋　美佐 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 大橋　美佐 平成28年4月 電気・機械工学入門

専任 准教授 佐伯　明洋 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 佐伯　明洋 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 佐伯　明洋 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 佐伯　明洋 平成28年4月 電気・機械工学入門

専任 准教授 岩下　弘一 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 岩下　弘一 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 岩下　弘一 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 岩下　弘一 平成28年4月 電気・機械工学入門

専任 准教授 中村　美浩 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 中村　美浩 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 中村　美浩 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 中村　美浩 平成28年4月 電気・機械工学入門

専任 助教 岸　直希 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 助教 岸　直希 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 岸　直希 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 岸　直希 平成28年4月 電気・機械工学入門

専任 助教 北川　亘 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 助教 北川　亘 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 助教 北川　亘 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 北川　亘 平成28年4月 電気・機械工学入門

専任 助教 佐藤　徳孝 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 助教 佐藤　徳孝 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 助教 佐藤　徳孝 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 助教 佐藤　徳孝 平成28年4月 電気・機械工学入門

専任 助教 久保　俊晴 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 助教 久保　俊晴 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 助教 久保　俊晴 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 久保　俊晴 平成28年4月 電気・機械工学入門

専任 助教 大羽　達志 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 助教 大羽　達志 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 助教 大羽　達志 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 助教 大羽　達志 平成28年4月 電気・機械工学入門

専任 助教 齋木　悠 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 助教 齋木　悠 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 助教 齋木　悠 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 齋木　悠 平成28年4月 電気・機械工学入門

専任 助教 牧野　武彦 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 助教 牧野　武彦 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 牧野　武彦 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 牧野　武彦 平成28年4月 電気・機械工学入門

専任 助教 泉　隼人 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 助教 泉　隼人 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 助教 泉　隼人 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 助教 泉　隼人 平成28年4月 電気・機械工学入門

専任 助教 藤井　郁也 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 助教 藤井　郁也 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 助教 藤井　郁也 平成28年4月 電気・機械工学入門 専任 助教 藤井　郁也 平成28年4月 電気・機械工学入門

兼担 教授 岩崎　誠 平成28年4月 電気・機械工学入門 兼担 教授 岩崎　誠 平成28年4月 電気・機械工学入門 兼担 教授 岩崎　誠 平成28年4月 電気・機械工学入門 兼担 教授 岩崎　誠 平成28年4月 電気・機械工学入門

兼担 准教授 小坂　卓 平成28年4月 電気・機械工学入門 兼担 准教授 小坂　卓 平成28年4月 電気・機械工学入門 兼担 教授 小坂　卓 平成28年4月 電気・機械工学入門 兼担 教授 小坂　卓 平成28年4月 電気・機械工学入門

兼担 准教授 平田　晃正 平成28年4月 電気・機械工学入門 兼担 准教授 平田　晃正 平成28年4月 電気・機械工学入門 兼担 教授 平田　晃正 平成28年4月 電気・機械工学入門 兼担 教授 平田　晃正 平成28年4月 電気・機械工学入門

兼担 准教授 岡本　英二 平成28年4月 電気・機械工学入門 兼担 准教授 岡本　英二 平成28年4月 電気・機械工学入門 兼担 准教授 岡本　英二 平成28年4月 電気・機械工学入門 兼担 准教授 岡本　英二 平成28年4月 電気・機械工学入門

兼担 准教授 関　健太 平成28年4月 電気・機械工学入門 兼担 准教授 関　健太 平成28年4月 電気・機械工学入門 兼担 准教授 関　健太 平成28年4月 電気・機械工学入門 兼担 准教授 関　健太 平成28年4月 電気・機械工学入門

兼担 准教授 青木　睦 平成28年4月 電気・機械工学入門 兼担 准教授 青木　睦 平成28年4月 電気・機械工学入門 兼担 准教授 青木　睦 平成28年4月 電気・機械工学入門 兼担 准教授 青木　睦 平成28年4月 電気・機械工学入門

兼担 教授 井門　康司 平成28年4月 電気・機械工学入門 兼担 教授 井門　康司 平成28年4月 電気・機械工学入門 兼担 教授 井門　康司 平成28年4月 電気・機械工学入門 兼担 教授 井門　康司 平成28年4月 電気・機械工学入門

兼担 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 電気・機械工学入門 兼担 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 電気・機械工学入門 兼担 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 電気・機械工学入門 兼担 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 電気・機械工学入門

兼担 教授 長谷川　豊 平成28年4月 電気・機械工学入門 兼担 教授 長谷川　豊 平成28年4月 電気・機械工学入門 兼担 教授 長谷川　豊 平成28年4月 電気・機械工学入門 兼担 教授 長谷川　豊 平成28年4月 電気・機械工学入門

兼担 准教授 田中　由浩 平成28年4月 電気・機械工学入門 兼担 准教授 田中　由浩 平成28年4月 電気・機械工学入門 兼担 准教授 田中　由浩 平成28年4月 電気・機械工学入門 兼担 准教授 田中　由浩 平成28年4月 電気・機械工学入門

兼担 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 電気・機械工学入門 兼担 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 電気・機械工学入門 兼担 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 電気・機械工学入門 兼担 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 電気・機械工学入門

兼担 助教 安在　大祐 平成28年4月 電気・機械工学入門 兼担 助教 安在　大祐 平成28年4月 電気・機械工学入門 兼担 助教 安在　大祐 平成28年4月 電気・機械工学入門 兼担 准教授 安在　大祐 平成28年4月 電気・機械工学入門

専任 助教 伊藤　孝弘 平成29年4月 電気・機械工学入門 専任 助教 伊藤　孝弘 平成29年4月 電気・機械工学入門

専任 助教 山田　格 平成29年4月 電気・機械工学入門 専任 助教 山田　格 平成29年4月 電気・機械工学入門

専任 教授 浅野　勝宏 平成29年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 浅野　勝宏 平成29年4月 電気・機械工学入門

専任 教授 中村　匡徳 平成29年4月 電気・機械工学入門 専任 教授 中村　匡徳 平成29年4月 電気・機械工学入門

専任 准教授 鈴木　政尋 平成29年4月 電気・機械工学入門 専任 准教授 鈴木　政尋 平成29年4月 電気・機械工学入門

兼担 助教 岩本　悠宏 平成29年4月 電気・機械工学入門 兼担 助教 岩本　悠宏 平成29年4月 電気・機械工学入門

専任 助教 松盛　裕明 平成30年4月 電気・機械工学入門

専任 准教授 前川　覚 平成30年4月 電気・機械工学入門

専任 准教授 佐伯　明洋 平成28年4月 常微分方程式 専任 准教授 佐伯　明洋 平成28年4月 常微分方程式 専任 准教授 佐伯　明洋 平成28年4月 常微分方程式 専任 准教授 佐伯　明洋 平成28年4月 常微分方程式

専任 准教授 大橋　美佐 平成28年4月 常微分方程式 専任 准教授 大橋　美佐 平成28年4月 常微分方程式 専任 准教授 大橋　美佐 平成28年4月 常微分方程式 専任 准教授 大橋　美佐 平成28年4月 常微分方程式

専任 准教授 杉田　修啓 平成28年4月 常微分方程式 専任 准教授 杉田　修啓 平成28年4月 常微分方程式 専任 准教授 杉田　修啓 平成28年4月 常微分方程式 専任 准教授 杉田　修啓 平成28年4月 常微分方程式

専任 准教授 鈴木　政尋 平成29年4月 常微分方程式 専任 准教授 岩下　弘一 平成30年4月 常微分方程式

専任 准教授 安井　晋示 平成28年4月 プログラミングⅠ 専任 准教授 安井　晋示 平成28年4月 プログラミングⅠ 専任 教授 安井　晋示 平成28年4月 プログラミングⅠ 専任 教授 安井　晋示 平成28年4月 プログラミングⅠ

【認可時又は届出時】

５　教員組織の状況

＜工学部　電気・機械工学科＞

（１）ー① 担当教員表

【平成28年度】 【平成29年度】

担当授業科目名 職名

【平成30年度】

職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名氏　　名氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月 就任予定年月
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

【認可時又は届出時】 【平成28年度】 【平成29年度】

担当授業科目名 職名

【平成30年度】

職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名氏　　名氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月 就任予定年月

兼担 准教授 関　健太 平成28年4月 プログラミングⅠ 兼担 准教授 関　健太 平成28年4月 プログラミングⅠ 兼担 准教授 関　健太 平成28年4月 プログラミングⅠ 兼担 准教授 関　健太 平成28年4月 プログラミングⅠ

専任 教授 田川　正人 平成28年4月 熱力学Ⅰ 専任 教授 田川　正人 平成28年4月 熱力学Ⅰ 専任 教授 田川　正人 平成28年4月 熱力学Ⅰ 専任 教授 田川　正人 平成28年4月 熱力学Ⅰ

専任 准教授 飯田　雄章 平成28年4月 熱力学Ⅰ 専任 准教授 飯田　雄章 平成28年4月 熱力学Ⅰ 専任 准教授 飯田　雄章 平成28年4月 熱力学Ⅰ 専任 准教授 飯田　雄章 平成28年4月 熱力学Ⅰ

専任 教授 森田　良文 平成28年4月 電気回路Ⅰ 専任 教授 森田　良文 平成28年4月 電気回路Ⅰ 専任 准教授 前田　佳弘 平成29年4月 電気回路Ⅰ 専任 准教授 前田　佳弘 平成29年4月 電気回路Ⅰ

兼担 教授 岩崎　誠 平成28年4月 電気回路Ⅰ 兼担 教授 岩崎　誠 平成28年4月 電気回路Ⅰ 兼担 教授 岩崎　誠 平成28年4月 電気回路Ⅰ 兼担 教授 岩崎　誠 平成28年4月 電気回路Ⅰ

専任 准教授 坂口　正道 平成28年4月 機構学 専任 准教授 坂口　正道 平成28年4月 機構学 専任 准教授 坂口　正道 平成28年4月 機構学 専任 准教授 坂口　正道 平成28年4月 機構学

専任 教授 森西　洋平 平成28年4月 流体力学Ⅰ 専任 教授 森西　洋平 平成28年4月 流体力学Ⅰ 専任 教授 森西　洋平 平成28年4月 流体力学Ⅰ 専任 教授 森西　洋平 平成28年4月 流体力学Ⅰ

兼担 教授 長谷川　豊 平成28年4月 流体力学Ⅰ 兼担 教授 長谷川　豊 平成28年4月 流体力学Ⅰ 兼担 教授 長谷川　豊 平成28年4月 流体力学Ⅰ 兼担 教授 長谷川　豊 平成28年4月 流体力学Ⅰ

兼担 教授 井門　康司 平成28年4月 工業力学 兼担 教授 井門　康司 平成28年4月 工業力学 兼担 教授 井門　康司 平成28年4月 工業力学 兼担 教授 井門　康司 平成28年4月 工業力学

専任 教授 神谷　庄司 平成28年4月 材料力学Ⅰ 専任 教授 神谷　庄司 平成28年4月 材料力学Ⅰ 専任 教授 神谷　庄司 平成28年4月 材料力学Ⅰ 専任 教授 中村　匡徳 平成30年4月 材料力学Ⅰ

専任 准教授 伊藤　智啓 平成28年4月 材料力学Ⅰ 専任 准教授 伊藤　智啓 平成28年4月 材料力学Ⅰ 専任 准教授 伊藤　智啓 平成28年4月 材料力学Ⅰ 専任 准教授 伊藤　智啓 平成28年4月 材料力学Ⅰ

専任 教授 田川　正人 平成28年4月 熱力学Ⅱ 専任 教授 田川　正人 平成28年4月 熱力学Ⅱ 専任 教授 田川　正人 平成28年4月 熱力学Ⅱ 専任 教授 田川　正人 平成28年4月 熱力学Ⅱ

専任 准教授 古谷　正広 平成28年4月 熱力学Ⅱ 専任 准教授 古谷　正広 平成28年4月 熱力学Ⅱ 専任 教授 古谷　正広 平成28年4月 熱力学Ⅱ 専任 教授 古谷　正広 平成28年4月 熱力学Ⅱ

専任 准教授 保浦　知也 平成28年4月 熱力学Ⅱ 専任 准教授 保浦　知也 平成28年4月 熱力学Ⅱ 専任 准教授 保浦　知也 平成28年4月 熱力学Ⅱ 専任 准教授 保浦　知也 平成28年4月 熱力学Ⅱ

専任 准教授 西田　政弘 平成28年4月 機械力学 専任 准教授 西田　政弘 平成28年4月 機械力学 専任 准教授 西田　政弘 平成28年4月 機械力学 専任 教授 西田　政弘 平成28年4月 機械力学

兼担 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 材料科学 兼担 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 材料科学 兼担 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 材料科学 兼担 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 材料科学

専任 准教授 牧野　武彦 平成30年4月 材料科学

専任 准教授 保浦　知也 平成28年4月 伝熱学Ⅰ 専任 准教授 保浦　知也 平成28年4月 伝熱学Ⅰ 専任 准教授 保浦　知也 平成28年4月 伝熱学Ⅰ 専任 准教授 保浦　知也 平成28年4月 伝熱学Ⅰ

専任 准教授 飯田　雄章 平成28年4月 伝熱学Ⅰ 専任 准教授 飯田　雄章 平成28年4月 伝熱学Ⅰ 専任 准教授 飯田　雄章 平成28年4月 伝熱学Ⅰ 専任 准教授 飯田　雄章 平成28年4月 伝熱学Ⅰ

専任 教授 森西　洋平 平成28年4月 流体力学Ⅱ 専任 教授 森西　洋平 平成28年4月 流体力学Ⅱ 専任 教授 森西　洋平 平成28年4月 流体力学Ⅱ 専任 教授 森西　洋平 平成28年4月 流体力学Ⅱ

専任 准教授 土田　陽一 平成28年4月 流体力学Ⅱ 専任 准教授 土田　陽一 平成28年4月 流体力学Ⅱ 専任 准教授 土田　陽一 平成28年4月 流体力学Ⅱ 兼担 准教授 牛島　達夫 平成30年4月 流体力学Ⅱ

専任 准教授 伊藤　智啓 平成28年4月 材料力学Ⅱ 専任 准教授 伊藤　智啓 平成28年4月 材料力学Ⅱ 専任 准教授 伊藤　智啓 平成28年4月 材料力学Ⅱ 専任 准教授 伊藤　智啓 平成28年4月 材料力学Ⅱ

専任 准教授 出口　真次 平成28年4月 材料力学Ⅱ 専任 准教授 出口　真次 平成28年4月 材料力学Ⅱ 専任 教授 中村　匡徳 平成30年4月 材料力学Ⅱ

専任 教授 山田　学 平成28年4月 制御工学Ⅰ 専任 教授 山田　学 平成28年4月 制御工学Ⅰ 専任 教授 山田　学 平成28年4月 制御工学Ⅰ 専任 教授 山田　学 平成28年4月 制御工学Ⅰ

専任 教授 北村　憲彦 平成28年4月 材料加工の力学 専任 教授 北村　憲彦 平成28年4月 材料加工の力学 専任 教授 北村　憲彦 平成28年4月 材料加工の力学 専任 教授 北村　憲彦 平成28年4月 材料加工の力学

専任 教授 中村　隆 平成28年4月 材料加工の力学 専任 教授 中村　隆 平成28年4月 材料加工の力学 専任 教授 中村　隆 平成28年4月 材料加工の力学 兼担 教授 糸魚川　文広 平成30年4月 材料加工の力学

専任 教授 菊間　信良 平成28年4月 計算機基礎 専任 教授 菊間　信良 平成28年4月 計算機基礎 専任 教授 菊間　信良 平成28年4月 計算機基礎 専任 教授 菊間　信良 平成28年4月 計算機基礎

兼担 准教授 平田　晃正 平成28年4月 計算機基礎 兼担 准教授 平田　晃正 平成28年4月 計算機基礎 兼担 教授 平田　晃正 平成28年4月 計算機基礎 兼担 教授 平田　晃正 平成28年4月 計算機基礎

専任 教授 水野　幸男 平成28年4月 電気回路Ⅱ 専任 教授 水野　幸男 平成28年4月 電気回路Ⅱ 専任 教授 水野　幸男 平成28年4月 電気回路Ⅱ 専任 教授 水野　幸男 平成28年4月 電気回路Ⅱ

専任 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 電気回路Ⅱ 専任 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 電気回路Ⅱ 専任 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 電気回路Ⅱ 専任 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 電気回路Ⅱ

専任 教授 菊間　信良 平成28年4月 電気磁気学Ⅰ 専任 教授 菊間　信良 平成28年4月 電気磁気学Ⅰ 専任 教授 菊間　信良 平成28年4月 電気磁気学Ⅰ 専任 教授 菊間　信良 平成28年4月 電気磁気学Ⅰ

専任 教授 王　建青 平成28年4月 電気磁気学Ⅰ 専任 教授 王　建青 平成28年4月 電気磁気学Ⅰ 専任 教授 王　建青 平成28年4月 電気磁気学Ⅰ 専任 教授 王　建青 平成28年4月 電気磁気学Ⅰ

専任 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 電子回路Ⅰ 専任 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 電子回路Ⅰ 専任 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 電子回路Ⅰ 専任 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 電子回路Ⅰ

専任 准教授 平山　裕 平成28年4月 電子回路Ⅰ 専任 准教授 平山　裕 平成28年4月 電子回路Ⅰ 専任 准教授 平山　裕 平成28年4月 電子回路Ⅰ 専任 准教授 平山　裕 平成28年4月 電子回路Ⅰ

専任 准教授 平山　裕 平成28年4月 プログラミングⅡ 専任 准教授 平山　裕 平成28年4月 プログラミングⅡ 専任 准教授 平山　裕 平成28年4月 プログラミングⅡ 専任 准教授 平山　裕 平成28年4月 プログラミングⅡ

専任 教授 森田　良文 平成28年4月 システム制御基礎 専任 教授 森田　良文 平成28年4月 システム制御基礎 専任 教授 森田　良文 平成28年4月 システム制御基礎 専任 教授 森田　良文 平成28年4月 システム制御基礎

兼担 准教授 関　健太 平成28年4月 システム制御基礎 兼担 准教授 関　健太 平成28年4月 システム制御基礎 兼担 准教授 関　健太 平成28年4月 システム制御基礎 兼担 准教授 関　健太 平成28年4月 システム制御基礎

専任 教授 岩波　保則 平成28年4月 情報理論 専任 教授 岩波　保則 平成28年4月 情報理論 専任 教授 岩波　保則 平成28年4月 情報理論 兼担 准教授 安在　大祐 平成30年4月 情報理論

兼担 准教授 岡本　英二 平成28年4月 情報理論 兼担 准教授 岡本　英二 平成28年4月 情報理論 兼担 准教授 岡本　英二 平成28年4月 情報理論 兼担 准教授 岡本　英二 平成28年4月 情報理論

兼担 准教授 小坂　卓 平成28年4月 電気回路Ⅲ 兼担 准教授 小坂　卓 平成28年4月 電気回路Ⅲ 兼担 教授 小坂　卓 平成28年4月 電気回路Ⅲ 兼担 教授 小坂　卓 平成28年4月 電気回路Ⅲ

兼担 准教授 青木　睦 平成28年4月 電気回路Ⅲ 兼担 准教授 青木　睦 平成28年4月 電気回路Ⅲ 兼担 准教授 青木　睦 平成28年4月 電気回路Ⅲ 兼担 准教授 青木　睦 平成28年4月 電気回路Ⅲ

専任 教授 菊間　信良 平成28年4月 電気磁気学Ⅱ 専任 教授 菊間　信良 平成28年4月 電気磁気学Ⅱ 専任 教授 菊間　信良 平成28年4月 電気磁気学Ⅱ 専任 教授 菊間　信良 平成28年4月 電気磁気学Ⅱ

兼担 准教授 平田　晃正 平成28年4月 電気磁気学Ⅱ 兼担 准教授 平田　晃正 平成28年4月 電気磁気学Ⅱ 兼担 教授 平田　晃正 平成28年4月 電気磁気学Ⅱ 兼担 教授 平田　晃正 平成28年4月 電気磁気学Ⅱ

専任 教授 市村　正也 平成28年4月 電子物性 専任 教授 市村　正也 平成28年4月 電子物性 専任 准教授 岸　直希 平成29年4月 電子物性 専任 准教授 岸　直希 平成29年4月 電子物性

専任 准教授 安部　功二 平成28年4月 電子物性 専任 准教授 安部　功二 平成28年4月 電子物性 専任 准教授 安部　功二 平成28年4月 電子物性 専任 准教授 安部　功二 平成28年4月 電子物性

専任 教授 中村　隆 平成28年4月 機械工学実習 専任 教授 中村　隆 平成28年4月 機械工学実習 専任 教授 中村　隆 平成28年4月 機械工学実習 兼任 非常勤講師 中村　隆 平成28年4月 機械工学実習

専任 准教授 早川　伸哉 平成28年4月 機械工学実習 専任 准教授 早川　伸哉 平成28年4月 機械工学実習 専任 准教授 早川　伸哉 平成28年4月 機械工学実習 専任 准教授 早川　伸哉 平成28年4月 機械工学実習

専任 准教授 佐伯　明洋 平成28年4月 偏微分方程式 専任 准教授 佐伯　明洋 平成28年4月 偏微分方程式 専任 准教授 佐伯　明洋 平成28年4月 偏微分方程式

専任 准教授 岩下　弘一 平成28年4月 偏微分方程式 専任 准教授 岩下　弘一 平成28年4月 偏微分方程式 専任 准教授 岩下　弘一 平成28年4月 偏微分方程式 専任 准教授 岩下　弘一 平成28年4月 偏微分方程式

専任 准教授 林　倫弘 平成28年4月 確率・統計（機械） 専任 准教授 林　倫弘 平成28年4月 確率・統計（機械） 専任 准教授 林　倫弘 平成28年4月 確率・統計（機械） 専任 准教授 林　倫弘 平成28年4月 確率・統計（機械）

専任 准教授 中村　美浩 平成28年4月 確率・統計（機械） 専任 准教授 中村　美浩 平成28年4月 確率・統計（機械） 専任 准教授 中村　美浩 平成28年4月 確率・統計（機械） 専任 准教授 中村　美浩 平成28年4月 確率・統計（機械）

専任 准教授 大橋　美佐 平成28年4月 確率・統計（機械） 専任 准教授 大橋　美佐 平成28年4月 確率・統計（機械）

専任 教授 三好　実人 平成28年4月 ベクトル解析（機械） 専任 教授 三好　実人 平成28年4月 ベクトル解析（機械） 専任 教授 三好　実人 平成28年4月 ベクトル解析（機械） 専任 教授 三好　実人 平成28年4月 ベクトル解析（機械）

専任 准教授 土田　陽一 平成28年4月 ベクトル解析（機械） 専任 准教授 土田　陽一 平成28年4月 ベクトル解析（機械） 専任 准教授 土田　陽一 平成28年4月 ベクトル解析（機械） 兼担 准教授 牛島　達夫 平成30年4月 ベクトル解析（機械）

専任 准教授 坂口　正道 平成28年4月 ベクトル解析（機械） 専任 准教授 坂口　正道 平成28年4月 ベクトル解析（機械） 専任 准教授 坂口　正道 平成28年4月 ベクトル解析（機械） 専任 准教授 坂口　正道 平成28年4月 ベクトル解析（機械）

専任 准教授 西田　政弘 平成28年4月 機械工学基礎Ⅰ 専任 准教授 西田　政弘 平成28年4月 機械工学基礎Ⅰ 兼担 助教 岩本　悠宏 平成29年4月 機械工学基礎Ⅰ 兼担 助教 岩本　悠宏 平成29年4月 機械工学基礎Ⅰ

専任 准教授 杉田　修啓 平成28年4月 機械工学基礎Ⅰ 専任 准教授 杉田　修啓 平成28年4月 機械工学基礎Ⅰ 専任 准教授 杉田　修啓 平成28年4月 機械工学基礎Ⅰ 専任 准教授 杉田　修啓 平成28年4月 機械工学基礎Ⅰ

専任 准教授 出口　真次 平成28年4月 機械工学基礎Ⅰ 専任 准教授 出口　真次 平成28年4月 機械工学基礎Ⅰ

専任 准教授 古谷　正広 平成28年4月 機械工学基礎Ⅱ 専任 准教授 古谷　正広 平成28年4月 機械工学基礎Ⅱ 専任 教授 古谷　正広 平成28年4月 機械工学基礎Ⅱ 専任 教授 古谷　正広 平成28年4月 機械工学基礎Ⅱ

専任 准教授 伊藤　桂 平成28年4月 機械工学基礎Ⅱ 専任 准教授 伊藤　桂 平成28年4月 機械工学基礎Ⅱ 専任 助教 山田　格 平成29年4月 機械工学基礎Ⅱ 専任 助教 山田　格 平成29年4月 機械工学基礎Ⅱ

兼担 教授 長谷川　豊 平成28年4月 機械工学基礎Ⅱ 兼担 教授 長谷川　豊 平成28年4月 機械工学基礎Ⅱ 専任 教授 田川　正人 平成29年4月 機械工学基礎Ⅱ 専任 教授 田川　正人 平成29年4月 機械工学基礎Ⅱ

専任 教授 石野　洋二郎 平成28年4月 機械製図Ⅱ 専任 教授 石野　洋二郎 平成28年4月 機械製図Ⅱ 専任 教授 石野　洋二郎 平成28年4月 機械製図Ⅱ 専任 教授 石野　洋二郎 平成28年4月 機械製図Ⅱ

専任 教授 佐野　明人 平成28年4月 機械製図Ⅱ 専任 教授 佐野　明人 平成28年4月 機械製図Ⅱ 専任 教授 佐野　明人 平成28年4月 機械製図Ⅱ 専任 助教 山田　格 平成30年4月 機械製図Ⅱ

専任 准教授 坂口　正道 平成28年4月 機械製図Ⅱ 専任 准教授 坂口　正道 平成28年4月 機械製図Ⅱ 専任 准教授 坂口　正道 平成28年4月 機械製図Ⅱ 専任 准教授 杉田　修啓 平成30年4月 機械製図Ⅱ

専任 准教授 保浦　知也 平成28年4月 機械製図Ⅱ 専任 准教授 保浦　知也 平成28年4月 機械製図Ⅱ 専任 准教授 保浦　知也 平成28年4月 機械製図Ⅱ 専任 准教授 保浦　知也 平成28年4月 機械製図Ⅱ

専任 助教 齋木　悠 平成28年4月 機械製図Ⅱ 専任 助教 齋木　悠 平成28年4月 機械製図Ⅱ 専任 助教 齋木　悠 平成28年4月 機械製図Ⅱ 専任 准教授 齋木　悠 平成28年4月 機械製図Ⅱ

専任 准教授 岩下　弘一 平成28年4月 複素解析（機械） 専任 准教授 岩下　弘一 平成28年4月 複素解析（機械） 専任 准教授 中村　美浩 平成28年4月 複素解析（機械）

専任 准教授 中村　美浩 平成28年4月 複素解析（機械） 専任 准教授 中村　美浩 平成28年4月 複素解析（機械） 専任 准教授 中村　美浩 平成28年4月 複素解析（機械）

専任 准教授 古谷　正広 平成28年4月 エンジン工学Ⅰ 専任 准教授 古谷　正広 平成28年4月 エンジン工学Ⅰ 専任 教授 古谷　正広 平成28年4月 エンジン工学Ⅰ 専任 教授 古谷　正広 平成28年4月 エンジン工学Ⅰ

専任 教授 石野　洋二郎 平成28年4月 エンジン工学Ⅱ 専任 教授 石野　洋二郎 平成28年4月 エンジン工学Ⅱ 専任 教授 石野　洋二郎 平成28年4月 エンジン工学Ⅱ 専任 教授 石野　洋二郎 平成28年4月 エンジン工学Ⅱ

兼担 准教授 田中　由浩 平成28年4月 システムデザイン 兼担 准教授 田中　由浩 平成28年4月 システムデザイン 兼担 准教授 田中　由浩 平成28年4月 システムデザイン 兼担 准教授 田中　由浩 平成28年4月 システムデザイン

専任 教授 神谷　庄司 平成28年4月 固体力学 専任 教授 神谷　庄司 平成28年4月 固体力学 専任 教授 神谷　庄司 平成28年4月 固体力学 専任 教授 神谷　庄司 平成28年4月 固体力学

専任 教授 水野　直樹 平成28年4月 制御工学Ⅱ 専任 教授 水野　直樹 平成28年4月 制御工学Ⅱ 専任 教授 水野　直樹 平成28年4月 制御工学Ⅱ 専任 教授 水野　直樹 平成28年4月 制御工学Ⅱ

専任 准教授 飯田　雄章 平成28年4月 伝熱学Ⅱ 専任 准教授 飯田　雄章 平成28年4月 伝熱学Ⅱ 専任 准教授 飯田　雄章 平成28年4月 伝熱学Ⅱ 専任 准教授 飯田　雄章 平成28年4月 伝熱学Ⅱ

専任 教授 水野　直樹 平成28年4月 電子機械工学Ⅰ 専任 教授 水野　直樹 平成28年4月 電子機械工学Ⅰ 専任 教授 水野　直樹 平成28年4月 電子機械工学Ⅰ 専任 教授 水野　直樹 平成28年4月 電子機械工学Ⅰ

専任 准教授 玉野　真司 平成28年4月 流体力学Ⅲ 専任 准教授 玉野　真司 平成28年4月 流体力学Ⅲ 専任 准教授 玉野　真司 平成28年4月 流体力学Ⅲ 専任 准教授 玉野　真司 平成28年4月 流体力学Ⅲ

兼担 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 流体力学Ⅲ 兼担 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 流体力学Ⅲ 兼担 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 流体力学Ⅲ

専任 准教授 伊藤　智啓 平成28年4月 設計製図 専任 准教授 伊藤　智啓 平成28年4月 設計製図 専任 准教授 伊藤　智啓 平成28年4月 設計製図 専任 准教授 伊藤　智啓 平成28年4月 設計製図

専任 准教授 保浦　知也 平成28年4月 設計製図 専任 准教授 保浦　知也 平成28年4月 設計製図 専任 准教授 保浦　知也 平成28年4月 設計製図 専任 助教 藤井　郁也 平成30年4月 設計製図

専任 准教授 杉田　修啓 平成28年4月 設計製図 専任 准教授 杉田　修啓 平成28年4月 設計製図 専任 准教授 杉田　修啓 平成28年4月 設計製図

専任 助教 大羽　達志 平成28年4月 設計製図 専任 助教 大羽　達志 平成28年4月 設計製図 専任 助教 大羽　達志 平成28年4月 設計製図

兼担 教授 長谷川　豊 平成28年4月 ターボ機械基礎 兼担 教授 長谷川　豊 平成28年4月 ターボ機械基礎 兼担 教授 長谷川　豊 平成28年4月 ターボ機械基礎 兼担 教授 長谷川　豊 平成28年4月 ターボ機械基礎

兼担 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 トライボロジー 兼担 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 トライボロジー 兼担 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 トライボロジー 兼担 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 トライボロジー
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・
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【認可時又は届出時】 【平成28年度】 【平成29年度】

担当授業科目名 職名

【平成30年度】

職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名氏　　名氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月 就任予定年月

専任 教授 松本　健郎 平成28年4月 バイオメカニクス 専任 教授 松本　健郎 平成28年4月 バイオメカニクス 兼任 非常勤講師 松本　健郎 平成28年4月 バイオメカニクス 専任 准教授 杉田　修啓 平成30年4月 バイオメカニクス

専任 教授 中村　匡徳 平成30年4月 バイオメカニクス

専任 教授 佐野　明人 平成28年4月 ロボット工学 専任 教授 佐野　明人 平成28年4月 ロボット工学 専任 教授 佐野　明人 平成28年4月 ロボット工学 専任 教授 佐野　明人 平成28年4月 ロボット工学

専任 教授 森西　洋平 平成28年4月 応用流体力学 専任 教授 森西　洋平 平成28年4月 応用流体力学 専任 教授 森西　洋平 平成28年4月 応用流体力学 専任 教授 森西　洋平 平成28年4月 応用流体力学

専任 教授 萩原　正弥 平成28年4月 機械要素デザイン工学 専任 教授 萩原　正弥 平成28年4月 機械要素デザイン工学 専任 教授 萩原　正弥 平成28年4月 機械要素デザイン工学 専任 教授 萩原　正弥 平成28年4月 機械要素デザイン工学

兼担 教授 渡邉　義見 平成28年4月 機能材料工学 兼担 教授 渡邉　義見 平成28年4月 機能材料工学 兼担 教授 渡邉　義見 平成28年4月 機能材料工学 兼担 教授 渡邉　義見 平成28年4月 機能材料工学

兼担 准教授 佐藤　尚 平成30年4月 機能材料工学

専任 教授 北村　憲彦 平成28年4月 成形プロセス工学 専任 教授 北村　憲彦 平成28年4月 成形プロセス工学 専任 教授 北村　憲彦 平成28年4月 成形プロセス工学 専任 教授 北村　憲彦 平成28年4月 成形プロセス工学

兼担 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 精密プロセス工学 兼担 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 精密プロセス工学 兼担 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 精密プロセス工学 兼担 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 精密プロセス工学

専任 教授 水野　直樹 平成28年4月 電子機械工学Ⅱ 専任 教授 水野　直樹 平成28年4月 電子機械工学Ⅱ 専任 教授 水野　直樹 平成28年4月 電子機械工学Ⅱ 専任 教授 水野　直樹 平成28年4月 電子機械工学Ⅱ

専任 教授 石野　洋二郎 平成28年4月 燃焼工学 専任 教授 石野　洋二郎 平成28年4月 燃焼工学 専任 教授 石野　洋二郎 平成28年4月 燃焼工学 専任 教授 石野　洋二郎 平成28年4月 燃焼工学

専任 教授 山田　学 平成28年4月 特別講義 専任 教授 山田　学 平成28年4月 特別講義 専任 教授 山田　学 平成28年4月 特別講義 専任 教授 山田　学 平成28年4月 特別講義

専任 准教授 林　倫弘 平成28年4月 確率・統計（電気） 専任 准教授 林　倫弘 平成28年4月 確率・統計（電気） 専任 准教授 林　倫弘 平成28年4月 確率・統計（電気） 専任 准教授 林　倫弘 平成28年4月 確率・統計（電気）

専任 准教授 中村　美浩 平成28年4月 確率・統計（電気） 専任 准教授 中村　美浩 平成28年4月 確率・統計（電気） 専任 准教授 中村　美浩 平成28年4月 確率・統計（電気） 専任 准教授 中村　美浩 平成28年4月 確率・統計（電気）

専任 准教授 大橋　美佐 平成28年4月 確率・統計（電気） 専任 准教授 大橋　美佐 平成28年4月 確率・統計（電気）

専任 教授 三好　実人 平成28年4月 ベクトル解析（電気） 専任 教授 三好　実人 平成28年4月 ベクトル解析（電気） 専任 教授 三好　実人 平成28年4月 ベクトル解析（電気） 専任 教授 三好　実人 平成28年4月 ベクトル解析（電気）

専任 准教授 坂口　正道 平成28年4月 ベクトル解析（電気） 専任 准教授 坂口　正道 平成28年4月 ベクトル解析（電気） 専任 准教授 坂口　正道 平成28年4月 ベクトル解析（電気） 専任 准教授 坂口　正道 平成28年4月 ベクトル解析（電気）

専任 准教授 土田　陽一 平成28年4月 ベクトル解析（電気） 専任 准教授 土田　陽一 平成28年4月 ベクトル解析（電気） 専任 准教授 土田　陽一 平成28年4月 ベクトル解析（電気） 兼担 准教授 牛島　達夫 平成30年4月 ベクトル解析（電気）

専任 教授 平澤　美可三 平成28年4月 複素解析（電気） 専任 教授 平澤　美可三 平成28年4月 複素解析（電気） 専任 教授 平澤　美可三 平成28年4月 複素解析（電気） 専任 教授 平澤　美可三 平成28年4月 複素解析（電気）

専任 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 電気電子計測 専任 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 電気電子計測 専任 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 電気電子計測 専任 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 電気電子計測

専任 教授 市村　正也 平成28年4月 振動波動 専任 教授 市村　正也 平成28年4月 振動波動 専任 教授 市村　正也 平成28年4月 振動波動 専任 教授 市村　正也 平成28年4月 振動波動

専任 准教授 加藤　正史 平成28年4月 電子回路Ⅱ 専任 准教授 加藤　正史 平成28年4月 電子回路Ⅱ 専任 准教授 加藤　正史 平成28年4月 電子回路Ⅱ 専任 准教授 加藤　正史 平成28年4月 電子回路Ⅱ

専任 教授 王　建青 平成28年4月 ディジタル電子回路 専任 教授 王　建青 平成28年4月 ディジタル電子回路 専任 教授 王　建青 平成28年4月 ディジタル電子回路 専任 教授 王　建青 平成28年4月 ディジタル電子回路

専任 教授 森田　良文 平成28年4月 システム制御設計 専任 教授 森田　良文 平成28年4月 システム制御設計 専任 教授 森田　良文 平成28年4月 システム制御設計 専任 教授 森田　良文 平成28年4月 システム制御設計

専任 教授 王　建青 平成28年4月 信号処理回路 専任 教授 王　建青 平成28年4月 信号処理回路 専任 教授 王　建青 平成28年4月 信号処理回路 専任 准教授 若土　弘樹 平成30年4月 信号処理回路

兼担 准教授 岡本　英二 平成28年4月 通信工学 兼担 准教授 岡本　英二 平成28年4月 通信工学 兼担 准教授 岡本　英二 平成28年4月 通信工学 兼担 准教授 岡本　英二 平成28年4月 通信工学

兼担 教授 岩崎　誠 平成28年4月 電気機器 兼担 教授 岩崎　誠 平成28年4月 電気機器 兼担 教授 岩崎　誠 平成28年4月 電気機器 専任 准教授 北川　亘 平成30年4月 電気機器

専任 教授 榊原　久二男 平成28年4月 電磁波工学 専任 教授 榊原　久二男 平成28年4月 電磁波工学 専任 教授 榊原　久二男 平成28年4月 電磁波工学 専任 教授 榊原　久二男 平成28年4月 電磁波工学

専任 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 半導体電子工学 専任 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 半導体電子工学 専任 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 半導体電子工学 専任 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 半導体電子工学

専任 准教授 分島　彰男 平成28年4月 量子力学 専任 准教授 分島　彰男 平成28年4月 量子力学 専任 准教授 分島　彰男 平成28年4月 量子力学 専任 准教授 分島　彰男 平成28年4月 量子力学

兼担 准教授 青木　睦 平成28年4月 電力システム 兼担 准教授 青木　睦 平成28年4月 電力システム 兼担 准教授 青木　睦 平成28年4月 電力システム 兼担 准教授 青木　睦 平成28年4月 電力システム

専任 教授 水野　幸男 平成28年4月 高電圧工学 専任 教授 水野　幸男 平成28年4月 高電圧工学 専任 教授 水野　幸男 平成28年4月 高電圧工学 専任 教授 水野　幸男 平成28年4月 高電圧工学

専任 教授 榊原　久二男 平成28年4月 通信システム 専任 教授 榊原　久二男 平成28年4月 通信システム 専任 教授 榊原　久二男 平成28年4月 通信システム 専任 教授 王　建青 平成30年4月 通信システム

専任 教授 三好　実人 平成28年4月 電子材料工学 専任 教授 三好　実人 平成28年4月 電子材料工学 専任 教授 三好　実人 平成28年4月 電子材料工学 専任 教授 三好　実人 平成28年4月 電子材料工学

専任 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 パワーエレクトロニクス 専任 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 パワーエレクトロニクス 専任 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 パワーエレクトロニクス 専任 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 パワーエレクトロニクス

専任 教授 江川　孝志 平成28年4月 半導体デバイス工学 専任 教授 江川　孝志 平成28年4月 半導体デバイス工学 専任 教授 江川　孝志 平成28年4月 半導体デバイス工学 専任 教授 江川　孝志 平成28年4月 半導体デバイス工学

専任 教授 榊原　久二男 平成28年4月 マイクロ波工学 専任 教授 榊原　久二男 平成28年4月 マイクロ波工学 専任 教授 榊原　久二男 平成28年4月 マイクロ波工学 専任 教授 榊原　久二男 平成28年4月 マイクロ波工学

兼担 准教授 関　健太 平成28年4月 電波法規 兼担 准教授 関　健太 平成28年4月 電波法規 兼担 准教授 関　健太 平成28年4月 電波法規 兼担 准教授 関　健太 平成28年4月 電波法規

兼担 准教授 関　健太 平成28年4月 電気機械設計 兼担 准教授 関　健太 平成28年4月 電気機械設計 兼担 准教授 関　健太 平成28年4月 電気機械設計 兼担 准教授 関　健太 平成28年4月 電気機械設計

兼担 准教授 関　健太 平成28年4月 電気法規・施設管理 兼担 准教授 関　健太 平成28年4月 電気法規・施設管理 兼担 准教授 関　健太 平成28年4月 電気法規・施設管理 兼担 准教授 関　健太 平成28年4月 電気法規・施設管理

専任 教授 中村　隆 平成28年4月 機械製図Ⅰ 専任 教授 中村　隆 平成28年4月 機械製図Ⅰ

専任 教授 北村　憲彦 平成28年4月 機械製図Ⅰ 専任 教授 北村　憲彦 平成28年4月 機械製図Ⅰ 専任 教授 北村　憲彦 平成28年4月 機械製図Ⅰ 専任 教授 北村　憲彦 平成28年4月 機械製図Ⅰ

専任 助教 藤井　郁也 平成28年4月 機械製図Ⅰ 専任 助教 藤井　郁也 平成28年4月 機械製図Ⅰ 専任 准教授 西田　政弘 平成29年4月 機械製図Ⅰ 専任 教授 山田　学 平成30年4月 機械製図Ⅰ

専任 助教 泉　隼人 平成28年4月 機械製図Ⅰ 専任 助教 泉　隼人 平成28年4月 機械製図Ⅰ 専任 助教 泉　隼人 平成28年4月 機械製図Ⅰ

兼担 准教授 田中　由浩 平成28年4月 機械製図Ⅰ 兼担 准教授 田中　由浩 平成28年4月 機械製図Ⅰ 専任 准教授 牧野　武彦 平成29年4月 機械製図Ⅰ 専任 准教授 牧野　武彦 平成29年4月 機械製図Ⅰ

専任 教授 石野　洋二郎 平成28年4月 機械工学実験 専任 教授 石野　洋二郎 平成28年4月 機械工学実験 専任 教授 石野　洋二郎 平成28年4月 機械工学実験 専任 教授 石野　洋二郎 平成28年4月 機械工学実験

専任 教授 神谷　庄司 平成28年4月 機械工学実験 専任 教授 神谷　庄司 平成28年4月 機械工学実験 専任 教授 神谷　庄司 平成28年4月 機械工学実験 専任 教授 神谷　庄司 平成28年4月 機械工学実験

専任 教授 北村　憲彦 平成28年4月 機械工学実験 専任 教授 北村　憲彦 平成28年4月 機械工学実験 専任 教授 北村　憲彦 平成28年4月 機械工学実験 専任 教授 北村　憲彦 平成28年4月 機械工学実験

専任 教授 佐野　明人 平成28年4月 機械工学実験 専任 教授 佐野　明人 平成28年4月 機械工学実験 専任 教授 佐野　明人 平成28年4月 機械工学実験 専任 教授 佐野　明人 平成28年4月 機械工学実験

専任 教授 田川　正人 平成28年4月 機械工学実験 専任 教授 田川　正人 平成28年4月 機械工学実験 専任 教授 田川　正人 平成28年4月 機械工学実験 専任 教授 田川　正人 平成28年4月 機械工学実験

専任 教授 萩原　正弥 平成28年4月 機械工学実験 専任 教授 萩原　正弥 平成28年4月 機械工学実験 専任 教授 萩原　正弥 平成28年4月 機械工学実験 専任 教授 萩原　正弥 平成28年4月 機械工学実験

専任 教授 水野　直樹 平成28年4月 機械工学実験 専任 教授 水野　直樹 平成28年4月 機械工学実験 専任 教授 水野　直樹 平成28年4月 機械工学実験 専任 教授 水野　直樹 平成28年4月 機械工学実験

専任 教授 森西　洋平 平成28年4月 機械工学実験 専任 教授 森西　洋平 平成28年4月 機械工学実験 専任 教授 森西　洋平 平成28年4月 機械工学実験 専任 教授 森西　洋平 平成28年4月 機械工学実験

専任 教授 山田　学 平成28年4月 機械工学実験 専任 教授 山田　学 平成28年4月 機械工学実験 専任 教授 山田　学 平成28年4月 機械工学実験 専任 教授 山田　学 平成28年4月 機械工学実験

専任 教授 松本　健郎 平成28年4月 機械工学実験 専任 教授 松本　健郎 平成28年4月 機械工学実験 専任 助教 山田　格 平成29年4月 機械工学実験 専任 助教 山田　格 平成29年4月 機械工学実験

専任 准教授 飯田　雄章 平成28年4月 機械工学実験 専任 准教授 飯田　雄章 平成28年4月 機械工学実験 専任 准教授 飯田　雄章 平成28年4月 機械工学実験 専任 准教授 飯田　雄章 平成28年4月 機械工学実験

専任 准教授 坂口　正道 平成28年4月 機械工学実験 専任 准教授 坂口　正道 平成28年4月 機械工学実験 専任 准教授 坂口　正道 平成28年4月 機械工学実験 専任 准教授 坂口　正道 平成28年4月 機械工学実験

専任 准教授 玉野　真司 平成28年4月 機械工学実験 専任 准教授 玉野　真司 平成28年4月 機械工学実験 専任 准教授 玉野　真司 平成28年4月 機械工学実験 専任 准教授 玉野　真司 平成28年4月 機械工学実験

専任 准教授 西田　政弘 平成28年4月 機械工学実験 専任 准教授 西田　政弘 平成28年4月 機械工学実験 専任 准教授 西田　政弘 平成28年4月 機械工学実験 専任 教授 西田　政弘 平成28年4月 機械工学実験

専任 准教授 早川　伸哉 平成28年4月 機械工学実験 専任 准教授 早川　伸哉 平成28年4月 機械工学実験 専任 准教授 早川　伸哉 平成28年4月 機械工学実験 専任 准教授 早川　伸哉 平成28年4月 機械工学実験

専任 准教授 古谷　正広 平成28年4月 機械工学実験 専任 准教授 古谷　正広 平成28年4月 機械工学実験 専任 教授 古谷　正広 平成28年4月 機械工学実験 専任 教授 古谷　正広 平成28年4月 機械工学実験

専任 准教授 伊藤　桂 平成28年4月 機械工学実験 専任 准教授 伊藤　桂 平成28年4月 機械工学実験 専任 教授 浅野　勝宏 平成29年4月 機械工学実験 専任 教授 浅野　勝宏 平成29年4月 機械工学実験

専任 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 機械工学実験 専任 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 機械工学実験 専任 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 機械工学実験 専任 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 機械工学実験

専任 准教授 伊藤　智啓 平成28年4月 機械工学実験 専任 准教授 伊藤　智啓 平成28年4月 機械工学実験 専任 准教授 伊藤　智啓 平成28年4月 機械工学実験 専任 准教授 伊藤　智啓 平成28年4月 機械工学実験

専任 准教授 保浦　知也 平成28年4月 機械工学実験 専任 准教授 保浦　知也 平成28年4月 機械工学実験 専任 准教授 保浦　知也 平成28年4月 機械工学実験 専任 准教授 保浦　知也 平成28年4月 機械工学実験

専任 准教授 杉田　修啓 平成28年4月 機械工学実験 専任 准教授 杉田　修啓 平成28年4月 機械工学実験 専任 准教授 杉田　修啓 平成28年4月 機械工学実験 専任 准教授 杉田　修啓 平成28年4月 機械工学実験

専任 准教授 出口　真次 平成28年4月 機械工学実験 専任 准教授 出口　真次 平成28年4月 機械工学実験 専任 教授 中村　匡徳 平成29年4月 機械工学実験 専任 教授 中村　匡徳 平成29年4月 機械工学実験

専任 准教授 大橋　美佐 平成28年4月 機械工学実験 専任 准教授 大橋　美佐 平成28年4月 機械工学実験 専任 准教授 大橋　美佐 平成28年4月 機械工学実験 専任 准教授 大橋　美佐 平成28年4月 機械工学実験

専任 准教授 佐伯　明洋 平成28年4月 機械工学実験 専任 准教授 佐伯　明洋 平成28年4月 機械工学実験 専任 准教授 佐伯　明洋 平成28年4月 機械工学実験 専任 准教授 佐伯　明洋 平成28年4月 機械工学実験

専任 准教授 岩下　弘一 平成28年4月 機械工学実験 専任 准教授 岩下　弘一 平成28年4月 機械工学実験 専任 准教授 岩下　弘一 平成28年4月 機械工学実験 専任 准教授 岩下　弘一 平成28年4月 機械工学実験

専任 准教授 中村　美浩 平成28年4月 機械工学実験 専任 准教授 中村　美浩 平成28年4月 機械工学実験 専任 准教授 中村　美浩 平成28年4月 機械工学実験 専任 准教授 中村　美浩 平成28年4月 機械工学実験

専任 助教 大羽　達志 平成28年4月 機械工学実験 専任 助教 大羽　達志 平成28年4月 機械工学実験 専任 助教 大羽　達志 平成28年4月 機械工学実験 専任 助教 大羽　達志 平成28年4月 機械工学実験

専任 助教 齋木　悠 平成28年4月 機械工学実験 専任 助教 齋木　悠 平成28年4月 機械工学実験 専任 助教 齋木　悠 平成28年4月 機械工学実験 専任 准教授 齋木　悠 平成28年4月 機械工学実験

専任 助教 牧野　武彦 平成28年4月 機械工学実験 専任 助教 牧野　武彦 平成28年4月 機械工学実験 専任 准教授 牧野　武彦 平成28年4月 機械工学実験 専任 准教授 牧野　武彦 平成28年4月 機械工学実験

専任 助教 泉　隼人 平成28年4月 機械工学実験 専任 助教 泉　隼人 平成28年4月 機械工学実験 専任 助教 泉　隼人 平成28年4月 機械工学実験 専任 助教 泉　隼人 平成28年4月 機械工学実験

専任 助教 藤井　郁也 平成28年4月 機械工学実験 専任 助教 藤井　郁也 平成28年4月 機械工学実験 専任 助教 藤井　郁也 平成28年4月 機械工学実験 専任 助教 藤井　郁也 平成28年4月 機械工学実験

兼担 教授 井門　康司 平成28年4月 機械工学実験 兼担 教授 井門　康司 平成28年4月 機械工学実験 兼担 教授 井門　康司 平成28年4月 機械工学実験 兼担 教授 井門　康司 平成28年4月 機械工学実験

兼担 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 機械工学実験 兼担 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 機械工学実験 兼担 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 機械工学実験 兼担 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 機械工学実験

兼担 教授 長谷川　豊 平成28年4月 機械工学実験 兼担 教授 長谷川　豊 平成28年4月 機械工学実験 兼担 教授 長谷川　豊 平成28年4月 機械工学実験 兼担 教授 長谷川　豊 平成28年4月 機械工学実験

兼担 准教授 田中　由浩 平成28年4月 機械工学実験 兼担 准教授 田中　由浩 平成28年4月 機械工学実験 兼担 准教授 田中　由浩 平成28年4月 機械工学実験 兼担 准教授 田中　由浩 平成28年4月 機械工学実験

兼担 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 機械工学実験 兼担 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 機械工学実験 兼担 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 機械工学実験 兼担 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 機械工学実験

専任 准教授 鈴木　政尋 平成29年4月 機械工学実験 専任 准教授 鈴木　政尋 平成29年4月 機械工学実験

兼担 助教 岩本　悠宏 平成29年4月 機械工学実験 兼担 助教 岩本　悠宏 平成29年4月 機械工学実験
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

【認可時又は届出時】 【平成28年度】 【平成29年度】

担当授業科目名 職名

【平成30年度】

職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名氏　　名氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月 就任予定年月

専任 准教授 前川　覚 平成30年4月 機械工学実験

専任 准教授 Ｎｉｒａｕｌａ　Ｍａｄａｎ 平成28年4月 電気電子工学実験実習 専任 准教授 Ｎｉｒａｕｌａ　Ｍａｄａｎ 平成28年4月 電気電子工学実験実習 専任 准教授 Ｎｉｒａｕｌａ　Ｍａｄａｎ 平成28年4月 電気電子工学実験実習 専任 助教 伊藤　孝弘 平成30年4月 電気電子工学実験実習

専任 准教授 加藤　正史 平成28年4月 電気電子工学実験実習 専任 准教授 加藤　正史 平成28年4月 電気電子工学実験実習 専任 准教授 加藤　正史 平成28年4月 電気電子工学実験実習

専任 教授 市村　正也 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 教授 市村　正也 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 教授 市村　正也 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 教授 市村　正也 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

専任 教授 江川　孝志 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 教授 江川　孝志 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 教授 江川　孝志 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 教授 江川　孝志 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

専任 教授 王　建青 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 教授 王　建青 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 教授 王　建青 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 教授 王　建青 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

専任 教授 菊間　信良 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 教授 菊間　信良 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 教授 菊間　信良 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 教授 菊間　信良 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

専任 教授 榊原　久二男 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 教授 榊原　久二男 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 教授 榊原　久二男 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 教授 榊原　久二男 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

専任 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

専任 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

専任 教授 水野　幸男 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 教授 水野　幸男 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 教授 水野　幸男 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 教授 水野　幸男 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

専任 教授 三好　実人 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 教授 三好　実人 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 教授 三好　実人 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 教授 三好　実人 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

専任 教授 森田　良文 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 教授 森田　良文 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 教授 森田　良文 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 教授 森田　良文 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

専任 教授 平澤　美可三 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 教授 平澤　美可三 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 教授 平澤　美可三 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 教授 平澤　美可三 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

専任 准教授 加藤　正史 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 准教授 加藤　正史 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 准教授 加藤　正史 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 准教授 加藤　正史 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

専任 准教授 Ｎｉｒａｕｌａ　Ｍａｄａｎ 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 准教授 Ｎｉｒａｕｌａ　Ｍａｄａｎ 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 准教授 Ｎｉｒａｕｌａ　Ｍａｄａｎ 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 教授 Ｎｉｒａｕｌａ　Ｍａｄａｎ 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

専任 准教授 安井　晋示 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 准教授 安井　晋示 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 教授 安井　晋示 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 教授 安井　晋示 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

専任 准教授 分島　彰男 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 准教授 分島　彰男 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 准教授 分島　彰男 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 准教授 分島　彰男 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

専任 准教授 安部　功二 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 准教授 安部　功二 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 准教授 安部　功二 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 准教授 安部　功二 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

専任 准教授 平山　裕 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 准教授 平山　裕 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 准教授 平山　裕 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 准教授 平山　裕 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

専任 准教授 林　倫弘 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 准教授 林　倫弘 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 准教授 林　倫弘 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 准教授 林　倫弘 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

専任 助教 岸　直希 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 助教 岸　直希 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 准教授 岸　直希 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 准教授 岸　直希 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

専任 助教 北川　亘 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 助教 北川　亘 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 助教 北川　亘 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 准教授 北川　亘 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

専任 助教 佐藤　徳孝 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 助教 佐藤　徳孝 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 助教 佐藤　徳孝 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 助教 佐藤　徳孝 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

専任 助教 久保　俊晴 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 助教 久保　俊晴 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 助教 久保　俊晴 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 准教授 久保　俊晴 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

兼担 教授 岩崎　誠 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 教授 岩崎　誠 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 教授 岩崎　誠 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 教授 岩崎　誠 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

兼担 准教授 小坂　卓 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 准教授 小坂　卓 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 教授 小坂　卓 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 教授 小坂　卓 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

兼担 准教授 平田　晃正 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 准教授 平田　晃正 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 教授 平田　晃正 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 教授 平田　晃正 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

兼担 准教授 岡本　英二 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 准教授 岡本　英二 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 准教授 岡本　英二 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 准教授 岡本　英二 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

兼担 准教授 関　健太 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 准教授 関　健太 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 准教授 関　健太 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 准教授 関　健太 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

兼担 准教授 青木　睦 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 准教授 青木　睦 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 准教授 青木　睦 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 准教授 青木　睦 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

兼担 助教 安在　大祐 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 助教 安在　大祐 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 助教 安在　大祐 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 准教授 安在　大祐 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

専任 准教授 前田　佳弘 平成29年4月 電気電子工学基礎実験 専任 准教授 前田　佳弘 平成29年4月 電気電子工学基礎実験

専任 助教 加藤　慎也 平成29年4月 電気電子工学基礎実験 専任 助教 加藤　慎也 平成29年4月 電気電子工学基礎実験

専任 准教授 若土　弘樹 平成29年4月 電気電子工学基礎実験 専任 准教授 若土　弘樹 平成29年4月 電気電子工学基礎実験

専任 助教 伊藤　孝弘 平成29年4月 電気電子工学基礎実験 専任 助教 伊藤　孝弘 平成29年4月 電気電子工学基礎実験

専任 助教 松盛　裕明 平成30年4月 電気電子工学基礎実験

専任 教授 市村　正也 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 教授 市村　正也 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 教授 市村　正也 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 教授 市村　正也 平成28年4月 電気電子工学応用実験

専任 教授 江川　孝志 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 教授 江川　孝志 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 教授 江川　孝志 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 教授 江川　孝志 平成28年4月 電気電子工学応用実験

専任 教授 王　建青 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 教授 王　建青 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 教授 王　建青 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 教授 王　建青 平成28年4月 電気電子工学応用実験

専任 教授 菊間　信良 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 教授 菊間　信良 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 教授 菊間　信良 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 教授 菊間　信良 平成28年4月 電気電子工学応用実験

専任 教授 榊原　久二男 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 教授 榊原　久二男 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 教授 榊原　久二男 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 教授 榊原　久二男 平成28年4月 電気電子工学応用実験

専任 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 電気電子工学応用実験

専任 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 電気電子工学応用実験

専任 教授 水野　幸男 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 教授 水野　幸男 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 教授 水野　幸男 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 教授 水野　幸男 平成28年4月 電気電子工学応用実験

専任 教授 三好　実人 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 教授 三好　実人 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 教授 三好　実人 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 教授 三好　実人 平成28年4月 電気電子工学応用実験

専任 教授 森田　良文 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 教授 森田　良文 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 教授 森田　良文 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 教授 森田　良文 平成28年4月 電気電子工学応用実験

専任 教授 平澤　美可三 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 教授 平澤　美可三 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 教授 平澤　美可三 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 教授 平澤　美可三 平成28年4月 電気電子工学応用実験

専任 准教授 加藤　正史 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 准教授 加藤　正史 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 准教授 加藤　正史 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 准教授 加藤　正史 平成28年4月 電気電子工学応用実験

専任 准教授 Ｎｉｒａｕｌａ　Ｍａｄａｎ 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 准教授 Ｎｉｒａｕｌａ　Ｍａｄａｎ 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 准教授 Ｎｉｒａｕｌａ　Ｍａｄａｎ 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 教授 Ｎｉｒａｕｌａ　Ｍａｄａｎ 平成28年4月 電気電子工学応用実験

専任 准教授 安井　晋示 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 准教授 安井　晋示 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 教授 安井　晋示 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 教授 安井　晋示 平成28年4月 電気電子工学応用実験

専任 准教授 分島　彰男 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 准教授 分島　彰男 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 准教授 分島　彰男 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 准教授 分島　彰男 平成28年4月 電気電子工学応用実験

専任 准教授 安部　功二 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 准教授 安部　功二 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 准教授 安部　功二 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 准教授 安部　功二 平成28年4月 電気電子工学応用実験

専任 准教授 平山　裕 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 准教授 平山　裕 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 准教授 平山　裕 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 准教授 平山　裕 平成28年4月 電気電子工学応用実験

専任 准教授 林　倫弘 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 准教授 林　倫弘 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 准教授 林　倫弘 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 准教授 林　倫弘 平成28年4月 電気電子工学応用実験

専任 助教 岸　直希 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 助教 岸　直希 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 准教授 岸　直希 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 准教授 岸　直希 平成28年4月 電気電子工学応用実験

専任 助教 北川　亘 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 助教 北川　亘 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 助教 北川　亘 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 准教授 北川　亘 平成28年4月 電気電子工学応用実験

専任 助教 佐藤　徳孝 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 助教 佐藤　徳孝 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 助教 佐藤　徳孝 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 助教 佐藤　徳孝 平成28年4月 電気電子工学応用実験

専任 助教 久保　俊晴 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 助教 久保　俊晴 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 助教 久保　俊晴 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 准教授 久保　俊晴 平成28年4月 電気電子工学応用実験

兼担 教授 岩崎　誠 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 教授 岩崎　誠 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 教授 岩崎　誠 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 教授 岩崎　誠 平成28年4月 電気電子工学応用実験

兼担 准教授 小坂　卓 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 准教授 小坂　卓 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 教授 小坂　卓 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 教授 小坂　卓 平成28年4月 電気電子工学応用実験

兼担 准教授 平田　晃正 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 准教授 平田　晃正 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 教授 平田　晃正 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 教授 平田　晃正 平成28年4月 電気電子工学応用実験

兼担 准教授 岡本　英二 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 准教授 岡本　英二 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 准教授 岡本　英二 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 准教授 岡本　英二 平成28年4月 電気電子工学応用実験

兼担 准教授 関　健太 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 准教授 関　健太 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 准教授 関　健太 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 准教授 関　健太 平成28年4月 電気電子工学応用実験

兼担 准教授 青木　睦 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 准教授 青木　睦 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 准教授 青木　睦 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 准教授 青木　睦 平成28年4月 電気電子工学応用実験

兼担 助教 安在　大祐 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 助教 安在　大祐 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 助教 安在　大祐 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 准教授 安在　大祐 平成28年4月 電気電子工学応用実験

専任 准教授 前田　佳弘 平成29年4月 電気電子工学応用実験 専任 准教授 前田　佳弘 平成29年4月 電気電子工学応用実験

専任 助教 加藤　慎也 平成29年4月 電気電子工学応用実験 専任 助教 加藤　慎也 平成29年4月 電気電子工学応用実験

専任 准教授 若土　弘樹 平成29年4月 電気電子工学応用実験 専任 准教授 若土　弘樹 平成29年4月 電気電子工学応用実験

専任 助教 伊藤　孝弘 平成29年4月 電気電子工学応用実験 専任 助教 伊藤　孝弘 平成29年4月 電気電子工学応用実験

専任 助教 松盛　裕明 平成30年4月 電気電子工学応用実験

専任 教授 市村　正也 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 教授 市村　正也 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 教授 市村　正也 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 教授 市村　正也 平成28年4月 電気電子工学専門実験

専任 教授 江川　孝志 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 教授 江川　孝志 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 教授 江川　孝志 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 教授 江川　孝志 平成28年4月 電気電子工学専門実験

専任 教授 王　建青 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 教授 王　建青 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 教授 王　建青 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 教授 王　建青 平成28年4月 電気電子工学専門実験

専任 教授 菊間　信良 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 教授 菊間　信良 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 教授 菊間　信良 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 教授 菊間　信良 平成28年4月 電気電子工学専門実験

専任 教授 榊原　久二男 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 教授 榊原　久二男 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 教授 榊原　久二男 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 教授 榊原　久二男 平成28年4月 電気電子工学専門実験

専任 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 電気電子工学専門実験

専任 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 電気電子工学専門実験

専任 教授 水野　幸男 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 教授 水野　幸男 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 教授 水野　幸男 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 教授 水野　幸男 平成28年4月 電気電子工学専門実験

専任 教授 三好　実人 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 教授 三好　実人 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 教授 三好　実人 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 教授 三好　実人 平成28年4月 電気電子工学専門実験

専任 教授 森田　良文 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 教授 森田　良文 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 教授 森田　良文 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 教授 森田　良文 平成28年4月 電気電子工学専門実験

専任 教授 平澤　美可三 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 教授 平澤　美可三 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 教授 平澤　美可三 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 教授 平澤　美可三 平成28年4月 電気電子工学専門実験

専任 准教授 加藤　正史 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 准教授 加藤　正史 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 准教授 加藤　正史 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 准教授 加藤　正史 平成28年4月 電気電子工学専門実験
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

【認可時又は届出時】 【平成28年度】 【平成29年度】

担当授業科目名 職名

【平成30年度】

職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名氏　　名氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月 就任予定年月

専任 准教授 Ｎｉｒａｕｌａ　Ｍａｄａｎ 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 准教授 Ｎｉｒａｕｌａ　Ｍａｄａｎ 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 准教授 Ｎｉｒａｕｌａ　Ｍａｄａｎ 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 教授 Ｎｉｒａｕｌａ　Ｍａｄａｎ 平成28年4月 電気電子工学専門実験

専任 准教授 安井　晋示 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 准教授 安井　晋示 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 教授 安井　晋示 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 教授 安井　晋示 平成28年4月 電気電子工学専門実験

専任 准教授 分島　彰男 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 准教授 分島　彰男 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 准教授 分島　彰男 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 准教授 分島　彰男 平成28年4月 電気電子工学専門実験

専任 准教授 安部　功二 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 准教授 安部　功二 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 准教授 安部　功二 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 准教授 安部　功二 平成28年4月 電気電子工学専門実験

専任 准教授 平山　裕 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 准教授 平山　裕 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 准教授 平山　裕 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 准教授 平山　裕 平成28年4月 電気電子工学専門実験

専任 准教授 林　倫弘 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 准教授 林　倫弘 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 准教授 林　倫弘 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 准教授 林　倫弘 平成28年4月 電気電子工学専門実験

専任 助教 岸　直希 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 助教 岸　直希 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 准教授 岸　直希 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 准教授 岸　直希 平成28年4月 電気電子工学専門実験

専任 助教 北川　亘 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 助教 北川　亘 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 助教 北川　亘 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 准教授 北川　亘 平成28年4月 電気電子工学専門実験

専任 助教 佐藤　徳孝 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 助教 佐藤　徳孝 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 助教 佐藤　徳孝 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 助教 佐藤　徳孝 平成28年4月 電気電子工学専門実験

専任 助教 久保　俊晴 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 助教 久保　俊晴 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 助教 久保　俊晴 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 准教授 久保　俊晴 平成28年4月 電気電子工学専門実験

兼担 教授 岩崎　誠 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 教授 岩崎　誠 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 教授 岩崎　誠 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 教授 岩崎　誠 平成28年4月 電気電子工学専門実験

兼担 准教授 小坂　卓 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 准教授 小坂　卓 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 教授 小坂　卓 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 教授 小坂　卓 平成28年4月 電気電子工学専門実験

兼担 准教授 平田　晃正 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 准教授 平田　晃正 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 教授 平田　晃正 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 教授 平田　晃正 平成28年4月 電気電子工学専門実験

兼担 准教授 岡本　英二 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 准教授 岡本　英二 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 准教授 岡本　英二 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 准教授 岡本　英二 平成28年4月 電気電子工学専門実験

兼担 准教授 関　健太 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 准教授 関　健太 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 准教授 関　健太 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 准教授 関　健太 平成28年4月 電気電子工学専門実験

兼担 准教授 青木　睦 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 准教授 青木　睦 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 准教授 青木　睦 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 准教授 青木　睦 平成28年4月 電気電子工学専門実験

兼担 助教 安在　大祐 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 助教 安在　大祐 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 助教 安在　大祐 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 准教授 安在　大祐 平成28年4月 電気電子工学専門実験

専任 准教授 前田　佳弘 平成29年4月 電気電子工学専門実験 専任 准教授 前田　佳弘 平成29年4月 電気電子工学専門実験

専任 助教 加藤　慎也 平成29年4月 電気電子工学専門実験 専任 助教 加藤　慎也 平成29年4月 電気電子工学専門実験

専任 准教授 若土　弘樹 平成29年4月 電気電子工学専門実験 専任 准教授 若土　弘樹 平成29年4月 電気電子工学専門実験

専任 助教 伊藤　孝弘 平成29年4月 電気電子工学専門実験 専任 助教 伊藤　孝弘 平成29年4月 電気電子工学専門実験

専任 助教 松盛　裕明 平成30年4月 電気電子工学専門実験

専任 教授 市村　正也 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 市村　正也 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 市村　正也 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 市村　正也 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 江川　孝志 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 江川　孝志 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 江川　孝志 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 江川　孝志 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 王　建青 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 王　建青 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 王　建青 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 王　建青 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 菊間　信良 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 菊間　信良 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 菊間　信良 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 菊間　信良 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 榊原　久二男 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 榊原　久二男 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 榊原　久二男 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 榊原　久二男 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 水野　幸男 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 水野　幸男 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 水野　幸男 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 水野　幸男 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 三好　実人 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 三好　実人 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 三好　実人 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 三好　実人 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 森田　良文 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 森田　良文 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 森田　良文 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 森田　良文 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 石野　洋二郎 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 石野　洋二郎 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 石野　洋二郎 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 石野　洋二郎 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 神谷　庄司 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 神谷　庄司 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 神谷　庄司 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 神谷　庄司 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 北村　憲彦 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 北村　憲彦 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 北村　憲彦 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 北村　憲彦 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 佐野　明人 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 佐野　明人 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 佐野　明人 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 佐野　明人 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 田川　正人 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 田川　正人 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 田川　正人 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 田川　正人 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 萩原　正弥 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 萩原　正弥 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 萩原　正弥 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 萩原　正弥 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 水野　直樹 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 水野　直樹 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 水野　直樹 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 水野　直樹 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 森西　洋平 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 森西　洋平 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 森西　洋平 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 森西　洋平 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 山田　学 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 山田　学 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 山田　学 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 山田　学 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 松本　健郎 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 松本　健郎 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 前田　佳弘 平成29年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 前田　佳弘 平成29年4月 実践研究セミナー

専任 教授 平澤　美可三 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 平澤　美可三 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 平澤　美可三 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 平澤　美可三 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 加藤　正史 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 加藤　正史 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 加藤　正史 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 加藤　正史 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 Ｎｉｒａｕｌａ　Ｍａｄａｎ 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 Ｎｉｒａｕｌａ　Ｍａｄａｎ 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 Ｎｉｒａｕｌａ　Ｍａｄａｎ 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 Ｎｉｒａｕｌａ　Ｍａｄａｎ 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 安井　晋示 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 安井　晋示 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 安井　晋示 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 安井　晋示 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 分島　彰男 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 分島　彰男 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 分島　彰男 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 分島　彰男 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 安部　功二 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 安部　功二 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 安部　功二 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 安部　功二 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 平山　裕 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 平山　裕 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 平山　裕 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 平山　裕 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 飯田　雄章 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 飯田　雄章 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 飯田　雄章 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 飯田　雄章 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 坂口　正道 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 坂口　正道 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 坂口　正道 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 坂口　正道 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 玉野　真司 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 玉野　真司 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 玉野　真司 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 玉野　真司 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 西田　政弘 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 西田　政弘 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 西田　政弘 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 西田　政弘 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 早川　伸哉 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 早川　伸哉 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 早川　伸哉 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 早川　伸哉 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 古谷　正広 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 古谷　正広 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 古谷　正広 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 古谷　正広 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 伊藤　桂 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 伊藤　桂 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 加藤　慎也 平成29年4月 実践研究セミナー 専任 助教 加藤　慎也 平成29年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 伊藤　智啓 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 伊藤　智啓 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 伊藤　智啓 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 伊藤　智啓 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 保浦　知也 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 保浦　知也 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 保浦　知也 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 保浦　知也 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 杉田　修啓 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 杉田　修啓 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 杉田　修啓 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 杉田　修啓 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 出口　真次 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 出口　真次 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 若土　弘樹 平成29年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 若土　弘樹 平成29年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 林　倫弘 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 林　倫弘 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 林　倫弘 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 林　倫弘 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 大橋　美佐 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 大橋　美佐 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 大橋　美佐 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 大橋　美佐 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 佐伯　明洋 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 佐伯　明洋 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 佐伯　明洋 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 佐伯　明洋 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 岩下　弘一 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 岩下　弘一 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 岩下　弘一 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 岩下　弘一 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 中村　美浩 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 中村　美浩 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 中村　美浩 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 中村　美浩 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 助教 岸　直希 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 岸　直希 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 岸　直希 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 岸　直希 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 助教 北川　亘 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 北川　亘 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 北川　亘 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 北川　亘 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 助教 佐藤　徳孝 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 佐藤　徳孝 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 佐藤　徳孝 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 佐藤　徳孝 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 助教 久保　俊晴 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 久保　俊晴 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 久保　俊晴 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 久保　俊晴 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 助教 大羽　達志 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 大羽　達志 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 大羽　達志 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 大羽　達志 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 助教 齋木　悠 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 齋木　悠 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 齋木　悠 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 齋木　悠 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 助教 牧野　武彦 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 牧野　武彦 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 牧野　武彦 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 牧野　武彦 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 助教 泉　隼人 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 泉　隼人 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 泉　隼人 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 泉　隼人 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 助教 藤井　郁也 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 藤井　郁也 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 藤井　郁也 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 藤井　郁也 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 助教 伊藤　孝弘 平成29年4月 実践研究セミナー 専任 助教 伊藤　孝弘 平成29年4月 実践研究セミナー

専任 助教 山田　格 平成29年4月 実践研究セミナー 専任 助教 山田　格 平成29年4月 実践研究セミナー

専任 教授 浅野　勝宏 平成29年4月 実践研究セミナー 専任 教授 浅野　勝宏 平成29年4月 実践研究セミナー

専任 教授 中村　匡徳 平成29年4月 実践研究セミナー 専任 教授 中村　匡徳 平成29年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 鈴木　政尋 平成29年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 鈴木　政尋 平成29年4月 実践研究セミナー

専任 助教 松盛　裕明 平成30年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 前川　覚 平成30年4月 実践研究セミナー

専任 教授 市村　正也 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 市村　正也 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 市村　正也 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 市村　正也 平成28年4月 卒業研究
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

【認可時又は届出時】 【平成28年度】 【平成29年度】

担当授業科目名 職名

【平成30年度】

職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名氏　　名氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月 就任予定年月

専任 教授 江川　孝志 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 江川　孝志 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 江川　孝志 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 江川　孝志 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 王　建青 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 王　建青 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 王　建青 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 王　建青 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 菊間　信良 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 菊間　信良 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 菊間　信良 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 菊間　信良 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 榊原　久二男 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 榊原　久二男 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 榊原　久二男 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 榊原　久二男 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 水野　幸男 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 水野　幸男 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 水野　幸男 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 水野　幸男 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 三好　実人 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 三好　実人 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 三好　実人 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 三好　実人 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 森田　良文 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 森田　良文 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 森田　良文 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 森田　良文 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 石野　洋二郎 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 石野　洋二郎 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 石野　洋二郎 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 石野　洋二郎 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 神谷　庄司 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 神谷　庄司 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 神谷　庄司 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 神谷　庄司 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 北村　憲彦 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 北村　憲彦 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 北村　憲彦 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 北村　憲彦 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 佐野　明人 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 佐野　明人 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 佐野　明人 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 佐野　明人 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 田川　正人 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 田川　正人 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 田川　正人 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 田川　正人 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 萩原　正弥 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 萩原　正弥 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 萩原　正弥 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 萩原　正弥 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 水野　直樹 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 水野　直樹 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 水野　直樹 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 水野　直樹 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 森西　洋平 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 森西　洋平 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 森西　洋平 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 森西　洋平 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 山田　学 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 山田　学 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 山田　学 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 山田　学 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 松本　健郎 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 松本　健郎 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 前田　佳弘 平成29年4月 卒業研究 専任 准教授 前田　佳弘 平成29年4月 卒業研究

専任 教授 平澤　美可三 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 平澤　美可三 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 平澤　美可三 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 平澤　美可三 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 加藤　正史 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 加藤　正史 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 加藤　正史 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 加藤　正史 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 Ｎｉｒａｕｌａ　Ｍａｄａｎ 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 Ｎｉｒａｕｌａ　Ｍａｄａｎ 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 Ｎｉｒａｕｌａ　Ｍａｄａｎ 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 Ｎｉｒａｕｌａ　Ｍａｄａｎ 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 安井　晋示 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 安井　晋示 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 安井　晋示 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 安井　晋示 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 分島　彰男 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 分島　彰男 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 分島　彰男 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 分島　彰男 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 安部　功二 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 安部　功二 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 安部　功二 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 安部　功二 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 平山　裕 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 平山　裕 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 平山　裕 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 平山　裕 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 飯田　雄章 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 飯田　雄章 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 飯田　雄章 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 飯田　雄章 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 坂口　正道 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 坂口　正道 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 坂口　正道 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 坂口　正道 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 玉野　真司 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 玉野　真司 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 玉野　真司 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 玉野　真司 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 西田　政弘 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 西田　政弘 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 西田　政弘 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 西田　政弘 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 早川　伸哉 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 早川　伸哉 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 早川　伸哉 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 早川　伸哉 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 古谷　正広 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 古谷　正広 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 古谷　正広 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 古谷　正広 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 伊藤　桂 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 伊藤　桂 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 加藤　慎也 平成29年4月 卒業研究 専任 助教 加藤　慎也 平成29年4月 卒業研究

専任 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 伊藤　智啓 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 伊藤　智啓 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 伊藤　智啓 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 伊藤　智啓 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 保浦　知也 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 保浦　知也 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 保浦　知也 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 保浦　知也 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 杉田　修啓 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 杉田　修啓 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 杉田　修啓 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 杉田　修啓 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 出口　真次 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 出口　真次 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 若土　弘樹 平成29年4月 卒業研究 専任 准教授 若土　弘樹 平成29年4月 卒業研究

専任 准教授 林　倫弘 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 林　倫弘 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 林　倫弘 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 林　倫弘 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 大橋　美佐 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 大橋　美佐 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 大橋　美佐 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 大橋　美佐 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 佐伯　明洋 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 佐伯　明洋 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 佐伯　明洋 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 佐伯　明洋 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 岩下　弘一 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 岩下　弘一 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 岩下　弘一 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 岩下　弘一 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 中村　美浩 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 中村　美浩 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 中村　美浩 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 中村　美浩 平成28年4月 卒業研究

専任 助教 岸　直希 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 岸　直希 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 岸　直希 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 岸　直希 平成28年4月 卒業研究

専任 助教 北川　亘 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 北川　亘 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 北川　亘 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 北川　亘 平成28年4月 卒業研究

専任 助教 佐藤　徳孝 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 佐藤　徳孝 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 佐藤　徳孝 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 佐藤　徳孝 平成28年4月 卒業研究

専任 助教 久保　俊晴 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 久保　俊晴 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 久保　俊晴 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 久保　俊晴 平成28年4月 卒業研究

専任 助教 大羽　達志 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 大羽　達志 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 大羽　達志 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 大羽　達志 平成28年4月 卒業研究

専任 助教 齋木　悠 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 齋木　悠 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 齋木　悠 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 齋木　悠 平成28年4月 卒業研究

専任 助教 牧野　武彦 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 牧野　武彦 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 牧野　武彦 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 牧野　武彦 平成28年4月 卒業研究

専任 助教 泉　隼人 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 泉　隼人 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 泉　隼人 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 泉　隼人 平成28年4月 卒業研究

専任 助教 藤井　郁也 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 藤井　郁也 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 藤井　郁也 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 藤井　郁也 平成28年4月 卒業研究

専任 助教 伊藤　孝弘 平成29年4月 卒業研究 専任 助教 伊藤　孝弘 平成29年4月 卒業研究

専任 助教 山田　格 平成29年4月 卒業研究 専任 助教 山田　格 平成29年4月 卒業研究

専任 教授 浅野　勝宏 平成29年4月 卒業研究 専任 教授 浅野　勝宏 平成29年4月 卒業研究

専任 教授 中村　匡徳 平成29年4月 卒業研究 専任 教授 中村　匡徳 平成29年4月 卒業研究

専任 准教授 鈴木　政尋 平成29年4月 卒業研究 専任 准教授 鈴木　政尋 平成29年4月 卒業研究

専任 助教 松盛　裕明 平成30年4月 卒業研究

専任 准教授 前川　覚 平成30年4月 卒業研究

専任 教授 王　建青 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 教授 王　建青 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 教授 王　建青 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 教授 王　建青 平成28年4月 フレッシュマンセミナー

専任 准教授 加藤　正史 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 准教授 加藤　正史 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 准教授 関　健太 平成29年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 准教授 関　健太 平成29年4月 フレッシュマンセミナー

兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 フレッシュマンセミナー

兼担 教授 大原　繁男 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 大原　繁男 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 准教授 岸　直希 平成29年4月 フレッシュマンセミナー 専任 准教授 岸　直希 平成29年4月 フレッシュマンセミナー

兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 教授 山田　学 平成29年4月 フレッシュマンセミナー 専任 教授 山田　学 平成29年4月 フレッシュマンセミナー

兼担 教授 藤本　温 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 藤本　温 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 教授 水野　直樹 平成29年4月 フレッシュマンセミナー 専任 教授 水野　直樹 平成29年4月 フレッシュマンセミナー

兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 長谷川　豊 平成29年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 長谷川　豊 平成29年4月 フレッシュマンセミナー

兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 平田　晃正 平成29年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 平田　晃正 平成29年4月 フレッシュマンセミナー

専任 准教授 久保　俊晴 平成30年4月 フレッシュマンセミナー

兼担 特任教員 桑原　容子 平成30年4月 フレッシュマンセミナー

兼担 教授 川橋　範子 平成28年4月 異文化理解 兼担 教授 川橋　範子 平成28年4月 異文化理解 兼担 教授 川橋　範子 平成28年4月 異文化理解 兼担 教授 川橋　範子 平成28年4月 異文化理解

兼任 非常勤講師 萩尾　生 平成28年4月 異文化理解 兼任 非常勤講師 萩尾　生 平成28年4月 異文化理解 兼担 准教授 金　銀珠 平成30年4月 異文化理解

兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 感性と社会 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 感性と社会 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 感性と社会 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 感性と社会

兼担 准教授 田中　優子 平成28年4月 心理学 兼担 准教授 田中　優子 平成28年4月 心理学 兼担 准教授 田中　優子 平成28年4月 心理学 兼担 准教授 田中　優子 平成28年4月 心理学

兼担 准教授 小田　亮 平成28年4月 生物と環境 兼担 准教授 小田　亮 平成28年4月 生物と環境 兼担 教授 小田　亮 平成28年4月 生物と環境 兼担 教授 小田　亮 平成28年4月 生物と環境

兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 生物と環境 兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 生物と環境 兼担 教授 増田　理子 平成28年4月 生物と環境 兼担 教授 増田　理子 平成28年4月 生物と環境

兼担 准教授 田中　優子 平成28年4月 対人コミュニケーション論 兼担 准教授 田中　優子 平成28年4月 対人コミュニケーション論 兼担 准教授 田中　優子 平成28年4月 対人コミュニケーション論 兼担 准教授 田中　優子 平成28年4月 対人コミュニケーション論

兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本文化論 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本文化論 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本文化論 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本文化論

兼担 准教授 小田　亮 平成28年4月 人間行動学 兼担 准教授 小田　亮 平成28年4月 人間行動学 兼担 教授 小田　亮 平成28年4月 人間行動学 兼担 教授 小田　亮 平成28年4月 人間行動学

兼任 非常勤講師 池田　功毅 平成28年4月 人間行動学 兼任 非常勤講師 池田　功毅 平成28年4月 人間行動学 兼任 非常勤講師 池田　功毅 平成30年4月 人間行動学

兼担 教授 永渕　康之 平成28年4月 人間社会ゼミナール 兼担 教授 永渕　康之 平成28年4月 人間社会ゼミナール 兼担 教授 永渕　康之 平成28年4月 人間社会ゼミナール 兼担 教授 川橋　範子 平成30年4月 人間社会ゼミナール

兼任 非常勤講師 磯部　美里 平成28年4月 アジア・太平洋史 兼任 非常勤講師 磯部　美里 平成28年4月 アジア・太平洋史 兼任 非常勤講師 磯部　美里 平成28年4月 アジア・太平洋史 兼任 非常勤講師 磯部　美里 平成28年4月 アジア・太平洋史

兼任 非常勤講師 秋元　悦子 平成30年4月 アジア・太平洋史

兼担 教授 川島　慶子 平成28年4月 科学技術史 兼担 教授 川島　慶子 平成28年4月 科学技術史 兼担 教授 川島　慶子 平成28年4月 科学技術史 兼担 教授 川島　慶子 平成28年4月 科学技術史
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

【認可時又は届出時】 【平成28年度】 【平成29年度】

担当授業科目名 職名

【平成30年度】

職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名氏　　名氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月 就任予定年月

兼担 教授 川島　慶子 平成28年4月 科学思想史 兼担 教授 川島　慶子 平成28年4月 科学思想史 兼担 教授 川島　慶子 平成28年4月 科学思想史 兼担 教授 川島　慶子 平成28年4月 科学思想史

兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 科学と哲学 兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 科学と哲学 兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 科学と哲学 兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 科学と哲学

兼担 教授 永渕　康之 平成28年4月 共生社会論 兼担 教授 永渕　康之 平成28年4月 共生社会論 兼担 教授 永渕　康之 平成28年4月 共生社会論 兼任 非常勤講師 齋藤　典子 平成30年4月 共生社会論

兼任 非常勤講師 加藤　里紗 平成30年4月 共生社会論

兼任 非常勤講師 松波　京子 平成28年4月 近現代史 兼任 非常勤講師 松波　京子 平成28年4月 近現代史 兼任 非常勤講師 松波　京子 平成28年4月 近現代史 兼任 非常勤講師 松波　京子 平成28年4月 近現代史

兼担 教授 藤本　温 平成28年4月 公共の哲学 兼担 教授 藤本　温 平成28年4月 公共の哲学 兼担 教授 藤本　温 平成28年4月 公共の哲学 兼担 教授 藤本　温 平成28年4月 公共の哲学

兼担 教授 川橋　範子 平成28年4月 宗教文化論 兼担 教授 川橋　範子 平成28年4月 宗教文化論 兼担 教授 川橋　範子 平成28年4月 宗教文化論 兼担 教授 川橋　範子 平成28年4月 宗教文化論

兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経済学 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経済学 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経済学 兼担 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経済学

兼任 非常勤講師 齋藤　典子 平成28年4月 現代社会論 兼任 非常勤講師 齋藤　典子 平成28年4月 現代社会論 兼任 非常勤講師 齋藤　典子 平成28年4月 現代社会論 兼任 非常勤講師 齋藤　典子 平成28年4月 現代社会論

兼任 非常勤講師 安武　裕和 平成28年4月 現代政治論 兼任 非常勤講師 安武　裕和 平成28年4月 現代政治論 兼任 非常勤講師 安武　裕和 平成28年4月 現代政治論 兼任 非常勤講師 安武　裕和 平成28年4月 現代政治論

兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 公共政策論 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 公共政策論 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 公共政策論 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 公共政策論

兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 生涯学習論 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 生涯学習論 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 生涯学習論 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 生涯学習論

兼担 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 情報社会論 兼担 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 情報社会論

兼担 助教 武藤　敦子 平成28年4月 情報社会論 兼担 助教 武藤　敦子 平成28年4月 情報社会論 兼担 准教授 武藤　敦子 平成28年4月 情報社会論 兼担 准教授 打矢　隆弘 平成30年4月 情報社会論

兼担 准教授 齋藤　彰一 平成28年4月 情報社会論 兼担 准教授 齋藤　彰一 平成28年4月 情報社会論 兼担 教授 齋藤　彰一 平成28年4月 情報社会論 兼担 教授 齋藤　彰一 平成28年4月 情報社会論

兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 地域研究Ⅰ 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 地域研究Ⅰ 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 地域研究Ⅰ 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 地域研究Ⅰ

兼任 非常勤講師 金　銀珠 平成28年4月 地域研究Ⅰ 兼任 非常勤講師 金　銀珠 平成28年4月 地域研究Ⅰ 兼担 准教授 金　銀珠 平成28年4月 地域研究Ⅰ 兼担 准教授 金　銀珠 平成28年4月 地域研究Ⅰ

兼任 非常勤講師 磯部　美里 平成29年4月 地域研究Ⅰ 兼任 非常勤講師 磯部　美里 平成29年4月 地域研究Ⅰ

兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 地域研究Ⅱ 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 地域研究Ⅱ 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 地域研究Ⅱ 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 地域研究Ⅱ

兼任 非常勤講師 金　銀珠 平成28年4月 地域研究Ⅱ 兼任 非常勤講師 金　銀珠 平成28年4月 地域研究Ⅱ 兼担 准教授 金　銀珠 平成28年4月 地域研究Ⅱ 兼担 准教授 金　銀珠 平成28年4月 地域研究Ⅱ

兼任 非常勤講師 磯部　美里 平成29年4月 地域研究Ⅱ 兼任 非常勤講師 磯部　美里 平成29年4月 地域研究Ⅱ

兼任 非常勤講師 吉田　仁 平成30年4月 地域研究Ⅱ

兼任 非常勤講師 小林　正嗣 平成28年4月 日本国憲法 兼任 非常勤講師 小林　正嗣 平成28年4月 日本国憲法 兼任 非常勤講師 小林　正嗣 平成28年4月 日本国憲法 兼任 非常勤講師 小林　正嗣 平成28年4月 日本国憲法

専任 准教授 大橋　美佐 平成28年4月 線形代数Ⅰ 専任 准教授 大橋　美佐 平成28年4月 線形代数Ⅰ 専任 准教授 大橋　美佐 平成28年4月 線形代数Ⅰ 専任 准教授 大橋　美佐 平成28年4月 線形代数Ⅰ

兼担 准教授 上野　一男 平成28年4月 線形代数Ⅰ 兼担 准教授 上野　一男 平成28年4月 線形代数Ⅰ 専任 教授 平澤　美可三 平成29年4月 線形代数Ⅰ 兼任 非常勤講師 加藤　勲 平成30年4月 線形代数Ⅰ

兼担 教授 足立　俊明 平成28年4月 線形代数Ⅰ 兼担 教授 足立　俊明 平成28年4月 線形代数Ⅰ 専任 准教授 佐伯　明洋 平成29年4月 線形代数Ⅰ 専任 准教授 佐伯　明洋 平成29年4月 線形代数Ⅰ

兼任 非常勤講師 寺西　鎮男 平成28年4月 線形代数Ⅰ 兼任 非常勤講師 寺西　鎮男 平成28年4月 線形代数Ⅰ 兼任 非常勤講師 寺西　鎮男 平成28年4月 線形代数Ⅰ 兼任 非常勤講師 新倉　保夫 平成30年4月 線形代数Ⅰ

専任 准教授 大橋　美佐 平成28年4月 線形代数Ⅱ 専任 准教授 大橋　美佐 平成28年4月 線形代数Ⅱ 専任 准教授 大橋　美佐 平成28年4月 線形代数Ⅱ 専任 准教授 大橋　美佐 平成28年4月 線形代数Ⅱ

兼担 准教授 上野　一男 平成28年4月 線形代数Ⅱ 兼担 准教授 上野　一男 平成28年4月 線形代数Ⅱ 専任 准教授 佐伯　明洋 平成29年4月 線形代数Ⅱ 専任 准教授 佐伯　明洋 平成29年4月 線形代数Ⅱ

兼任 非常勤講師 寺西　鎮男 平成28年4月 線形代数Ⅱ 兼任 非常勤講師 寺西　鎮男 平成28年4月 線形代数Ⅱ 兼任 非常勤講師 寺西　鎮男 平成28年4月 線形代数Ⅱ 兼任 非常勤講師 加藤　勲 平成30年4月 線形代数Ⅱ

兼担 教授 足立　俊明 平成28年4月 線形代数Ⅱ 兼担 教授 足立　俊明 平成28年4月 線形代数Ⅱ 専任 教授 平澤　美可三 平成29年4月 線形代数Ⅱ 兼任 非常勤講師 新倉　保夫 平成30年4月 線形代数Ⅱ

専任 准教授 岩下　弘一 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習 専任 准教授 岩下　弘一 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習 専任 准教授 中村　美浩 平成29年4月 微分積分Ⅰ及び演習 専任 准教授 中村　美浩 平成29年4月 微分積分Ⅰ及び演習

兼担 教授 南　範彦 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習 兼担 教授 南　範彦 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習 専任 准教授 林　倫弘 平成29年4月 微分積分Ⅰ及び演習 専任 教授 平澤　美可三 平成30年4月 微分積分Ⅰ及び演習

兼任 非常勤講師 山本　和広 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習 兼任 非常勤講師 山本　和広 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習 兼任 非常勤講師 山本　和広 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習 兼任 非常勤講師 山本　和広 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習

兼任 非常勤講師 市原　完治 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習 兼任 非常勤講師 市原　完治 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習 兼任 非常勤講師 市原　完治 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習 兼任 非常勤講師 市原　完治 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習

専任 准教授 岩下　弘一 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習 専任 准教授 岩下　弘一 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習 専任 准教授 中村　美浩 平成29年4月 微分積分Ⅱ及び演習 専任 准教授 中村　美浩 平成29年4月 微分積分Ⅱ及び演習

兼担 教授 南　範彦 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習 兼担 教授 南　範彦 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習 専任 准教授 林　倫弘 平成29年4月 微分積分Ⅱ及び演習 専任 教授 平澤　美可三 平成30年4月 微分積分Ⅱ及び演習

兼任 非常勤講師 山本　和広 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習 兼任 非常勤講師 山本　和広 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習 兼任 非常勤講師 山本　和広 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習 兼任 非常勤講師 山本　和広 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習

兼任 非常勤講師 市原　完治 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習 兼任 非常勤講師 市原　完治 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習 兼任 非常勤講師 市原　完治 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習 兼任 非常勤講師 市原　完治 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習

専任 教授 松本　健郎 平成28年4月 力学 専任 教授 松本　健郎 平成28年4月 力学 専任 教授 浅野　勝宏 平成29年4月 力学 専任 教授 浅野　勝宏 平成29年4月 力学

専任 准教授 伊藤　桂 平成28年4月 力学 専任 准教授 伊藤　桂 平成28年4月 力学 専任 教授 中村　匡徳 平成29年4月 力学 専任 教授 中村　匡徳 平成29年4月 力学

専任 准教授 西田　政弘 平成28年4月 力学 専任 准教授 西田　政弘 平成28年4月 力学

専任 准教授 出口　真次 平成28年4月 物理学演習Ⅰ 専任 准教授 出口　真次 平成28年4月 物理学演習Ⅰ

専任 助教 泉　隼人 平成28年4月 物理学演習Ⅰ 専任 助教 泉　隼人 平成28年4月 物理学演習Ⅰ 専任 助教 泉　隼人 平成28年4月 物理学演習Ⅰ 専任 助教 泉　隼人 平成28年4月 物理学演習Ⅰ

専任 助教 藤井　郁也 平成28年4月 物理学演習Ⅰ 専任 助教 藤井　郁也 平成28年4月 物理学演習Ⅰ 専任 助教 藤井　郁也 平成28年4月 物理学演習Ⅰ 専任 助教 藤井　郁也 平成28年4月 物理学演習Ⅰ

専任 准教授 伊藤　桂 平成28年4月 電磁気学 専任 准教授 伊藤　桂 平成28年4月 電磁気学 専任 教授 菊間　信良 平成29年4月 電磁気学 専任 教授 菊間　信良 平成29年4月 電磁気学

兼担 教授 尾形　修司 平成28年4月 電磁気学 兼担 教授 尾形　修司 平成28年4月 電磁気学 専任 教授 榊原　久二男 平成29年4月 電磁気学 専任 教授 榊原　久二男 平成29年4月 電磁気学

兼担 准教授 小坂　卓 平成28年4月 電磁気学 兼担 准教授 小坂　卓 平成28年4月 電磁気学

専任 助教 久保　俊晴 平成28年4月 物理学演習Ⅱ 専任 助教 久保　俊晴 平成28年4月 物理学演習Ⅱ 専任 助教 久保　俊晴 平成28年4月 物理学演習Ⅱ 専任 助教 伊藤　孝弘 平成30年4月 物理学演習Ⅱ

専任 助教 佐藤　徳孝 平成28年4月 物理学演習Ⅱ 専任 助教 佐藤　徳孝 平成28年4月 物理学演習Ⅱ 兼担 助教 安在　大祐 平成29年4月 物理学演習Ⅱ 専任 教授 菊間　信良 平成29年4月 物理学演習Ⅱ

専任 助教 北川　亘 平成28年4月 物理学演習Ⅱ 専任 助教 北川　亘 平成28年4月 物理学演習Ⅱ 専任 教授 菊間　信良 平成29年4月 物理学演習Ⅱ 専任 助教 加藤　慎也 平成30年4月 物理学演習Ⅱ

専任 教授 榊原　久二男 平成29年4月 物理学演習Ⅱ 専任 教授 榊原　久二男 平成29年4月 物理学演習Ⅱ

専任 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 基礎化学 専任 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 基礎化学 専任 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 基礎化学 専任 准教授 久保　俊晴 平成30年4月 基礎化学

専任 教授 三好　実人 平成28年4月 基礎化学 専任 教授 三好　実人 平成28年4月 基礎化学 専任 教授 市村　正也 平成29年4月 基礎化学 専任 教授 市村　正也 平成29年4月 基礎化学

専任 准教授 安部　功二 平成28年4月 基礎化学 専任 准教授 安部　功二 平成28年4月 基礎化学 専任 准教授 安部　功二 平成28年4月 基礎化学 専任 准教授 安部　功二 平成28年4月 基礎化学

専任 准教授 分島　彰男 平成28年4月 基礎化学 専任 准教授 分島　彰男 平成28年4月 基礎化学 専任 准教授 加藤　正史 平成29年4月 基礎化学 専任 准教授 加藤　正史 平成29年4月 基礎化学

専任 教授 市村　正也 平成28年4月 化学結合論 専任 教授 市村　正也 平成28年4月 化学結合論 専任 准教授 岸　直希 平成29年4月 化学結合論 専任 准教授 岸　直希 平成29年4月 化学結合論

専任 教授 江川　孝志 平成28年4月 化学結合論 専任 教授 江川　孝志 平成28年4月 化学結合論 専任 教授 三好　実人 平成29年4月 化学結合論 専任 教授 三好　実人 平成29年4月 化学結合論

専任 准教授 加藤　正史 平成28年4月 化学結合論 専任 准教授 加藤　正史 平成28年4月 化学結合論 専任 准教授 分島　彰男 平成29年4月 化学結合論 専任 准教授 分島　彰男 平成29年4月 化学結合論

専任 准教授 Ｎｉｒａｕｌａ　Ｍａｄａｎ 平成28年4月 化学結合論 専任 准教授 Ｎｉｒａｕｌａ　Ｍａｄａｎ 平成28年4月 化学結合論 専任 准教授 Ｎｉｒａｕｌａ　Ｍａｄａｎ 平成28年4月 化学結合論 専任 教授 Ｎｉｒａｕｌａ　Ｍａｄａｎ 平成28年4月 化学結合論

兼担 教授 張　鋒 平成28年4月 地球科学 兼担 教授 張　鋒 平成28年4月 地球科学 兼担 教授 張　鋒 平成28年4月 地球科学 兼担 教授 越島　一郎 平成30年4月 地球科学

専任 教授 佐野　明人 平成28年4月 生体機能科学 専任 教授 佐野　明人 平成28年4月 生体機能科学 専任 教授 佐野　明人 平成28年4月 生体機能科学 専任 教授 佐野　明人 平成28年4月 生体機能科学

専任 教授 松本　健郎 平成28年4月 生体機能科学 専任 教授 松本　健郎 平成28年4月 生体機能科学 専任 准教授 和坂　俊昭 平成29年4月 生体機能科学 専任 准教授 和坂　俊昭 平成29年4月 生体機能科学

兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 生体機能科学 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 生体機能科学 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 生体機能科学 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 生体機能科学

兼担 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 生体機能科学 兼担 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 生体機能科学 専任 准教授 杉田　修啓 平成29年4月 生体機能科学 専任 准教授 杉田　修啓 平成29年4月 生体機能科学

兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 生体機能科学 兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 生体機能科学 兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 生体機能科学 兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 生体機能科学

兼担 准教授 吉野　明広 平成28年4月 生体機能科学 兼担 准教授 吉野　明広 平成28年4月 生体機能科学 兼担 准教授 吉野　明広 平成28年4月 生体機能科学 兼担 准教授 吉野　明広 平成28年4月 生体機能科学

専任 准教授 加藤　正史 平成28年4月 産業論 専任 准教授 加藤　正史 平成28年4月 産業論 専任 教授 北村　憲彦 平成29年4月 産業論 専任 教授 北村　憲彦 平成29年4月 産業論

兼担 准教授 関　健太 平成28年4月 産業論 兼担 准教授 関　健太 平成28年4月 産業論 兼担 准教授 関　健太 平成28年4月 産業論 兼担 准教授 関　健太 平成28年4月 産業論

兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 産業論 兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 産業論 専任 教授 山田　学 平成29年4月 産業論 専任 教授 山田　学 平成29年4月 産業論

兼担 教授 長谷川　豊 平成28年4月 産業論 兼担 教授 長谷川　豊 平成28年4月 産業論 兼担 教授 長谷川　豊 平成28年4月 産業論 兼担 教授 長谷川　豊 平成28年4月 産業論

兼担 准教授 平田　晃正 平成28年4月 産業論 兼担 准教授 平田　晃正 平成28年4月 産業論 兼担 教授 平田　晃正 平成28年4月 産業論 兼担 教授 平田　晃正 平成28年4月 産業論

兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 産業論 兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 産業論 兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 産業論 兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 産業論

兼担 特任教員 桑原　容子 平成30年4月 産業論

専任 教授 榊原　久二男 平成30年4月 産業論

兼担 教授 山下　啓司 平成30年4月 産業論

兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 金融学 兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 金融学 兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 金融学 兼担 准教授 川村　大伸 平成30年4月 金融学

専任 教授 萩原　正弥 平成28年4月 法工学 専任 教授 萩原　正弥 平成28年4月 法工学 専任 教授 萩原　正弥 平成28年4月 法工学 専任 教授 萩原　正弥 平成28年4月 法工学

専任 准教授 安井　晋示 平成28年4月 法工学 専任 准教授 安井　晋示 平成28年4月 法工学 専任 教授 安井　晋示 平成28年4月 法工学 専任 教授 安井　晋示 平成28年4月 法工学

兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 法工学 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 法工学 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 法工学 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 法工学

兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 法工学 兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 法工学 兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 法工学 兼担 教授 渡辺　研司 平成30年4月 法工学

兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 法工学 兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 法工学 兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 法工学 兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 法工学

兼担 教授 市川　洋 平成28年4月 法工学 兼担 教授 市川　洋 平成28年4月 法工学 兼担 教授 市川　洋 平成28年4月 法工学 兼担 教授 市川　洋 平成28年4月 法工学
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

【認可時又は届出時】 【平成28年度】 【平成29年度】

担当授業科目名 職名

【平成30年度】

職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名氏　　名氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月 就任予定年月

兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 法工学 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 法工学 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 法工学 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 法工学

兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 法工学 兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 法工学 兼担 教授 増田　理子 平成28年4月 法工学 兼担 教授 増田　理子 平成28年4月 法工学

兼担 准教授 米谷　昭彦 平成28年4月 法工学 兼担 准教授 米谷　昭彦 平成28年4月 法工学 兼担 准教授 米谷　昭彦 平成28年4月 法工学 兼担 准教授 米谷　昭彦 平成28年4月 法工学

兼担 教授 水谷　章夫 平成28年4月 法工学 兼担 教授 水谷　章夫 平成28年4月 法工学 兼任 非常勤講師 水谷　章夫 平成28年4月 法工学

兼任 非常勤講師 濱田　恵美子 平成28年4月 知的財産権 兼任 非常勤講師 濱田　恵美子 平成28年4月 知的財産権 兼任 非常勤講師 濱田　恵美子 平成28年4月 知的財産権 兼任 非常勤講師 鈴木　恵美 平成30年4月 知的財産権

兼担 准教授 矢野　卓真 平成28年4月 知的財産権 兼担 准教授 矢野　卓真 平成28年4月 知的財産権 兼担 准教授 矢野　卓真 平成28年4月 知的財産権 兼担 准教授 矢野　卓真 平成28年4月 知的財産権

兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 マーケティング 兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 マーケティング 兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 マーケティング 兼担 教授 藤田　素弘 平成30年4月 マーケティング

兼担 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 マーケティング 兼担 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 マーケティング 兼担 特任教員 加藤　雄一郎 平成28年4月 マーケティング 兼任 非常勤講師 小林　富雄 平成30年4月 マーケティング

兼任 非常勤講師 土屋　仁志 平成30年4月 マーケティング

兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営戦略 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営戦略 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営戦略 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営戦略

兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営戦略 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営戦略 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営戦略 兼担 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営戦略

兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 政策科学 兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 政策科学 兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 政策科学 兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 政策科学

兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 政策科学 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 政策科学 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 政策科学 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 政策科学

兼任 非常勤講師 井澤　知旦 平成30年4月 政策科学

兼任 非常勤講師 足立　直樹 平成28年4月 会計学 兼任 非常勤講師 足立　直樹 平成28年4月 会計学 兼任 非常勤講師 足立　直樹 平成28年4月 会計学 兼任 非常勤講師 足立　直樹 平成28年4月 会計学

兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 工学倫理 兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 工学倫理 兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 工学倫理 兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 工学倫理

兼担 教授 藤本　温 平成28年4月 工学倫理 兼担 教授 藤本　温 平成28年4月 工学倫理 兼担 教授 藤本　温 平成28年4月 工学倫理 兼担 教授 藤本　温 平成28年4月 工学倫理

兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 管理工学

兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 川村　大伸 平成30年4月 管理工学

兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 管理工学

兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 管理工学

兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 管理工学

兼担 教授 小竹　暢隆 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 小竹　暢隆 平成28年4月 管理工学 兼任 非常勤講師 小竹　暢隆 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 浜口　孝司 平成30年4月 管理工学

兼担 教授 越島　一郎 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 越島　一郎 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 越島　一郎 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 越島　一郎 平成28年4月 管理工学

兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 管理工学

兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 管理工学

兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 管理工学

兼担 准教授 横山　淳一 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 横山　淳一 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 横山　淳一 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 横山　淳一 平成28年4月 管理工学

兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 管理工学

兼担 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 管理工学 兼担 特任教員 加藤　雄一郎 平成28年4月 管理工学 兼担 助教 青山　友美 平成30年4月 管理工学

兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 管理工学

兼担 助教 石井　成 平成28年4月 管理工学 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 管理工学 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 管理工学 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 管理工学

兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 管理工学 兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 管理工学 兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 管理工学

兼担 准教授 武藤　敦子 平成30年4月 管理工学

兼担 教授 中野　功 平成28年4月 労働者管理基礎論 兼担 教授 中野　功 平成28年4月 労働者管理基礎論 兼担 教授 中野　功 平成28年4月 労働者管理基礎論 兼担 教授 中野　功 平成28年4月 労働者管理基礎論

兼担 准教授 冨田　悟江 平成28年4月 労働者管理基礎論 兼担 准教授 冨田　悟江 平成28年4月 労働者管理基礎論 兼担 准教授 冨田　悟江 平成28年4月 労働者管理基礎論

兼担 助教 吉田　亮 平成28年4月 労働者管理基礎論 兼担 助教 吉田　亮 平成28年4月 労働者管理基礎論 兼担 助教 吉田　亮 平成28年4月 労働者管理基礎論

兼担 教授 井上　雅弘 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 井上　雅弘 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 井上　雅弘 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 井上　雅弘 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 教授 河邊　伸二 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 河邊　伸二 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 河邊　伸二 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 河邊　伸二 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 教授 麓　和善 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 麓　和善 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 麓　和善 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 麓　和善 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 准教授 小松　義典 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 小松　義典 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 小松　義典 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 小松　義典 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 准教授 須藤　正時 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 須藤　正時 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 須藤　正時 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 須藤　正時 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 准教授 梅村　恒 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 梅村　恒 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 梅村　恒 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 梅村　恒 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 助教 伊藤　洋介 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 助教 伊藤　洋介 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 助教 伊藤　洋介 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 助教 伊藤　洋介 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 助教 高橋　之 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 助教 高橋　之 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 加茂　紀和子 平成29年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 加茂　紀和子 平成29年4月 ものづくりとデザイン

兼担 助教 寺田　勝三 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 助教 寺田　勝三 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 助教 寺田　勝三 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 助教 寺田　勝三 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 助教 須藤　美音 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 助教 須藤　美音 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 須藤　美音 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 須藤　美音 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 石松　丈佳 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 石松　丈佳 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 北川　啓介 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 准教授 楠原　文雄 平成29年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 楠原　文雄 平成29年4月 ものづくりとデザイン

兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 自治体行政 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 自治体行政 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 自治体行政

兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 コミュニティと技術 兼任 非常勤講師 大貫　徹 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 教授 加藤　昇平 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 加藤　昇平 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 加藤　昇平 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 加藤　昇平 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 准教授 小田　亮 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 小田　亮 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 小田　亮 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 小田　亮 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 准教授 横山　淳一 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 横山　淳一 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 横山　淳一 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 横山　淳一 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 コミュニティと技術

兼任 非常勤講師 濱田　恵美子 平成28年4月 コミュニティと技術 兼任 非常勤講師 濱田　恵美子 平成28年4月 コミュニティと技術 兼任 非常勤講師 濱田　恵美子 平成28年4月 コミュニティと技術 兼任 非常勤講師 濱田　恵美子 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 助教 石井　成 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 男女共同参画社会論 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 男女共同参画社会論 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 男女共同参画社会論 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 男女共同参画社会論

兼任 非常勤講師 乙部　由子 平成28年4月 男女共同参画社会論 兼任 非常勤講師 乙部　由子 平成28年4月 男女共同参画社会論 兼任 非常勤講師 乙部　由子 平成28年4月 男女共同参画社会論 兼担 特任教員 乙部　由子 平成28年4月 男女共同参画社会論

兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 企業経営 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 企業経営 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 企業経営 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 企業経営

兼担 特任教員 高井　一 平成28年4月 キャリア・コミュニケーション論 兼担 特任教員 高井　一 平成28年4月 キャリア・コミュニケーション論 兼任 非常勤講師 袴田　和子 平成30年4月 キャリア・コミュニケーション論

兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 食糧工学

兼担 教授 多田　豊 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 多田　豊 平成28年4月 食糧工学 兼任 非常勤講師 多田　豊 平成28年4月 食糧工学 兼任 非常勤講師 多田　豊 平成28年4月 食糧工学

兼担 教授 藤　正督 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 藤　正督 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 藤　正督 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 藤　正督 平成28年4月 食糧工学

兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 食糧工学

兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 食糧工学

兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 増田　理子 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 増田　理子 平成28年4月 食糧工学

兼担 准教授 上原　匠 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 上原　匠 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 上原　匠 平成28年4月 食糧工学

兼担 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 食糧工学

兼担 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 食糧工学
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

【認可時又は届出時】 【平成28年度】 【平成29年度】

担当授業科目名 職名

【平成30年度】

職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名氏　　名氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月 就任予定年月

兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 食糧工学

兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 食糧工学

兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 食糧工学

兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 キャリアデザイン 兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 キャリアデザイン 兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 キャリアデザイン 兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 キャリアデザイン

兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成29年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成30年4月 Academic EnglishⅠ

兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅠ

兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 教授 大貫　徹 平成29年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成30年4月 Academic EnglishⅠ

兼担 准教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅠ

兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅠ

兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成29年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成29年4月 Academic EnglishⅠ

兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成29年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成29年4月 Academic EnglishⅠ

兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ

兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 Academic EnglishⅠ

兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅠ

兼任 非常勤講師 Ｐｕｄｗｉｌｌ　Ｌａｒｒｙ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ｐｕｄｗｉｌｌ　Ｌａｒｒｙ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ｐｕｄｗｉｌｌ　Ｌａｒｒｙ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ｐｕｄｗｉｌｌ　Ｌａｒｒｙ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ

兼任 非常勤講師 佐藤　真理 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 佐藤　真理 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 佐藤　真理 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 佐藤　真理 平成28年4月 Academic EnglishⅠ

兼任 非常勤講師 浅井　淳 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 浅井　淳 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 浅井　淳 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 浅井　淳 平成28年4月 Academic EnglishⅠ

兼任 非常勤講師 梅村フィデス　スザンヌ 平成29年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 梅村フィデス　スザンヌ 平成29年4月 Academic EnglishⅠ

兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成29年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成30年4月 Academic EnglishⅡ

兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅡ

兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 教授 大貫　徹 平成29年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成30年4月 Academic EnglishⅡ

兼担 准教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅡ

兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅡ

兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成29年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成29年4月 Academic EnglishⅡ

兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成29年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成29年4月 Academic EnglishⅡ

兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 Academic EnglishⅡ

兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅡ

兼任 非常勤講師 Ｐｕｄｗｉｌｌ　Ｌａｒｒｙ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ｐｕｄｗｉｌｌ　Ｌａｒｒｙ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ｐｕｄｗｉｌｌ　Ｌａｒｒｙ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ｐｕｄｗｉｌｌ　Ｌａｒｒｙ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ

兼任 非常勤講師 佐藤　真理 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 佐藤　真理 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 佐藤　真理 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 佐藤　真理 平成28年4月 Academic EnglishⅡ

兼任 非常勤講師 浅井　淳 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 浅井　淳 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 浅井　淳 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 浅井　淳 平成28年4月 Academic EnglishⅡ

兼任 非常勤講師 梅村フィデス　スザンヌ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 梅村フィデス　スザンヌ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 梅村フィデス　スザンヌ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 梅村フィデス　スザンヌ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ

兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成29年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成29年4月 Academic EnglishⅡ

兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼担 准教授 吉田　江依子 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 吉田　江依子 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 教授 吉田　江依子 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 横越　梓 平成30年4月 English SeminarⅠ

兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 尾山　晋 平成29年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成30年4月 English SeminarⅠ

兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼任 非常勤講師 Binford Paul Kenneth 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Binford Paul Kenneth 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Binford Paul Kenneth 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Binford Paul Kenneth 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼任 非常勤講師 Parsons John Joseph 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Parsons John Joseph 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Parsons John Joseph 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Parsons John Joseph 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼任 非常勤講師 高橋　妙子 平成29年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 高橋　妙子 平成29年4月 English SeminarⅠ

兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼担 准教授 吉田　江依子 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 吉田　江依子 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 教授 吉田　江依子 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 横越　梓 平成30年4月 English SeminarⅡ

兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 高橋　妙子 平成29年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 高橋　妙子 平成29年4月 English SeminarⅡ

兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼任 非常勤講師 Binford Paul Kenneth 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Binford Paul Kenneth 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Binford Paul Kenneth 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Binford Paul Kenneth 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼任 非常勤講師 Parsons John Joseph 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Parsons John Joseph 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Parsons John Joseph 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Parsons John Joseph 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼任 非常勤講師 尾山　晋 平成29年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成30年4月 English SeminarⅡ

兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 大貫　徹 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼担 准教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼任 非常勤講師 Ｃｏｎｒａｄ　Ｂｕｃｓｉｓ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｃｏｎｒａｄ　Ｂｕｃｓｉｓ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｃｏｎｒａｄ　Ｂｕｃｓｉｓ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｃｏｎｒａｄ　Ｂｕｃｓｉｓ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成30年4月 Academic EnglishⅢ

兼任 非常勤講師 石川　淳子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 石川　淳子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 石川　淳子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 石川　淳子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｔｉｍｏｔｈｙ　Ｆ．　Ｄａｙ 平成30年4月 Academic EnglishⅢ

兼担 准教授 Essertier Joseph 平成29年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成29年4月 Academic EnglishⅢ

兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成29年4月 Academic EnglishⅢ

兼担 教授 永井　正司 平成29年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 教授 永井　正司 平成29年4月 Academic EnglishⅢ

兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅣ

兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成29年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 教授 永井　正司 平成29年4月 Academic EnglishⅣ

兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ

兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 教授 永井　正司 平成29年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 教授 吉田　江依子 平成30年4月 Academic EnglishⅣ

兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅣ

兼担 准教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 准教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成29年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成30年4月 Academic EnglishⅣ

兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅣ

兼任 非常勤講師 石川　淳子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 石川　淳子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 石川　淳子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 石川　淳子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

【認可時又は届出時】 【平成28年度】 【平成29年度】

担当授業科目名 職名

【平成30年度】

職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名氏　　名氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月 就任予定年月

兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成30年4月 Academic EnglishⅣ

兼任 非常勤講師 Ｃｏｎｒａｄ　Ｂｕｃｓｉｓ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Ｃｏｎｒａｄ　Ｂｕｃｓｉｓ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Ｃｏｎｒａｄ　Ｂｕｃｓｉｓ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Ｃｏｎｒａｄ　Ｂｕｃｓｉｓ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ

兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ

兼任 非常勤講師 高橋　妙子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 高橋　妙子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ

兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Global EnglishⅠ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Global EnglishⅠ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Global EnglishⅠ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成30年4月 Global EnglishⅠ

兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Global EnglishⅠ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Global EnglishⅠ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Global EnglishⅠ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Global EnglishⅠ

兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 Global EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 Global EnglishⅠ

兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 Global EnglishⅡ 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 Global EnglishⅡ 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 Global EnglishⅡ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成30年4月 Global EnglishⅡ

兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Global EnglishⅡ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Global EnglishⅡ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Global EnglishⅡ

兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 Global EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 Global EnglishⅡ

専任 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 体育実技Ⅰ 専任 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼任 非常勤講師 高田　正義 平成29年4月 体育実技Ⅰ 兼任 非常勤講師 高田　正義 平成29年4月 体育実技Ⅰ

兼担 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼担 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼担 教授 伊藤　宏 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼担 教授 伊藤　宏 平成28年4月 体育実技Ⅰ

兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 体育実技Ⅰ

兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 体育実技Ⅰ 専任 准教授 和坂　俊昭 平成30年4月 体育実技Ⅰ

兼任 非常勤講師 森　悟 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼任 非常勤講師 森　悟 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼任 非常勤講師 森　悟 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼任 非常勤講師 森　悟 平成28年4月 体育実技Ⅰ

兼任 非常勤講師 村上　太郎 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼任 非常勤講師 村上　太郎 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼任 非常勤講師 村上　太郎 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼任 非常勤講師 村上　太郎 平成28年4月 体育実技Ⅰ

兼担 教授 大桑　哲男 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼担 教授 大桑　哲男 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼任 非常勤講師 村上　太郎 平成29年4月 体育実技Ⅱ 兼任 非常勤講師 村上　太郎 平成29年4月 体育実技Ⅱ

兼担 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼担 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼担 教授 伊藤　宏 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼担 教授 伊藤　宏 平成28年4月 体育実技Ⅱ

兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 体育実技Ⅱ

兼任 非常勤講師 高田　正義 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼任 非常勤講師 高田　正義 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼任 非常勤講師 高田　正義 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼任 非常勤講師 高田　正義 平成28年4月 体育実技Ⅱ

兼任 非常勤講師 森　悟 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼任 非常勤講師 森　悟 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼任 非常勤講師 森　悟 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼任 非常勤講師 森　悟 平成28年4月 体育実技Ⅱ

兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 体育実技Ⅱ

兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 健康運動科学演習A

兼担 教授 大桑　哲男 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 大桑　哲男 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 花井　淑晃 平成29年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 花井　淑晃 平成29年4月 健康運動科学演習A

兼担 教授 江龍　修 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 江龍　修 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 江龍　修 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 江龍　修 平成28年4月 健康運動科学演習A

兼担 教授 河邊　伸二 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 河邊　伸二 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 河邊　伸二 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 河邊　伸二 平成28年4月 健康運動科学演習A

兼担 教授 中西　英二 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 中西　英二 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼任 非常勤講師 関　豪 平成29年4月 健康運動科学演習A 兼任 非常勤講師 関　豪 平成29年4月 健康運動科学演習A

兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 健康運動科学演習A

兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 健康運動科学演習A

兼担 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 伊藤　宏 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 伊藤　宏 平成28年4月 健康運動科学演習A

兼担 准教授 打矢　隆弘 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 打矢　隆弘 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼任 非常勤講師 坂田　利弘 平成29年4月 健康運動科学演習A 兼任 非常勤講師 坂田　利弘 平成29年4月 健康運動科学演習A

兼担 准教授 栗田　典明 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 栗田　典明 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 栗田　典明 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 栗田　典明 平成28年4月 健康運動科学演習A

兼担 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 小笠原　理紀 平成29年4月 健康運動科学演習A 兼担 助教 古川　陽輝 平成30年4月 健康運動科学演習A

兼担 助教 飯國　良規 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 助教 飯國　良規 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 助教 飯國　良規 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 助教 飯國　良規 平成28年4月 健康運動科学演習A

兼担 助教 宮川　淳 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 助教 宮川　淳 平成28年4月 健康運動科学演習A 専任 准教授 和坂　俊昭 平成29年4月 健康運動科学演習A 専任 准教授 和坂　俊昭 平成29年4月 健康運動科学演習A

兼担 准教授 山本　靖 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 山本　靖 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 打矢　隆弘 平成30年4月 健康運動科学演習A

専任 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 健康運動科学演習B 専任 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 健康運動科学演習B 専任 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 健康運動科学演習B 専任 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 健康運動科学演習B

兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 健康運動科学演習B

兼担 教授 大桑　哲男 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 教授 大桑　哲男 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼任 非常勤講師 関　豪 平成29年4月 健康運動科学演習B 兼任 非常勤講師 関　豪 平成29年4月 健康運動科学演習B

兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 健康運動科学演習B

兼担 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 教授 伊藤　宏 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 教授 伊藤　宏 平成28年4月 健康運動科学演習B

兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 健康運動科学演習B

兼担 助教 田村　友幸 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 助教 田村　友幸 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 助教 田村　友幸 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 助教 田村　友幸 平成28年4月 健康運動科学演習B

兼担 准教授 小笠原　理紀 平成29年4月 健康運動科学演習B

兼担 准教授 岩津　文夫 平成28年4月 専門基礎科学Ⅰ 兼担 准教授 岩津　文夫 平成28年4月 専門基礎科学Ⅰ 兼担 准教授 岩津　文夫 平成28年4月 専門基礎科学Ⅰ 兼担 特任教員 松野　美海 平成30年4月 専門基礎科学Ⅰ

兼担 准教授 岩津　文夫 平成28年4月 専門基礎科学Ⅱ 兼担 准教授 岩津　文夫 平成28年4月 専門基礎科学Ⅱ 兼担 准教授 岩津　文夫 平成28年4月 専門基礎科学Ⅱ 兼担 特任教員 松野　美海 平成30年4月 専門基礎科学Ⅱ

兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本語表現法 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本語表現法 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本語表現法 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本語表現法

兼任 非常勤講師 金　銀珠 平成28年4月 日本語日本文化 兼任 非常勤講師 金　銀珠 平成28年4月 日本語日本文化 兼担 准教授 金　銀珠 平成28年4月 日本語日本文化 兼担 准教授 金　銀珠 平成28年4月 日本語日本文化

兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本語日本社会 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本語日本社会 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本語日本社会 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本語日本社会

　　　・  設置認可時又は届出時の教員全て（兼任，兼担教員を含む。）を黒字で記入してください。
　　　　その上で，認可時又は届出時から変更となっている箇所は太字の赤字としてください。
　　　・　年齢は，それぞれの年度の５月１日時点の満年齢を記入してください。
　　　・　専任、兼担、兼任の順に記入してください。
　　　・　不要な年度（平成２８年度開設であれば平成２７年度、平成２９年度開設であれば平成２７年度及び平成２８年度、
　　　　平成３０年度開設であれば平成２７年度から平成２９年度）の表は適宜削除し，詰めてください。

（注）・　申請書又は届出書の様式第３号（その２の１）に準じて作成してください。
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【平成２８年度】

　　　　 　　　　

【平成２９年度】

　　　　 　　　　

【平成３０年度】

　　　　 　　　　

（注）・  変更内容を箇条書きで記入してください。変更がない年度は「特になし。」と記入してください。

　　　・　不要な年度（平成２８年度開設であれば平成２７年度、平成２９年度開設であれば平成２７年度及び平成２８年度、平成３０年度開設であれば平成２７年度から
　　　　平成２９年度）の表は適宜削除してください。

　　　　となっている場合は，「教員審査省略」と記入してください。

・松本健郎教授退職に伴い、「電気・機械工学入門」について前田佳弘准教授に、「力学」について浅野勝宏教授に、「生態機能科学」について和坂俊昭准教授に変更。
・出口真次准教授退職に伴い、「電気・機械工学入門」について若土弘樹准教授に変更。
・上記の他、担当教員見直しによる変更。

・岩波保則教授退職に伴い、「情報理論」について安在大祐准教授に変更。
・中村隆教授退職に伴い、「材料加工の力学」について糸魚川文広教授に変更。
・土田陽一教授退職に伴い、「流体力学Ⅱ」「ベクトル解析」について牛島達夫准教授に変更。
・仁科健教授退職に伴い、「金融学」について川村大伸准教授に、「法工学」について渡辺研司教授に、「マーケティング」について
　藤田素弘教授に、「管理工学」について川村大伸准教授に変更。
・永渕康之教授退職に伴い、「人間社会ゼミナール」について川橋範子教授に変更。
・上記の他、担当教員見直しによる変更。

　　　・　認可で設置された学部等の専任教員を変更する場合は，当該専任教員が授業を開始する前に必ず「専任教員採用等設置計画変更書」を提出し，

　　　　大学設置・学校法人審議会による教員資格審査（AC教員審査）を受けてください。AC教員審査を受けずに専任教員として授業等を担当することは出来ません。

　　　・　「専任教員採用等変更書（ＡＣ）」を提出し「可」の教員判定を受けている場合は「○年○月教員審査済」と記入してください。なお，設置認可審査時に教員審査省略

（１）ー②担当教員表に関する変更内容
　　　　 　　　　

特になし。
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（注）・　大学設置基準第十三条別表第一、短期大学設置基準第二十二条別表第一イにより算出される専任教員数を記入してください。

（注）・「設置時の計画」には，設置時に予定されていた完成年度時の人数を記入するとともに，（　）内に開設時の状況を記入してください。

　　　・「現在（報告書提出時）の状況」には、報告書提出年度の５月１日の教員数（実人数）を記入してください。

　　　・「現在（報告書提出時）の完成年度時の計画」には，「現在（報告書提出時）の状況」に記入した数字に，教員審査を受審済みであり，

　　　　完成年度までに就任する教員数を加えた数を記入するとともに，［　］内に設置時の計画との増減数を記入してください。（記入例：１名減の場合：△１）

（注）・「年齢構成」には，当該学部における教員の定年に関する規定に基づく定年年齢（特例等による定年年齢ではありません），

　　　　および，平成３０年５月１日現在，定年に関する規定に基づく特例等により定年を超えて専任教員として採用されている
　　　　教員数および完成年度時に定年を超えて専任教員として採用する教員数を記入してください。
　　　・なお,職位等によって定年年齢が異なる場合には,職位ごとの定年年齢を「定年規定の定める定年年齢」に二段書きで記入
　　　　し，「定年を延長している教員数」には合算した数を記入してください。

現在（報告書提出時）の完成年度時の計画（Ｃ）
設置時の計画（Ａ）

（注）・　小数点以下第３位を切り捨て，小数点以下第２位まで表示されます。

報告書提出時の教員のうち、定年を延長して採用している教員数
現在（報告書提出時）の状況（Ｂ）

（注）・　小数点以下第３位を切り捨て，小数点以下第２位まで表示されます。

　（２）－⑤　現在（報告書提出時）の状況における定年を延長している教員構成率

=
0

= 0 ％
60

歳 名 名

　（２）－④　設置時の計画に対する教員充足率

=
60

= 113.2 ％
53

定年規定の定める
定年年齢（歳）

報告書提出時（上
記（Ｂ））の教員
のうち、定年を延
長して採用してい

る教員数

完成年度時（上記
（Ｃ））の教員う
ち、定年を延長し
て採用する教員数

63 0 4

［△1］ ［7］

　（２）－③　年齢構成

年齢構成

0 8 60
26 8 60

（23） （26） （0） （10） （59） [5] ［3］ ［0］

26 0

講　師 助　教
計

（Ｃ）

21 23 0 9 53
26 26

准教授 講　師 助　教
計

（Ｂ）
教　授 准教授教　授 准教授 講　師 助　教

計
（Ａ）

教　授

名 名

　　　　

　（２）－②　専任教員数

設置時の計画 現在（報告書提出時）の状況 現在（報告書提出時）の完成年度時の計画

（２） 専任教員数等

　（２）－①　設置基準上の必要専任教員数

完成年度時における
設置基準上の必要専

任教員数

うち、完成年度時に
おける設置基準上の

必要教授数

12 6
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科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

　（３）－③　上記（３）－①　・　（３）－②　の合計

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

（３）－③合計（Ｄ）+（Ｆ）
（２）－②設置時の計画（Ａ）

（注）・　小数点以下第３位を切り捨て，小数点以下第２位まで表示されます。

計 0

　（３）－④　設置時の計画に対する教員辞任率

=
0

= 0 ％
53

0 自由 0

計 0 科目 計 0 計 0

選択 0 選択 0

自由 0 科目 自由 0 自由

0 必修 0 必修 0

選択 0 科目 選択 0
0 人

必修 0 科目 必修

　　　・　また、担当予定であった科目の後任補充の状況について、各科目ごとに状況を以下「①」～「③」から選択し、

　　　　　「後任補充理由」の欄にその数字を記載してください。

・専任教員が担当する（している）場合は「①」
・兼任兼担教員が担当する（している）場合は「②」
・後任未定、科目廃止など、上記「①」「②」以外の場合は「③」

合計（Ｄ）＋（Ｆ） 後任補充状況の集計（Ｅ）＋（Ｇ）

辞任等した教員数 担当科目数の合計（a）+（b）+（c） ①の合計数（a） ②の合計数（b） ③の合計数（c）

計 0

（注）・　一度就任した後に、定年による退職以外の理由で辞任した全ての専任教員についてに記入してください。

　　　・　昨年度の報告後から今年度の報告時までに専任教員が新たに辞任等した場合，赤字にて記入するとともに，「辞任等の理由」

　　　　　に辞任理由等および（　）書きで報告年度を記入してください。

0 人

必修 0

0 自由 0

計 0 科目 計 0 計 0

選択 0 選択 0

自由 0 科目 自由 0 自由

0 必修 0 必修 0

選択 0 科目 選択 0

科目 必修

合計（Ｆ） 後任補充状況の集計（Ｇ）

辞任した教員数 担当科目数の合計（a）+（b）+（c） ①の合計数（a） ②の合計数（b） ③の合計数（c）

辞任等の理由

該当なし

番　号 職　位 専任教員氏名 必修・選択・自由の別 担当予定科目 後任補充状況

　　　　　「就任辞退（未就任）の理由」に就任辞退の理由等および（　）書きで報告年度を記入してください。

　　　・　また、担当予定であった科目の後任補充の状況について、各科目ごとに状況を以下「①」～「③」から選択し、

　　　　　「後任補充理由」の欄にその数字を記載してください。

・専任教員が担当する（している）場合は「①」
・兼任兼担教員が担当する（している）場合は「②」
・後任未定、科目廃止など、上記「①」「②」以外の場合は「③」

　（３）－②　専任教員辞任の理由及び後任補充状況

計 0

（注）・　認可時又は届出時以降、就任を辞退した全ての専任教員の就任辞退の理由を具体的に記入してください。

　　　・　「就任辞退（未就任）」とは、認可又は届出時に就任予定としながら、実際には就任しなかった教員のことです。

　　　　　就任した後に辞任した教員は、以下「（３）－②専任教員辞任の理由及び後任補充状況」に記入してください。

　　　・　昨年度の報告後から今年度の報告時までに専任教員が新たに就任を辞退した場合，赤字にて記入するとともに，

0 人

必修 0

0 自由 0

計 0 科目 計 0 計 0

選択 0 選択 0

自由 0 科目 自由 0 自由

0 必修 0 必修 0

選択 0 科目 選択 0

科目 必修

合計（Ｄ） 後任補充状況の集計（Ｅ）

就任を辞退した教員数 担当科目数の合計（a）+（b）+（c） ①の合計数（a） ②の合計数（b） ③の合計数（c）

就任辞退（未就任）の理由

該当なし

（３） 専任教員辞任等の理由

　（３）－①　専任教員の就任辞退（未就任）の理由及び後任補充状況

番　号 職　位 専任教員氏名 必修・選択・自由の別 担当予定科目 後任補充状況
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科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

（４） 専任教員交代に係る「大学の所見」及び「学生への周知方法」

（注）・　上記（３）の専任教員辞任等による学生の履修等への影響に関する「大学の所見」及び「学生への周知方法」を

　　　　記入してください。

　　　・　また、担当予定であった科目の後任補充の状況について、各科目ごとに状況を以下「①」～「③」から選択し、

　　　　　「後任補充理由」の欄にその数字を記載してください。

・専任教員が担当する（している）場合は「①」
・兼任兼担教員が担当する（している）場合は「②」
・後任未定、科目廃止など、上記「①」「②」以外の場合は「③」

専任教員辞任等による学生の履修等への重大な影響は認められない。
各授業における担当教員情報についてはシラバスや授業時間割表にて周知している。

計 0

（注）・　定年により退職した全ての専任教員についてに記入してください。

　　　・　昨年度の報告後から今年度の報告時までに専任教員が新たに辞任等した場合，赤字にて記入するとともに，「辞任等の理由」

　　　　　に辞任理由等および（　）書きで報告年度を記入してください。

0 人

必修 0

0 自由 0

計 0 科目 計 0 計 0

選択 0 選択 0

自由 0 科目 自由 0 自由

0 必修 0 必修 0

選択 0 科目 選択 0

科目 必修

合計 後任補充状況の集計

辞任した教員数 担当科目数の合計（a）+（b）+（c） ①の合計数（a） ②の合計数（b） ③の合計数（c）

該当なし

　（３）－⑤　定年により退職した専任教員に対する後任補充状況

番　号 職　位 専任教員氏名 必修・選択・自由の別 担当予定科目 後任補充状況 辞任等の理由
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区　　　分
未履行事項について

の実施計画

設　置　時 該当なし

（２８年４月）

設置計画履行状況 該当なし

調　　 査　　 時

（２９年２月）

設置計画履行状況 該当なし

調　　 査　　 時

（３０年２月）

６　留意事項等に対する履行状況等

留　意　事　項　等 履　行　状　況

（注）・　「設置時」には，当該大学等の設置時（認可時又は届出時）に付された留意事項（学校法人の

　　　　寄附行為又は寄附行為変更の認可の申請に係る留意事項を除く。） と，それに対する履行状況等

　　　・　「設置計画履行状況調査時」の（年月）には，調査結果を公表した月（通常２月）を記入して

　　　　ください。（実地調査や面接調査を実施した日ではありません。）

　　　　について，具体的に記入し，報告年度を（　　）書きで付記してください。

　　　・　「設置計画履行状況調査時」には，当該設置計画履行状況調査の結果，当該大学に付された意見を

　　　　全て記入するとともに，付された意見に対する履行状況等について，具体的に記入してください。

　　　　その履行状況等を裏付ける資料があれば，添付してください。

　　　・　「履行状況」では，履行途中であれば「未履行」，履行済みであれば「履行済」を選択してください。

　　　・　該当がない場合には，「該当なし」と記入してください。

28 88/202



設　置　時　の　計　画 変更内容・状況，今後の見通しなど

１～６の項目に記入した事項以外の変更なし

　　・　授業の英語化をデザインする　ー英文シラバスを起点としてー

　  ・　高等学校新課程『数学』・『化学』の現状について

（注）・　１～６の項目に記入した事項以外で，設置時の計画より変更のあったもの（未実施を含む。）

　　　　及び法令適合性に関して生じた留意すべき事項について記入してください。

（２） 教員の資質の維持向上の方策（ＦＤ・ＳＤ活動含む）

７　その他全般的事項

＜工学部　電気・機械工学科＞

（１） 設置計画変更事項等

①　実施体制

　ａ　委員会の設置状況

　　　工学教育総合センターの創造教育開発オフィスにおいて，工学教育の質的向上に資することを目的として，
　　　ファカルティ・ディベロップメントの推進及び授業評価を行う教育機能開発部門を設置している。また全
　　　学的な視点からファカルティ・ディベロップメント活動の推進を図ることを目的として，平成29年11月1日
　　　より名古屋工業大学ファカルティ・ディベロップメント委員会を設置した。

　ｂ　委員会の開催状況（教員の参加状況含む）

　　・　みんなで授業評価アンケートを考えよう

  　・　eラーニングの現状と活用方法

　　・　「わかったつもり」を「わかった」へ　主体的な学びの場の構築　等

　ｂ　実施方法

      チラシを作成し事前アナウンスを行い，時に学外講師を招いて実施している。

　　　 工学教育総合センター会議を３回，ファカルティ・ディベロップメント委員会１回実施した。（約40名の教員が参加）

　ｃ　委員会の審議事項等

　　　全学のFDに関する基本方針の策定及び活動の総括，企画・立案・実施及び評価の総括等。

②　実施状況

　ａ　実施内容

　ｃ　開催状況（教員の参加状況含む）

      平成29年度は「a 実施内容」の通り開催し，参加人数はそれぞれ，41名，40名，45名，40名，39名であった。

　ｄ　実施結果を踏まえた授業改善への取組状況

　　　各教員において，授業改善に取り組んでいる。

③　学生に対する授業評価アンケートの実施状況

　ａ　実施の有無及び実施時期

　　　前期末及び後期末において実施している。

　ｂ　教員や学生への公開状況，方法等

　　　一般的な集計結果についてはHPにて公開し，授業科目ごとの詳細結果については個別に学内の授業評価
　　　システムにて公開している。

（注）・「①ａ　委員会の設置状況」には，関係規程等を転載又は添付すること。

　　　　「②実施状況」には，実施されている取組を全て記載すること。（記入例参照）
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（３） 自己点検・評価等に関する事項

①　設置の趣旨・目的の達成状況に関する総括評価・所見

　現状把握と分析を行いつつ、全学評価室を中心に評価する予定である。

②　自己点検・評価報告書

　ａ　公表（予定）時期

　　・平成３０年６月末　公表予定

　ｂ　公表方法

　　・大学ホームページ上に公開予定（平成３０年６月末を予定）

③　認証評価を受ける計画

　　・平成３３年度に評価機関（独立行政法人大学改革支援・学位授与機構）の評価を受けるべく学内で検討中

（注）・　設置時の計画の変更（又は未実施）の有無に関わらず記入してください。

　　　　また，「①　設置の趣旨・目的の達成状況に関する総括評価・所見」については，できるだけ具体的な根拠を

　　　　含めて記入してください。

　　　　　なお，「②　自己点検・評価報告書」については，当該調査対象の組織に関する評価内容を含む報告書につ

　　　　いて記入してください。

（４） 情報公表に関する事項

○　設置計画履行状況報告書

　ａ　ホームページに公表（予定）の有無　　　　　（　　　有　　　・　　　無　　　）

　ｂ　公表（予定）有の場合の公表（予定）時期　　（　平成３０年６月２９日　　）

（注）・　「ａ　ホームページに公表（予定）有無」には，５月１日時点で公表している場合，もしくは，今後公表

　　　　する予定の場合は，「有」にマルを記入してください。今後も公表する予定がない場合は，「無」にマルを

　　　　記入してください。

　　　・　「ｂ　公表（予定）有の場合の公表（予定）時期」には，「ａ　ホームページに公表（予定）有無」で

　　　　「有」にマルを記入した場合のみ，時期を記入してください。
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設　　置　　時 変　更　状　況 備　　　考

（ ｳｶｲ ﾋﾛﾕｷ ）

鵜飼　裕之 － －

（平成２６年４月）

－ － －

ﾏﾂｵ ﾋﾛｼ ｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ

松尾　啓志 伊藤　孝行

（平成２８年４月） （平成２９年４月）

（４） 管理運営組織

　　　・大学独自の職名を設けていて当該職位がない場合は，各職に相当する職名の方を記載してください。

（注）・「変更状況」は，変更があった場合に記入し，併せて「備考」に変更の理由と変更年月日，報告年度を

　　　（　）書きで記入してください。

　　　　　　平成３０年度に報告する内容　→（30）

　　　・昨年度の報告後から今年度の報告時までに変更があれば，「変更状況」に赤字にて記載（昨年度までに報告

　　　　された記載があれば，そこに赤字で見え消し修正）するとともに，上記と同様に，「備考」に変更理由等を

　　　・大学院の場合には，「職名」を「研究科長」等と修正して記入してください。

　　　（例）平成２９年度に報告済の内容　→（29）

　　　　記入してください。

（２） 大　学　名

　　　〒４６６－８５５５

（３） 大学の位置

学 部 長

学科長

（注）・対象学部等の位置が大学本部の位置と異なる場合，本部の位置を（　）書きで記入してください。

学　　長

職　　名

平成29年3月31日　任期満了
平成29年4月 1日　就任(29)

　　　・対象学部等が複数のキャンパスに所在する場合には，複数のキャンパスの所在地をそれぞれ記載して

　　　　ください。

１　調査対象大学等の概要等

（１） 設　置　者

　　　　国立大学法人　名古屋工業大学

　　　　名古屋工業大学

　　　　愛知県名古屋市昭和区御器所町
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　　　・　なお，課程認定等によりコースや専攻に入学定員を定めている場合は，法令上規定されている最小単位
　　　　（大学であれば「学科」、短期大学であれば「専攻課程」でも記載してください。その場合適宜各項目の表
　　　　を追加してください。
　　　・　様式は，平成２７年度開設の４年制の学科の場合（平成３０年度までの４年間）ですが，開設年度・

　　　に報告書を作成してください。

　工学部
情報工学科

　学士（工学）
　学士（学術）

対象年度

区　分 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期

人 人 人 人 人 人 人 人

768 - 804 - 668 -

(　-　) (　-　) (　-　) (　-　) ( 14 ) (　-　) (　 　) (　 　)

[ 21 ] [ - ] [ 26 ] [ - ] [ 43 ] [ - ] [ 　 ] [ 　 ]

586 - 631 - 502 -

(　-　) (　-　) (　-　) (　-　) ( 12 ) (　-　) (　 　) (　 　)

[ 21 ] [ - ] [ 24 ] [ - ] [ 37 ] [ - ] [ 　 ] [ 　 ]

164 - 167 - 167 -

(　-　) (　-　) (　-　) (　-　) ( 5 ) (　-　) (　 　) (　 　)

[ 6 ] [ - ] [ 8 ] [ - ] [ 9 ] [ - ] [ 　 ] [ 　 ]

147 - 154 - 154 -

(　-　) (　-　) (　-　) (　-　) ( 2 ) (　-　) (　 　) (　 　)

[ 3 ] [ - ] [ 4 ] [ - ] [ 6 ] [ - ] [ 　 ] [ 　 ]

入学定員超過率
Ｂ／Ａ

　　　　「－」を記入してください。

　　　・　[ 　 ]内には，留学生の状況について内数で記入してください。該当がない年には「－」を記入して

　　　　ください。

　　　・　留学生については，「出入国管理及び難民認定法」別表第一に定められる「『留学』の在留資格（いわゆる

　　　　「留学ビザ」）により，我が国の大学（大学院を含む。），短期大学，高等専門学校，専修学校（専門課程）

　　　　及び我が国の大学に入学するための準備教育課程を設置する教育施設において教育を受ける外国人学生」を

　　　　記載してください。

　　　・　短期交換留学生など，定員内に含めていない学生については記入しないでください。

　　　・　転入学生は記入しないでください。

　　　・　学期の区分に従い学生を入学させる場合は、春季入学とその他の学期（春季入学以外の学期区分を設けている

　　　　場合）に分けて数値を記入してください。春季入学のみの実施の場合は、その他の学期欄は「－」を記入して

　　　　ください。また，その他の学期に入学定員を設けている場合は，備考欄にその人数を記入してください。

　　　・　「入学定員超過率」については，各年度の春季入学とその他を合計した入学定員，入学者数で算出して

　　　　ください。なお，計算の際は小数点以下第３位を切り捨て，小数点以下第２位まで記入してください。

　　　・　「平均入学定員超過率」には，開設年度から提出年度までの入学定員超過率の平均を記入してください。

　　　　なお，計算の際は「入学定員超過率」と同様にしてください。

人 年次

調査対象学部等の
名称（学位）

（５）　調査対象学部等の名称，定員，入学者の状況等

（注）・　当該調査対象の学部の学科または研究科の専攻等，定員を定めている組織ごとに記入してください（入試
　　　　区分ごとではありません）。

　　　　修業年限に合わせて作成してください。（修業年限が３年以下の場合には欄を削除し，５年以上の場合
　　　　には，欄を設けてください。）

　（５）－①　調査対象学部等の名称等

平均入学定員
超 過 率

人

　　　　（その２の１））」の「学位又は学科の分野」と同様に記入してください。

（注）・　定員を変更した場合は，「備考」に変更前の人数，変更年月及び報告年度を（　）書きで記入してください。

　　　・　学生募集停止を予定している場合は、「備考」にその旨記載してください。
　　　・　「学位又は学科の分野」には、「認可申請書」又は「設置届出書」の「教育課程等の概要（別記様式第２号

工学関係

年

1.01 1.06 1.06

(　　 　)

[ 　-　 ] [ 　-　 ] [ 　-　 ] [ 　　　 ]

( 　-　 )

（注）・　数字は，平成３０年５月１日現在の数字を記入してください。

　　　・　（　 ）内には，編入学の状況について外数で記入してください。なお，編入学を複数年次で行って

　　　　いる場合には，((  ))書きとするなどし，その旨を「備考」に付記してください。 該当がない年には

Ａ　 入学定員

志願者数

受験者数

合格者数

Ｂ　 入学者数

人

備　　考
学位又は学科

の分野

設 置 時 の 計 画

修業年限 入学定員 編入学定員 収容定員

備　　考

145 145 145
( 　-　 ) (   2   )

平成２８年度 平成２９年度

3年次
4 145 2 584

1.04倍

　（５）－②　調査対象学部等の入学者の状況

平成３０年度 平成３１年度
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対象年度

学　年 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期

147 - 154 - 154 -

[ 3 ] [ - ] [ 4 ] [ - ] [6] [ - ] [　　 ] [　 　]

（ - ） （ - ） （ - ） （ - ） （ - ） （ - ）

147 - 153 -

[ 3 ] [ - ] [4] [ - ] [　　 ] [　 　]

（ - ） （ - ） （ - ） （ - ） （　　） （　　）

148 -

[3] [ - ] [　　 ] [　 　]

（ - ） （ - ） （　　） （　　）

[　　 ] [　 　]

（　　）（　　）

　　　　ください。

　　　・　留学生については，「出入国管理及び難民認定法」別表第一に定められる「『留学』の在留資格（いわゆる

　　　　「留学ビザ」）により，我が国の大学（大学院を含む。），短期大学，高等専門学校，専修学校（専門課程）

　　　　及び我が国の大学に入学するための準備教育課程を設置する教育施設において教育を受ける外国人学生」を

　　　　記載してください。

　　　・　短期交換留学生など，定員内に含めていない学生については記入しないでください。

　　　・　編入学生や転入学生も含めて記入してください。その際，備考欄に人数の内訳を記入してください。

　　　・　学期の区分に従い学生を入学させる場合は，春季入学とその他の学期（春季入学以外の学期区分を設けている

　　　　場合）に分けて数値を記入してください。春季入学のみの実施の場合は，その他の学期欄は「－」を記入して

　　　　ください。また，その他の学期に入学定員を設けている場合は，備考欄にその人数を記入してください。

　　　・　「計」については，各年度の春季入学とその他の学期を合計した在学者数，留学生数を記入してください。

平成３１年度

４年次

　（５）－③　調査対象学部等の在学者の状況

平成２８年度 平成２９年度

[ 3 ] [ 7 ] [13] [　　　　 ]

１年次

２年次

３年次

（　　　　 ）

（注）・　数字は，平成３０年５月１日現在の数字を記入してください。

　　　・　[ 　 ]内には，留学生の状況について内数で記入してください。該当がない年には「－」を記入して

3年次編入学生数
H30：2名

計

147 301 455

　　　・（　）内には，留年者の状況について，内数で記入してください。該当がない年には「－」を記入してくだ

　　　　さい。

（ - ） （ - ） （ - ）

備　　　　　考
平成３０年度
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　（５）－④　調査対象学部等の退学者等の状況

入学した年度

147 人 0 人 平成２８年度 0 人 0 人

平成２８年度 1 人 0 人 一身上の都合（1人）

平成２９年度 1 人 0 人 他の教育機関への入学（1人）

平成２８年度 0 人 0 人

平成２９年度 0 人 0 人

平成３０年度 0 人 0 人

平成２７年度 人 人

平成２８年度 人 人

平成２９年度 人 人

平成３０年度 人 人

903 人 2 人

　（５）－⑤　調査対象学部等の年度ごとの退学者の割合

【平成２８年度】

平成２８年度の退学者数（ａ） 0
平成２８年度の在学者数（ｂ） 147

【平成２９年度】

平成２９年度の退学者数（ａ） 2
平成２９年度の在学者数（ｂ） 301

【平成３０年度】

平成３０年度の退学者数（ａ） 0
平成３０年度の在学者数（ｂ） 455

【平成３１年度】

平成３１年度の退学者数（ａ） 0
平成３１年度の在学者数（ｂ） 0

（注）・　小数点以下第３位を切り捨て，小数点以下第２位まで表示されます。

#DIV/0! ％

0 ％

0.66 ％

0 ％

=

=

=

=

=

=

=

=

　　　　　　　　　　　　　　　・就職　　　・学生個人の心身に関する事情　　　　・家庭の事情　　　・除籍　　　　・その他

　　　・　各年度の在学者数については，該当年度に在学した人数を記入してください。（途中で退学者がいた場合でも、その退学者数を減らす必要は

　　　・　内訳については，退学した学生が入学した年度ごとに記入してください。また、留学生数欄の人数については、退学者数の内数を記入してください。

　 ・　留学生については，「出入国管理及び難民認定法」別表第一に定められる「『留学』の在留資格（いわゆる「留学ビザ」）

　　　により，我が国の大学（大学院を含む。），短期大学，高等専門学校，専修学校（専門課程）及び我が国の大学に入学するための

　　　準備教育課程を設置する教育施設において教育を受ける外国人学生」を記入してください。

　　　　　ありません。）

　　　・　「主な退学理由」は，下の項目を参考に記入してください。その際，「就学意欲の低下（○人）」というように，その人数も含めて記入してください。

　 ・　短期交換留学生など，定員内に含めていない学生については記入しないでください。

内訳

　　　　　　（記入項目例）・就学意欲の低下　　　・学力不足　　　・他の教育機関への入学・転学　　　　　　　・海外留学

人

0

（注）・　数字は，平成３０年５月１日現在の数字を記入してください。　

合　　計

人

主な退学理由

　　　区　分

対象年度
退学者数の
うち留学生数

平成２８年度

平成２９年度

平成３０年度 455

退学者数

在学者数（b） 退学者数（a）

人

　　　・　在学者数や退学者数には編入学生や転入学生も含めて記入してください。

2人301

平成３１年度 人

人
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1 1

1

2

1 2

1

1 1

2 2

1

1 1

1 1

1

1

1 1

2 2

1

1 1

1 1

1

1

1

1 1

2 2

1

1 1

1 1

1

1

1

1 1

1

2 2

1

1

1

1 1

1

1

1 2

1

1

1

1 1

1 1

1

2 2

1

1 1

1

1 1

1 1

1 1知能ロボット制御論 3後 2知能ロボット制御論 3後 2

2 1知識システム 3後知識システム 3後 2 1

マルチエージェントシステム 3前 2マルチエージェントシステム 3前 2

2 1ウェブインテリジェンス 3前ウェブインテリジェンス 3前 2 1

1機械学習論 3前 2機械学習論 3前 2 1

2 1 11 知能処理学 2後知能処理学 2後 2 1

知識表現と推論 2後 2知識表現と推論 2後 2

2 1微分方程式 4前微分方程式 4前 2 1

2データベース論 3後 2データベース論 3後 2 1

1 21 情報工学特別講義 3後情報工学特別講義 3後 1 1

音声情報処理 3後 2音声情報処理 3後 2

2 11 情報セキュリティ 3後情報セキュリティ 3後 2 1

2ソフトウェア工学セミナーⅡ 3後 2ソフトウェア工学セミナーⅡ 3後 2 1 1

2 21 ソフトウェア工学セミナーⅠ 3前ソフトウェア工学セミナーⅠ 3前 2 1

1画像情報処理 3前 2画像情報処理 3前 2 1

2 11 プログラミング応用 3前プログラミング応用 3前 2

1パターン認識 3前 2パターン認識 3前 2

2ソフトウェア工学 3前ソフトウェア工学 3前 2

情報通信技術政策 3前 2 21 1

2情報ネットワーク 3前 2

1

情報ネットワーク 3前 2

科学技術計算 2後 2 2科学技術計算 2後 2 2 1

2後 2 2データサイエンス 2後 2 2

2 2コンピュータアーキテクチャⅡ 2後 2 1 1

2 1オペレーティングシステム

データサイエンス

2後

コンピュータアーキテクチャⅡ 2後

1

知

能

情

報

2

知

能

情

報

オペレーティングシステム 2後 2

情報通信技術政策 3前 2

知識表現と推論 3後 2知識表現と推論 3後 2

2 11 分散システム論 3後分散システム論 3後 2

1プログラミング言語論 3前 2プログラミング言語論 3前 2

2 11 電気電子回路 3前電気電子回路 3前 2

1信号処理 2後 2信号処理 2後 2

2 1システムプログラム 2後システムプログラム 2後 2 1

コンパイラ 2後 2コンパイラ 2後 2 1

2 1計算幾何学 2後計算幾何学 2後 2 1

1微分方程式 4前 2微分方程式 4前 2 1

2 2データベース論 3後データベース論 3後 2 1

1情報工学特別講義 3後 1情報工学特別講義 3後 1 1 1

2音声情報処理 3後音声情報処理 3後 2

1情報セキュリティ 3後 2情報セキュリティ 3後 2 1 1

2 11 ソフトウェア工学セミナーⅡ 3後ソフトウェア工学セミナーⅡ 3後 2 1

1ソフトウェア工学セミナーⅠ 3前 2ソフトウェア工学セミナーⅠ 3前 2 1 1

2 1画像情報処理 3前画像情報処理 3前 2 1

1プログラミング応用 3前 2プログラミング応用 3前 2 1

2 1パターン認識 3前パターン認識 3前 2

ソフトウェア工学 3前 2ソフトウェア工学 3前 2

2 1情報通信技術政策 3前 2 1 1

2情報ネットワーク 3前 2

ネッ

ト

ワー

ク

情報通信技術政策 3前

1

情報ネットワーク 3前 2

科学技術計算 2後 2 2科学技術計算 2後 2 2 1

2後 2 2データサイエンス 2後 2 2

2後 2 2コンピュータアーキテクチャⅡ 2後 2 1 コンピュータアーキテクチャⅡ

2後 2 1

1

オペレーティングシステム

データサイエンス

1

展

開

科

目

2

展

開

科

目

ネッ

ト

ワー

ク

オペレーティングシステム 2後 2

2後 2 2 12 形式言語とオートマトン

2 1

形式言語とオートマトン 2後 2

フーリエ解析 2前 2フーリエ解析 2前 2 2 1

データ構造とアルゴリズム 2前 2データ構造とアルゴリズム 2前 2 1 1

2前 2 1 11 1 情報理論

2

情報理論 2前 2

コンピュータアーキテクチャⅠ 2前 2コンピュータアーキテクチャⅠ 2前 2 2

1情報数学Ⅱ 2前 2情報数学Ⅱ 2前 2 1 1

1後 2 11 情報数学Ⅰ

2

情報数学Ⅰ 1後 2

ディジタル回路 1前 2ディジタル回路 1前 2 2

2 3情報工学概論 1前 2 2

メ

ディ

ア

情

報

情報工学概論 1前

メ

ディ

ア

情

報

2 1形式言語とオートマトン 2後 2形式言語とオートマトン 2後 2 2

2前 2 2 12 1 フーリエ解析フーリエ解析 2前 2

データ構造とアルゴリズム 2前 2データ構造とアルゴリズム 2前 2 1 1

1 1情報理論 2前 2情報理論 2前 2 1 1

2前 2 22 コンピュータアーキテクチャⅠ

1

コンピュータアーキテクチャⅠ 2前 2

情報数学Ⅱ 2前 2

1

1 1

情報数学Ⅰ 1後 2

2

情報数学Ⅰ 1後 2 1

ディジタル回路 1前 2ディジタル回路 1前 2 2

2 3情報工学概論 1前 2 2 情報工学概論 1前

知

能

情

報

2知

能

情

報

情報数学Ⅱ 2前

2 2 12 形式言語とオートマトン 2後形式言語とオートマトン 2後 2

2 1フーリエ解析 2前 2フーリエ解析 2前 2 2 1

2 11 データ構造とアルゴリズム 2前データ構造とアルゴリズム 2前 2 1

1 1情報理論 2前 2情報理論 2前 2 1 1

2 22 コンピュータアーキテクチャⅠ 2前コンピュータアーキテクチャⅠ 2前 2

1情報数学Ⅱ 2前 2情報数学Ⅱ 2前 2 1 1

2 1情報数学Ⅰ 1後情報数学Ⅰ 1後 2 1

2ディジタル回路 1前 2ディジタル回路 1前 2 2

2 3情報工学概論 1前 2 2 情報工学概論 1前

基

盤

科

目

ネッ

ト

ワー

ク

基

盤

科

目

ネッ

ト

ワー

ク

2 12 プログラミングⅢ 2後プログラミングⅢ 2後 2

3プログラミングⅡ 2前 2プログラミングⅡ 2前 2 1 3

2 1 22 確率 1後確率 1後 2 1

21 プログラミングⅠ 1後プログラミングⅠ 1後 2 1

3コンピュータ入門 1後

専

門

教

育

科

目

学

科

共

通

科

目

1 2 2

2

専

門

教

育

科

目

学

科

共

通

科

目

コンピュータ入門 1後 2

選　択 自　由 教　授

配 当
年 次

単位数 専任教員等の配置

准教授 講　師 助　教 助　手

兼

任

・

兼

担必　修 選　択 自　由 教　授 准教授 講　師 助　教 助　手 必　修

【認可時又は届出時】 【平成３０年度】

科目
区分

授業科目の名称 配 当
年 次

単位数 専任教員等の配置 兼

任

・

兼

担

科目
区分

授業科目の名称

（１）ー① 授業科目表

＜工学部　情報工学科＞

２　授業科目の概要
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1 1

1

2 2

1

1 1

1

1 1

2 3

2 3

1

1

5 5

5 5

5 5

5 5

6 5

2 2

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 2

1 1

1 1

1 1

1 2

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1

2 3

2 3

1 1

1 1

1 1

2 2

2 2

2 2

1 1

1 1

6 6

2 2

5 6

1 1

10 9

2 2

2 3

2 2

2 3

1 1

2 2

16 162 1管理工学 3前・後管理工学 3後 2

工学倫理 3前・後 2工学倫理 3前・後 2

2会計学 3前・後会計学 3前・後 2

政策科学 3前・後 2政策科学 3前・後 2

2経営戦略 3前・後経営戦略 3前・後 2

マーケティング 3前・後 2マーケティング 3前・後 2

2知的財産権 3前・後知的財産権 3前・後 2 経

営

リ

テ

ラ

シー

金融学 3前 2

法工学 3前・後 2

1

経

営

リ

テ

ラ

シー

金融学 3前 2

産業論 2後 2 21

産

業

・

経

営

リ

産

業

・

経

営

リ

産業論 2後 2

法工学 3前・後 2

1理系基礎演習 1前 2理系基礎演習 1前 2 1 1

2生体機能科学 2後生体機能科学 2後 2

地球科学 2前 2地球科学 2前 2

2化学結合論 1前化学結合論 1前 2

基礎化学 1後 2基礎化学 1後 2

2電磁気学 1後

自

然

科

学

基

礎

科

目

電磁気学 1後 2

1前 2力学

1後 3 2 1微分積分Ⅱ及び演習 1後 3 2 1 微分積分Ⅱ及び演習

3 2 1微分積分Ⅰ及び演習 1前 3 2 1 1前

2 2線形代数Ⅱ 1後 2 線形代数Ⅱ 1後

3 2線形代数Ⅰ及び演習

微分積分Ⅰ及び演習

1前

2

2

2

自

然

科

学

基

礎

科

目

線形代数Ⅰ及び演習 1前 3

力学 1前

2日本国憲法 1前～2後日本国憲法 1前～2後 2

地域研究Ⅱ 1前～2後 2地域研究Ⅱ 1前～2後 2

2地域研究Ⅰ 1前～2後地域研究Ⅰ 1前～2後 2

1情報社会論 1前～2後 2情報社会論 1前～2後 2 2 1

2生涯学習論 1前～2後 2 生涯学習論 1前～2後

2公共政策論 1前～2後 2 公共政策論 1前～2後

2現代政治論 1前～2後 2

2現代社会論 1前～2後 2

21前～2後

現代社会論 1前～2後

技

術

と

社

会

・

国

際

現代政治論 1前～2後
技

術

と

社

会

・

国

際

経済学 1前～2後 2

宗教文化論 1前～2後 2宗教文化論 1前～2後 2

2公共の哲学 1前～2後 2

21前～2後

技

術

と

歴

史

・

哲

学 公共の哲学 1前～2後

近現代史近現代史 1前～2後 2

共生社会論 1前～2後 2

科学と哲学 1前～2後 2科学と哲学 1前～2後 2

2科学思想史 1前～2後 2

科学技術史 1前～2後 2

科学思想史 1前～2後

2

科学技術史 1前～2後 2

2

技

術

と

歴

史

・

哲

学

アジア・太平洋史 1前～2後 2

共生社会論 1前～2後

2人間社会ゼミナール 1前～2後人間社会ゼミナール 1前～2後 2

1前～2後 2 11 人間行動学人間行動学 1前～2後 2

日本文化論 1前～2後 2日本文化論 1前～2後 2

2対人コミュニケーション論

技

術

と

人

間

・

心

理

対人コミュニケーション論 1前～2後 2

生物と環境 1前～2後 2 11 1

心理学 1前～2後 2心理学 1前～2後 2

2感性と社会 1前～2後

共

通

科

目

人

間

社

会

科

目

1前～2後

アジア・太平洋史 1前～2後

経済学

感性と社会 1前～2後 2

異文化理解 1前～2後 2 異文化理解 1前～2後 2
技

術

と

人

間

・

心

理

生物と環境 1前～2後 2

3フレッシュマンセミナー 1前 21 11前 2

9

共

通

科

目

人

間

社

会

科

目

フレッシュマンセミナー

4通 8 15 1911 17 11 卒業研究卒業研究 4通 8

15 19 911 実践研究セミナー 3後 2実践研究セミナー 3後 2 11 17

1 1インターンシップⅡ 4後 2インターンシップⅡ 4後 2 1 1

2 1 1インターンシップⅠ 4前 2 1 インターンシップⅠ 4前

5 7 2メディア系演習Ⅱ 3後 2 3 メディア系演習Ⅱ 3後 2

5 7 2

1

メディア系演習Ⅰ 3前 23 5 4

5 4

メディア系演習Ⅰ 3前 2

2インターンシップⅡ 4後 2インターンシップⅡ 4後 2 1 1

4前 2 2

2

インターンシップⅠ 4前 2 1 1

2 5 7

2

知能プログラミング演習Ⅱ 3後 2 4 4

2 5 7知能プログラミング演習Ⅰ 3前 2 4 4 3 知能プログラミング演習Ⅰ 3前

3 知能プログラミング演習Ⅱ 3後

知

能

情

報 インターンシップⅠ

知

能

情

報

4後 2 11 1 インターンシップⅡ

1

インターンシップⅡ 4後 2

インターンシップⅠ 4前 2インターンシップⅠ 4前 2 1 1

5 5 5ネットワーク系演習Ⅱ 3後 2 4 ネットワーク系演習Ⅱ 3後

5 5 5ネットワーク系演習Ⅰ 3前 2 4 ネットワーク系演習Ⅰ 3前 2

2

実

験

・

演

習

科

目

ネッ

ト

ワー

ク

8 4

8 4

実

験

・

演

習

科

目

ネッ

ト

ワー

ク

2 11 メディアセンシング 3後メディアセンシング 3後 2

1言語処理工学 3前 2言語処理工学 3前 2 1 1

21 感性情報処理 3前感性情報処理 3前 2 1

1コンピュータグラフィックス 2後 2コンピュータグラフィックス 2後 2 1

2 1機械学習論 3前機械学習論 3前 2 1

1電気電子回路 3前 2電気電子回路 3前 2 1

2 1計算幾何学 2後計算幾何学 2後 2 1

1微分方程式 4前 2微分方程式 4前 2 1

2 2データベース論 3後データベース論 3後 2 1

1 1情報工学特別講義 3後 1情報工学特別講義 3後 1 1 1

2音声情報処理 3後音声情報処理 3後 2

1情報セキュリティ 3後 2情報セキュリティ 3後 2 1 1

2 1 11 ソフトウェア工学セミナーⅡ 3後ソフトウェア工学セミナーⅡ 3後 2 1

1 1ソフトウェア工学セミナーⅠ 3前 2ソフトウェア工学セミナーⅠ 3前 2 1 1

2 1画像情報処理 3前画像情報処理 3前 2 1

1プログラミング応用 3前 2プログラミング応用 3前 2 1

2 1パターン認識 3前パターン認識 3前 2

ソフトウェア工学 3前 2ソフトウェア工学 3前 2

2 1 11 情報通信技術政策 3前

2

情報通信技術政策 3前 2 1

情報ネットワーク 3前 22

2 1科学技術計算 2後 2科学技術計算 2後 2 2

データサイエンス 2後 2 2データサイエンス 2後 2 2

2 2コンピュータアーキテクチャⅡ 2後 2 1 1

2 1オペレーティングシステム 2後

コンピュータアーキテクチャⅡ 2後

1

メ

ディ

ア

情

報

1

メ

ディ

ア

情

報

オペレーティングシステム 2後 2

情報ネットワーク 3前 2
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3 1

19 20

1

11 11

2 2

1 1

1

12 5

1 1

13 14

13 14

13 14

13 14

12 14

12 8

3 2

3 1

5 6

5 6

13 14

7 7

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1日本語日本社会 1後 2日本語日本社会 1後 2

日本語日本文化 1前 2

人

間

社

会

人

間

社

会

日本語表現法 1前 2

日本語日本文化 1前 2

専門基礎科学Ⅱ 1後
留

学

生

科

目

自

然

科

学

基

礎

専門基礎科学Ⅰ 1前

専門基礎科学Ⅱ 1後 2

2

2

日本語表現法 1前 2

留

学

生

科

目

自

然

科

学

基

礎

専門基礎科学Ⅰ 1前 2

健康運動科学演習B 1後 1

健康運動科学演習A 1前 1健康運動科学演習A 1前 1 1

1体育実技Ⅱ 1後体育実技Ⅱ 1後 1

体育実技Ⅰ 1前 1体育実技Ⅰ 1前 1
健

康

運

動

科

学

健

康

運

動

科

学 健康運動科学演習B 1後 1

Global EnglishⅡ 3後 1Global EnglishⅡ 3後 1

1Global EnglishⅠ 3前Global EnglishⅠ 3前 1

Academic EnglishⅣ 2後 2Academic EnglishⅣ 2後 2

2Academic EnglishⅢ 2前Academic EnglishⅢ 2前 2

English SeminarⅡ 1後 1English SeminarⅡ 1後 1

1English SeminarⅠ 1前English SeminarⅠ 1前 1

Academic EnglishⅡ 1後 2Academic EnglishⅡ 1後 2

2Academic EnglishⅠ 1前 2 グ

ロー

バ

ル

コ

ミュ

ニ

ケー

ショ

ン

Academic EnglishⅠ 1前グ

ロー

バ

ル

コ

ミュ

ニ

ケー

ショ

ン

2キャリアデザイン 3前キャリアデザイン 3前 2

食糧工学 3前 2食糧工学 3前 2

2キャリア・コミュニケーション論 2後・3前

企業経営 2後・3前 2企業経営 2後・3前 2

2男女共同参画社会論 2後・3前男女共同参画社会論 2後・3前 2

1コミュニティと技術 2後・3前 2コミュニティと技術 2後・3前 2 1

2自治体行政 2後

ものづくりとデザイン 2後 2ものづくりとデザイン 2後 2

2労働者管理基礎論 2後 2

産

業

社

会

労働者管理基礎論 3前

産

業

社

会

リ

テ

ラ

シー

リ

テ

ラ

シー
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1 1

1

2

1 2

1

1 1

2 2

1

1 1

1 1

1

1

1

1 1

2 2

1

1 1

1 1

1

1

1

1 1

2 2

1

1 1

1 1

1

1

1

1 1

1 1

2 2

1

1

1

1 1

1

1

1 2

1

1

1 1

1

1 1

1 1

1 1

2 2

1

1 1

1

1 1

1 1

1 12知能ロボット制御論 3後知能ロボット制御論 3後 2

1知識システム 3後 2知識システム 3後 2 1

2マルチエージェントシステム 3前マルチエージェントシステム 3前 2

1ウェブインテリジェンス 3前 2ウェブインテリジェンス 3前 2 1

2 1機械学習論 3前機械学習論 3前 2 1

1 1知能処理学 2後 2知能処理学 2後 2 1 1

2知識表現と推論 2後知識表現と推論 2後 2

1微分方程式 4前 2微分方程式 4前 2 1

2 2データベース論 3後データベース論 3後 2 1

2情報工学特別講義 3後 1情報工学特別講義 3後 1 1 1

2音声情報処理 3後音声情報処理 3後 2

1情報セキュリティ 3後 2情報セキュリティ 3後 2 1 1

2 21 ソフトウェア工学セミナーⅡ 3後ソフトウェア工学セミナーⅡ 3後 2 1

2ソフトウェア工学セミナーⅠ 3前 2ソフトウェア工学セミナーⅠ 3前 2 1 1

2 1画像情報処理 3前画像情報処理 3前 2 1

1プログラミング応用 3前 2プログラミング応用 3前 2 1

2パターン認識 3前パターン認識 3前 2

ソフトウェア工学 3前 2ソフトウェア工学 3前 2

2 21 情報通信技術政策 3前情報通信技術政策 3前 2 1

2情報ネットワーク 3前 2情報ネットワーク 3前 2 2

2 2 11 科学技術計算 2後科学技術計算 2後 2 2

2データサイエンス 2後 2データサイエンス 2後 2 2

2 2コンピュータアーキテクチャⅡ 2後 2 1 1

2 1

知

能

情

報

オペレーティングシステム 2後

コンピュータアーキテクチャⅡ 2後

知

能

情

報

オペレーティングシステム 2後 2 1

2知識表現と推論 3後知識表現と推論 3後 2

分散システム論 3後 2分散システム論 3後 2 1

2プログラミング言語論 3前プログラミング言語論 3前 2

1電気電子回路 3前 2電気電子回路 3前 2 1

2 1信号処理 2後信号処理 2後 2

2システムプログラム 2後 2システムプログラム 2後 2 1

21 コンパイラ 2後コンパイラ 2後 2

1計算幾何学 2後 2計算幾何学 2後 2 1

2 1微分方程式 4前微分方程式 4前 2 1

2データベース論 3後 2データベース論 3後 2 1

1 11 情報工学特別講義 3後情報工学特別講義 3後 1 1

音声情報処理 3後 2音声情報処理 3後 2

2 11 情報セキュリティ 3後情報セキュリティ 3後 2 1

1ソフトウェア工学セミナーⅡ 3後 2ソフトウェア工学セミナーⅡ 3後 2 1 1

2 11 ソフトウェア工学セミナーⅠ 3前ソフトウェア工学セミナーⅠ 3前 2 1

1画像情報処理 3前 2画像情報処理 3前 2 1

2 11 プログラミング応用 3前プログラミング応用 3前 2

パターン認識 3前 2パターン認識 3前 2

2ソフトウェア工学 3前ソフトウェア工学 3前 2

1情報通信技術政策 3前 2情報通信技術政策 3前 2 1 1

2 22 情報ネットワーク 3前情報ネットワーク 3前 2

2 1科学技術計算 2後 2科学技術計算 2後 2 2 1

2 2データサイエンス 2後

2

データサイエンス 2後 2 2

コンピュータアーキテクチャⅡ 2後 2コンピュータアーキテクチャⅡ 2後 2 1

オペレーティングシステム 2後 2 1

展

開

科

目

ネッ

ト

ワー

ク

1

展

開

科

目

ネッ

ト

ワー

ク

オペレーティングシステム 2後 2 1

2 2 12 形式言語とオートマトン 2後形式言語とオートマトン 2後 2

2 1フーリエ解析 2前 2フーリエ解析 2前 2 2 1

2 11 データ構造とアルゴリズム 2前データ構造とアルゴリズム 2前 2 1

1 1情報理論 2前 2情報理論 2前 2 1 1

2 22 コンピュータアーキテクチャⅠ 2前コンピュータアーキテクチャⅠ 2前 2

1情報数学Ⅱ 2前 2情報数学Ⅱ 2前 2 1 1

2 1情報数学Ⅰ 1後情報数学Ⅰ 1後 2 1

2ディジタル回路 1前 2ディジタル回路 1前 2 2

2 3情報工学概論 1前 2 2

メ

ディ

ア

情

報

情報工学概論 1前

メ

ディ

ア

情

報

2 2 12 形式言語とオートマトン 2後形式言語とオートマトン 2後 2

2 1フーリエ解析 2前 2フーリエ解析 2前 2 2 1

2 11 データ構造とアルゴリズム 2前データ構造とアルゴリズム 2前 2 1

1 1情報理論 2前 2情報理論 2前 2 1 1

2 22 コンピュータアーキテクチャⅠ 2前コンピュータアーキテクチャⅠ 2前 2

情報数学Ⅱ 2前 2 11 1

1情報数学Ⅰ 1後 2情報数学Ⅰ 1後 2 1

2 22 ディジタル回路 1前ディジタル回路 1前 2

情報工学概論 1前 2 3情報工学概論 1前 2 2

知

能

情

報

知

能

情

報

情報数学Ⅱ 2前 2

2 1形式言語とオートマトン 2後 2形式言語とオートマトン 2後 2 2

2 2 11 フーリエ解析 2前フーリエ解析 2前 2 2

1データ構造とアルゴリズム 2前 2データ構造とアルゴリズム 2前 2 1 1

2 1 11 情報理論 2前情報理論 2前 2 1

2コンピュータアーキテクチャⅠ 2前 2コンピュータアーキテクチャⅠ 2前 2 2

2 11 情報数学Ⅱ 2前情報数学Ⅱ 2前 2 1

1情報数学Ⅰ 1後 2情報数学Ⅰ 1後 2 1

2 22 ディジタル回路 1前

基

盤

科

目

ネッ

ト

ワー

ク

ディジタル回路 1前 2

32 情報工学概論 1前 2

基

盤

科

目

ネッ

ト

ワー

ク

情報工学概論 1前 2

1プログラミングⅢ 2後 2プログラミングⅢ 2後 2 2

2 33 プログラミングⅡ 2前プログラミングⅡ 2前 2 1

3確率 1後 2確率 1後 2 1 2

2 1 11 プログラミングⅠ 1後

3

プログラミングⅠ 1後 2 1

コンピュータ入門 1後 2コンピュータ入門 1後 2 1

専

門

教

育

科

目

学

科

共

通

科

目

2

助　教 助　手

専

門

教

育

科

目

学

科

共

通

科

目

准教授 講　師 助　教 助　手 必　修 選　択

科目
区分

授業科目の名称 配 当
年 次

単位数

必　修 選　択 自　由 教　授

専任教員等の配置 兼

任

・

兼

担自　由 教　授 准教授 講　師

【平成２８年度】 【平成２９年度】

科目
区分

授業科目の名称 配 当
年 次

単位数 専任教員等の配置 兼

任

・

兼

担
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1 1

1 1

2 2

1

1 1

1

1 1

2 3

2 3

1

1

5 5

5 5

5 5

5 5

6 6

2 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

2 3

2 3

1 1

1 1

1 1

2 2

2 2

2 2

1 1

1 1

6 7

2 2

5 5

1 1

10 10

2 2

2 2

2 2

2 2

1 1

2 2

16 162管理工学 3前・後管理工学 3前・後 2

工学倫理 3前・後 2工学倫理 3前・後 2

2会計学 3前・後会計学 3前・後 2

政策科学 3前・後 2政策科学 3前・後 2

2経営戦略 3前・後経営戦略 3前・後 2

マーケティング 3前・後 2マーケティング 3前・後 2

2知的財産権 3前・後知的財産権 3前・後 2 経

営

リ

テ

ラ

シー

金融学 3前 2

法工学 3前・後 2

経

営

リ

テ

ラ

シー

金融学 3前 2

産業論 2後 2 11

産

業

・

経

営

リ

産

業

・

経

営

リ

産業論 2後 2

法工学 3前・後 2

1理系基礎演習 1前 2理系基礎演習 1前 2 1 1

2生体機能科学 2後生体機能科学 2後 2

地球科学 2前 2地球科学 2前 2

2化学結合論 1前化学結合論 1前 2

基礎化学 1後 2基礎化学 1後 2

2電磁気学 1後電磁気学 1後 2

力学 1前 2

2 1微分積分Ⅱ及び演習 1後 3微分積分Ⅱ及び演習 1後 3 2 1

3 2 11 微分積分Ⅰ及び演習 1前

2

微分積分Ⅰ及び演習 1前 3 2

線形代数Ⅱ 1後 2

2

線形代数Ⅱ 1後 2

線形代数Ⅰ及び演習 1前 32

自

然

科

学

基

礎

科

目

2

自

然

科

学

基

礎

科

目

線形代数Ⅰ及び演習 1前 3

力学 1前 2

日本国憲法 1前～2後 2日本国憲法 1前～2後 2

2地域研究Ⅱ 1前～2後地域研究Ⅱ 1前～2後 2

地域研究Ⅰ 1前～2後 2地域研究Ⅰ 1前～2後 2

2 1 11 情報社会論 1前～2後情報社会論 1前～2後 2 2

生涯学習論 1前～2後 2生涯学習論 1前～2後 2

2公共政策論 1前～2後公共政策論 1前～2後 2

現代政治論 1前～2後 2現代政治論 1前～2後 2

2現代社会論 1前～2後 2

2

技

術

と

社

会

・

国

際

経済学 1前～2後

現代社会論 1前～2後

技

術

と

社

会

・

国

際

経済学 1前～2後 2

2宗教文化論 1前～2後宗教文化論 1前～2後 2

公共の哲学 1前～2後 2公共の哲学 1前～2後 2

2近現代史 1前～2後近現代史 1前～2後 2

共生社会論 1前～2後 2

科学と哲学 1前～2後 2科学と哲学 1前～2後 2

2科学思想史 1前～2後科学思想史 1前～2後 2

科学技術史 1前～2後 2科学技術史 1前～2後 2

アジア・太平洋史 1前～2後 2

技

術

と

歴

史

・

哲

学

技

術

と

歴

史

・

哲

学

アジア・太平洋史 1前～2後 2

共生社会論 1前～2後 2

人間社会ゼミナール 1前～2後 2人間社会ゼミナール 1前～2後 2

2 11 人間行動学 1前～2後人間行動学 1前～2後 2

日本文化論 1前～2後 2日本文化論 1前～2後 2

2対人コミュニケーション論 1前～2後対人コミュニケーション論 1前～2後 2

生物と環境 1前～2後 2 11 1

心理学 1前～2後 2心理学 1前～2後 2

2感性と社会 1前～2後

共

通

科

目

人

間

社

会

科

目

感性と社会 1前～2後 2

異文化理解 1前～2後 2異文化理解 1前～2後 2

技

術

と

人

間

・

心

理

技

術

と

人

間

・

心

理

生物と環境 1前～2後 2

21 1 フレッシュマンセミナー 1前 2

共

通

科

目

人

間

社

会

科

目

フレッシュマンセミナー 1前 2

14 17 1011 卒業研究 4通 8卒業研究 4通 8 11 17

14 17 1011 実践研究セミナー 3後 2実践研究セミナー 3後 2 11 17

2インターンシップⅡ 4後 2インターンシップⅡ 4後 2 1 1

2 21 インターンシップⅠ 4前

5 3

インターンシップⅠ 4前 2 1

メディア系演習Ⅱ 3後 2 5

5 3

メディア系演習Ⅱ 3後 2 3

メディア系演習Ⅰ 3前 2 53 5 4

5 4

メディア系演習Ⅰ 3前 2

2インターンシップⅡ 4後 2インターンシップⅡ 4後 2 1 1

2 21 インターンシップⅠ 4前インターンシップⅠ 4前 2 1

4 7 23 知能プログラミング演習Ⅱ 3後 2

2

知能プログラミング演習Ⅱ 3後 2 4 4

2 4 7知能プログラミング演習Ⅰ 3前 2 4 4 知

能

情

報

3 知能プログラミング演習Ⅰ 3前知

能

情

報

2 11 インターンシップⅡ 4後インターンシップⅡ 4後 2 1

1インターンシップⅠ 4前 2

5

インターンシップⅠ 4前 2 1 1

2 5 58 4 ネットワーク系演習Ⅱ 3後

5 5

ネットワーク系演習Ⅱ 3後 2 4

ネットワーク系演習Ⅰ 3前 2 5ネットワーク系演習Ⅰ 3前 2 4

実

験

・

演

習

科

目

ネッ

ト

ワー

ク

8 4

実

験

・

演

習

科

目

ネッ

ト

ワー

ク

2 11 メディアセンシング 3後メディアセンシング 3後 2

1言語処理工学 3前 2言語処理工学 3前 2 1 1

2 21 感性情報処理 3前感性情報処理 3前 2 1

1コンピュータグラフィックス 2後 2コンピュータグラフィックス 2後 2 1

2 1機械学習論 3前機械学習論 3前 2 1

1電気電子回路 3前 2電気電子回路 3前 2 1

2 1計算幾何学 2後計算幾何学 2後 2 1

1微分方程式 4前 2微分方程式 4前 2 1

2 2データベース論 3後データベース論 3後 2 1

2情報工学特別講義 3後 1情報工学特別講義 3後 1 1 1

2音声情報処理 3後音声情報処理 3後 2

1情報セキュリティ 3後 2情報セキュリティ 3後 2 1 1

2 21 ソフトウェア工学セミナーⅡ 3後ソフトウェア工学セミナーⅡ 3後 2 1

2ソフトウェア工学セミナーⅠ 3前 2ソフトウェア工学セミナーⅠ 3前 2 1 1

2 1画像情報処理 3前画像情報処理 3前 2 1

1プログラミング応用 3前 2プログラミング応用 3前 2 1

2パターン認識 3前パターン認識 3前 2

ソフトウェア工学 3前 2ソフトウェア工学 3前 2

2 21 情報通信技術政策 3前情報通信技術政策 3前 2 1

2情報ネットワーク 3前 2情報ネットワーク 3前 2 2

2 2 11 科学技術計算 2後科学技術計算 2後 2 2

2データサイエンス 2後 2データサイエンス 2後 2 2

2 2コンピュータアーキテクチャⅡ 2後 2 1 1

2 1

メ

ディ

ア

情

報

オペレーティングシステム 2後

コンピュータアーキテクチャⅡ 2後

メ

ディ

ア

情

報

オペレーティングシステム 2後 2 1
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3 3

19 20

1 1

11 11

2 2

1 1

1 1

12 12

1 1

13 14

13 14

13 14

13 14

12 14

12 10

3 2

3 2

5 6

5 6

13 14

7 8

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

（注）・  認可申請書又は設置届出書の様式第２号（その２の１）に準じて作成してください。
　　　・  設置認可時又は届出時の授業科目全て（兼任，兼担教員が担当する科目を含む。）を黒字で記載してください。
　　　　その上で，認可時又は届出時から変更となっている箇所は太字の赤字としてください。
　　　・　履修希望者がいなかったために未開講となった科目についても記入してください。
　　　・　１ページ目には認可時又は届出時と平成３０年度の表を記入してください。
　　　・　不要な年度（平成２８年度開設であれば平成２７年度、平成２９年度開設であれば平成２７年度及び平成２８年度、
　　　　平成３０年度開設であれば平成２７年度から平成２９年度）の表は適宜削除し，詰めてください。
　　　　（２つの表が１ページに表示されるようにしてください。）

日本語日本社会 1後 2日本語日本社会 1後 2

日本語日本文化 1前 2

人

間

社

会

人

間

社

会

日本語表現法 1前 2

日本語日本文化 1前 2

専門基礎科学Ⅱ 1後
留

学

生

科

目

自

然

科

学

基

礎

専門基礎科学Ⅰ 1前

専門基礎科学Ⅱ 1後 2

2

2

日本語表現法 1前 2

留

学

生

科

目

自

然

科

学

基

礎

専門基礎科学Ⅰ 1前 2

健康運動科学演習B 1後 1

健康運動科学演習A 1前 1健康運動科学演習A 1前 1 1

1体育実技Ⅱ 1後体育実技Ⅱ 1後 1

体育実技Ⅰ 1前 1体育実技Ⅰ 1前 1
健

康

運

動

科

学

健

康

運

動

科

学 健康運動科学演習B 1後 1

Global EnglishⅡ 3後 1Global EnglishⅡ 3後 1

1Global EnglishⅠ 3前Global EnglishⅠ 3前 1

Academic EnglishⅣ 2後 2Academic EnglishⅣ 2後 2

2Academic EnglishⅢ 2前Academic EnglishⅢ 2前 2

English SeminarⅡ 1後 1English SeminarⅡ 1後 1

1English SeminarⅠ 1前English SeminarⅠ 1前 1

Academic EnglishⅡ 1後 2Academic EnglishⅡ 1後 2

2Academic EnglishⅠ 1前 2 グ

ロー

バ

ル

コ

ミュ

ニ

ケー

ショ

ン

Academic EnglishⅠ 1前グ

ロー

バ

ル

コ

ミュ

ニ

ケー

ショ

ン

2キャリアデザイン 3前キャリアデザイン 3前 2

食糧工学 3前 2食糧工学 3前 2

2キャリア・コミュニケーション論 2後・3前キャリア・コミュニケーション論 2後・3前 2

企業経営 2後・3前 2企業経営 2後・3前 2

2男女共同参画社会論 2後・3前男女共同参画社会論 2後・3前 2

1コミュニティと技術 2後・3前 2コミュニティと技術 2後・3前 2 1

2自治体行政 2後自治体行政 2後 2

ものづくりとデザイン 2後 2ものづくりとデザイン 2後 2

2労働者管理基礎論 3前 2

産

業

社

会

労働者管理基礎論 3前

産

業

社

会

リ

テ

ラ

シー

リ

テ

ラ

シー
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【平成２８年度】

【平成２９年度】

【平成３０年度】

（注）・  変更内容（配当年次の変更、専任教員等の配置の変更、授業科目名の変更、新規科目の追加など）を箇条書きで記入してください。
　　　　変更がない年度は「特になし。」と記入してください。
　　　・　変更内容には、授業科目の未開講や廃止については記入しないでください。
　　　・　不要な年度（平成２８年度開設であれば平成２７年度、平成２９年度開設であれば平成２７年度及び平成２８年度、
　　　　平成３０年度開設であれば平成２７年度から平成２９年度）の表は適宜削除してください。

科目 科目 科目 科目 科目 科目 科目 科目

（注）・　未開講科目も含めた教育課程上の授業科目数を記入するとともに，［　］内に，設置時の計画からの増減を
　　　　記入してください。（記入例：１科目減の場合：△１）

194

[　　　2] [　　　2] [　　　0] [　　　4]

計

70 120 0 190 72 122 0

設置時の計画 変更状況
備考

必修 選択 自由 計（Ａ） 必修 選択 自由

　　　　 　　　　

・担当教員の見直しのため、「プログラミングⅠ」「情報セキュリティ」「プログラミング言語論」等の科目について，
　専任教員等の配置人数，専任・専担の人数を変更。

（２） 授業科目数

　　　　 　　　　

・履修機会の拡充のため、「管理工学」の配当年次を「３後」から「３前・後」に変更。
・開講年次の適正化のため、「労働者管理基礎論」の配当年次を「２後」から「３前」に変更。
・教育課程の充実のため、「信号処理」を追加。
・教育課程の充実のため、「自治体行政」「キャリア・コミュニケーション論」を追加。

　　　　 　　　　

・担当教員の見直しのため、「コンピュータ入門」「確率」「プログラミングⅡ」等の科目について，
　専任教員等の配置人数，専任・専担の人数を変更。

（１）ー②授業科目表に関する変更内容
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番号 授業科目名 単 位 数 配当年次 一般・専門 必修・選択

１ 該当なし

２

３

　　　　ください。なお，理由については可能な限り具体的に記入してください。

番号 授業科目名 単 位 数 配当年次 一般・専門 必修・選択

１ 該当なし

２

３

（６） 「設置時の計画の授業科目数の計」に対する「未開講科目と廃止科目の計」の割合

0

190

　　　・　「未開講科目と廃止科目の計」が、「（３）未開講科目」と「（４）廃止科目」の合計数となるように
　　　　留意してください。

＝ 0

（注）・　授業科目を未開講又は廃止としたことによる学生の履修への影響に関する「大学の所見」及び
　　　　「学生への周知方法」を記入してください。

（注）・　小数点以下第３位を切り捨て，小数点以下第２位まで表示されます。

（注）・　設置時の計画にあり，何らかの理由で廃止（教育課程から削除）した授業科目について記入して
　　　　ください。なお，理由については可能な限り具体的に記入してください。

（５） 授業科目を未開講又は廃止としたことに係る「大学の所見」及び「学生への周知方法」

該当なし

　　　・　教職大学院の場合は，「一般・専門」を「共通・実習・その他」と修正して記入してください。

（３） 未開講科目

（注）・　配当年次に達しているにも関わらず，何らかの理由で未開講となっている授業科目について記入して

　　　・　履修希望者がいなかったために未開講となった科目については，記入しないでください。

未開講の理由，代替措置の有無

廃止の理由，代替措置の有無

　　　・　教職大学院の場合は，「一般・専門」を「共通・実習・その他」と修正して記入してください。

（４） 廃止科目

％
未開講科目（３）と廃止科目（４）の計

設置時の計画の授業科目数の計（Ａ）
＝
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備考

申請大学全体

申請大学全体

多治見地区の賃借面積の
変更のため。(30)

申請大学全体

校 舎 敷 地
校
　
　
地
　
　
等

　　　・　「(５)図書・設備」については，上段に完成年度の予定数値を，下段には平成３０年５月１日現在の数値を記入してください。

区　　　　　分 内　　　　　　　　　　　　　　　　　容

専　　　用 共　　　用
共用する他の
学校等の専用

計(１) 区　　 分

0㎡

　　　・　校舎等建物の計画の変更（校舎又は体育館の総面積の減少，建築計画の遅延）がある場合には，「建築等設置計画変更書」

　　　　を併せて提出してください。

0㎡ 0㎡ 159,206㎡159,206㎡

(128,980129,108㎡)

専　　　用 共　　　用
共用する他の
学校等の専用

0㎡

7室

（補助職員8人）

128,980129,108㎡

講　義　室

計

運動場用地

小　　　計 204,188㎡

44,982㎡ 0㎡

12,933〔10,409〕
13,523〔10,529〕

218,370㎡ 0㎡

〔うち外国書〕

〔うち外国書〕

(４) 専任教員研究室

128,980129,108㎡ 0㎡

（0㎡） （0㎡）

129130

(128,980129,108㎡)

(２) 校　　　　　舎

〔うち外国書〕

（注）・　設置時の計画を，申請書の様式第２号（その１の１）に準じて作成してください。（複数のキャンパスに分かれている場合，　　　　

新設学部等の名称 室　　　　　　数

工学部情報工学科 室

冊

図　　書 学術雑誌

（7,343〔7,242〕）
（7,984〔7,372〕）

３　施設・設備の整備状況，経費

新専攻の設置に伴い、研
究室を整理したため。
(30)

0㎡

7,343〔7,242〕
7,984〔7,372〕

1,311
1,283

0 0

点

電子ジャーナル
視聴覚資料 機械・器具 標　　本

（  0  ） （  0  ）
(1,311)
(1,283)

点 点

（　0　）

千円 千円 千円

千円

(1,311)
(1,283)

（  0  ）

収 納 可 能 冊 数

1,311
1,283

0 0

2,479㎡

開設前年度
経費
の見
積り

完成年度

528,000

7,343〔7,242〕
7,984〔7,372〕

教員１人当り研究費等

5,595㎡
(６) 図　　書　　館

図
書
・
設
備

学生納付金以外の維持方法の概要

区　　　　分 開設年度

共 同 研 究 費 等

千円

開設年度

学生１人当
り

納付金

第１年次 第２年次 第３年次

千円 千円

第４年次 第５年次

218,370㎡

語学学習施設

（補助職員3人）

6室

情報処理学習施設

千円

千円

設備購入費

図書購入費

千円 千円

第６年次

千円 千円

千円

56室
(３) 教　　室　　等

演　習　室

千円

経費の見
積り及び
維持方法
の 概 要

(７) 体　　育　　館
面　　　　　積 体育館以外のスポーツ施設の概要

　

（7,343〔7,242〕）
（7,984〔7,372〕）

(５)

計

12,933〔10,409〕
13,523〔10,529〕

種

工学部情報工学
科

461,783〔205,740〕
478,440〔212,699〕

461,783〔205,740〕
478,440〔212,699〕

新設学部等
の名称

461,783〔205,740〕
（478,440〔212,699〕）

（12,933〔10,409〕）
（13,523〔10,529〕）

365室

完成年度

千円

472

0㎡

面　　　　　積

区　　分

閲 覧 座 席 数

461,783〔205,740〕
（478,440〔212,699〕）

（12,933〔10,409〕）
（13,523〔10,529〕）

44,982㎡

0㎡ 0㎡ 204,188㎡

0㎡ 14,182㎡

601室

実験実習室

　　　・　運動場用地が校舎敷地と別地にある場合は，その旨（所要時間・距離等）を「備考」に記入してください。

　　　　項目はＡＣ対象学部等の数値を記入してください。）

　　　　複数の様式に分ける必要はありません。なお，「（１）校地等」及び「（２）校舎」は大学全体の数字を，その他の

そ　の　他

合　　　計

14,182㎡

(８)

学科･専攻単位での特定不
能のため申請大学全体の
数

刊行終了した学術雑誌等
の整理を行ったため(30)

グラウンド，テニスコート，プール，弓道場，馬場，ボート艇庫，ヨット艇庫

　　　・　国立大学については「（８）経費の見積り及び維持方法の概要」は記載不要です。

　　　・　昨年度の報告後から今年度の報告時までに変更のあったものについては，変更部分を赤字で見え消し修正するとともに，

　　　　その理由及び報告年度「（30）」を「備考」に赤字で記入してください。

　　　　　なお，昨年度の報告において赤字で見え消しした部分については，見え消しのまま黒字にしてください。
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大 学 の 名 称 備　　考

既設学部等の名称
修業
年限

入　学
定　員

編入学
定　員

収　容
定　員

学位又
は称号

平均入学
定員

超過率

開　設
年　度

所　在　地

【工学部】 年 人 年次 人 倍

（第一部） 人 1.04

生命・応用化学科 4 210
3年次

2 844
学士（工学）
学士（学術） 1.02 平成28

愛知県名古屋市
昭和区御器所町

物理工学科 4 105
3年次

2 424
学士（工学）
学士（学術） 1.04 平成28 同上

電気・機械工学科 4 200
3年次

2 804
学士（工学）
学士（学術） 1.05 平成28 同上

情報工学科 4 145
3年次

2 584
学士（工学）
学士（学術） 1.04 平成28 同上

社会工学科 4 150
3年次

2 604
学士（工学）
学士（学術） 1.06 平成28 同上

創造工学教育課程 4 100 - 400
学士（工学）
学士（学術） 1.05 平成28 同上

生命・物質工学科 4 - -
学士（工学）
学士（学術） - 平成16 同上

平成28年より
学生募集停止

環境材料工学科 4 - -
学士（工学）
学士（学術） - 平成16 同上

平成28年より
学生募集停止

機械工学科 4 - -
学士（工学）
学士（学術） - 平成16 同上

平成28年より
学生募集停止

電気電子工学科 4 - -
学士（工学）
学士（学術） - 平成16 同上

平成28年より
学生募集停止

情報工学科 4 - -
学士（工学）
学士（学術） - 平成16 同上

平成28年より
学生募集停止

建築・デザイン工学科 4 - -
学士（工学）
学士（学術） - 平成16 同上

平成28年より
学生募集停止

都市社会工学科 4 - -
学士（工学）
学士（学術） - 平成16 同上

平成28年より
学生募集停止

（開設年度H16共通） 3年次
10 20

平成30年より
学生募集停止

（第二部） 1.09

物質工学科 5 5 - 25
学士（工学）
学士（学術） 1.06 平成16

愛知県名古屋市
昭和区御器所町

機械工学科 5 5 - 25
学士（工学）
学士（学術） 1.00 平成16 同上

電気情報工学科 5 5 - 25
学士（工学）
学士（学術） 1.20 平成16 同上

社会開発工学科 5 5 - 25
学士（工学）
学士（学術） 1.13 平成16 同上

【工学研究科】

（博士前期課程） 1.23

生命・応用化学専攻 2 165 - 330
修士（工学）
修士（学術） 1.06 平成28

愛知県名古屋市
昭和区御器所町

物理工学専攻 2 78 - 156
修士（工学）
修士（学術） 1.11 平成28 同上

電気・機械工学専攻 2 138 - 276
修士（工学）
修士（学術） 1.54 平成28 同上

情報工学専攻 2 110 - 220
修士（工学）
修士（学術） 1.17 平成28 同上

社会工学専攻 2 95 - 180
修士（工学）
修士（学術） 1.29 平成28 同上

物質工学専攻 2 - -
修士（工学）
修士（学術） - 平成15 同上

平成28年より
学生募集停止

機能工学専攻 2 - -
修士（工学）
修士（学術） - 平成15 同上

平成28年より
学生募集停止

情報工学専攻 2 - -
修士（工学）
修士（学術） - 平成15 同上

平成28年より
学生募集停止

４　ＡＣ対象学部等を含む大学等の状況

　名古屋工業大学
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社会工学専攻 2 - -
修士（工学）
修士（学術） - 平成15 同上

平成28年より
学生募集停止

未来材料創成工学専攻 2 - -
修士（工学）
修士（学術） - 平成20 同上

平成28年より
学生募集停止

創成ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ工学専攻 2 - -
修士（工学）
修士（学術） - 平成20 同上

平成28年より
学生募集停止

（博士後期課程） 0.88

生命・応用化学専攻 3 9 - 27
博士（工学）
博士（学術） 0.81 平成28

愛知県名古屋市
昭和区御器所町

物理工学専攻 3 5 - 15
博士（工学）
博士（学術） 1.00 平成28 同上

電気・機械工学専攻 3 9 - 27
博士（工学）
博士（学術） 1.07 平成28 同上

情報工学専攻 3 7 - 21
博士（工学）
博士（学術） 0.56 平成28 同上

社会工学専攻 3 7 - 21
博士（工学）
博士（学術） 1.51 平成28 同上

共同ﾅﾉﾒﾃﾞｨｼﾝ科学専攻 3 3 - 9
博士

（ﾅﾉﾒﾃﾞｨｼﾝ科
学）

0.77 平成25 同上

名古屋工業大学・ウー
ロンゴン大学国際連携
情報学専攻

3 2 - 6 博士（学術） 0.50 平成29 同上

物質工学専攻 3 - - -
博士（工学）
博士（学術） - 平成15 同上

平成28年より
学生募集停止

機能工学専攻 3 - - -
博士（工学）
博士（学術） - 平成15 同上

平成28年より
学生募集停止

情報工学専攻 3 - - -
博士（工学）
博士（学術） - 平成15 同上

平成28年より
学生募集停止

社会工学専攻 3 - - -
博士（工学）
博士（学術） - 平成15 同上

平成28年より
学生募集停止

未来材料創成工学専攻 3 - - -
博士（工学）
博士（学術） - 平成20 同上

平成28年より
学生募集停止

創成ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ工学専攻 3 - - -
博士（工学）
博士（学術） - 平成20 同上

平成28年より
学生募集停止

　　　・学生募集を停止している学部等がある場合，入学定員・収容定員・平均入学定員超過率は「－」とし，

　　　　「備考」に「平成○○年より学生募集停止」と記入してください。

　　　　平均の小数点以下第２位まで（小数点以下第３位を切り捨て）を記入してください。

　　　・「平均入学定員超過率」には，標準修業年限に相当する期間における入学定員に対する入学者の割合の

      ・ＡＣ対象学部等については、必ず記入するとともに、下線を引いてください。

（注）・本調査の対象となっている大学等の設置者（学校法人等）が設置している全ての大学（学部，学科），

　　　　大学院（専攻）及び短期大学（学科）（ＡＣ対象学部等含む）について，それぞれの学校種ごとに，

　　　　平成３０年５月１日現在の上記項目の情報を記入してください。

　　　・学部の学科または研究科の専攻等，「入学定員を定めている組織」ごとに記入してください。

　　　　※「入学定員を定めている組織ごと」には，課程認定等によりコース・専攻に入学定員を定めている

　　　　　場合を含めます。履修上の区分としてコース・専攻を設けている場合は含めません。

　　　　※なお，課程認定等によりコースや専攻に入学定員を定めている場合は，法令上規定されている組織上

　　　　　の最小単位（大学であれば「学科」，短期大学であれば「専攻課程」）でも記載してください。

　　　・専攻科に係るものについては，記入する必要はありません。
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

専任 教授 内匠　逸 平成28年4月 コンピュータ入門 専任 教授 内匠　逸 平成28年4月 コンピュータ入門 専任 准教授 酒向　慎司 平成29年4月 コンピュータ入門 専任 准教授 酒向　慎司 平成29年4月 コンピュータ入門

専任 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 コンピュータ入門 専任 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 コンピュータ入門 専任 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 コンピュータ入門 専任 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 コンピュータ入門

専任 准教授 黒柳　奨 平成28年4月 コンピュータ入門 専任 准教授 黒柳　奨 平成28年4月 コンピュータ入門 専任 准教授 武藤　敦子 平成29年4月 コンピュータ入門 専任 准教授 武藤　敦子 平成29年4月 コンピュータ入門

専任 教授 松尾　啓志 平成28年4月 プログラミングⅠ 専任 教授 松尾　啓志 平成28年4月 プログラミングⅠ 専任 教授 松尾　啓志 平成28年4月 プログラミングⅠ 専任 准教授 大塚　孝信 平成30年4月 プログラミングⅠ

専任 准教授 舟橋　健司 平成28年4月 プログラミングⅠ 専任 准教授 舟橋　健司 平成28年4月 プログラミングⅠ 専任 准教授 舟橋　健司 平成28年4月 プログラミングⅠ 専任 准教授 舟橋　健司 平成28年4月 プログラミングⅠ

兼担 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 プログラミングⅠ 兼担 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 プログラミングⅠ 兼担 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 プログラミングⅠ 兼担 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 プログラミングⅠ

専任 教授 松添　博 平成28年4月 確率 専任 教授 松添　博 平成28年4月 確率 専任 准教授 上野　一男 平成29年4月 確率 専任 准教授 中島　規博 平成30年4月 確率

専任 准教授 山岸　正和 平成28年4月 確率 専任 准教授 山岸　正和 平成28年4月 確率 専任 准教授 山岸　正和 平成28年4月 確率 専任 教授 山岸　正和 平成28年4月 確率

専任 准教授 水澤　靖 平成28年4月 確率 専任 准教授 水澤　靖 平成28年4月 確率 専任 准教授 水澤　靖 平成28年4月 確率 専任 准教授 水澤　靖 平成28年4月 確率

専任 教授 竹内　一郎 平成28年4月 プログラミングⅡ 専任 教授 竹内　一郎 平成28年4月 プログラミングⅡ 専任 准教授 坂上　文彦 平成29年4月 プログラミングⅡ 専任 准教授 坂上　文彦 平成29年4月 プログラミングⅡ

兼担 教授 徳田　恵一 平成28年4月 プログラミングⅡ 兼担 教授 徳田　恵一 平成28年4月 プログラミングⅡ 専任 准教授 酒向　慎司 平成29年4月 プログラミングⅡ 専任 准教授 酒向　慎司 平成29年4月 プログラミングⅡ

兼担 教授 石橋　豊 平成28年4月 プログラミングⅡ 兼担 教授 石橋　豊 平成28年4月 プログラミングⅡ 専任 准教授 松井　俊浩 平成29年4月 プログラミングⅡ 専任 准教授 松井　俊浩 平成29年4月 プログラミングⅡ

専任 准教授 中村　剛士 平成28年4月 プログラミングⅢ 専任 准教授 中村　剛士 平成28年4月 プログラミングⅢ 専任 准教授 中村　剛士 平成28年4月 プログラミングⅢ 専任 准教授 中村　剛士 平成28年4月 プログラミングⅢ

専任 准教授 松井　俊浩 平成28年4月 プログラミングⅢ 専任 准教授 松井　俊浩 平成28年4月 プログラミングⅢ 兼担 准教授 南角　吉彦 平成29年4月 プログラミングⅢ 兼担 准教授 南角　吉彦 平成29年4月 プログラミングⅢ

兼担 教授 梅崎　太造 平成28年4月 プログラミングⅢ 兼担 教授 梅崎　太造 平成28年4月 プログラミングⅢ 兼担 教授 梅崎　太造 平成28年4月 プログラミングⅢ 兼担 教授 梅崎　太造 平成28年4月 プログラミングⅢ

専任 教授 佐藤　淳 平成28年4月 情報工学概論（ネット） 専任 教授 佐藤　淳 平成28年4月 情報工学概論（ネット） 専任 教授 佐藤　淳 平成28年4月 情報工学概論（ネット） 専任 教授 佐藤　淳 平成28年4月 情報工学概論（ネット）

専任 教授 新谷　虎松 平成28年4月 情報工学概論（ネット） 専任 教授 新谷　虎松 平成28年4月 情報工学概論（ネット） 専任 教授 新谷　虎松 平成28年4月 情報工学概論（ネット） 専任 教授 新谷　虎松 平成28年4月 情報工学概論（ネット）

兼担 教授 石橋　豊 平成28年4月 情報工学概論（ネット） 兼担 教授 石橋　豊 平成28年4月 情報工学概論（ネット） 専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 情報工学概論（ネット） 専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 情報工学概論（ネット）

専任 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 ディジタル回路（ネット） 専任 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 ディジタル回路（ネット） 専任 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 ディジタル回路（ネット） 専任 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 ディジタル回路（ネット）

専任 准教授 平野　智 平成28年4月 ディジタル回路（ネット） 専任 准教授 平野　智 平成28年4月 ディジタル回路（ネット） 専任 准教授 平野　智 平成28年4月 ディジタル回路（ネット） 専任 准教授 平野　智 平成28年4月 ディジタル回路（ネット）

兼担 教授 梅崎　太造 平成28年4月 ディジタル回路（ネット） 兼担 教授 梅崎　太造 平成28年4月 ディジタル回路（ネット） 兼担 教授 梅崎　太造 平成28年4月 ディジタル回路（ネット） 兼担 教授 梅崎　太造 平成28年4月 ディジタル回路（ネット）

専任 教授 片山　喜章 平成28年4月 情報数学Ⅰ（ネット） 専任 教授 片山　喜章 平成28年4月 情報数学Ⅰ（ネット） 専任 教授 片山　喜章 平成28年4月 情報数学Ⅰ（ネット） 専任 教授 片山　喜章 平成28年4月 情報数学Ⅰ（ネット）

兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 情報数学Ⅰ（ネット） 兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 情報数学Ⅰ（ネット） 兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 情報数学Ⅰ（ネット） 兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 情報数学Ⅰ（ネット）

兼担 准教授 白松　俊 平成28年4月 情報数学Ⅰ（ネット） 兼担 准教授 白松　俊 平成28年4月 情報数学Ⅰ（ネット） 兼担 准教授 白松　俊 平成28年4月 情報数学Ⅰ（ネット） 兼担 准教授 白松　俊 平成28年4月 情報数学Ⅰ（ネット）

専任 教授 和田山　正 平成28年4月 情報数学Ⅱ（ネット） 専任 教授 和田山　正 平成28年4月 情報数学Ⅱ（ネット） 専任 教授 和田山　正 平成28年4月 情報数学Ⅱ（ネット） 専任 教授 和田山　正 平成28年4月 情報数学Ⅱ（ネット）

専任 准教授 泉　泰介 平成28年4月 情報数学Ⅱ（ネット） 専任 准教授 泉　泰介 平成28年4月 情報数学Ⅱ（ネット） 兼担 准教授 泉　泰介 平成28年4月 情報数学Ⅱ（ネット） 兼担 准教授 泉　泰介 平成28年4月 情報数学Ⅱ（ネット）

専任 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（ネット） 専任 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（ネット） 専任 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（ネット） 専任 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（ネット）

専任 准教授 中村　剛士 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（ネット） 専任 准教授 中村　剛士 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（ネット） 専任 准教授 中村　剛士 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（ネット） 専任 准教授 中村　剛士 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（ネット）

兼担 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（ネット） 兼担 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（ネット） 兼担 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（ネット） 兼担 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（ネット）

専任 教授 和田山　正 平成28年4月 情報理論（ネット） 専任 教授 和田山　正 平成28年4月 情報理論（ネット） 専任 教授 和田山　正 平成28年4月 情報理論（ネット） 専任 教授 和田山　正 平成28年4月 情報理論（ネット）

専任 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 情報理論（ネット） 専任 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 情報理論（ネット） 専任 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 情報理論（ネット） 専任 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 情報理論（ネット）

兼担 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 情報理論（ネット） 兼担 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 情報理論（ネット） 兼担 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 情報理論（ネット） 兼担 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 情報理論（ネット）

専任 教授 片山　喜章 平成28年4月 データ構造とアルゴリズム（ネット） 専任 教授 片山　喜章 平成28年4月 データ構造とアルゴリズム（ネット） 専任 教授 片山　喜章 平成28年4月 データ構造とアルゴリズム（ネット） 専任 教授 片山　喜章 平成28年4月 データ構造とアルゴリズム（ネット）

専任 准教授 泉　泰介 平成28年4月 データ構造とアルゴリズム（ネット） 専任 准教授 泉　泰介 平成28年4月 データ構造とアルゴリズム（ネット） 兼担 准教授 泉　泰介 平成28年4月 データ構造とアルゴリズム（ネット）

専任 教授 足立　俊明 平成28年4月 フーリエ解析（ネット） 専任 教授 足立　俊明 平成28年4月 フーリエ解析（ネット） 専任 教授 足立　俊明 平成28年4月 フーリエ解析（ネット） 専任 教授 足立　俊明 平成28年4月 フーリエ解析（ネット）

専任 教授 松添　博 平成28年4月 フーリエ解析（ネット） 専任 教授 松添　博 平成28年4月 フーリエ解析（ネット） 専任 教授 松添　博 平成28年4月 フーリエ解析（ネット） 専任 教授 松添　博 平成28年4月 フーリエ解析（ネット）

専任 准教授 上野　一男 平成28年4月 フーリエ解析（ネット） 専任 准教授 上野　一男 平成28年4月 フーリエ解析（ネット） 専任 准教授 上野　一男 平成28年4月 フーリエ解析（ネット） 専任 准教授 上野　一男 平成28年4月 フーリエ解析（ネット）

専任 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 形式言語とオートマトン（ネット） 専任 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 形式言語とオートマトン（ネット） 専任 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 形式言語とオートマトン（ネット） 専任 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 形式言語とオートマトン（ネット）

専任 准教授 李　晃伸 平成28年4月 形式言語とオートマトン（ネット） 専任 准教授 李　晃伸 平成28年4月 形式言語とオートマトン（ネット） 専任 教授 李　晃伸 平成28年4月 形式言語とオートマトン（ネット） 専任 教授 李　晃伸 平成28年4月 形式言語とオートマトン（ネット）

兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 形式言語とオートマトン（ネット） 兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 形式言語とオートマトン（ネット） 専任 教授 片山　喜章 平成29年4月 形式言語とオートマトン（ネット） 専任 教授 片山　喜章 平成29年4月 形式言語とオートマトン（ネット）

専任 教授 佐藤　淳 平成28年4月 情報工学概論（知能） 専任 教授 佐藤　淳 平成28年4月 情報工学概論（知能） 専任 教授 佐藤　淳 平成28年4月 情報工学概論（知能） 専任 教授 佐藤　淳 平成28年4月 情報工学概論（知能）

専任 教授 新谷　虎松 平成28年4月 情報工学概論（知能） 専任 教授 新谷　虎松 平成28年4月 情報工学概論（知能） 専任 教授 新谷　虎松 平成28年4月 情報工学概論（知能） 専任 教授 新谷　虎松 平成28年4月 情報工学概論（知能）

兼担 教授 石橋　豊 平成28年4月 情報工学概論（知能） 兼担 教授 石橋　豊 平成28年4月 情報工学概論（知能） 専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 情報工学概論（知能） 専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 情報工学概論（知能）

専任 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 ディジタル回路（知能） 専任 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 ディジタル回路（知能） 専任 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 ディジタル回路（知能） 専任 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 ディジタル回路（知能）

専任 准教授 平野　智 平成28年4月 ディジタル回路（知能） 専任 准教授 平野　智 平成28年4月 ディジタル回路（知能） 専任 准教授 平野　智 平成28年4月 ディジタル回路（知能） 専任 准教授 平野　智 平成28年4月 ディジタル回路（知能）

兼担 教授 梅崎　太造 平成28年4月 ディジタル回路（知能） 兼担 教授 梅崎　太造 平成28年4月 ディジタル回路（知能） 兼担 教授 梅崎　太造 平成28年4月 ディジタル回路（知能） 兼担 教授 梅崎　太造 平成28年4月 ディジタル回路（知能）

専任 教授 片山　喜章 平成28年4月 情報数学Ⅰ（知能） 専任 教授 片山　喜章 平成28年4月 情報数学Ⅰ（知能） 専任 教授 片山　喜章 平成28年4月 情報数学Ⅰ（知能） 専任 教授 片山　喜章 平成28年4月 情報数学Ⅰ（知能）

兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 情報数学Ⅰ（知能） 兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 情報数学Ⅰ（知能） 兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 情報数学Ⅰ（知能） 兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 情報数学Ⅰ（知能）

兼担 准教授 白松　俊 平成28年4月 情報数学Ⅰ（知能） 兼担 准教授 白松　俊 平成28年4月 情報数学Ⅰ（知能） 兼担 准教授 白松　俊 平成28年4月 情報数学Ⅰ（知能） 兼担 准教授 白松　俊 平成28年4月 情報数学Ⅰ（知能）

専任 教授 和田山　正 平成28年4月 情報数学Ⅱ（知能） 専任 教授 和田山　正 平成28年4月 情報数学Ⅱ（知能） 専任 教授 和田山　正 平成28年4月 情報数学Ⅱ（知能） 専任 教授 和田山　正 平成28年4月 情報数学Ⅱ（知能）

専任 准教授 泉　泰介 平成28年4月 情報数学Ⅱ（知能） 専任 准教授 泉　泰介 平成28年4月 情報数学Ⅱ（知能） 兼担 准教授 泉　泰介 平成28年4月 情報数学Ⅱ（知能） 兼担 准教授 泉　泰介 平成28年4月 情報数学Ⅱ（知能）

専任 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（知能） 専任 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（知能） 専任 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（知能） 専任 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（知能）

専任 准教授 中村　剛士 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（知能） 専任 准教授 中村　剛士 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（知能） 専任 准教授 中村　剛士 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（知能） 専任 准教授 中村　剛士 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（知能）

兼担 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（知能） 兼担 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（知能） 兼担 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（知能） 兼担 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（知能）

専任 教授 和田山　正 平成28年4月 情報理論（知能） 専任 教授 和田山　正 平成28年4月 情報理論（知能） 専任 教授 和田山　正 平成28年4月 情報理論（知能） 専任 教授 和田山　正 平成28年4月 情報理論（知能）

専任 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 情報理論（知能） 専任 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 情報理論（知能） 専任 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 情報理論（知能） 専任 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 情報理論（知能）

兼担 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 情報理論（知能） 兼担 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 情報理論（知能） 兼担 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 情報理論（知能） 兼担 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 情報理論（知能）

専任 教授 片山　喜章 平成28年4月 データ構造とアルゴリズム（知能） 専任 教授 片山　喜章 平成28年4月 データ構造とアルゴリズム（知能） 専任 教授 片山　喜章 平成28年4月 データ構造とアルゴリズム（知能）

専任 准教授 泉　泰介 平成28年4月 データ構造とアルゴリズム（知能） 専任 准教授 泉　泰介 平成28年4月 データ構造とアルゴリズム（知能） 兼担 准教授 泉　泰介 平成28年4月 データ構造とアルゴリズム（知能） 兼担 准教授 泉　泰介 平成28年4月 データ構造とアルゴリズム（知能）

専任 教授 足立　俊明 平成28年4月 フーリエ解析（知能） 専任 教授 足立　俊明 平成28年4月 フーリエ解析（知能） 専任 教授 足立　俊明 平成28年4月 フーリエ解析（知能） 専任 教授 足立　俊明 平成28年4月 フーリエ解析（知能）

専任 教授 松添　博 平成28年4月 フーリエ解析（知能） 専任 教授 松添　博 平成28年4月 フーリエ解析（知能） 専任 教授 松添　博 平成28年4月 フーリエ解析（知能） 専任 教授 松添　博 平成28年4月 フーリエ解析（知能）

専任 准教授 上野　一男 平成28年4月 フーリエ解析（知能） 専任 准教授 上野　一男 平成28年4月 フーリエ解析（知能） 専任 准教授 上野　一男 平成28年4月 フーリエ解析（知能） 専任 准教授 上野　一男 平成28年4月 フーリエ解析（知能）

専任 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 形式言語とオートマトン（知能） 専任 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 形式言語とオートマトン（知能） 専任 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 形式言語とオートマトン（知能） 専任 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 形式言語とオートマトン（知能）

専任 准教授 李　晃伸 平成28年4月 形式言語とオートマトン（知能） 専任 准教授 李　晃伸 平成28年4月 形式言語とオートマトン（知能） 専任 教授 李　晃伸 平成28年4月 形式言語とオートマトン（知能） 専任 教授 李　晃伸 平成28年4月 形式言語とオートマトン（知能）

兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 形式言語とオートマトン（知能） 兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 形式言語とオートマトン（知能） 専任 教授 片山　喜章 平成29年4月 形式言語とオートマトン（知能） 専任 教授 片山　喜章 平成29年4月 形式言語とオートマトン（知能）

専任 教授 佐藤　淳 平成28年4月 情報工学概論（メディア） 専任 教授 佐藤　淳 平成28年4月 情報工学概論（メディア） 専任 教授 佐藤　淳 平成28年4月 情報工学概論（メディア） 専任 教授 佐藤　淳 平成28年4月 情報工学概論（メディア）

専任 教授 新谷　虎松 平成28年4月 情報工学概論（メディア） 専任 教授 新谷　虎松 平成28年4月 情報工学概論（メディア） 専任 教授 新谷　虎松 平成28年4月 情報工学概論（メディア） 専任 教授 新谷　虎松 平成28年4月 情報工学概論（メディア）

兼担 教授 石橋　豊 平成28年4月 情報工学概論（メディア） 兼担 教授 石橋　豊 平成28年4月 情報工学概論（メディア） 専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 情報工学概論（メディア） 専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 情報工学概論（メディア）

専任 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 ディジタル回路（メディア） 専任 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 ディジタル回路（メディア） 専任 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 ディジタル回路（メディア） 専任 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 ディジタル回路（メディア）

専任 准教授 平野　智 平成28年4月 ディジタル回路（メディア） 専任 准教授 平野　智 平成28年4月 ディジタル回路（メディア） 専任 准教授 平野　智 平成28年4月 ディジタル回路（メディア） 専任 准教授 平野　智 平成28年4月 ディジタル回路（メディア）

兼担 教授 梅崎　太造 平成28年4月 ディジタル回路（メディア） 兼担 教授 梅崎　太造 平成28年4月 ディジタル回路（メディア） 兼担 教授 梅崎　太造 平成28年4月 ディジタル回路（メディア） 兼担 教授 梅崎　太造 平成28年4月 ディジタル回路（メディア）

専任 教授 片山　喜章 平成28年4月 情報数学Ⅰ（メディア） 専任 教授 片山　喜章 平成28年4月 情報数学Ⅰ（メディア） 専任 教授 片山　喜章 平成28年4月 情報数学Ⅰ（メディア） 専任 教授 片山　喜章 平成28年4月 情報数学Ⅰ（メディア）

兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 情報数学Ⅰ（メディア） 兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 情報数学Ⅰ（メディア） 兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 情報数学Ⅰ（メディア） 兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 情報数学Ⅰ（メディア）

兼担 准教授 白松　俊 平成28年4月 情報数学Ⅰ（メディア） 兼担 准教授 白松　俊 平成28年4月 情報数学Ⅰ（メディア） 兼担 准教授 白松　俊 平成28年4月 情報数学Ⅰ（メディア） 兼担 准教授 白松　俊 平成28年4月 情報数学Ⅰ（メディア）

専任 教授 和田山　正 平成28年4月 情報数学Ⅱ（メディア） 専任 教授 和田山　正 平成28年4月 情報数学Ⅱ（メディア） 専任 教授 和田山　正 平成28年4月 情報数学Ⅱ（メディア） 専任 教授 和田山　正 平成28年4月 情報数学Ⅱ（メディア）

専任 准教授 泉　泰介 平成28年4月 情報数学Ⅱ（メディア） 専任 准教授 泉　泰介 平成28年4月 情報数学Ⅱ（メディア） 兼担 准教授 泉　泰介 平成28年4月 情報数学Ⅱ（メディア） 兼担 准教授 泉　泰介 平成28年4月 情報数学Ⅱ（メディア）

専任 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（メディア） 専任 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（メディア） 専任 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（メディア） 専任 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（メディア）

専任 准教授 中村　剛士 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（メディア） 専任 准教授 中村　剛士 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（メディア） 専任 准教授 中村　剛士 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（メディア） 専任 准教授 中村　剛士 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（メディア）

兼担 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（メディア） 兼担 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（メディア） 兼担 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（メディア） 兼担 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（メディア）

専任 教授 和田山　正 平成28年4月 情報理論（メディア） 専任 教授 和田山　正 平成28年4月 情報理論（メディア） 専任 教授 和田山　正 平成28年4月 情報理論（メディア） 専任 教授 和田山　正 平成28年4月 情報理論（メディア）

専任 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 情報理論（メディア） 専任 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 情報理論（メディア） 専任 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 情報理論（メディア） 専任 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 情報理論（メディア）

氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月 就任予定年月担当授業科目名 職名

【平成30年度】

職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名氏　　名

【認可時又は届出時】

５　教員組織の状況

＜工学部　情報工学科＞

（１）ー① 担当教員表

【平成28年度】 【平成29年度】
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月 就任予定年月担当授業科目名 職名職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名氏　　名

兼担 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 情報理論（メディア） 兼担 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 情報理論（メディア） 兼担 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 情報理論（メディア） 兼担 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 情報理論（メディア）

専任 教授 片山　喜章 平成28年4月 データ構造とアルゴリズム（メディア） 専任 教授 片山　喜章 平成28年4月 データ構造とアルゴリズム（メディア） 専任 教授 片山　喜章 平成28年4月 データ構造とアルゴリズム（メディア）

専任 准教授 泉　泰介 平成28年4月 データ構造とアルゴリズム（メディア） 専任 准教授 泉　泰介 平成28年4月 データ構造とアルゴリズム（メディア） 兼担 准教授 泉　泰介 平成28年4月 データ構造とアルゴリズム（メディア） 兼担 准教授 泉　泰介 平成28年4月 データ構造とアルゴリズム（メディア）

専任 教授 足立　俊明 平成28年4月 フーリエ解析（メディア） 専任 教授 足立　俊明 平成28年4月 フーリエ解析（メディア） 専任 教授 足立　俊明 平成28年4月 フーリエ解析（メディア） 専任 教授 足立　俊明 平成28年4月 フーリエ解析（メディア）

専任 教授 松添　博 平成28年4月 フーリエ解析（メディア） 専任 教授 松添　博 平成28年4月 フーリエ解析（メディア） 専任 教授 松添　博 平成28年4月 フーリエ解析（メディア） 専任 教授 松添　博 平成28年4月 フーリエ解析（メディア）

専任 准教授 上野　一男 平成28年4月 フーリエ解析（メディア） 専任 准教授 上野　一男 平成28年4月 フーリエ解析（メディア） 専任 准教授 上野　一男 平成28年4月 フーリエ解析（メディア） 専任 准教授 上野　一男 平成28年4月 フーリエ解析（メディア）

専任 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 形式言語とオートマトン（メディア） 専任 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 形式言語とオートマトン（メディア） 専任 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 形式言語とオートマトン（メディア） 専任 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 形式言語とオートマトン（メディア）

専任 准教授 李　晃伸 平成28年4月 形式言語とオートマトン（メディア） 専任 准教授 李　晃伸 平成28年4月 形式言語とオートマトン（メディア） 専任 教授 李　晃伸 平成28年4月 形式言語とオートマトン（メディア） 専任 教授 李　晃伸 平成28年4月 形式言語とオートマトン（メディア）

兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 形式言語とオートマトン（メディア） 兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 形式言語とオートマトン（メディア） 専任 教授 片山　喜章 平成29年4月 形式言語とオートマトン（メディア） 専任 教授 片山　喜章 平成29年4月 形式言語とオートマトン（メディア）

専任 教授 松尾　啓志 平成28年4月 オペレーティングシステム（ネット） 専任 教授 松尾　啓志 平成28年4月 オペレーティングシステム（ネット） 専任 教授 松尾　啓志 平成28年4月 オペレーティングシステム（ネット） 専任 教授 松尾　啓志 平成28年4月 オペレーティングシステム（ネット）

専任 教授 内匠　逸 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅡ（ネット） 専任 教授 内匠　逸 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅡ（ネット） 専任 准教授 黒柳　奨 平成29年4月 コンピュータアーキテクチャⅡ（ネット） 専任 准教授 黒柳　奨 平成29年4月 コンピュータアーキテクチャⅡ（ネット）

専任 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅡ（ネット） 専任 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅡ（ネット） 専任 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅡ（ネット） 専任 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅡ（ネット）

専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 データサイエンス（ネット） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 データサイエンス（ネット） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 データサイエンス（ネット） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 データサイエンス（ネット）

専任 教授 竹内　一郎 平成28年4月 データサイエンス（ネット） 専任 教授 竹内　一郎 平成28年4月 データサイエンス（ネット） 専任 教授 竹内　一郎 平成28年4月 データサイエンス（ネット） 専任 教授 竹内　一郎 平成28年4月 データサイエンス（ネット）

専任 教授 和田山　正 平成28年4月 科学技術計算（ネット） 専任 教授 和田山　正 平成28年4月 科学技術計算（ネット） 専任 准教授 烏山　昌幸 平成29年4月 科学技術計算（ネット） 専任 准教授 烏山　昌幸 平成29年4月 科学技術計算（ネット）

専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 科学技術計算（ネット） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 科学技術計算（ネット） 専任 教授 竹内　一郎 平成29年4月 科学技術計算（ネット） 専任 教授 竹内　一郎 平成29年4月 科学技術計算（ネット）

専任 准教授 李　晃伸 平成28年4月 科学技術計算（ネット） 専任 准教授 李　晃伸 平成28年4月 科学技術計算（ネット） 専任 教授 李　晃伸 平成28年4月 科学技術計算（ネット） 専任 教授 李　晃伸 平成28年4月 科学技術計算（ネット）

専任 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 情報ネットワーク（ネット） 専任 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 情報ネットワーク（ネット） 専任 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 情報ネットワーク（ネット） 専任 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 情報ネットワーク（ネット）

専任 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 情報ネットワーク（ネット） 専任 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 情報ネットワーク（ネット） 専任 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 情報ネットワーク（ネット） 専任 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 情報ネットワーク（ネット）

専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 情報通信技術政策（ネット） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 情報通信技術政策（ネット） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 情報通信技術政策（ネット） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 情報通信技術政策（ネット）

専任 准教授 泉　泰介 平成28年4月 情報通信技術政策（ネット） 専任 准教授 泉　泰介 平成28年4月 情報通信技術政策（ネット） 兼担 准教授 泉　泰介 平成28年4月 情報通信技術政策（ネット） 兼担 准教授 泉　泰介 平成28年4月 情報通信技術政策（ネット）

兼担 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 ソフトウェア工学（ネット） 兼担 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 ソフトウェア工学（ネット） 兼担 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 ソフトウェア工学（ネット） 兼担 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 ソフトウェア工学（ネット）

兼担 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 パターン認識（ネット） 兼担 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 パターン認識（ネット） 兼担 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 パターン認識（ネット） 専任 教授 本谷　秀堅 平成30年4月 パターン認識（ネット）

専任 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 プログラミング応用（ネット） 専任 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 プログラミング応用（ネット） 専任 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 プログラミング応用（ネット） 専任 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 プログラミング応用（ネット）

兼担 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 プログラミング応用（ネット） 兼担 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 プログラミング応用（ネット） 兼担 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 プログラミング応用（ネット） 兼担 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 プログラミング応用（ネット）

兼担 准教授 山本　大介 平成28年4月 プログラミング応用（ネット） 兼担 准教授 山本　大介 平成28年4月 プログラミング応用（ネット） 兼担 准教授 山本　大介 平成28年4月 プログラミング応用（ネット） 兼担 准教授 山本　大介 平成28年4月 プログラミング応用（ネット）

専任 教授 佐藤　淳 平成28年4月 画像情報処理（ネット） 専任 教授 佐藤　淳 平成28年4月 画像情報処理（ネット） 専任 教授 佐藤　淳 平成28年4月 画像情報処理（ネット） 専任 教授 佐藤　淳 平成28年4月 画像情報処理（ネット）

専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 ソフトウェア工学セミナーⅠ（ネット） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 ソフトウェア工学セミナーⅠ（ネット） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 ソフトウェア工学セミナーⅠ（ネット） 専任 教授 松尾　啓志 平成30年4月 ソフトウェア工学セミナーⅠ（ネット）

専任 准教授 泉　泰介 平成28年4月 ソフトウェア工学セミナーⅠ（ネット） 専任 准教授 泉　泰介 平成28年4月 ソフトウェア工学セミナーⅠ（ネット） 兼担 准教授 泉　泰介 平成28年4月 ソフトウェア工学セミナーⅠ（ネット） 兼担 准教授 泉　泰介 平成28年4月 ソフトウェア工学セミナーⅠ（ネット）

専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 ソフトウェア工学セミナーⅡ（ネット） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 ソフトウェア工学セミナーⅡ（ネット） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 ソフトウェア工学セミナーⅡ（ネット） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 ソフトウェア工学セミナーⅡ（ネット）

専任 准教授 泉　泰介 平成28年4月 ソフトウェア工学セミナーⅡ（ネット） 専任 准教授 泉　泰介 平成28年4月 ソフトウェア工学セミナーⅡ（ネット） 兼担 准教授 泉　泰介 平成28年4月 ソフトウェア工学セミナーⅡ（ネット） 兼担 准教授 泉　泰介 平成28年4月 ソフトウェア工学セミナーⅡ（ネット）

専任 教授 内匠　逸 平成28年4月 情報セキュリティ（ネット） 専任 教授 内匠　逸 平成28年4月 情報セキュリティ（ネット） 兼担 教授 内匠　逸 平成28年4月 情報セキュリティ（ネット） 兼担 教授 内匠　逸 平成28年4月 情報セキュリティ（ネット）

専任 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 情報セキュリティ（ネット） 専任 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 情報セキュリティ（ネット） 専任 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 情報セキュリティ（ネット） 専任 教授 齋藤　彰一 平成30年4月 情報セキュリティ（ネット）

兼担 教授 徳田　恵一 平成28年4月 音声情報処理（ネット） 兼担 教授 徳田　恵一 平成28年4月 音声情報処理（ネット） 兼担 教授 徳田　恵一 平成28年4月 音声情報処理（ネット） 兼担 教授 徳田　恵一 平成28年4月 音声情報処理（ネット）

専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 情報工学特別講義（ネット） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 情報工学特別講義（ネット） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 情報工学特別講義（ネット） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 情報工学特別講義（ネット）

専任 准教授 泉　泰介 平成28年4月 情報工学特別講義（ネット） 専任 准教授 泉　泰介 平成28年4月 情報工学特別講義（ネット） 兼担 准教授 泉　泰介 平成28年4月 情報工学特別講義（ネット） 兼担 准教授 泉　泰介 平成28年4月 情報工学特別講義（ネット）

専任 教授 世木　博久 平成28年4月 データベース論（ネット） 専任 教授 世木　博久 平成28年4月 データベース論（ネット） 専任 教授 世木　博久 平成28年4月 データベース論（ネット） 専任 教授 世木　博久 平成28年4月 データベース論（ネット）

兼担 教授 石橋　豊 平成28年4月 データベース論（ネット） 兼担 教授 石橋　豊 平成28年4月 データベース論（ネット） 専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 データベース論（ネット） 専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 データベース論（ネット）

専任 教授 足立　俊明 平成28年4月 微分方程式（ネット） 専任 教授 足立　俊明 平成28年4月 微分方程式（ネット） 専任 教授 足立　俊明 平成28年4月 微分方程式（ネット） 専任 教授 足立　俊明 平成28年4月 微分方程式（ネット）

専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 計算幾何学（ネット） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 計算幾何学（ネット） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 計算幾何学（ネット） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 計算幾何学（ネット）

専任 准教授 泉　泰介 平成28年4月 コンパイラ 専任 准教授 泉　泰介 平成28年4月 コンパイラ 兼担 准教授 山本　大介 平成29年4月 コンパイラ 兼担 准教授 福嶋　慶繁 平成30年4月 コンパイラ

兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 コンパイラ 兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 コンパイラ 兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 コンパイラ 兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 コンパイラ

専任 教授 片山　喜章 平成28年4月 システムプログラム 専任 教授 片山　喜章 平成28年4月 システムプログラム 専任 教授 片山　喜章 平成28年4月 システムプログラム

兼担 教授 石橋　豊 平成28年4月 システムプログラム 兼担 教授 石橋　豊 平成28年4月 システムプログラム 専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 システムプログラム 専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 システムプログラム

兼担 教授 徳田　恵一 平成28年4月 信号処理（ネット） 兼担 教授 徳田　恵一 平成28年4月 信号処理（ネット） 専任 准教授 平野　智 平成29年4月 信号処理（ネット） 専任 准教授 平野　智 平成29年4月 信号処理（ネット）

専任 准教授 平野　智 平成28年4月 電気電子回路（ネット） 専任 准教授 平野　智 平成28年4月 電気電子回路（ネット） 専任 准教授 平野　智 平成28年4月 電気電子回路（ネット） 専任 准教授 平野　智 平成28年4月 電気電子回路（ネット）

兼担 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 プログラミング言語論 兼担 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 プログラミング言語論 兼担 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 プログラミング言語論 専任 教授 和田山　正 平成30年4月 プログラミング言語論

専任 准教授 打矢　隆弘 平成28年4月 分散システム論 専任 准教授 打矢　隆弘 平成28年4月 分散システム論 兼担 准教授 打矢　隆弘 平成28年4月 分散システム論 専任 准教授 布目　敏郎 平成30年4月 分散システム論

兼担 教授 加藤　昇平 平成28年4月 知識表現と推論（ネット） 兼担 教授 加藤　昇平 平成28年4月 知識表現と推論（ネット） 兼担 教授 加藤　昇平 平成28年4月 知識表現と推論（ネット） 兼担 教授 加藤　昇平 平成28年4月 知識表現と推論（ネット）

専任 教授 松尾　啓志 平成28年4月 オペレーティングシステム（知能） 専任 教授 松尾　啓志 平成28年4月 オペレーティングシステム（知能） 専任 教授 松尾　啓志 平成28年4月 オペレーティングシステム（知能） 専任 教授 松尾　啓志 平成28年4月 オペレーティングシステム（知能）

専任 教授 内匠　逸 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅡ（知能） 専任 教授 内匠　逸 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅡ（知能） 専任 准教授 黒柳　奨 平成29年4月 コンピュータアーキテクチャⅡ（知能） 専任 准教授 黒柳　奨 平成29年4月 コンピュータアーキテクチャⅡ（知能）

専任 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅡ（知能） 専任 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅡ（知能） 専任 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅡ（知能） 専任 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅡ（知能）

専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 データサイエンス（知能） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 データサイエンス（知能） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 データサイエンス（知能） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 データサイエンス（知能）

専任 教授 竹内　一郎 平成28年4月 データサイエンス（知能） 専任 教授 竹内　一郎 平成28年4月 データサイエンス（知能） 専任 教授 竹内　一郎 平成28年4月 データサイエンス（知能） 専任 教授 竹内　一郎 平成28年4月 データサイエンス（知能）

専任 教授 和田山　正 平成28年4月 科学技術計算（知能） 専任 教授 和田山　正 平成28年4月 科学技術計算（知能） 専任 准教授 烏山　昌幸 平成29年4月 科学技術計算（知能） 専任 准教授 烏山　昌幸 平成29年4月 科学技術計算（知能）

専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 科学技術計算（知能） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 科学技術計算（知能） 専任 教授 竹内　一郎 平成29年4月 科学技術計算（知能） 専任 教授 竹内　一郎 平成29年4月 科学技術計算（知能）

専任 准教授 李　晃伸 平成28年4月 科学技術計算（知能） 専任 准教授 李　晃伸 平成28年4月 科学技術計算（知能） 専任 教授 李　晃伸 平成28年4月 科学技術計算（知能） 専任 教授 李　晃伸 平成28年4月 科学技術計算（知能）

専任 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 情報ネットワーク（知能） 専任 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 情報ネットワーク（知能） 専任 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 情報ネットワーク（知能） 専任 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 情報ネットワーク（知能）

専任 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 情報ネットワーク（知能） 専任 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 情報ネットワーク（知能） 専任 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 情報ネットワーク（知能） 専任 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 情報ネットワーク（知能）

専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 情報通信技術政策（知能） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 情報通信技術政策（知能） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 情報通信技術政策（知能） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 情報通信技術政策（知能）

専任 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 情報通信技術政策（知能） 専任 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 情報通信技術政策（知能） 専任 教授 竹内　一郎 平成29年4月 情報通信技術政策（知能） 専任 教授 竹内　一郎 平成29年4月 情報通信技術政策（知能）

兼担 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 ソフトウェア工学（知能） 兼担 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 ソフトウェア工学（知能） 兼担 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 ソフトウェア工学（知能） 兼担 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 ソフトウェア工学（知能）

兼担 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 パターン認識（知能） 兼担 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 パターン認識（知能） 兼担 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 パターン認識（知能） 専任 教授 本谷　秀堅 平成30年4月 パターン認識（知能）

専任 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 プログラミング応用（知能） 専任 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 プログラミング応用（知能） 専任 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 プログラミング応用（知能） 専任 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 プログラミング応用（知能）

兼担 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 プログラミング応用（知能） 兼担 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 プログラミング応用（知能） 兼担 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 プログラミング応用（知能） 兼担 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 プログラミング応用（知能）

兼担 准教授 山本　大介 平成28年4月 プログラミング応用（知能） 兼担 准教授 山本　大介 平成28年4月 プログラミング応用（知能） 兼担 准教授 山本　大介 平成28年4月 プログラミング応用（知能） 兼担 准教授 山本　大介 平成28年4月 プログラミング応用（知能）

専任 教授 佐藤　淳 平成28年4月 画像情報処理（知能） 専任 教授 佐藤　淳 平成28年4月 画像情報処理（知能） 専任 教授 佐藤　淳 平成28年4月 画像情報処理（知能） 専任 教授 佐藤　淳 平成28年4月 画像情報処理（知能）

専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 ソフトウェア工学セミナーⅠ（知能） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 ソフトウェア工学セミナーⅠ（知能） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 ソフトウェア工学セミナーⅠ（知能） 専任 教授 松尾　啓志 平成30年4月 ソフトウェア工学セミナーⅠ（知能）

専任 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 ソフトウェア工学セミナーⅠ（知能） 専任 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 ソフトウェア工学セミナーⅠ（知能） 専任 教授 竹内　一郎 平成29年4月 ソフトウェア工学セミナーⅠ（知能） 専任 教授 竹内　一郎 平成29年4月 ソフトウェア工学セミナーⅠ（知能）

専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 ソフトウェア工学セミナーⅡ（知能） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 ソフトウェア工学セミナーⅡ（知能） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 ソフトウェア工学セミナーⅡ（知能） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 ソフトウェア工学セミナーⅡ（知能）

専任 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 ソフトウェア工学セミナーⅡ（知能） 専任 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 ソフトウェア工学セミナーⅡ（知能） 専任 教授 竹内　一郎 平成29年4月 ソフトウェア工学セミナーⅡ（知能） 専任 教授 竹内　一郎 平成29年4月 ソフトウェア工学セミナーⅡ（知能）

専任 教授 内匠　逸 平成28年4月 情報セキュリティ（知能） 専任 教授 内匠　逸 平成28年4月 情報セキュリティ（知能） 兼担 教授 内匠　逸 平成28年4月 情報セキュリティ（知能） 兼担 教授 内匠　逸 平成28年4月 情報セキュリティ（知能）

専任 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 情報セキュリティ（知能） 専任 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 情報セキュリティ（知能） 専任 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 情報セキュリティ（知能） 専任 教授 齋藤　彰一 平成30年4月 情報セキュリティ（知能）

兼担 教授 徳田　恵一 平成28年4月 音声情報処理（知能） 兼担 教授 徳田　恵一 平成28年4月 音声情報処理（知能） 兼担 教授 徳田　恵一 平成28年4月 音声情報処理（知能） 兼担 教授 徳田　恵一 平成28年4月 音声情報処理（知能）

専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 情報工学特別講義（知能） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 情報工学特別講義（知能） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 情報工学特別講義（知能） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 情報工学特別講義（知能）

専任 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 情報工学特別講義（知能） 専任 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 情報工学特別講義（知能） 専任 教授 竹内　一郎 平成29年4月 情報工学特別講義（知能） 専任 教授 竹内　一郎 平成29年4月 情報工学特別講義（知能）

専任 教授 世木　博久 平成28年4月 データベース論（知能） 専任 教授 世木　博久 平成28年4月 データベース論（知能） 専任 教授 世木　博久 平成28年4月 データベース論（知能） 専任 教授 世木　博久 平成28年4月 データベース論（知能）

兼担 教授 石橋　豊 平成28年4月 データベース論（知能） 兼担 教授 石橋　豊 平成28年4月 データベース論（知能） 専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 データベース論（知能） 専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 データベース論（知能）

専任 教授 足立　俊明 平成28年4月 微分方程式（知能） 専任 教授 足立　俊明 平成28年4月 微分方程式（知能） 専任 教授 足立　俊明 平成28年4月 微分方程式（知能） 専任 教授 足立　俊明 平成28年4月 微分方程式（知能）

兼担 教授 徳田　恵一 平成28年4月 信号処理（知能） 兼担 教授 徳田　恵一 平成28年4月 信号処理（知能） 兼担 教授 徳田　恵一 平成28年4月 信号処理（知能）

兼担 教授 加藤　昇平 平成28年4月 知識表現と推論（知能） 兼担 教授 加藤　昇平 平成28年4月 知識表現と推論（知能） 兼担 教授 加藤　昇平 平成28年4月 知識表現と推論（知能） 兼担 教授 加藤　昇平 平成28年4月 知識表現と推論（知能）

専任 教授 新谷　虎松 平成28年4月 知能処理学 専任 教授 新谷　虎松 平成28年4月 知能処理学 専任 教授 新谷　虎松 平成28年4月 知能処理学 専任 教授 新谷　虎松 平成28年4月 知能処理学

専任 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 知能処理学 専任 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 知能処理学 専任 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 知能処理学 専任 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 知能処理学

専任 教授 竹内　一郎 平成28年4月 機械学習論（知能） 専任 教授 竹内　一郎 平成28年4月 機械学習論（知能） 専任 教授 竹内　一郎 平成28年4月 機械学習論（知能） 専任 教授 竹内　一郎 平成28年4月 機械学習論（知能）

専任 教授 新谷　虎松 平成28年4月 ウェブインテリジェンス 専任 教授 新谷　虎松 平成28年4月 ウェブインテリジェンス 専任 教授 新谷　虎松 平成28年4月 ウェブインテリジェンス 専任 教授 新谷　虎松 平成28年4月 ウェブインテリジェンス

兼担 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 マルチエージェントシステム 兼担 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 マルチエージェントシステム 兼担 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 マルチエージェントシステム 兼担 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 マルチエージェントシステム

専任 教授 新谷　虎松 平成28年4月 知識システム 専任 教授 新谷　虎松 平成28年4月 知識システム 専任 教授 新谷　虎松 平成28年4月 知識システム 専任 教授 新谷　虎松 平成28年4月 知識システム

兼担 教授 加藤　昇平 平成28年4月 知能ロボット制御論 兼担 教授 加藤　昇平 平成28年4月 知能ロボット制御論 兼担 教授 加藤　昇平 平成28年4月 知能ロボット制御論 兼担 教授 加藤　昇平 平成28年4月 知能ロボット制御論
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月 就任予定年月担当授業科目名 職名職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名氏　　名

専任 教授 松尾　啓志 平成28年4月 オペレーティングシステム（メディア） 専任 教授 松尾　啓志 平成28年4月 オペレーティングシステム（メディア） 専任 教授 松尾　啓志 平成28年4月 オペレーティングシステム（メディア） 専任 教授 松尾　啓志 平成28年4月 オペレーティングシステム（メディア）

専任 教授 内匠　逸 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅡ（メディア） 専任 教授 内匠　逸 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅡ（メディア） 専任 准教授 黒柳　奨 平成29年4月 コンピュータアーキテクチャⅡ（メディア） 専任 准教授 黒柳　奨 平成29年4月 コンピュータアーキテクチャⅡ（メディア）

専任 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅡ（メディア） 専任 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅡ（メディア） 専任 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅡ（メディア） 専任 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅡ（メディア）

専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 データサイエンス（メディア） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 データサイエンス（メディア） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 データサイエンス（メディア） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 データサイエンス（メディア）

専任 教授 竹内　一郎 平成28年4月 データサイエンス（メディア） 専任 教授 竹内　一郎 平成28年4月 データサイエンス（メディア） 専任 教授 竹内　一郎 平成28年4月 データサイエンス（メディア） 専任 教授 竹内　一郎 平成28年4月 データサイエンス（メディア）

専任 教授 和田山　正 平成28年4月 科学技術計算（メディア） 専任 教授 和田山　正 平成28年4月 科学技術計算（メディア） 専任 准教授 烏山　昌幸 平成29年4月 科学技術計算（メディア） 専任 准教授 烏山　昌幸 平成29年4月 科学技術計算（メディア）

専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 科学技術計算（メディア） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 科学技術計算（メディア） 専任 教授 竹内　一郎 平成29年4月 科学技術計算（メディア） 専任 教授 竹内　一郎 平成29年4月 科学技術計算（メディア）

専任 准教授 李　晃伸 平成28年4月 科学技術計算（メディア） 専任 准教授 李　晃伸 平成28年4月 科学技術計算（メディア） 専任 教授 李　晃伸 平成28年4月 科学技術計算（メディア） 専任 教授 李　晃伸 平成28年4月 科学技術計算（メディア）

専任 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 情報ネットワーク（メディア） 専任 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 情報ネットワーク（メディア） 専任 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 情報ネットワーク（メディア） 専任 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 情報ネットワーク（メディア）

専任 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 情報ネットワーク（メディア） 専任 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 情報ネットワーク（メディア） 専任 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 情報ネットワーク（メディア） 専任 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 情報ネットワーク（メディア）

専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 情報通信技術政策（メディア） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 情報通信技術政策（メディア） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 情報通信技術政策（メディア） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 情報通信技術政策（メディア）

専任 准教授 李　晃伸 平成28年4月 情報通信技術政策（メディア） 専任 准教授 李　晃伸 平成28年4月 情報通信技術政策（メディア） 専任 教授 李　晃伸 平成28年4月 情報通信技術政策（メディア） 専任 准教授 坂上　文彦 平成30年4月 情報通信技術政策（メディア）

兼担 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 ソフトウェア工学（メディア） 兼担 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 ソフトウェア工学（メディア） 兼担 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 ソフトウェア工学（メディア） 兼担 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 ソフトウェア工学（メディア）

兼担 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 パターン認識（メディア） 兼担 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 パターン認識（メディア） 兼担 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 パターン認識（メディア） 専任 教授 本谷　秀堅 平成30年4月 パターン認識（メディア）

専任 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 プログラミング応用（メディア） 専任 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 プログラミング応用（メディア） 専任 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 プログラミング応用（メディア） 専任 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 プログラミング応用（メディア）

兼担 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 プログラミング応用（メディア） 兼担 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 プログラミング応用（メディア） 兼担 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 プログラミング応用（メディア） 兼担 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 プログラミング応用（メディア）

兼担 准教授 山本　大介 平成28年4月 プログラミング応用（メディア） 兼担 准教授 山本　大介 平成28年4月 プログラミング応用（メディア） 兼担 准教授 山本　大介 平成28年4月 プログラミング応用（メディア） 兼担 准教授 山本　大介 平成28年4月 プログラミング応用（メディア）

専任 教授 佐藤　淳 平成28年4月 画像情報処理（メディア） 専任 教授 佐藤　淳 平成28年4月 画像情報処理（メディア） 専任 教授 佐藤　淳 平成28年4月 画像情報処理（メディア） 専任 教授 佐藤　淳 平成28年4月 画像情報処理（メディア）

専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 ソフトウェア工学セミナーⅠ（メディア） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 ソフトウェア工学セミナーⅠ（メディア） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 ソフトウェア工学セミナーⅠ（メディア） 専任 教授 松尾　啓志 平成30年4月 ソフトウェア工学セミナーⅠ（メディア）

専任 准教授 李　晃伸 平成28年4月 ソフトウェア工学セミナーⅠ（メディア） 専任 准教授 李　晃伸 平成28年4月 ソフトウェア工学セミナーⅠ（メディア） 専任 教授 李　晃伸 平成28年4月 ソフトウェア工学セミナーⅠ（メディア） 専任 准教授 坂上　文彦 平成30年4月 ソフトウェア工学セミナーⅠ（メディア）

専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 ソフトウェア工学セミナーⅡ（メディア） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 ソフトウェア工学セミナーⅡ（メディア） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 ソフトウェア工学セミナーⅡ（メディア） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 ソフトウェア工学セミナーⅡ（メディア）

専任 准教授 李　晃伸 平成28年4月 ソフトウェア工学セミナーⅡ（メディア） 専任 准教授 李　晃伸 平成28年4月 ソフトウェア工学セミナーⅡ（メディア） 専任 教授 李　晃伸 平成28年4月 ソフトウェア工学セミナーⅡ（メディア） 専任 准教授 坂上　文彦 平成30年4月 ソフトウェア工学セミナーⅡ（メディア）

専任 教授 内匠　逸 平成28年4月 情報セキュリティ（メディア） 専任 教授 内匠　逸 平成28年4月 情報セキュリティ（メディア） 兼担 教授 内匠　逸 平成28年4月 情報セキュリティ（メディア） 兼担 教授 内匠　逸 平成28年4月 情報セキュリティ（メディア）

専任 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 情報セキュリティ（メディア） 専任 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 情報セキュリティ（メディア） 専任 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 情報セキュリティ（メディア） 専任 教授 齋藤　彰一 平成30年4月 情報セキュリティ（メディア）

兼担 教授 徳田　恵一 平成28年4月 音声情報処理（メディア） 兼担 教授 徳田　恵一 平成28年4月 音声情報処理（メディア） 兼担 教授 徳田　恵一 平成28年4月 音声情報処理（メディア） 兼担 教授 徳田　恵一 平成28年4月 音声情報処理（メディア）

専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 情報工学特別講義（メディア） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 情報工学特別講義（メディア） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 情報工学特別講義（メディア） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 情報工学特別講義（メディア）

専任 准教授 李　晃伸 平成28年4月 情報工学特別講義（メディア） 専任 准教授 李　晃伸 平成28年4月 情報工学特別講義（メディア） 専任 教授 李　晃伸 平成28年4月 情報工学特別講義（メディア） 専任 准教授 坂上　文彦 平成30年4月 情報工学特別講義（メディア）

専任 教授 世木　博久 平成28年4月 データベース論（メディア） 専任 教授 世木　博久 平成28年4月 データベース論（メディア） 専任 教授 世木　博久 平成28年4月 データベース論（メディア） 専任 教授 世木　博久 平成28年4月 データベース論（メディア）

兼担 教授 石橋　豊 平成28年4月 データベース論（メディア） 兼担 教授 石橋　豊 平成28年4月 データベース論（メディア） 専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 データベース論（メディア） 専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 データベース論（メディア）

専任 教授 足立　俊明 平成28年4月 微分方程式（メディア） 専任 教授 足立　俊明 平成28年4月 微分方程式（メディア） 専任 教授 足立　俊明 平成28年4月 微分方程式（メディア） 専任 教授 足立　俊明 平成28年4月 微分方程式（メディア）

専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 計算幾何学（メディア） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 計算幾何学（メディア） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 計算幾何学（メディア） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 計算幾何学（メディア）

兼担 教授 徳田　恵一 平成28年4月 信号処理（メディア） 兼担 教授 徳田　恵一 平成28年4月 信号処理（メディア） 兼担 教授 徳田　恵一 平成28年4月 信号処理（メディア）

専任 准教授 平野　智 平成28年4月 電気電子回路（メディア） 専任 准教授 平野　智 平成28年4月 電気電子回路（メディア） 専任 准教授 平野　智 平成28年4月 電気電子回路（メディア） 専任 准教授 平野　智 平成28年4月 電気電子回路（メディア）

専任 教授 竹内　一郎 平成28年4月 機械学習論（メディア） 専任 教授 竹内　一郎 平成28年4月 機械学習論（メディア） 専任 教授 竹内　一郎 平成28年4月 機械学習論（メディア） 専任 教授 竹内　一郎 平成28年4月 機械学習論（メディア）

専任 教授 佐藤　淳 平成28年4月 コンピュータグラフィックス 専任 教授 佐藤　淳 平成28年4月 コンピュータグラフィックス 専任 教授 佐藤　淳 平成28年4月 コンピュータグラフィックス 専任 教授 佐藤　淳 平成28年4月 コンピュータグラフィックス

専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 感性情報処理 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 感性情報処理 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 感性情報処理 兼担 准教授 田口　亮 平成30年4月 感性情報処理

専任 准教授 小田　亮 平成28年4月 感性情報処理 専任 准教授 小田　亮 平成28年4月 感性情報処理 専任 教授 小田　亮 平成28年4月 感性情報処理

兼担 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 感性情報処理 兼担 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 感性情報処理 兼担 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 感性情報処理

専任 准教授 李　晃伸 平成28年4月 言語処理工学 専任 准教授 李　晃伸 平成28年4月 言語処理工学 専任 教授 李　晃伸 平成28年4月 言語処理工学 専任 教授 李　晃伸 平成28年4月 言語処理工学

専任 准教授 黒柳　奨 平成28年4月 メディアセンシング 専任 准教授 黒柳　奨 平成28年4月 メディアセンシング 専任 准教授 黒柳　奨 平成28年4月 メディアセンシング 専任 准教授 黒柳　奨 平成28年4月 メディアセンシング

専任 教授 松尾　啓志 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 教授 松尾　啓志 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 教授 松尾　啓志 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 教授 松尾　啓志 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ

専任 教授 内匠　逸 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 教授 内匠　逸 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 助教 高邉　賢史 平成29年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 助教 高邉　賢史 平成29年4月 ネットワーク系演習Ⅰ

専任 教授 片山　喜章 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 教授 片山　喜章 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 教授 片山　喜章 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 教授 片山　喜章 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ

専任 教授 和田山　正 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 教授 和田山　正 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 教授 和田山　正 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 教授 和田山　正 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ

専任 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ

専任 准教授 上野　一男 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 准教授 上野　一男 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 准教授 上野　一男 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 准教授 上野　一男 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ

専任 准教授 水澤　靖 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 准教授 水澤　靖 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 准教授 水澤　靖 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 准教授 水澤　靖 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ

専任 准教授 泉　泰介 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 准教授 泉　泰介 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 准教授 泉　泰介 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 准教授 泉　泰介 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ

専任 准教授 打矢　隆弘 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 准教授 打矢　隆弘 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 准教授 打矢　隆弘 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 准教授 打矢　隆弘 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ

専任 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ

専任 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ

専任 准教授 齋藤　彰一 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 准教授 齋藤　彰一 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 教授 齋藤　彰一 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 教授 齋藤　彰一 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ

専任 助教 梶岡　慎輔 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 助教 梶岡　慎輔 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 助教 梶岡　慎輔 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 助教 梶岡　慎輔 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ

専任 助教 金　鎔煥 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 助教 金　鎔煥 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 助教 金　鎔煥 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 助教 金　鎔煥 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ

専任 助教 川島　龍太 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 助教 川島　龍太 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 助教 川島　龍太 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 助教 川島　龍太 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ

専任 助教 立岩　佑一郎 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 助教 立岩　佑一郎 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 助教 立岩　佑一郎 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 助教 立岩　佑一郎 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ

兼担 教授 石橋　豊 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 教授 石橋　豊 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ

兼担 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ

専任 教授 松尾　啓志 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 教授 松尾　啓志 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 教授 松尾　啓志 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 教授 松尾　啓志 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ

専任 教授 内匠　逸 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 教授 内匠　逸 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 助教 高邉　賢史 平成29年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 助教 高邉　賢史 平成29年4月 ネットワーク系演習Ⅱ

専任 教授 片山　喜章 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 教授 片山　喜章 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 教授 片山　喜章 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 教授 片山　喜章 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ

専任 教授 和田山　正 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 教授 和田山　正 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 教授 和田山　正 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 教授 和田山　正 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ

専任 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ

専任 准教授 上野　一男 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 准教授 上野　一男 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 准教授 上野　一男 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 准教授 上野　一男 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ

専任 准教授 水澤　靖 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 准教授 水澤　靖 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 准教授 水澤　靖 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 准教授 水澤　靖 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ

専任 准教授 泉　泰介 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 准教授 泉　泰介 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 准教授 泉　泰介 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 准教授 泉　泰介 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ

専任 准教授 打矢　隆弘 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 准教授 打矢　隆弘 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 准教授 打矢　隆弘 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 准教授 打矢　隆弘 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ

専任 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ

専任 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ

専任 准教授 齋藤　彰一 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 准教授 齋藤　彰一 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 教授 齋藤　彰一 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 教授 齋藤　彰一 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ

専任 助教 梶岡　慎輔 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 助教 梶岡　慎輔 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 助教 梶岡　慎輔 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 助教 梶岡　慎輔 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ

専任 助教 金　鎔煥 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 助教 金　鎔煥 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 助教 金　鎔煥 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 助教 金　鎔煥 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ

専任 助教 川島　龍太 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 助教 川島　龍太 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 助教 川島　龍太 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 助教 川島　龍太 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ

専任 助教 立岩　佑一郎 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 助教 立岩　佑一郎 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 助教 立岩　佑一郎 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 助教 立岩　佑一郎 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ

兼担 教授 石橋　豊 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 教授 石橋　豊 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ

兼担 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ

専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 インターンシップⅠ（ネット） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 インターンシップⅠ（ネット） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 インターンシップⅠ（ネット） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 インターンシップⅠ（ネット）

専任 准教授 泉　泰介 平成28年4月 インターンシップⅠ（ネット） 専任 准教授 泉　泰介 平成28年4月 インターンシップⅠ（ネット） 兼担 准教授 泉　泰介 平成28年4月 インターンシップⅠ（ネット） 兼担 准教授 泉　泰介 平成28年4月 インターンシップⅠ（ネット）

専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 インターンシップⅡ（ネット） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 インターンシップⅡ（ネット） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 インターンシップⅡ（ネット） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 インターンシップⅡ（ネット）

専任 准教授 泉　泰介 平成28年4月 インターンシップⅡ（ネット） 専任 准教授 泉　泰介 平成28年4月 インターンシップⅡ（ネット） 兼担 准教授 泉　泰介 平成28年4月 インターンシップⅡ（ネット） 兼担 准教授 泉　泰介 平成28年4月 インターンシップⅡ（ネット）

専任 教授 新谷　虎松 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 専任 教授 新谷　虎松 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 専任 教授 新谷　虎松 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 専任 教授 新谷　虎松 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ

専任 教授 世木　博久 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 専任 教授 世木　博久 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 専任 教授 世木　博久 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 専任 教授 世木　博久 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ

専任 教授 足立　俊明 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 専任 教授 足立　俊明 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 専任 教授 足立　俊明 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 専任 教授 足立　俊明 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ

専任 教授 竹内　一郎 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 専任 教授 竹内　一郎 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 専任 教授 竹内　一郎 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 専任 教授 竹内　一郎 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ

専任 准教授 山岸　正和 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 専任 准教授 山岸　正和 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 専任 准教授 山岸　正和 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 専任 教授 山岸　正和 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ

専任 准教授 松井　俊浩 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 専任 准教授 松井　俊浩 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 専任 准教授 松井　俊浩 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 専任 准教授 松井　俊浩 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ

専任 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 専任 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 専任 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 専任 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ

専任 准教授 中村　剛士 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 専任 准教授 中村　剛士 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 専任 准教授 中村　剛士 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 専任 准教授 中村　剛士 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月 就任予定年月担当授業科目名 職名職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名氏　　名

専任 助教 伊藤　宏隆 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 専任 助教 伊藤　宏隆 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 専任 助教 伊藤　宏隆 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 専任 助教 伊藤　宏隆 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ

専任 助教 烏山　昌幸 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 専任 助教 烏山　昌幸 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 専任 准教授 烏山　昌幸 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 専任 准教授 烏山　昌幸 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ

専任 助教 武藤　敦子 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 専任 助教 武藤　敦子 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 専任 准教授 武藤　敦子 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 専任 准教授 武藤　敦子 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ

兼担 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 兼担 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 兼担 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 兼担 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ

兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ

兼担 教授 加藤　昇平 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 兼担 教授 加藤　昇平 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 兼担 教授 加藤　昇平 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 兼担 教授 加藤　昇平 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ

兼担 准教授 白松　俊 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 兼担 准教授 白松　俊 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 兼担 准教授 白松　俊 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 兼担 准教授 白松　俊 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ

兼担 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 兼担 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 兼担 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 兼担 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ

専任 准教授 森山　甲一 平成29年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 専任 准教授 森山　甲一 平成29年4月 知能プログラミング演習Ⅰ

専任 助教 梅津　佑太 平成29年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 専任 助教 梅津　佑太 平成29年4月 知能プログラミング演習Ⅰ

専任 准教授 大塚　孝信 平成30年4月 知能プログラミング演習Ⅰ

専任 教授 新谷　虎松 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 専任 教授 新谷　虎松 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 専任 教授 新谷　虎松 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 専任 教授 新谷　虎松 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ

専任 教授 世木　博久 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 専任 教授 世木　博久 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 専任 教授 世木　博久 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 専任 教授 世木　博久 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ

専任 教授 足立　俊明 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 専任 教授 足立　俊明 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 専任 教授 足立　俊明 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 専任 教授 足立　俊明 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ

専任 教授 竹内　一郎 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 専任 教授 竹内　一郎 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 専任 教授 竹内　一郎 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 専任 教授 竹内　一郎 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ

専任 准教授 山岸　正和 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 専任 准教授 山岸　正和 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 専任 准教授 山岸　正和 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 専任 教授 山岸　正和 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ

専任 准教授 松井　俊浩 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 専任 准教授 松井　俊浩 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 専任 准教授 松井　俊浩 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 専任 准教授 松井　俊浩 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ

専任 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 専任 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 専任 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 専任 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ

専任 准教授 中村　剛士 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 専任 准教授 中村　剛士 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 専任 准教授 中村　剛士 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 専任 准教授 中村　剛士 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ

専任 助教 伊藤　宏隆 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 専任 助教 伊藤　宏隆 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 専任 助教 伊藤　宏隆 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 専任 助教 伊藤　宏隆 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ

専任 助教 烏山　昌幸 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 専任 助教 烏山　昌幸 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 専任 准教授 烏山　昌幸 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 専任 准教授 烏山　昌幸 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ

専任 助教 武藤　敦子 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 専任 助教 武藤　敦子 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 専任 准教授 武藤　敦子 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 専任 准教授 武藤　敦子 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ

兼担 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 兼担 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 兼担 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 兼担 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ

兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ

兼担 教授 加藤　昇平 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 兼担 教授 加藤　昇平 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 兼担 教授 加藤　昇平 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 兼担 教授 加藤　昇平 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ

兼担 准教授 白松　俊 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 兼担 准教授 白松　俊 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 兼担 准教授 白松　俊 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 兼担 准教授 白松　俊 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ

兼担 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 兼担 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 兼担 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 兼担 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ

専任 准教授 森山　甲一 平成29年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 専任 准教授 森山　甲一 平成29年4月 知能プログラミング演習Ⅱ

専任 助教 梅津　佑太 平成29年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 専任 助教 梅津　佑太 平成29年4月 知能プログラミング演習Ⅱ

専任 准教授 大塚　孝信 平成30年4月 知能プログラミング演習Ⅱ

専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 インターンシップⅠ（知能） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 インターンシップⅠ（知能） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 インターンシップⅠ（知能） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 インターンシップⅠ（知能）

専任 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 インターンシップⅠ（知能） 専任 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 インターンシップⅠ（知能） 専任 教授 竹内　一郎 平成29年4月 インターンシップⅠ（知能） 専任 教授 竹内　一郎 平成29年4月 インターンシップⅠ（知能）

専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 インターンシップⅡ（知能） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 インターンシップⅡ（知能） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 インターンシップⅡ（知能） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 インターンシップⅡ（知能）

専任 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 インターンシップⅡ（知能） 専任 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 インターンシップⅡ（知能） 専任 教授 竹内　一郎 平成29年4月 インターンシップⅡ（知能） 専任 教授 竹内　一郎 平成29年4月 インターンシップⅡ（知能）

専任 教授 佐藤　淳 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 専任 教授 佐藤　淳 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 専任 教授 佐藤　淳 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 専任 教授 佐藤　淳 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ

専任 教授 松添　博 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 専任 教授 松添　博 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 専任 教授 松添　博 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 専任 教授 松添　博 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ

専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ

専任 准教授 黒柳　奨 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 専任 准教授 黒柳　奨 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 専任 准教授 黒柳　奨 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 専任 准教授 黒柳　奨 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ

専任 准教授 舟橋　健司 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 専任 准教授 舟橋　健司 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 専任 准教授 舟橋　健司 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 専任 准教授 舟橋　健司 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ

専任 准教授 小田　亮 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 専任 准教授 小田　亮 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 専任 教授 小田　亮 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 専任 教授 小田　亮 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ

専任 准教授 平野　智 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 専任 准教授 平野　智 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 専任 准教授 平野　智 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 専任 准教授 平野　智 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ

専任 准教授 李　晃伸 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 専任 准教授 李　晃伸 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 専任 教授 李　晃伸 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 専任 教授 李　晃伸 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ

専任 助教 Ｋｕｇｌｅｒ　Ｍａｕｒｉｃｉｏ 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 専任 助教 Ｋｕｇｌｅｒ　Ｍａｕｒｉｃｉｏ 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 専任 助教 Ｋｕｇｌｅｒ　Ｍａｕｒｉｃｉｏ 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 専任 助教 Ｋｕｇｌｅｒ　Ｍａｕｒｉｃｉｏ 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ

専任 助教 後藤　富朗 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 専任 助教 後藤　富朗 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 専任 助教 後藤　富朗 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 専任 准教授 後藤　富朗 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ

専任 助教 坂上　文彦 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 専任 助教 坂上　文彦 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 専任 准教授 坂上　文彦 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 専任 准教授 坂上　文彦 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ

専任 助教 酒向　慎司 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 専任 助教 酒向　慎司 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 専任 准教授 酒向　慎司 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 専任 准教授 酒向　慎司 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ

兼担 教授 梅崎　太造 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 兼担 教授 梅崎　太造 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 兼担 教授 梅崎　太造 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 兼担 教授 梅崎　太造 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ

兼担 教授 徳田　恵一 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 兼担 教授 徳田　恵一 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 兼担 教授 徳田　恵一 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 兼担 教授 徳田　恵一 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ

兼担 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 兼担 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 兼担 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 兼担 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ

兼担 准教授 山本　大介 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 兼担 准教授 山本　大介 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 兼担 准教授 山本　大介 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 兼担 准教授 山本　大介 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ

兼担 助教 田口　亮 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 兼担 助教 田口　亮 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 兼担 助教 田口　亮 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 兼担 准教授 田口　亮 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ

専任 助教 横田　達也 平成29年4月 メディア系演習Ⅰ 専任 助教 横田　達也 平成29年4月 メディア系演習Ⅰ

専任 准教授 中島　規博 平成30年4月 メディア系演習Ⅰ

専任 教授 佐藤　淳 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 専任 教授 佐藤　淳 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 専任 教授 佐藤　淳 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 専任 教授 佐藤　淳 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ

専任 教授 松添　博 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 専任 教授 松添　博 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 専任 教授 松添　博 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 専任 教授 松添　博 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ

専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ

専任 准教授 黒柳　奨 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 専任 准教授 黒柳　奨 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 専任 准教授 黒柳　奨 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 専任 准教授 黒柳　奨 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ

専任 准教授 舟橋　健司 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 専任 准教授 舟橋　健司 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 専任 准教授 舟橋　健司 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 専任 准教授 舟橋　健司 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ

専任 准教授 小田　亮 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 専任 准教授 小田　亮 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 専任 教授 小田　亮 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 専任 教授 小田　亮 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ

専任 准教授 平野　智 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 専任 准教授 平野　智 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 専任 准教授 平野　智 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 専任 准教授 平野　智 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ

専任 准教授 李　晃伸 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 専任 准教授 李　晃伸 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 専任 教授 李　晃伸 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 専任 教授 李　晃伸 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ

専任 助教 Ｋｕｇｌｅｒ　Ｍａｕｒｉｃｉｏ 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 専任 助教 Ｋｕｇｌｅｒ　Ｍａｕｒｉｃｉｏ 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 専任 助教 Ｋｕｇｌｅｒ　Ｍａｕｒｉｃｉｏ 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 専任 助教 Ｋｕｇｌｅｒ　Ｍａｕｒｉｃｉｏ 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ

専任 助教 後藤　富朗 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 専任 助教 後藤　富朗 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 専任 助教 後藤　富朗 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 専任 准教授 後藤　富朗 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ

専任 助教 坂上　文彦 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 専任 助教 坂上　文彦 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 専任 准教授 坂上　文彦 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 専任 准教授 坂上　文彦 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ

専任 助教 酒向　慎司 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 専任 助教 酒向　慎司 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 専任 准教授 酒向　慎司 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 専任 准教授 酒向　慎司 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ

兼担 教授 梅崎　太造 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 兼担 教授 梅崎　太造 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 兼担 教授 梅崎　太造 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 兼担 教授 梅崎　太造 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ

兼担 教授 徳田　恵一 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 兼担 教授 徳田　恵一 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 兼担 教授 徳田　恵一 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 兼担 教授 徳田　恵一 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ

兼担 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 兼担 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 兼担 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 兼担 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ

兼担 准教授 山本　大介 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 兼担 准教授 山本　大介 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 兼担 准教授 山本　大介 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 兼担 准教授 山本　大介 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ

兼担 助教 田口　亮 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 兼担 助教 田口　亮 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 兼担 助教 田口　亮 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 兼担 准教授 田口　亮 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ

専任 助教 横田　達也 平成29年4月 メディア系演習Ⅱ 専任 助教 横田　達也 平成29年4月 メディア系演習Ⅱ

専任 准教授 中島　規博 平成30年4月 メディア系演習Ⅱ

専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 インターンシップⅠ（メディア） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 インターンシップⅠ（メディア） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 インターンシップⅠ（メディア） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 インターンシップⅠ（メディア）

専任 准教授 李　晃伸 平成28年4月 インターンシップⅠ（メディア） 専任 准教授 李　晃伸 平成28年4月 インターンシップⅠ（メディア） 専任 教授 李　晃伸 平成28年4月 インターンシップⅠ（メディア） 専任 准教授 坂上　文彦 平成30年4月 インターンシップⅠ（メディア）

専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 インターンシップⅡ（メディア） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 インターンシップⅡ（メディア） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 インターンシップⅡ（メディア） 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 インターンシップⅡ（メディア）

専任 准教授 李　晃伸 平成28年4月 インターンシップⅡ（メディア） 専任 准教授 李　晃伸 平成28年4月 インターンシップⅡ（メディア） 専任 教授 李　晃伸 平成28年4月 インターンシップⅡ（メディア） 専任 准教授 坂上　文彦 平成30年4月 インターンシップⅡ（メディア）

専任 教授 佐藤　淳 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 佐藤　淳 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 佐藤　淳 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 佐藤　淳 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 松添　博 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 松添　博 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 松添　博 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 松添　博 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 松尾　啓志 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 松尾　啓志 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 松尾　啓志 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 松尾　啓志 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 新谷　虎松 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 新谷　虎松 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 新谷　虎松 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 新谷　虎松 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 世木　博久 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 世木　博久 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 世木　博久 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 世木　博久 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 足立　俊明 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 足立　俊明 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 足立　俊明 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 足立　俊明 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 竹内　一郎 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 竹内　一郎 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 竹内　一郎 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 竹内　一郎 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 内匠　逸 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 内匠　逸 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 石橋　豊 平成29年4月 実践研究セミナー 専任 教授 石橋　豊 平成29年4月 実践研究セミナー

専任 教授 片山　喜章 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 片山　喜章 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 片山　喜章 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 片山　喜章 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 和田山　正 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 和田山　正 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 和田山　正 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 和田山　正 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 実践研究セミナー
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月 就任予定年月担当授業科目名 職名職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名氏　　名

専任 准教授 黒柳　奨 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 黒柳　奨 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 黒柳　奨 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 黒柳　奨 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 山岸　正和 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 山岸　正和 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 山岸　正和 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 山岸　正和 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 舟橋　健司 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 舟橋　健司 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 舟橋　健司 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 舟橋　健司 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 小田　亮 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 小田　亮 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 小田　亮 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 小田　亮 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 松井　俊浩 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 松井　俊浩 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 松井　俊浩 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 松井　俊浩 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 上野　一男 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 上野　一男 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 上野　一男 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 上野　一男 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 水澤　靖 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 水澤　靖 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 水澤　靖 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 水澤　靖 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 泉　泰介 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 泉　泰介 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 高邉　賢史 平成29年4月 実践研究セミナー 専任 助教 高邉　賢史 平成29年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 打矢　隆弘 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 打矢　隆弘 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 森山　甲一 平成29年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 森山　甲一 平成29年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 中村　剛士 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 中村　剛士 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 中村　剛士 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 中村　剛士 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 平野　智 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 平野　智 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 平野　智 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 平野　智 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 李　晃伸 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 李　晃伸 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 李　晃伸 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 李　晃伸 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 齋藤　彰一 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 齋藤　彰一 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 齋藤　彰一 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 齋藤　彰一 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 助教 Ｋｕｇｌｅｒ　Ｍａｕｒｉｃｉｏ 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 Ｋｕｇｌｅｒ　Ｍａｕｒｉｃｉｏ 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 Ｋｕｇｌｅｒ　Ｍａｕｒｉｃｉｏ 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 Ｋｕｇｌｅｒ　Ｍａｕｒｉｃｉｏ 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 助教 伊藤　宏隆 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 伊藤　宏隆 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 伊藤　宏隆 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 伊藤　宏隆 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 助教 烏山　昌幸 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 烏山　昌幸 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 烏山　昌幸 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 烏山　昌幸 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 助教 梶岡　慎輔 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 梶岡　慎輔 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 梶岡　慎輔 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 梶岡　慎輔 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 助教 金　鎔煥 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 金　鎔煥 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 金　鎔煥 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 金　鎔煥 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 助教 後藤　富朗 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 後藤　富朗 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 後藤　富朗 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 後藤　富朗 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 助教 坂上　文彦 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 坂上　文彦 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 坂上　文彦 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 坂上　文彦 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 助教 酒向　慎司 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 酒向　慎司 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 酒向　慎司 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 酒向　慎司 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 助教 川島　龍太 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 川島　龍太 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 川島　龍太 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 川島　龍太 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 助教 武藤　敦子 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 武藤　敦子 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 武藤　敦子 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 武藤　敦子 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 助教 立岩　佑一郎 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 立岩　佑一郎 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 立岩　佑一郎 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 立岩　佑一郎 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 助教 梅津　佑太 平成29年4月 実践研究セミナー 専任 助教 梅津　佑太 平成29年4月 実践研究セミナー

専任 助教 横田　達也 平成29年4月 実践研究セミナー 専任 助教 横田　達也 平成29年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 大塚　孝信 平成30年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 中島　規博 平成30年4月 実践研究セミナー

専任 教授 佐藤　淳 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 佐藤　淳 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 佐藤　淳 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 佐藤　淳 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 松添　博 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 松添　博 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 松添　博 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 松添　博 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 松尾　啓志 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 松尾　啓志 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 松尾　啓志 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 松尾　啓志 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 新谷　虎松 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 新谷　虎松 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 新谷　虎松 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 新谷　虎松 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 世木　博久 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 世木　博久 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 世木　博久 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 世木　博久 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 足立　俊明 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 足立　俊明 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 足立　俊明 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 足立　俊明 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 竹内　一郎 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 竹内　一郎 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 竹内　一郎 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 竹内　一郎 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 内匠　逸 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 内匠　逸 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 石橋　豊 平成29年4月 卒業研究 専任 教授 石橋　豊 平成29年4月 卒業研究

専任 教授 片山　喜章 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 片山　喜章 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 片山　喜章 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 片山　喜章 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 和田山　正 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 和田山　正 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 和田山　正 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 和田山　正 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 黒柳　奨 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 黒柳　奨 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 黒柳　奨 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 黒柳　奨 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 山岸　正和 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 山岸　正和 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 山岸　正和 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 山岸　正和 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 舟橋　健司 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 舟橋　健司 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 舟橋　健司 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 舟橋　健司 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 小田　亮 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 小田　亮 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 小田　亮 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 小田　亮 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 松井　俊浩 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 松井　俊浩 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 松井　俊浩 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 松井　俊浩 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 上野　一男 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 上野　一男 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 上野　一男 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 上野　一男 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 水澤　靖 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 水澤　靖 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 水澤　靖 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 水澤　靖 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 泉　泰介 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 泉　泰介 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 高邉　賢史 平成29年4月 卒業研究 専任 助教 高邉　賢史 平成29年4月 卒業研究

専任 准教授 打矢　隆弘 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 打矢　隆弘 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 森山　甲一 平成29年4月 卒業研究 専任 准教授 森山　甲一 平成29年4月 卒業研究

専任 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 中村　剛士 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 中村　剛士 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 中村　剛士 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 中村　剛士 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 平野　智 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 平野　智 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 平野　智 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 平野　智 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 李　晃伸 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 李　晃伸 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 李　晃伸 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 李　晃伸 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 齋藤　彰一 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 齋藤　彰一 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 齋藤　彰一 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 齋藤　彰一 平成28年4月 卒業研究

専任 助教 Ｋｕｇｌｅｒ　Ｍａｕｒｉｃｉｏ 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 Ｋｕｇｌｅｒ　Ｍａｕｒｉｃｉｏ 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 Ｋｕｇｌｅｒ　Ｍａｕｒｉｃｉｏ 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 Ｋｕｇｌｅｒ　Ｍａｕｒｉｃｉｏ 平成28年4月 卒業研究

専任 助教 伊藤　宏隆 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 伊藤　宏隆 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 伊藤　宏隆 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 伊藤　宏隆 平成28年4月 卒業研究

専任 助教 烏山　昌幸 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 烏山　昌幸 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 烏山　昌幸 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 烏山　昌幸 平成28年4月 卒業研究

専任 助教 梶岡　慎輔 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 梶岡　慎輔 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 梶岡　慎輔 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 梶岡　慎輔 平成28年4月 卒業研究

専任 助教 金　鎔煥 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 金　鎔煥 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 金　鎔煥 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 金　鎔煥 平成28年4月 卒業研究

専任 助教 後藤　富朗 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 後藤　富朗 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 後藤　富朗 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 後藤　富朗 平成28年4月 卒業研究

専任 助教 坂上　文彦 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 坂上　文彦 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 坂上　文彦 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 坂上　文彦 平成28年4月 卒業研究

専任 助教 酒向　慎司 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 酒向　慎司 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 酒向　慎司 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 酒向　慎司 平成28年4月 卒業研究

専任 助教 川島　龍太 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 川島　龍太 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 川島　龍太 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 川島　龍太 平成28年4月 卒業研究

専任 助教 武藤　敦子 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 武藤　敦子 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 武藤　敦子 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 武藤　敦子 平成28年4月 卒業研究

専任 助教 立岩　佑一郎 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 立岩　佑一郎 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 立岩　佑一郎 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 立岩　佑一郎 平成28年4月 卒業研究

専任 助教 梅津　佑太 平成29年4月 卒業研究 専任 助教 梅津　佑太 平成29年4月 卒業研究

専任 助教 横田　達也 平成29年4月 卒業研究 専任 助教 横田　達也 平成29年4月 卒業研究

専任 准教授 大塚　孝信 平成30年4月 卒業研究

専任 准教授 中島　規博 平成30年4月 卒業研究

専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 准教授 武藤　敦子 平成29年4月 フレッシュマンセミナー 専任 准教授 武藤　敦子 平成29年4月 フレッシュマンセミナー

専任 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 フレッシュマンセミナー

兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 フレッシュマンセミナー

兼担 教授 大原　繁男 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 大原　繁男 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 大原　繁男 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 大原　繁男 平成28年4月 フレッシュマンセミナー

兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 准教授 酒向　慎司 平成30年4月 フレッシュマンセミナー

兼担 教授 藤本　温 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 藤本　温 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 藤本　温 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 特任教員 桑原　容子 平成30年4月 フレッシュマンセミナー

兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 フレッシュマンセミナー

兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 増田　理子 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 増田　理子 平成28年4月 フレッシュマンセミナー

兼担 教授 川橋　範子 平成28年4月 異文化理解 兼担 教授 川橋　範子 平成28年4月 異文化理解 兼担 教授 川橋　範子 平成28年4月 異文化理解 兼担 教授 川橋　範子 平成28年4月 異文化理解

兼任 非常勤講師 萩尾　生 平成28年4月 異文化理解 兼任 非常勤講師 萩尾　生 平成28年4月 異文化理解 兼担 准教授 金　銀珠 平成30年4月 異文化理解

兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 感性と社会 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 感性と社会 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 感性と社会 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 感性と社会

兼担 准教授 田中　優子 平成28年4月 心理学 兼担 准教授 田中　優子 平成28年4月 心理学 兼担 准教授 田中　優子 平成28年4月 心理学 兼担 准教授 田中　優子 平成28年4月 心理学

専任 准教授 小田　亮 平成28年4月 生物と環境 専任 准教授 小田　亮 平成28年4月 生物と環境 専任 教授 小田　亮 平成28年4月 生物と環境 専任 教授 小田　亮 平成28年4月 生物と環境

兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 生物と環境 兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 生物と環境 兼担 教授 増田　理子 平成28年4月 生物と環境 兼担 教授 増田　理子 平成28年4月 生物と環境
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月 就任予定年月担当授業科目名 職名職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名氏　　名

兼担 准教授 田中　優子 平成28年4月 対人コミュニケーション論 兼担 准教授 田中　優子 平成28年4月 対人コミュニケーション論 兼担 准教授 田中　優子 平成28年4月 対人コミュニケーション論 兼担 准教授 田中　優子 平成28年4月 対人コミュニケーション論

兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本文化論 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本文化論 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本文化論 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本文化論

専任 准教授 小田　亮 平成28年4月 人間行動学 専任 准教授 小田　亮 平成28年4月 人間行動学 専任 教授 小田　亮 平成28年4月 人間行動学 専任 教授 小田　亮 平成28年4月 人間行動学

兼任 非常勤講師 池田　功毅 平成28年4月 人間行動学 兼任 非常勤講師 池田　功毅 平成28年4月 人間行動学 兼任 非常勤講師 池田　功毅 平成28年4月 人間行動学 兼任 非常勤講師 池田　功毅 平成28年4月 人間行動学

兼担 教授 永渕　康之 平成28年4月 人間社会ゼミナール 兼担 教授 永渕　康之 平成28年4月 人間社会ゼミナール 兼担 教授 永渕　康之 平成28年4月 人間社会ゼミナール 兼担 教授 川橋　範子 平成30年4月 人間社会ゼミナール

兼任 非常勤講師 磯部　美里 平成28年4月 アジア・太平洋史 兼任 非常勤講師 磯部　美里 平成28年4月 アジア・太平洋史 兼任 非常勤講師 磯部　美里 平成28年4月 アジア・太平洋史 兼任 非常勤講師 磯部　美里 平成28年4月 アジア・太平洋史

兼任 非常勤講師 秋元　悦子 平成30年4月 アジア・太平洋史

兼担 教授 川島　慶子 平成28年4月 科学技術史 兼担 教授 川島　慶子 平成28年4月 科学技術史 兼担 教授 川島　慶子 平成28年4月 科学技術史 兼担 教授 川島　慶子 平成28年4月 科学技術史

兼担 教授 川島　慶子 平成28年4月 科学思想史 兼担 教授 川島　慶子 平成28年4月 科学思想史 兼担 教授 川島　慶子 平成28年4月 科学思想史 兼担 教授 川島　慶子 平成28年4月 科学思想史

兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 科学と哲学 兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 科学と哲学 兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 科学と哲学 兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 科学と哲学

兼担 教授 永渕　康之 平成28年4月 共生社会論 兼担 教授 永渕　康之 平成28年4月 共生社会論 兼担 教授 永渕　康之 平成28年4月 共生社会論 兼任 非常勤講師 齋藤　典子 平成30年4月 共生社会論

兼任 非常勤講師 加藤　里紗 平成30年4月 共生社会論

兼任 非常勤講師 松波　京子 平成28年4月 近現代史 兼任 非常勤講師 松波　京子 平成28年4月 近現代史 兼任 非常勤講師 松波　京子 平成28年4月 近現代史 兼任 非常勤講師 松波　京子 平成28年4月 近現代史

兼担 教授 藤本　温 平成28年4月 公共の哲学 兼担 教授 藤本　温 平成28年4月 公共の哲学 兼担 教授 藤本　温 平成28年4月 公共の哲学 兼担 教授 藤本　温 平成28年4月 公共の哲学

兼担 教授 川橋　範子 平成28年4月 宗教文化論 兼担 教授 川橋　範子 平成28年4月 宗教文化論 兼担 教授 川橋　範子 平成28年4月 宗教文化論 兼担 教授 川橋　範子 平成28年4月 宗教文化論

兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経済学 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経済学 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経済学 兼担 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経済学

兼任 非常勤講師 齋藤　典子 平成28年4月 現代社会論 兼任 非常勤講師 齋藤　典子 平成28年4月 現代社会論 兼任 非常勤講師 齋藤　典子 平成28年4月 現代社会論 兼任 非常勤講師 齋藤　典子 平成28年4月 現代社会論

兼任 非常勤講師 安武　裕和 平成28年4月 現代政治論 兼任 非常勤講師 安武　裕和 平成28年4月 現代政治論 兼任 非常勤講師 安武　裕和 平成28年4月 現代政治論 兼任 非常勤講師 安武　裕和 平成28年4月 現代政治論

兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 公共政策論 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 公共政策論 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 公共政策論 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 公共政策論

兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 生涯学習論 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 生涯学習論 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 生涯学習論 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 生涯学習論

専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 情報社会論 専任 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 情報社会論 専任 准教授 武藤　敦子 平成29年4月 情報社会論 兼担 准教授 打矢　隆弘 平成30年4月 情報社会論

専任 教授 新谷　虎松 平成28年4月 情報社会論 専任 教授 新谷　虎松 平成28年4月 情報社会論 専任 教授 齋藤　彰一 平成28年4月 情報社会論

専任 准教授 齋藤　彰一 平成28年4月 情報社会論 専任 准教授 齋藤　彰一 平成28年4月 情報社会論 専任 教授 齋藤　彰一 平成28年4月 情報社会論

兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 地域研究Ⅰ 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 地域研究Ⅰ 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 地域研究Ⅰ 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 地域研究Ⅰ

兼任 非常勤講師 金　銀珠 平成28年4月 地域研究Ⅰ 兼任 非常勤講師 金　銀珠 平成28年4月 地域研究Ⅰ 兼担 准教授 金　銀珠 平成28年4月 地域研究Ⅰ 兼担 准教授 金　銀珠 平成28年4月 地域研究Ⅰ

兼任 非常勤講師 磯部　美里 平成29年4月 地域研究Ⅰ 兼任 非常勤講師 磯部　美里 平成29年4月 地域研究Ⅰ

兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 地域研究Ⅱ 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 地域研究Ⅱ 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 地域研究Ⅱ 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 地域研究Ⅱ

兼任 非常勤講師 金　銀珠 平成28年4月 地域研究Ⅱ 兼任 非常勤講師 金　銀珠 平成28年4月 地域研究Ⅱ 兼担 准教授 金　銀珠 平成28年4月 地域研究Ⅱ 兼担 准教授 金　銀珠 平成28年4月 地域研究Ⅱ

兼任 非常勤講師 磯部　美里 平成29年4月 地域研究Ⅱ 兼任 非常勤講師 吉田　仁 平成30年4月 地域研究Ⅱ

兼任 非常勤講師 小林　正嗣 平成28年4月 日本国憲法 兼任 非常勤講師 小林　正嗣 平成28年4月 日本国憲法 兼任 非常勤講師 小林　正嗣 平成28年4月 日本国憲法 兼任 非常勤講師 小林　正嗣 平成28年4月 日本国憲法

専任 准教授 山岸　正和 平成28年4月 線形代数Ⅰ及び演習 専任 准教授 山岸　正和 平成28年4月 線形代数Ⅰ及び演習 専任 准教授 山岸　正和 平成28年4月 線形代数Ⅰ及び演習 専任 准教授 中島　規博 平成30年4月 線形代数Ⅰ及び演習

専任 准教授 水澤　靖 平成28年4月 線形代数Ⅰ及び演習 専任 准教授 水澤　靖 平成28年4月 線形代数Ⅰ及び演習 専任 准教授 水澤　靖 平成28年4月 線形代数Ⅰ及び演習 専任 准教授 水澤　靖 平成28年4月 線形代数Ⅰ及び演習

兼任 非常勤講師 橋本　英哉 平成28年4月 線形代数Ⅰ及び演習 兼任 非常勤講師 橋本　英哉 平成28年4月 線形代数Ⅰ及び演習 兼任 非常勤講師 橋本　英哉 平成28年4月 線形代数Ⅰ及び演習 兼任 非常勤講師 橋本　英哉 平成28年4月 線形代数Ⅰ及び演習

専任 准教授 山岸　正和 平成28年4月 線形代数Ⅱ 専任 准教授 山岸　正和 平成28年4月 線形代数Ⅱ 専任 准教授 山岸　正和 平成28年4月 線形代数Ⅱ 専任 准教授 中島　規博 平成30年4月 線形代数Ⅱ

専任 准教授 水澤　靖 平成28年4月 線形代数Ⅱ 専任 准教授 水澤　靖 平成28年4月 線形代数Ⅱ 専任 准教授 水澤　靖 平成28年4月 線形代数Ⅱ 専任 准教授 水澤　靖 平成28年4月 線形代数Ⅱ

兼任 非常勤講師 橋本　英哉 平成28年4月 線形代数Ⅱ 兼任 非常勤講師 橋本　英哉 平成28年4月 線形代数Ⅱ 兼任 非常勤講師 橋本　英哉 平成28年4月 線形代数Ⅱ 兼任 非常勤講師 橋本　英哉 平成28年4月 線形代数Ⅱ

専任 教授 足立　俊明 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習 専任 教授 足立　俊明 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習 専任 教授 足立　俊明 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習 専任 教授 足立　俊明 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習

専任 教授 松添　博 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習 専任 教授 松添　博 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習 専任 教授 松添　博 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習 専任 教授 松添　博 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習

専任 准教授 上野　一男 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習 専任 准教授 上野　一男 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習 専任 准教授 上野　一男 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習 専任 准教授 上野　一男 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習

専任 教授 足立　俊明 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習 専任 教授 足立　俊明 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習 専任 教授 足立　俊明 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習 専任 教授 足立　俊明 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習

専任 教授 松添　博 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習 専任 教授 松添　博 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習 専任 教授 松添　博 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習 専任 教授 松添　博 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習

専任 准教授 上野　一男 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習 専任 准教授 上野　一男 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習 専任 准教授 上野　一男 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習 専任 准教授 上野　一男 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習

兼担 教授 一瀬　郁夫 平成28年4月 力学 兼担 教授 一瀬　郁夫 平成28年4月 力学 兼担 教授 一瀬　郁夫 平成28年4月 力学 兼担 教授 一瀬　郁夫 平成28年4月 力学

兼担 准教授 在田　謙一郎 平成28年4月 力学 兼担 准教授 在田　謙一郎 平成28年4月 力学 兼担 准教授 在田　謙一郎 平成28年4月 力学 兼担 准教授 在田　謙一郎 平成28年4月 力学

兼担 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 電磁気学 兼担 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 電磁気学 兼担 教授 江川　孝志 平成29年4月 電磁気学 兼担 教授 江川　孝志 平成29年4月 電磁気学

兼担 教授 大原　繁男 平成28年4月 電磁気学 兼担 教授 大原　繁男 平成28年4月 電磁気学 兼担 教授 大原　繁男 平成28年4月 電磁気学 兼担 教授 大原　繁男 平成28年4月 電磁気学

兼担 准教授 迫　克也 平成28年4月 基礎化学 兼担 准教授 迫　克也 平成28年4月 基礎化学 兼担 准教授 迫　克也 平成28年4月 基礎化学 兼担 准教授 迫　克也 平成28年4月 基礎化学

兼担 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 基礎化学 兼担 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 基礎化学 兼担 准教授 塩塚　理仁 平成29年4月 基礎化学 兼担 准教授 塩塚　理仁 平成29年4月 基礎化学

兼担 准教授 尾崎　芳昭 平成28年4月 化学結合論 兼担 准教授 尾崎　芳昭 平成28年4月 化学結合論 兼担 准教授 大北　雅一 平成29年4月 化学結合論 兼担 教授 大北　雅一 平成29年4月 化学結合論

兼担 教授 張　鋒 平成28年4月 地球科学 兼担 教授 張　鋒 平成28年4月 地球科学 兼担 教授 張　鋒 平成28年4月 地球科学 兼担 教授 張　鋒 平成28年4月 地球科学

兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 生体機能科学 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 生体機能科学 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 生体機能科学 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 生体機能科学

兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 生体機能科学 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 生体機能科学 兼任 非常勤講師 関　豪 平成29年4月 生体機能科学 兼任 非常勤講師 関　豪 平成29年4月 生体機能科学

兼担 教授 大桑　哲男 平成28年4月 生体機能科学 兼担 教授 大桑　哲男 平成28年4月 生体機能科学 兼担 准教授 小笠原　理紀 平成29年4月 生体機能科学 兼担 准教授 吉水　広明 平成30年4月 生体機能科学

兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 生体機能科学 兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 生体機能科学 兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 生体機能科学 兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 生体機能科学

兼担 教授 青木　純 平成28年4月 生体機能科学 兼担 教授 青木　純 平成28年4月 生体機能科学 兼担 教授 青木　純 平成28年4月 生体機能科学 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成30年4月 生体機能科学

兼担 准教授 出羽　毅久 平成28年4月 生体機能科学 兼担 准教授 出羽　毅久 平成28年4月 生体機能科学 兼担 教授 出羽　毅久 平成28年4月 生体機能科学

兼任 非常勤講師 村上　太郎 平成29年4月 生体機能科学 兼任 非常勤講師 村上　太郎 平成29年4月 生体機能科学

専任 教授 世木　博久 平成28年4月 理系基礎演習 専任 教授 世木　博久 平成28年4月 理系基礎演習 専任 教授 世木　博久 平成28年4月 理系基礎演習 専任 教授 世木　博久 平成28年4月 理系基礎演習

専任 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 理系基礎演習 専任 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 理系基礎演習

兼担 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 理系基礎演習 兼担 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 理系基礎演習 兼担 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 理系基礎演習 兼担 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 理系基礎演習

兼担 准教授 白松　俊 平成28年4月 理系基礎演習 兼担 准教授 白松　俊 平成28年4月 理系基礎演習 兼担 准教授 白松　俊 平成28年4月 理系基礎演習 兼担 准教授 白松　俊 平成28年4月 理系基礎演習

専任 教授 片山　喜章 平成28年4月 産業論 専任 教授 片山　喜章 平成28年4月 産業論 専任 教授 片山　喜章 平成28年4月 産業論 専任 教授 片山　喜章 平成28年4月 産業論

兼担 教授 加藤　昇平 平成28年4月 産業論 兼担 教授 加藤　昇平 平成28年4月 産業論 兼担 教授 加藤　昇平 平成28年4月 産業論 兼担 教授 加藤　昇平 平成28年4月 産業論

兼担 教授 岩田　真 平成28年4月 産業論 兼担 教授 岩田　真 平成28年4月 産業論 兼担 教授 岩田　真 平成28年4月 産業論 兼担 教授 岩田　真 平成28年4月 産業論

兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 産業論 兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 産業論 兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 産業論 兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 産業論

兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 産業論 兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 産業論 兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 産業論 兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 産業論

兼担 教授 江龍　修 平成28年4月 産業論 兼担 教授 江龍　修 平成28年4月 産業論 兼担 教授 江龍　修 平成28年4月 産業論 兼担 教授 江龍　修 平成28年4月 産業論

兼担 特任教員 桑原　容子 平成30年4月 産業論

専任 准教授 黒柳　奨 平成30年4月 産業論

専任 教授 本谷　秀堅 平成30年4月 産業論

兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 金融学 兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 金融学 兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 金融学 兼担 准教授 川村　大伸 平成30年4月 金融学

兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 法工学 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 法工学 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 法工学 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 法工学

兼担 教授 萩原　正弥 平成28年4月 法工学 兼担 教授 萩原　正弥 平成28年4月 法工学 兼担 教授 萩原　正弥 平成28年4月 法工学 兼担 教授 萩原　正弥 平成28年4月 法工学

兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 法工学 兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 法工学 兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 法工学 兼担 教授 渡辺　研司 平成30年4月 法工学

兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 法工学 兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 法工学 兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 法工学 兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 法工学

兼担 教授 市川　洋 平成28年4月 法工学 兼担 教授 市川　洋 平成28年4月 法工学 兼担 教授 市川　洋 平成28年4月 法工学 兼担 教授 市川　洋 平成28年4月 法工学

兼担 准教授 安井　晋示 平成28年4月 法工学 兼担 准教授 安井　晋示 平成28年4月 法工学 兼担 教授 安井　晋示 平成28年4月 法工学 兼担 教授 安井　晋示 平成28年4月 法工学

兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 法工学 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 法工学 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 法工学 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 法工学

兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 法工学 兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 法工学 兼担 教授 増田　理子 平成28年4月 法工学 兼担 教授 増田　理子 平成28年4月 法工学

兼担 准教授 米谷　昭彦 平成28年4月 法工学 兼担 准教授 米谷　昭彦 平成28年4月 法工学 兼担 准教授 米谷　昭彦 平成28年4月 法工学 兼担 准教授 米谷　昭彦 平成28年4月 法工学

兼担 教授 水谷　章夫 平成28年4月 法工学 兼担 教授 水谷　章夫 平成28年4月 法工学 兼任 非常勤講師 水谷　章夫 平成28年4月 法工学

兼任 非常勤講師 濱田　恵美子 平成28年4月 知的財産権 兼任 非常勤講師 濱田　恵美子 平成28年4月 知的財産権 兼任 非常勤講師 濱田　恵美子 平成28年4月 知的財産権 兼任 非常勤講師 鈴木　恵美 平成30年4月 知的財産権

兼担 准教授 矢野　卓真 平成28年4月 知的財産権 兼担 准教授 矢野　卓真 平成28年4月 知的財産権 兼担 准教授 矢野　卓真 平成28年4月 知的財産権 兼担 准教授 矢野　卓真 平成28年4月 知的財産権

兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 マーケティング 兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 マーケティング 兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 マーケティング 兼担 教授 藤田　素弘 平成30年4月 マーケティング

兼担 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 マーケティング 兼担 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 マーケティング 兼担 特任教員 加藤　雄一郎 平成28年4月 マーケティング 兼任 非常勤講師 小林　富雄 平成30年4月 マーケティング

兼任 非常勤講師 土屋　仁志 平成30年4月 マーケティング

兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営戦略 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営戦略 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営戦略 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営戦略

兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営戦略 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営戦略 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営戦略 兼担 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営戦略
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月 就任予定年月担当授業科目名 職名職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名氏　　名

兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 政策科学 兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 政策科学 兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 政策科学 兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 政策科学

兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 政策科学 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 政策科学 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 政策科学 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 政策科学

兼任 非常勤講師 井澤　知旦 平成30年4月 政策科学

兼任 非常勤講師 足立　直樹 平成28年4月 会計学 兼任 非常勤講師 足立　直樹 平成28年4月 会計学 兼任 非常勤講師 足立　直樹 平成28年4月 会計学 兼任 非常勤講師 足立　直樹 平成28年4月 会計学

兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 工学倫理 兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 工学倫理 兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 工学倫理 兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 工学倫理

兼担 教授 藤本　温 平成28年4月 工学倫理 兼担 教授 藤本　温 平成28年4月 工学倫理 兼担 教授 藤本　温 平成28年4月 工学倫理 兼担 教授 藤本　温 平成28年4月 工学倫理

兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 管理工学

兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 管理工学 兼担 助教 青山　友美 平成30年4月 管理工学

兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 管理工学

兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 管理工学

兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 管理工学

兼担 教授 小竹　暢隆 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 小竹　暢隆 平成28年4月 管理工学 兼任 非常勤講師 小竹　暢隆 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 川村　大伸 平成30年4月 管理工学

兼担 教授 越島　一郎 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 越島　一郎 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 越島　一郎 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 越島　一郎 平成28年4月 管理工学

兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 管理工学

兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 管理工学

兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 管理工学

兼担 准教授 横山　淳一 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 横山　淳一 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 横山　淳一 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 横山　淳一 平成28年4月 管理工学

兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 管理工学

兼担 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 管理工学 兼担 特任教員 加藤　雄一郎 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 浜口　孝司 平成30年4月 管理工学

兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 管理工学

兼担 助教 石井　成 平成28年4月 管理工学 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 管理工学 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 管理工学 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 管理工学

兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 管理工学 兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 管理工学 兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 管理工学

専任 准教授 武藤　敦子 平成30年4月 管理工学

兼担 教授 中野　功 平成28年4月 労働者管理基礎論 兼担 教授 中野　功 平成28年4月 労働者管理基礎論 兼担 教授 中野　功 平成28年4月 労働者管理基礎論 兼担 教授 中野　功 平成28年4月 労働者管理基礎論

兼担 准教授 冨田　悟江 平成28年4月 労働者管理基礎論 兼担 准教授 冨田　悟江 平成28年4月 労働者管理基礎論 兼担 准教授 冨田　悟江 平成28年4月 労働者管理基礎論

兼担 助教 吉田　亮 平成28年4月 労働者管理基礎論 兼担 助教 吉田　亮 平成28年4月 労働者管理基礎論 兼担 助教 吉田　亮 平成28年4月 労働者管理基礎論

兼担 教授 井上　雅弘 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 井上　雅弘 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 井上　雅弘 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 井上　雅弘 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 教授 河邊　伸二 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 河邊　伸二 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 河邊　伸二 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 河邊　伸二 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 教授 麓　和善 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 麓　和善 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 麓　和善 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 麓　和善 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 准教授 小松　義典 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 小松　義典 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 小松　義典 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 小松　義典 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 准教授 須藤　正時 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 須藤　正時 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 須藤　正時 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 須藤　正時 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 准教授 梅村　恒 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 梅村　恒 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 梅村　恒 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 梅村　恒 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 助教 伊藤　洋介 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 助教 伊藤　洋介 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 助教 伊藤　洋介 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 助教 伊藤　洋介 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 助教 高橋　之 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 助教 高橋　之 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 加茂　紀和子 平成29年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 加茂　紀和子 平成29年4月 ものづくりとデザイン

兼担 助教 寺田　勝三 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 助教 寺田　勝三 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 助教 寺田　勝三 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 助教 寺田　勝三 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 助教 須藤　美音 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 助教 須藤　美音 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 須藤　美音 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 須藤　美音 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 石松　丈佳 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 石松　丈佳 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 北川　啓介 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 准教授 楠原　文雄 平成29年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 楠原　文雄 平成29年4月 ものづくりとデザイン

兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 自治体行政 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 自治体行政 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 自治体行政

専任 准教授 小田　亮 平成28年4月 コミュニティと技術 専任 准教授 小田　亮 平成28年4月 コミュニティと技術 専任 教授 小田　亮 平成28年4月 コミュニティと技術 専任 教授 小田　亮 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 コミュニティと技術 兼任 非常勤講師 大貫　徹 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 教授 加藤　昇平 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 加藤　昇平 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 加藤　昇平 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 加藤　昇平 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 准教授 横山　淳一 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 横山　淳一 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 横山　淳一 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 横山　淳一 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 コミュニティと技術

兼任 非常勤講師 濱田　恵美子 平成28年4月 コミュニティと技術 兼任 非常勤講師 濱田　恵美子 平成28年4月 コミュニティと技術 兼任 非常勤講師 濱田　恵美子 平成28年4月 コミュニティと技術 兼任 非常勤講師 濱田　恵美子 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 助教 石井　成 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 男女共同参画社会論 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 男女共同参画社会論 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 男女共同参画社会論 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 男女共同参画社会論

兼任 非常勤講師 乙部　由子 平成28年4月 男女共同参画社会論 兼任 非常勤講師 乙部　由子 平成28年4月 男女共同参画社会論 兼任 非常勤講師 乙部　由子 平成28年4月 男女共同参画社会論 兼担 特任教員 乙部　由子 平成28年4月 男女共同参画社会論

兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 企業経営 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 企業経営 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 企業経営 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 企業経営

兼担 特任教員 高井　一 平成28年4月 キャリア・コミュニケーション論 兼担 特任教員 高井　一 平成28年4月 キャリア・コミュニケーション論 兼任 非常勤講師 袴田　和子 平成30年4月 キャリア・コミュニケーション論

兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 食糧工学

兼担 教授 多田　豊 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 多田　豊 平成28年4月 食糧工学 兼任 非常勤講師 多田　豊 平成28年4月 食糧工学 兼任 非常勤講師 多田　豊 平成28年4月 食糧工学

兼担 教授 藤　正督 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 藤　正督 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 藤　正督 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 藤　正督 平成28年4月 食糧工学

兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 食糧工学

兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 食糧工学

兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 増田　理子 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 増田　理子 平成28年4月 食糧工学

兼担 准教授 上原　匠 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 上原　匠 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 上原　匠 平成28年4月 食糧工学

兼担 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 食糧工学

兼担 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 食糧工学

兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 食糧工学

兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 食糧工学

兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 食糧工学

兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 キャリアデザイン 兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 キャリアデザイン 兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 キャリアデザイン 兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 キャリアデザイン

兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成30年4月 Academic EnglishⅠ

兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 教授 大貫　徹 平成29年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成30年4月 Academic EnglishⅠ

兼担 准教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅠ

兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 教授 石川　有香 平成30年4月 Academic EnglishⅠ

兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成30年4月 Academic EnglishⅠ

兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成29年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成29年4月 Academic EnglishⅠ

兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成29年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成29年4月 Academic EnglishⅠ

兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 Academic EnglishⅠ

兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅠ

兼任 非常勤講師 Ｐｕｄｗｉｌｌ　Ｌａｒｒｙ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ｐｕｄｗｉｌｌ　Ｌａｒｒｙ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ｐｕｄｗｉｌｌ　Ｌａｒｒｙ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ｐｕｄｗｉｌｌ　Ｌａｒｒｙ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ

兼任 非常勤講師 佐藤　真理 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 佐藤　真理 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 佐藤　真理 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 佐藤　真理 平成28年4月 Academic EnglishⅠ

兼任 非常勤講師 浅井　淳 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 浅井　淳 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 浅井　淳 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 浅井　淳 平成28年4月 Academic EnglishⅠ
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月 就任予定年月担当授業科目名 職名職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名氏　　名

兼任 非常勤講師 梅村フィデス　スザンヌ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 梅村フィデス　スザンヌ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 梅村フィデス　スザンヌ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 梅村フィデス　スザンヌ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ

兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成29年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成29年4月 Academic EnglishⅠ

兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成30年4月 Academic EnglishⅡ

兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 教授 大貫　徹 平成29年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成30年4月 Academic EnglishⅡ

兼担 准教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅡ

兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 教授 石川　有香 平成30年4月 Academic EnglishⅡ

兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成30年4月 Academic EnglishⅡ

兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成29年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成29年4月 Academic EnglishⅡ

兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成29年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成29年4月 Academic EnglishⅡ

兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 Academic EnglishⅡ

兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅡ

兼任 非常勤講師 Ｐｕｄｗｉｌｌ　Ｌａｒｒｙ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ｐｕｄｗｉｌｌ　Ｌａｒｒｙ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ｐｕｄｗｉｌｌ　Ｌａｒｒｙ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ｐｕｄｗｉｌｌ　Ｌａｒｒｙ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ

兼任 非常勤講師 佐藤　真理 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 佐藤　真理 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 佐藤　真理 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 佐藤　真理 平成28年4月 Academic EnglishⅡ

兼任 非常勤講師 浅井　淳 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 浅井　淳 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 浅井　淳 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 浅井　淳 平成28年4月 Academic EnglishⅡ

兼任 非常勤講師 梅村フィデス　スザンヌ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 梅村フィデス　スザンヌ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 梅村フィデス　スザンヌ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 梅村フィデス　スザンヌ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ

兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成29年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成29年4月 Academic EnglishⅡ

兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼担 准教授 吉田　江依子 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 吉田　江依子 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 高橋　妙子 平成29年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 高橋　妙子 平成29年4月 English SeminarⅠ

兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 教授 永井　正司 平成30年4月 English SeminarⅠ

兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 教授 吉田　江依子 平成30年4月 English SeminarⅠ

兼任 非常勤講師 Binford Paul Kenneth 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Binford Paul Kenneth 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Binford Paul Kenneth 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Binford Paul Kenneth 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼任 非常勤講師 Parsons John Joseph 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Parsons John Joseph 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Parsons John Joseph 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Parsons John Joseph 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼任 非常勤講師 尾山　晋 平成29年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成30年4月 English SeminarⅠ

兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼担 准教授 吉田　江依子 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 吉田　江依子 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 高橋　妙子 平成29年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 高橋　妙子 平成29年4月 English SeminarⅡ

兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 教授 永井　正司 平成30年4月 English SeminarⅡ

兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 教授 吉田　江依子 平成30年4月 English SeminarⅡ

兼任 非常勤講師 Binford Paul Kenneth 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Binford Paul Kenneth 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Binford Paul Kenneth 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Binford Paul Kenneth 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼任 非常勤講師 Parsons John Joseph 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Parsons John Joseph 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Parsons John Joseph 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Parsons John Joseph 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼任 非常勤講師 尾山　晋 平成29年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成30年4月 English SeminarⅡ

兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成30年4月 Academic EnglishⅢ

兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 大貫　徹 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼任 非常勤講師 Ｃｏｎｒａｄ　Ｂｕｃｓｉｓ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｃｏｎｒａｄ　Ｂｕｃｓｉｓ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｃｏｎｒａｄ　Ｂｕｃｓｉｓ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｃｏｎｒａｄ　Ｂｕｃｓｉｓ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成30年4月 Academic EnglishⅢ

兼任 非常勤講師 石川　淳子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 石川　淳子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 石川　淳子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 石川　淳子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｔｉｍｏｔｈｙ　Ｆ．　Ｄａｙ 平成30年4月 Academic EnglishⅢ

兼担 准教授 Essertier Joseph 平成29年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 准教授 Essertier Joseph 平成29年4月 Academic EnglishⅢ

兼担 教授 吉田　江依子 平成29年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 教授 吉田　江依子 平成29年4月 Academic EnglishⅢ

兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Academic EnglishⅣ

兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 教授 石川　有香 平成30年4月 Academic EnglishⅣ

兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成30年4月 Academic EnglishⅣ

兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅣ

兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成30年4月 Academic EnglishⅣ

兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 Academic EnglishⅣ

兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成30年4月 Academic EnglishⅣ

兼任 非常勤講師 石川　淳子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 石川　淳子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 石川　淳子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 石川　淳子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ

兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成28年4月 Academic EnglishⅣ

兼任 非常勤講師 Ｃｏｎｒａｄ　Ｂｕｃｓｉｓ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Ｃｏｎｒａｄ　Ｂｕｃｓｉｓ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Ｃｏｎｒａｄ　Ｂｕｃｓｉｓ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Ｃｏｎｒａｄ　Ｂｕｃｓｉｓ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ

兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ

兼任 非常勤講師 高橋　妙子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 高橋　妙子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 高橋　妙子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ

兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Global EnglishⅠ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Global EnglishⅠ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Global EnglishⅠ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成30年4月 Global EnglishⅠ

兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Global EnglishⅠ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Global EnglishⅠ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Global EnglishⅠ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Global EnglishⅠ

兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 Global EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 Global EnglishⅠ

兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 Global EnglishⅡ 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 Global EnglishⅡ 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 Global EnglishⅡ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成30年4月 Global EnglishⅡ

兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Global EnglishⅡ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Global EnglishⅡ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Global EnglishⅡ

兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 Global EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 Global EnglishⅡ

兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 体育実技Ⅰ

兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 体育実技Ⅰ

兼担 教授 大桑　哲男 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼担 教授 大桑　哲男 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成29年4月 体育実技Ⅰ 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成29年4月 体育実技Ⅰ

兼任 非常勤講師 坂田　利弘 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼任 非常勤講師 坂田　利弘 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼任 非常勤講師 坂田　利弘 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼任 非常勤講師 坂田　利弘 平成28年4月 体育実技Ⅰ

兼担 准教授 小笠原　理紀 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼担 准教授 小笠原　理紀 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼担 准教授 小笠原　理紀 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼担 教授 伊藤　宏 平成30年4月 体育実技Ⅰ

兼任 非常勤講師 関　豪 平成29年4月 体育実技Ⅰ 兼任 非常勤講師 関　豪 平成29年4月 体育実技Ⅰ

兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 体育実技Ⅱ

兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 体育実技Ⅱ

兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 体育実技Ⅱ

兼任 非常勤講師 坂田　利弘 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼任 非常勤講師 坂田　利弘 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼任 非常勤講師 坂田　利弘 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼任 非常勤講師 坂田　利弘 平成28年4月 体育実技Ⅱ

兼担 准教授 小笠原　理紀 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼担 准教授 小笠原　理紀 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼担 准教授 小笠原　理紀 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼担 准教授 吉里　秀雄 平成30年4月 体育実技Ⅱ

兼任 非常勤講師 関　豪 平成29年4月 体育実技Ⅱ 兼任 非常勤講師 関　豪 平成29年4月 体育実技Ⅱ

23 113/202



専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月 就任予定年月担当授業科目名 職名職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名氏　　名

専任 准教授 打矢　隆弘 平成28年4月 健康運動科学演習A 専任 准教授 打矢　隆弘 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成29年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成29年4月 健康運動科学演習A

兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 健康運動科学演習A

兼担 教授 大桑　哲男 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 大桑　哲男 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 花井　淑晃 平成29年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 花井　淑晃 平成29年4月 健康運動科学演習A

兼担 教授 江龍　修 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 江龍　修 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 江龍　修 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 江龍　修 平成28年4月 健康運動科学演習A

兼担 教授 河邊　伸二 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 河邊　伸二 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 河邊　伸二 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 河邊　伸二 平成28年4月 健康運動科学演習A

兼担 教授 中西　英二 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 中西　英二 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼任 非常勤講師 関　豪 平成29年4月 健康運動科学演習A 兼任 非常勤講師 関　豪 平成29年4月 健康運動科学演習A

兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 健康運動科学演習A

兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 健康運動科学演習A

兼担 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 伊藤　宏 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 伊藤　宏 平成28年4月 健康運動科学演習A

兼担 准教授 栗田　典明 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 栗田　典明 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 栗田　典明 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 栗田　典明 平成28年4月 健康運動科学演習A

兼担 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼任 非常勤講師 坂田　利弘 平成29年4月 健康運動科学演習A 兼任 非常勤講師 坂田　利弘 平成29年4月 健康運動科学演習A

兼担 助教 飯國　良規 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 助教 飯國　良規 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 助教 飯國　良規 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 助教 飯國　良規 平成28年4月 健康運動科学演習A

兼担 助教 宮川　淳 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 助教 宮川　淳 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 小笠原　理紀 平成29年4月 健康運動科学演習A 兼担 助教 古川　陽輝 平成30年4月 健康運動科学演習A

兼担 准教授 山本　靖 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 山本　靖 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼任 非常勤講師 関　豪 平成29年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 打矢　隆弘 平成30年4月 健康運動科学演習A

兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 健康運動科学演習B

兼担 教授 大桑　哲男 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 教授 大桑　哲男 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 准教授 小笠原　理紀 平成29年4月 健康運動科学演習B

兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 健康運動科学演習B

兼担 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 教授 伊藤　宏 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 教授 伊藤　宏 平成28年4月 健康運動科学演習B

兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 健康運動科学演習B

兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 健康運動科学演習B

兼担 助教 田村　友幸 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 助教 田村　友幸 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 助教 田村　友幸 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 助教 田村　友幸 平成28年4月 健康運動科学演習B

兼任 非常勤講師 関　豪 平成29年4月 健康運動科学演習B 兼任 非常勤講師 関　豪 平成29年4月 健康運動科学演習B

兼担 准教授 岩津　文夫 平成28年4月 専門基礎科学Ⅰ 兼担 准教授 岩津　文夫 平成28年4月 専門基礎科学Ⅰ 兼担 准教授 岩津　文夫 平成28年4月 専門基礎科学Ⅰ 兼担 特任教員 松野　美海 平成30年4月 専門基礎科学Ⅰ

兼担 准教授 岩津　文夫 平成28年4月 専門基礎科学Ⅱ 兼担 准教授 岩津　文夫 平成28年4月 専門基礎科学Ⅱ 兼担 准教授 岩津　文夫 平成28年4月 専門基礎科学Ⅱ 兼担 特任教員 松野　美海 平成30年4月 専門基礎科学Ⅱ

兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本語表現法 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本語表現法 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本語表現法 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本語表現法

兼任 非常勤講師 金　銀珠 平成28年4月 日本語日本文化 兼任 非常勤講師 金　銀珠 平成28年4月 日本語日本文化 兼担 准教授 金　銀珠 平成28年4月 日本語日本文化 兼担 准教授 金　銀珠 平成28年4月 日本語日本文化

兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本語日本社会 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本語日本社会 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本語日本社会 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本語日本社会

　　　・  設置認可時又は届出時の教員全て（兼任，兼担教員を含む。）を黒字で記入してください。
　　　　その上で，認可時又は届出時から変更となっている箇所は太字の赤字としてください。
　　　・　年齢は，それぞれの年度の５月１日時点の満年齢を記入してください。
　　　・　専任、兼担、兼任の順に記入してください。
　　　・　不要な年度（平成２８年度開設であれば平成２７年度、平成２９年度開設であれば平成２７年度及び平成２８年度、
　　　　平成３０年度開設であれば平成２７年度から平成２９年度）の表は適宜削除し，詰めてください。

（注）・　申請書又は届出書の様式第３号（その２の１）に準じて作成してください。
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【平成２８年度】

　　　　 　　　　

【平成２９年度】

　　　　 　　　　

【平成３０年度】

　　　　 　　　　

（注）・  変更内容を箇条書きで記入してください。変更がない年度は「特になし。」と記入してください。

　　　・　不要な年度（平成２８年度開設であれば平成２７年度、平成２９年度開設であれば平成２７年度及び平成２８年度、平成３０年度開設であれば平成２７年度から
　　　　平成２９年度）の表は適宜削除してください。

・尾崎芳昭准教授退職に伴い、「化学結合論」について大北雅一准教授に変更。
・上記の他、担当教員見直しによる変更。

・仁科健教授退職に伴い、「金融学」について川村大伸准教授に、「法工学」について渡辺研司教授に、「マーケティング」について藤田素弘教授に、
　「管理工学」について川村大伸准教授に変更。
・永渕康之教授退職に伴い、「人間社会ゼミナール」について川橋範子教授に変更。
・上記の他、担当教員見直しによる変更。

　　　・　認可で設置された学部等の専任教員を変更する場合は，当該専任教員が授業を開始する前に必ず「専任教員採用等設置計画変更書」を提出し，

　　　　大学設置・学校法人審議会による教員資格審査（AC教員審査）を受けてください。AC教員審査を受けずに専任教員として授業等を担当することは出来ません。

　　　・　「専任教員採用等変更書（ＡＣ）」を提出し「可」の教員判定を受けている場合は「○年○月教員審査済」と記入してください。なお，設置認可審査時に教員審査省略

（１）ー②担当教員表に関する変更内容
　　　　 　　　　

特になし。

　　　　となっている場合は，「教員審査省略」と記入してください。
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（注）・　大学設置基準第十三条別表第一、短期大学設置基準第二十二条別表第一イにより算出される専任教員数を記入してください。

（注）・「設置時の計画」には，設置時に予定されていた完成年度時の人数を記入するとともに，（　）内に開設時の状況を記入してください。

　　　・「現在（報告書提出時）の状況」には、報告書提出年度の５月１日の教員数（実人数）を記入してください。

　　　・「現在（報告書提出時）の完成年度時の計画」には，「現在（報告書提出時）の状況」に記入した数字に，教員審査を受審済みであり，

　　　　完成年度までに就任する教員数を加えた数を記入するとともに，［　］内に設置時の計画との増減数を記入してください。（記入例：１名減の場合：△１）

（注）・「年齢構成」には，当該学部における教員の定年に関する規定に基づく定年年齢（特例等による定年年齢ではありません），

　　　　および，平成３０年５月１日現在，定年に関する規定に基づく特例等により定年を超えて専任教員として採用されている
　　　　教員数および完成年度時に定年を超えて専任教員として採用する教員数を記入してください。
　　　・なお,職位等によって定年年齢が異なる場合には,職位ごとの定年年齢を「定年規定の定める定年年齢」に二段書きで記入
　　　　し，「定年を延長している教員数」には合算した数を記入してください。

現在（報告書提出時）の完成年度時の計画（Ｃ）
設置時の計画（Ａ）

（注）・　小数点以下第３位を切り捨て，小数点以下第２位まで表示されます。

報告書提出時の教員のうち、定年を延長して採用している教員数
現在（報告書提出時）の状況（Ｂ）

（注）・　小数点以下第３位を切り捨て，小数点以下第２位まで表示されます。

（２） 専任教員数等

　（２）－①　設置基準上の必要専任教員数

完成年度時における
設置基準上の必要専

任教員数

うち、完成年度時に
おける設置基準上の

必要教授数

10 5

名 名

　　　　

　（２）－②　専任教員数

設置時の計画 現在（報告書提出時）の状況 現在（報告書提出時）の完成年度時の計画

教　授 准教授教　授 准教授 講　師 助　教
計

（Ａ）
教　授

15 19

准教授 講　師 助　教
計

（Ｂ）

19 0

講　師 助　教
計

（Ｃ）

11 17 0 11 39 9 43

（14） （15） （0） （11） （40） [4] ［2］ ［0］ ［△2］ ［3］

　（２）－③　年齢構成

年齢構成

0 9 43
15

定年規定の定める
定年年齢（歳）

報告書提出時（上
記（Ｂ））の教員
のうち、定年を延
長して採用してい

る教員数

完成年度時（上記
（Ｃ））の教員う
ち、定年を延長し
て採用する教員数

63 0 3

歳 名 名

　（２）－④　設置時の計画に対する教員充足率

=
43

= 110.25 ％
39

　（２）－⑤　現在（報告書提出時）の状況における定年を延長している教員構成率

=
0

= 0 ％
43
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科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

選択 テクノロジーインターンシップ２ ①

選択 アカデミックプレゼンテーション ①

選択 情報工学セミナー１０ ①

選択 テクノロジーインターンシップ１ ①

選択 情報工学セミナー８ ①

選択 情報工学セミナー９ ①

①

必修 情報工学セミナー６ ①

選択 情報工学セミナー７ ①

情報工学セミナー５ ①必修

2 教授 伊藤　孝行

選択 イノベーション・リーダーセミナー１ ①

選択 イノベーション・リーダーセミナー２ ①

選択

（３） 専任教員辞任等の理由

　（３）－①　専任教員の就任辞退（未就任）の理由及び後任補充状況

番　号 職　位 専任教員氏名 必修・選択・自由の別 担当予定科目 後任補充状況 就任辞退（未就任）の理由

該当なし

科目 必修

合計（Ｄ） 後任補充状況の集計（Ｅ）

就任を辞退した教員数 担当科目数の合計（a）+（b）+（c） ①の合計数（a） ②の合計数（b） ③の合計数（c）

0 必修 0 必修 0

選択 0 科目 選択 0 選択 0 選択 0

自由 0 科目 自由 0 自由 0 自由 0

計 0 科目 計 0 計 0 計 0

（注）・　認可時又は届出時以降、就任を辞退した全ての専任教員の就任辞退の理由を具体的に記入してください。

　　　・　「就任辞退（未就任）」とは、認可又は届出時に就任予定としながら、実際には就任しなかった教員のことです。

　　　　　就任した後に辞任した教員は、以下「（３）－②専任教員辞任の理由及び後任補充状況」に記入してください。

　　　・　昨年度の報告後から今年度の報告時までに専任教員が新たに就任を辞退した場合，赤字にて記入するとともに，

0 人

必修 0

　　　　　「就任辞退（未就任）の理由」に就任辞退の理由等および（　）書きで報告年度を記入してください。

　　　・　また、担当予定であった科目の後任補充の状況について、各科目ごとに状況を以下「①」～「③」から選択し、

　　　　　「後任補充理由」の欄にその数字を記載してください。

・専任教員が担当する（している）場合は「①」
・兼任兼担教員が担当する（している）場合は「②」
・後任未定、科目廃止など、上記「①」「②」以外の場合は「③」

　（３）－②　専任教員辞任の理由及び後任補充状況

番　号 職　位 専任教員氏名 必修・選択・自由の別 担当予定科目 後任補充状況 辞任等の理由

1 教授 内匠　逸

選択 イノベーション・リーダーセミナー１ ①

理事就任のため（28）

選択 イノベーション・リーダーセミナー２ ①

必修 情報工学セミナー５ ①

必修 情報工学セミナー６ ①

選択 情報工学セミナー７ ①

選択 情報工学セミナー８ ①

選択 情報工学セミナー９ ①

選択 情報工学セミナー１０ ①

②の合計数（b） ③の合計数（c）

選択 テクノロジーインターンシップ１ ①

選択 テクノロジーインターンシップ２ ①

他専攻に配置換のため（30）

工学デザイン論及び演習

科目 必修

選択 アカデミックプレゼンテーション ①

合計（Ｆ） 後任補充状況の集計（Ｇ）

辞任した教員数 担当科目数の合計（a）+（b）+（c） ①の合計数（a）

4 必修 0 必修 0

選択 19 科目 選択 19 選択 0 選択 0

自由 0 科目 自由 0 自由 0 自由 0

計 23 科目 計 23 計 0 計 0

（注）・　一度就任した後に、定年による退職以外の理由で辞任した全ての専任教員についてに記入してください。

　　　・　昨年度の報告後から今年度の報告時までに専任教員が新たに辞任等した場合，赤字にて記入するとともに，「辞任等の理由」

　　　　　に辞任理由等および（　）書きで報告年度を記入してください。

2 人

必修 4

　　　・　また、担当予定であった科目の後任補充の状況について、各科目ごとに状況を以下「①」～「③」から選択し、

　　　　　「後任補充理由」の欄にその数字を記載してください。

・専任教員が担当する（している）場合は「①」
・兼任兼担教員が担当する（している）場合は「②」
・後任未定、科目廃止など、上記「①」「②」以外の場合は「③」
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　（３）－③　上記（３）－①　・　（３）－②　の合計

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

（３）－③合計（Ｄ）+（Ｆ）
（２）－②設置時の計画（Ａ）

（注）・　小数点以下第３位を切り捨て，小数点以下第２位まで表示されます。

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

（４） 専任教員交代に係る「大学の所見」及び「学生への周知方法」

合計（Ｄ）＋（Ｆ） 後任補充状況の集計（Ｅ）＋（Ｇ）

辞任等した教員数 担当科目数の合計（a）+（b）+（c） ①の合計数（a） ②の合計数（b） ③の合計数（c）

2 人

必修 4 科目 必修 4 必修 0 必修 0

選択 19 科目 選択 19 選択 0 選択 0

自由 0 科目 自由 0 自由 0 自由 0

計 23 科目 計 23 計 0 計 0

　（３）－④　設置時の計画に対する教員辞任率

=
2

= 5.12 ％
39

　（３）－⑤　定年により退職した専任教員に対する後任補充状況

番　号 職　位 専任教員氏名 必修・選択・自由の別 担当予定科目 後任補充状況 辞任等の理由

該当なし

科目 必修

合計 後任補充状況の集計

辞任した教員数 担当科目数の合計（a）+（b）+（c） ①の合計数（a） ②の合計数（b） ③の合計数（c）

0 必修 0 必修 0

選択 0 科目 選択 0 選択 0 選択 0

自由 0 科目 自由 0 自由 0 自由 0

計 0 科目 計 0 計 0 計 0

（注）・　定年により退職した全ての専任教員についてに記入してください。

　　　・　昨年度の報告後から今年度の報告時までに専任教員が新たに辞任等した場合，赤字にて記入するとともに，「辞任等の理由」

　　　　　に辞任理由等および（　）書きで報告年度を記入してください。

0 人

必修 0

（注）・　上記（３）の専任教員辞任等による学生の履修等への影響に関する「大学の所見」及び「学生への周知方法」を

　　　　記入してください。

　　　・　また、担当予定であった科目の後任補充の状況について、各科目ごとに状況を以下「①」～「③」から選択し、

　　　　　「後任補充理由」の欄にその数字を記載してください。

・専任教員が担当する（している）場合は「①」
・兼任兼担教員が担当する（している）場合は「②」
・後任未定、科目廃止など、上記「①」「②」以外の場合は「③」

専任教員辞任等による学生の履修等への重大な影響は認められない。
各授業における担当教員情報についてはシラバスや授業時間割表にて周知している。
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区　　　分
未履行事項について

の実施計画

設　置　時 該当なし

（２８年４月）

設置計画履行状況 該当なし

調　　 査　　 時

（２９年２月）

設置計画履行状況 該当なし

調　　 査　　 時

（３０年２月）

　　　・　「設置計画履行状況調査時」の（年月）には，調査結果を公表した月（通常２月）を記入して

　　　　ください。（実地調査や面接調査を実施した日ではありません。）

　　　　について，具体的に記入し，報告年度を（　　）書きで付記してください。

　　　・　「設置計画履行状況調査時」には，当該設置計画履行状況調査の結果，当該大学に付された意見を

　　　　全て記入するとともに，付された意見に対する履行状況等について，具体的に記入してください。

　　　　その履行状況等を裏付ける資料があれば，添付してください。

　　　・　「履行状況」では，履行途中であれば「未履行」，履行済みであれば「履行済」を選択してください。

　　　・　該当がない場合には，「該当なし」と記入してください。

（注）・　「設置時」には，当該大学等の設置時（認可時又は届出時）に付された留意事項（学校法人の

　　　　寄附行為又は寄附行為変更の認可の申請に係る留意事項を除く。） と，それに対する履行状況等

６　留意事項等に対する履行状況等

留　意　事　項　等 履　行　状　況
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設　置　時　の　計　画 変更内容・状況，今後の見通しなど

１～６の項目に記入した事項以外の変更なし

　　・　授業の英語化をデザインする　ー英文シラバスを起点としてー

　  ・　高等学校新課程『数学』・『化学』の現状について

　　　前期末及び後期末において実施している。

　ｂ　教員や学生への公開状況，方法等

　　　一般的な集計結果についてはHPにて公開し，授業科目ごとの詳細結果については個別に学内の授業評価
　　　システムにて公開している。

（注）・「①ａ　委員会の設置状況」には，関係規程等を転載又は添付すること。

　　　　「②実施状況」には，実施されている取組を全て記載すること。（記入例参照）

　ｃ　開催状況（教員の参加状況含む）

      平成29年度は「a 実施内容」の通り開催し，参加人数はそれぞれ，41名，40名，45名，40名，39名であった。

　ｄ　実施結果を踏まえた授業改善への取組状況

　　　各教員において，授業改善に取り組んでいる。

③　学生に対する授業評価アンケートの実施状況

　ａ　実施の有無及び実施時期

　　・　みんなで授業評価アンケートを考えよう

  　・　eラーニングの現状と活用方法

　　・　「わかったつもり」を「わかった」へ　主体的な学びの場の構築　等

　ｂ　実施方法

      チラシを作成し事前アナウンスを行い，時に学外講師を招いて実施している。

　　　 工学教育総合センター会議を３回，ファカルティ・ディベロップメント委員会１回実施した。（約40名の教員が参加）

　ｃ　委員会の審議事項等

　　　全学のFDに関する基本方針の策定及び活動の総括，企画・立案・実施及び評価の総括等。

②　実施状況

　ａ　実施内容

①　実施体制

　ａ　委員会の設置状況

　　　工学教育総合センターの創造教育開発オフィスにおいて，工学教育の質的向上に資することを目的として，
　　　ファカルティ・ディベロップメントの推進及び授業評価を行う教育機能開発部門を設置している。また全
　　　学的な視点からファカルティ・ディベロップメント活動の推進を図ることを目的として，平成29年11月1日
　　　より名古屋工業大学ファカルティ・ディベロップメント委員会を設置した。

　ｂ　委員会の開催状況（教員の参加状況含む）

（注）・　１～６の項目に記入した事項以外で，設置時の計画より変更のあったもの（未実施を含む。）

　　　　及び法令適合性に関して生じた留意すべき事項について記入してください。

（２） 教員の資質の維持向上の方策（ＦＤ・ＳＤ活動含む）

７　その他全般的事項

＜工学部　情報工学科＞

（１） 設置計画変更事項等
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　　　　する予定の場合は，「有」にマルを記入してください。今後も公表する予定がない場合は，「無」にマルを

　　　　記入してください。

　　　・　「ｂ　公表（予定）有の場合の公表（予定）時期」には，「ａ　ホームページに公表（予定）有無」で

　　　　「有」にマルを記入した場合のみ，時期を記入してください。

　ａ　ホームページに公表（予定）の有無　　　　　（　　　有　　　・　　　無　　　）

　ｂ　公表（予定）有の場合の公表（予定）時期　　（　平成３０年６月２９日　　）

（注）・　「ａ　ホームページに公表（予定）有無」には，５月１日時点で公表している場合，もしくは，今後公表

　　　　　なお，「②　自己点検・評価報告書」については，当該調査対象の組織に関する評価内容を含む報告書につ

　　　　いて記入してください。

（４） 情報公表に関する事項

○　設置計画履行状況報告書

　　・平成３３年度に評価機関（独立行政法人大学改革支援・学位授与機構）の評価を受けるべく学内で検討中

（注）・　設置時の計画の変更（又は未実施）の有無に関わらず記入してください。

　　　　また，「①　設置の趣旨・目的の達成状況に関する総括評価・所見」については，できるだけ具体的な根拠を

　　　　含めて記入してください。

　ｂ　公表方法

　　・大学ホームページ上に公開予定（平成３０年６月末を予定）

③　認証評価を受ける計画

②　自己点検・評価報告書

　ａ　公表（予定）時期

　　・平成３０年６月末　公表予定

①　設置の趣旨・目的の達成状況に関する総括評価・所見

　現状把握と分析を行いつつ、全学評価室を中心に評価する予定である。

（３） 自己点検・評価等に関する事項
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設　　置　　時 変　更　状　況 備　　　考

（ ｳｶｲ ﾋﾛﾕｷ ）

鵜飼　裕之 － －

（平成２６年４月）

－ － －

ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｲﾁ ｶﾈﾀﾞ ﾄｼﾕｷﾖｺﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ

前田　健一 兼田　敏之横山　淳一

（平成２８年４月） （平成２９年４月平成３０年４月）

（４） 管理運営組織

　　　・大学独自の職名を設けていて当該職位がない場合は，各職に相当する職名の方を記載してください。

（注）・「変更状況」は，変更があった場合に記入し，併せて「備考」に変更の理由と変更年月日，報告年度を

　　　（　）書きで記入してください。

　　　　　　平成３０年度に報告する内容　→（30）

　　　・昨年度の報告後から今年度の報告時までに変更があれば，「変更状況」に赤字にて記載（昨年度までに報告

　　　　された記載があれば，そこに赤字で見え消し修正）するとともに，上記と同様に，「備考」に変更理由等を

　　　・大学院の場合には，「職名」を「研究科長」等と修正して記入してください。

　　　（例）平成２９年度に報告済の内容　→（29）

　　　　記入してください。

（２） 大　学　名

　　　〒４６６－８５５５

（３） 大学の位置

学 部 長

学科長

（注）・対象学部等の位置が大学本部の位置と異なる場合，本部の位置を（　）書きで記入してください。

学　　長

職　　名

平成29年3月31日　任期満了
平成29年4月 1日　就任(29)
平成30年3月31日　任期満了
平成30年4月 1日　就任(30)

　　　・対象学部等が複数のキャンパスに所在する場合には，複数のキャンパスの所在地をそれぞれ記載して

　　　　ください。

１　調査対象大学等の概要等

（１） 設　置　者

　　　　国立大学法人　名古屋工業大学

　　　　名古屋工業大学

　　　　愛知県名古屋市昭和区御器所町
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　　　・　なお，課程認定等によりコースや専攻に入学定員を定めている場合は，法令上規定されている最小単位
　　　　（大学であれば「学科」、短期大学であれば「専攻課程」でも記載してください。その場合適宜各項目の表
　　　　を追加してください。
　　　・　様式は，平成２７年度開設の４年制の学科の場合（平成３０年度までの４年間）ですが，開設年度・

　　　に報告書を作成してください。

　工学部
　　社会工学科

　学士（工学）
　学士（学術）

対象年度

区　分 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期

人 人 人 人 人 人 人 人

725 - 898 - 828 -

( ‐ ) (　-　) (　-　) (　-　) ( 15 ) (　-　) (　 　) (　 　)

[ 29 ] [ - ] [ 28 ] [ - ] [ 30 ] [ - ] [ 　 ] [ 　 ]

528 - 686 - 641 -

( ‐ ) (　-　) (　-　) (　-　) ( 14 ) (　-　) (　 　) (　 　)

[ 26 ] [ - ] [ 25 ] [ - ] [ 23 ] [ - ] [ 　 ] [ 　 ]

175 - 178 - 172 -

( ‐ ) (　-　) (　-　) (　-　) ( 3 ) (　-　) (　 　) (　 　)

[ 9 ] [ - ] [ 11 ] [ - ] [ 7 ] [ - ] [ 　 ] [ 　 ]

155 - 163 - 164 -

( ‐ ) (　-　) (　-　) (　-　) ( 2 ) (　-　) (　 　) (　 　)

[ 3 ] [ - ] [ 8 ] [ - ] [ 3 ] [ - ] [ 　 ] [ 　 ]

入学定員超過率
Ｂ／Ａ

　　　　「－」を記入してください。

　　　・　[ 　 ]内には，留学生の状況について内数で記入してください。該当がない年には「－」を記入して

　　　　ください。

　　　・　留学生については，「出入国管理及び難民認定法」別表第一に定められる「『留学』の在留資格（いわゆる

　　　　「留学ビザ」）により，我が国の大学（大学院を含む。），短期大学，高等専門学校，専修学校（専門課程）

　　　　及び我が国の大学に入学するための準備教育課程を設置する教育施設において教育を受ける外国人学生」を

　　　　記載してください。

　　　・　短期交換留学生など，定員内に含めていない学生については記入しないでください。

　　　・　転入学生は記入しないでください。

　　　・　学期の区分に従い学生を入学させる場合は、春季入学とその他の学期（春季入学以外の学期区分を設けている

　　　　場合）に分けて数値を記入してください。春季入学のみの実施の場合は、その他の学期欄は「－」を記入して

　　　　ください。また，その他の学期に入学定員を設けている場合は，備考欄にその人数を記入してください。

　　　・　「入学定員超過率」については，各年度の春季入学とその他を合計した入学定員，入学者数で算出して

　　　　ください。なお，計算の際は小数点以下第３位を切り捨て，小数点以下第２位まで記入してください。

　　　・　「平均入学定員超過率」には，開設年度から提出年度までの入学定員超過率の平均を記入してください。

　　　　なお，計算の際は「入学定員超過率」と同様にしてください。

人 年次

調査対象学部等の
名称（学位）

（５）　調査対象学部等の名称，定員，入学者の状況等

（注）・　当該調査対象の学部の学科または研究科の専攻等，定員を定めている組織ごとに記入してください（入試
　　　　区分ごとではありません）。

　　　　修業年限に合わせて作成してください。（修業年限が３年以下の場合には欄を削除し，５年以上の場合
　　　　には，欄を設けてください。）

　（５）－①　調査対象学部等の名称等

平均入学定員
超 過 率

人

　　　　（その２の１））」の「学位又は学科の分野」と同様に記入してください。

（注）・　定員を変更した場合は，「備考」に変更前の人数，変更年月及び報告年度を（　）書きで記入してください。

　　　・　学生募集停止を予定している場合は、「備考」にその旨記載してください。
　　　・　「学位又は学科の分野」には、「認可申請書」又は「設置届出書」の「教育課程等の概要（別記様式第２号

工学関係

年

1.03 1.08 1.09

(　　 　)

[ 　-　 ] [ 　-　 ] [ 　-　 ] [ 　　　 ]

( 　-　 )

（注）・　数字は，平成３０年５月１日現在の数字を記入してください。

　　　・　（　 ）内には，編入学の状況について外数で記入してください。なお，編入学を複数年次で行って

　　　　いる場合には，((  ))書きとするなどし，その旨を「備考」に付記してください。 該当がない年には

Ａ　 入学定員

志願者数

受験者数

合格者数

Ｂ　 入学者数

人

備　　考
学位又は学科

の分野

設 置 時 の 計 画

修業年限 入学定員 編入学定員 収容定員

備　　考

150 150 150
( 　-　 ) (　 2 　)

平成２８年度 平成２９年度

3年次
4 150 2 604

1.06倍

　（５）－②　調査対象学部等の入学者の状況

平成３０年度 平成３１年度
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対象年度

学　年 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期

155 - 163 - 164 -

[ 3 ] [ - ] [ 8 ] [ - ] [3] [ - ] [　　 ] [　 　]

（ - ） （ - ） （ - ） （ - ） （ - ） （ - ）

154 - 162 -

[ 3 ] [ - ] [7] [ - ] [　　 ] [　 　]

（ - ） （ - ） （ - ） （ - ） （　　） （　　）

158 -

[8] [ - ] [　　 ] [　 　]

（ - ） （ - ） （　　） （　　）

[　　 ] [　 　]

（　　）（　　）

　　　　ください。

　　　・　留学生については，「出入国管理及び難民認定法」別表第一に定められる「『留学』の在留資格（いわゆる

　　　　「留学ビザ」）により，我が国の大学（大学院を含む。），短期大学，高等専門学校，専修学校（専門課程）

　　　　及び我が国の大学に入学するための準備教育課程を設置する教育施設において教育を受ける外国人学生」を

　　　　記載してください。

　　　・　短期交換留学生など，定員内に含めていない学生については記入しないでください。

　　　・　編入学生や転入学生も含めて記入してください。その際，備考欄に人数の内訳を記入してください。

　　　・　学期の区分に従い学生を入学させる場合は，春季入学とその他の学期（春季入学以外の学期区分を設けている

　　　　場合）に分けて数値を記入してください。春季入学のみの実施の場合は，その他の学期欄は「－」を記入して

　　　　ください。また，その他の学期に入学定員を設けている場合は，備考欄にその人数を記入してください。

　　　・　「計」については，各年度の春季入学とその他の学期を合計した在学者数，留学生数を記入してください。

平成３１年度

４年次

　（５）－③　調査対象学部等の在学者の状況

平成２８年度 平成２９年度

[ 3 ] [　11　] [18] [　　　　 ]

１年次

２年次

３年次

（　　　　 ）

（注）・　数字は，平成３０年５月１日現在の数字を記入してください。

　　　・　[ 　 ]内には，留学生の状況について内数で記入してください。該当がない年には「－」を記入して

3年次編入学生数
H30：7名

計

155 317 484

　　　・（　）内には，留年者の状況について，内数で記入してください。該当がない年には「－」を記入してくだ

　　　　さい。

（ - ） （ - ） （ - ）

備　　　　　考
平成３０年度

3 124/202



　（５）－④　調査対象学部等の退学者等の状況

入学した年度

155 人 1 人 平成２８年度 1 人 0 人 他の教育機関への入学(1人）

平成２８年度 3 人 0 人 他の教育機関への入学（2人）、一身上の都合（1人）

平成２９年度 1 人 1 人 他の教育機関への入学（1人）

平成２８年度 0 人 0 人

平成２９年度 0 人 0 人

平成３０年度 0 人 0 人

平成２７年度 人 人

平成２８年度 人 人

平成２９年度 人 人

平成３０年度 人 人

956 人 5 人

　（５）－⑤　調査対象学部等の年度ごとの退学者の割合

【平成２８年度】

平成２８年度の退学者数（ａ） 1
平成２８年度の在学者数（ｂ） 155

【平成２９年度】

平成２９年度の退学者数（ａ） 4
平成２９年度の在学者数（ｂ） 317

【平成３０年度】

平成３０年度の退学者数（ａ） 0
平成３０年度の在学者数（ｂ） 484

【平成３１年度】

平成３１年度の退学者数（ａ） 0
平成３１年度の在学者数（ｂ） 0

（注）・　小数点以下第３位を切り捨て，小数点以下第２位まで表示されます。

#DIV/0! ％

0.64 ％

1.26 ％

0 ％

=

=

=

=

=

=

=

=

　　　　　　　　　　　　　　　・就職　　　・学生個人の心身に関する事情　　　　・家庭の事情　　　・除籍　　　　・その他

　　　・　各年度の在学者数については，該当年度に在学した人数を記入してください。（途中で退学者がいた場合でも、その退学者数を減らす必要は

　　　・　内訳については，退学した学生が入学した年度ごとに記入してください。また、留学生数欄の人数については、退学者数の内数を記入してください。

　 ・　留学生については，「出入国管理及び難民認定法」別表第一に定められる「『留学』の在留資格（いわゆる「留学ビザ」）

　　　により，我が国の大学（大学院を含む。），短期大学，高等専門学校，専修学校（専門課程）及び我が国の大学に入学するための

　　　準備教育課程を設置する教育施設において教育を受ける外国人学生」を記入してください。

　　　　　ありません。）

　　　・　「主な退学理由」は，下の項目を参考に記入してください。その際，「就学意欲の低下（○人）」というように，その人数も含めて記入してください。

　 ・　短期交換留学生など，定員内に含めていない学生については記入しないでください。

内訳

　　　　　　（記入項目例）・就学意欲の低下　　　・学力不足　　　・他の教育機関への入学・転学　　　　　　　・海外留学

人

0

（注）・　数字は，平成３０年５月１日現在の数字を記入してください。　

合　　計

人

主な退学理由

　　　区　分

対象年度
退学者数の
うち留学生数

平成２８年度

平成２９年度

平成３０年度 484

退学者数

在学者数（b） 退学者数（a）

人

　　　・　在学者数や退学者数には編入学生や転入学生も含めて記入してください。

4人317

平成３１年度 人

人
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1 1

2 2

1 2

2 2

1 1

1 1

1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1

1

2

1 1

1

1 2

1

1 1

1 1

1 1

1 1

3

1 1

1

2 2

1 1

3 1

2 1

1

1

11 1

1 1

1 1

2 1流域環境工学 3後流域環境工学 3後 2 1

1橋工学 3後 2橋工学 3後 2 1

2 3耐震工学 3後耐震工学 3後 2 3

地震リスク工学 3後 2地震リスク工学 3後 2

2 1交通システム工学 3後交通システム工学 3後 2 1

建設マネジメント 3後 2建設マネジメント 3後 2

2 21 水域防災工学 3前水域防災工学 3前 2

防災地質学 3前 2 12 1

都市・地域計画学 3前 2都市・地域計画学 3前 2

2 1構造設計学 3前構造設計学 3前 2 1

環境地盤工学 3前 2 1

1

環境地盤工学 3前 2 2

維持管理工学 3前 21

環

境

都

市

1

環

境

都

市

維持管理工学 3前 2

防災地質学 3前 2

ランドスケープデザイン論 3後 2

1

ランドスケープデザイン論 3後 2

2 11 1 メディアデザイン論 3後メディアデザイン論 3後 2

環境デザイン学Ⅲ 3後 2環境デザイン学Ⅲ 3後 2

2 1建築施工学 3後建築施工学 3後 2 1

11 建築設備設計論 3後 2建築設備設計論 3後 2 1

2 11 都市環境学 3後都市環境学 3後 2

鉄骨構造学 3後 2鉄骨構造学 3後 2

2 11 耐震設計学 3後耐震設計学 3後 2

1建築保存修復学 3後 2建築保存修復学 3後 2 1

2 1住文化論 3前住文化論 3前 2 2

1 2 11 ユニバーサルデザイン論 3前 2ユニバーサルデザイン論 3前 2 2 2

2 11 建築設備学 3前建築設備学 3前 2

1 2耐用設計論 3前 2耐用設計論 3前 2 1 2

2 1 1鉄筋コンクリート構造学 3前鉄筋コンクリート構造学 3前 2 1

1荷重・振動学 3前 2荷重・振動学 3前 2 1

2 1 11 建築歴史意匠学 3前建築歴史意匠学 3前 2 2

現代建築論 3前 2現代建築論 3前 2

2 1建築空間計画学 3前

1

建築空間計画学 3前 2 1

建築法規・行政 2後 2建築法規・行政 2後 2

コンクリート材料学 2後 2 1

展

開

科

目

建

築

・

デ

ザ

イ

ン

1

展

開

科

目

建

築

・

デ

ザ

イ

ン

コンクリート材料学 2後 2 1

2 1品質管理 2後品質管理 2後 2 1

2 2マーケティング戦略 2後 2マーケティング戦略 2後 2

2 21 1 生産管理 2後生産管理 2後 2

社会セキュリティ・マネジメント 2前 2社会セキュリティ・マネジメント 2前 2 1

2 1 11 経営心理行動科学 2前経営心理行動科学 2前 2 1

1 1確率・統計 2前 2確率・統計 2前 2 2

2 1プログラムデザイン 2前プログラムデザイン 2前 2 1

1数理計画 2前 2数理計画 2前 2 1

2システムマネジメント論 2前 2 1

2 1

経

営

シ

ス

テ

ム

経営環境 2前

システムマネジメント論 2前

経

営

シ

ス

テ

ム

経営環境 2前 2 1 1

2 1交通環境計画学 3前交通環境計画学 3前 2 1

1 1構造シミュレーション 3前 2構造シミュレーション 3前 2

2 2環境都市技術者倫理 3前環境都市技術者倫理 3前 2 2

1地盤解析学 2後 2地盤解析学 2後 2 1

2 1 1コンクリート構造学 2後コンクリート構造学 2後 2 1

1構造力学Ⅱ 2後 2構造力学Ⅱ 2後 2 1

2 1環境水理学Ⅱ 2後環境水理学Ⅱ 2後 2 1

1社会基盤計画学 2前 2社会基盤計画学 2前 2 1

2 1地盤力学 2前地盤力学 2前 2 1

1構築材質学 2前 2構築材質学 2前 2 1

21 構造力学Ⅰ 2前構造力学Ⅰ 2前 2 1

環境生態学 2前 2環境生態学 2前 2

2 1環境水理学Ⅰ 2前 2 1

2

環

境

都

市

測量学 1前

環境水理学Ⅰ 2前

1

環

境

都

市

測量学 1前 2

2 11 1 ビジュアルデザイン 3前ビジュアルデザイン 3前 2

1 1構造デザイン学Ⅲ 2後 2構造デザイン学Ⅲ 2後 2 1 1

2 2建築・デザイン史Ⅱ 2後建築・デザイン史Ⅱ 2後 2 2

2環境デザイン学Ⅱ 2後 2環境デザイン学Ⅱ 2後 2 2

2都市デザイン学 2後都市デザイン学 2後 2 1

平面・立体構成 2後 2平面・立体構成 2後 2

2 1 11 建築材料デザイン学 2前建築材料デザイン学 2前 2 1

1建築構法学 2前 2建築構法学 2前 2 1 1

2 1構造デザイン学Ⅱ 2前構造デザイン学Ⅱ 2前 2 1

3環境デザイン学Ⅰ 2前 2環境デザイン学Ⅰ 2前 2 1 1

2 22 建築・デザイン計画学 2前

基

盤

科

目

建

築

・

デ

ザ

イ

ン

構造デザイン学Ⅰ 1後

建築・デザイン計画学 2前 2

2 建築・デザイン史Ⅰ 2前 2 2

2

建築・デザイン史Ⅰ 2前 2

3 1

基

盤

科

目

建

築

・

デ

ザ

イ

ン

構造デザイン学Ⅰ 1後 2

社会工学基礎Ⅳ 1後 2 12 1 2

1 1社会工学基礎Ⅲ 1後 2社会工学基礎Ⅲ 1後 2 1 1

2 2 22 社会工学基礎Ⅱ 1後

専

門

教

育

科

目

学

科

共

通

科

目

10

2 2

社会工学基礎Ⅱ 1後 2 1

社会工学基礎Ⅰ 1前 2 1

12 1

社会工学基礎Ⅰ 1前 2 2

社会工学概論 1前 2 10社会工学概論 1前 2 10

2 2

専

門

教

育

科

目

学

科

共

通

科

目
社会工学基礎Ⅳ 1後 2

准教授 講　師 助　教 助　手 必　修 選　択

科目
区分

授業科目の名称 配 当
年 次

単位数 専任教員等の配置 兼

任

・

兼

担自　由 教　授 准教授 講　師 助　教 助　手

科目
区分

授業科目の名称 配 当
年 次

単位数 専任教員等の配置 兼

任

・

兼

担必　修 選　択 自　由 教　授

（１）ー① 授業科目表

【認可時又は届出時】 【平成３０年度】

＜工学部　社会工学科＞

２　授業科目の概要
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1 1

1 1

1 1

1

1

2 1

5 5

8 8

1 1

1 1

1 1

2

4 4

4 4

3 3

1 1

1

1

1 1

1 1

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

5 7

2 2

1 1

1 1

2 2

1 1

1 1

2 2

1 1

1 2

1 1

1 1

1 1

1 2

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

3 2

2 3

2 3

1 1日本国憲法 1前～2後 2日本国憲法 1前～2後 2

2地域研究Ⅱ 1前～2後地域研究Ⅱ 1前～2後 2

地域研究Ⅰ 1前～2後 2地域研究Ⅰ 1前～2後 2

2情報社会論 1前～2後情報社会論 1前～2後 2

生涯学習論 1前～2後 2生涯学習論 1前～2後 2

2公共政策論 1前～2後公共政策論 1前～2後 2

現代政治論 1前～2後 2現代政治論 1前～2後 2

2現代社会論 1前～2後 2

2

技

術

と

社

会

・

国

際

経済学 1前～2後

現代社会論 1前～2後

技

術

と

社

会

・

国

際

経済学 1前～2後 2

2宗教文化論 1前～2後宗教文化論 1前～2後 2

公共の哲学 1前～2後 2公共の哲学 1前～2後 2 1

2近現代史 1前～2後近現代史 1前～2後 2

共生社会論 1前～2後 2

科学と哲学 1前～2後 2科学と哲学 1前～2後 2

2科学思想史 1前～2後科学思想史 1前～2後 2

科学技術史 1前～2後 2科学技術史 1前～2後 2

アジア・太平洋史 1前～2後 2

技

術

と

歴

史

・

哲

学

技

術

と

歴

史

・

哲

学

アジア・太平洋史 1前～2後 2

共生社会論 1前～2後 2

人間社会ゼミナール 1前～2後 2人間社会ゼミナール 1前～2後 2

2人間行動学 1前～2後人間行動学 1前～2後 2

日本文化論 1前～2後 2日本文化論 1前～2後 2

2対人コミュニケーション論 1前～2後対人コミュニケーション論 1前～2後 2

生物と環境 1前～2後 2生物と環境 1前～2後 2

2心理学 1前～2後心理学 1前～2後 2

感性と社会 1前～2後 2感性と社会 1前～2後 2

異文化理解 1前～2後 2異文化理解 1前～2後 2

技

術

と

人

間

・

心

理

2

技

術

と

人

間

・

心

理

フレッシュマンセミナー 1前 2 61フレッシュマンセミナー 1前 2 2

18 20 913 卒業研究 4通 8卒業研究 4通 8 14 14

18 20 913 実践研究セミナー 3後 2実践研究セミナー 3後 2 14 14

5 6 23 経営システム工学総合演習Ⅱ 4後 1

2

経営システム工学総合演習Ⅱ 4後 1 4 4

1 5 64 3 経営システム工学総合演習Ⅰ 4前経営システム工学総合演習Ⅰ 4前 1 4

5 6 23 経営システム工学応用演習 3後 1

2

経営システム工学応用演習 3後 1 4 4

1 5 64 3 経営システム工学演習Ⅳ 3後

6 2

経営システム工学演習Ⅳ 3後 1 4

経営システム工学演習ⅢB 3前 1 54 4 3

5 6 23 経営システム工学演習ⅢA 3前 1

2

経営システム工学演習ⅢA 3前 1 4 4

1 5 64 3 経営システム工学演習Ⅱ 2後

6 2

経営システム工学演習Ⅱ 2後 1 4

経営システム工学演習ⅠB 2前 1 5

6 2

経営システム工学演習ⅠB 2前 1 4

経営システム工学演習ⅠA 2前 1 54 4 3

経

営

シ

ス

テ

ム

4 3

経

営

シ

ス

テ

ム

経営システム工学演習ⅠA 2前 1

経営システム工学演習ⅢB 3前 1

1 11 環境都市設計製図 3後環境都市設計製図 3後 1

1 12 環境都市工学実験Ⅱ 3後 1

1

環境都市工学実験Ⅱ 3後 1

1 3 12 2 環境都市工学実験Ⅰ 3前環境都市工学実験Ⅰ 3前 1 2

1 11 コンクリート構造学演習 3前 1コンクリート構造学演習 3前 1 1

1 11 1 社会基盤計画学演習 2後社会基盤計画学演習 2後 1

1 21 地盤力学演習 2後 1地盤力学演習 2後 1 1 1

1 1 11 環境水理学演習 2後

1

環境水理学演習 2後 1 1

構造力学Ⅱ演習 2後 1

構造力学Ⅰ演習 2前 1

1

構造力学Ⅰ演習 2前 1

1 11 1 環境都市基礎製図 2前

1

環境都市基礎製図 2前 1

環境都市情報技術 2前 1 1

6 5

環境都市情報技術 2前 1 1

測量実習 1前 1 75 4 6

環

境

都

市

1

環

境

都

市

測量実習 1前 1

構造力学Ⅱ演習 2後 1

21 6 86 4 建築・デザイン制作 4前建築・デザイン制作 4前 1 5

1建築史実習 3後 1

1

建築史実習 3後 1 2

1 2 32 1 建築構造実験 3前建築構造実験 3前 1 2

2 3 11 建築材料実験 3前 1

2

建築材料実験 3前 1 2 2

1 6 86 4 実務設計デザイン実習 2後実務設計デザイン実習 2後 1 5

1意匠計画学演習 2後 1

1

意匠計画学演習 2後 1 1

1 21 2 建築環境実験 2後建築環境実験 2後 1 1

21 構造・デザイン演習Ⅱ 2後 1

1

構造・デザイン演習Ⅱ 2後 1 2

1 21 2 構造・デザイン演習Ⅰ 2前構造・デザイン演習Ⅰ 2前 1 1

1表現製図 2前 2

1

表現製図 2前 2 2

3 11 1 建築情報技術 2前建築情報技術 2前 3

1 2建築設計Ⅳ 3後 2

1

建築設計Ⅳ 3後 2 2

2 2 44 1 建築設計・デザイン制作Ⅲ 3後

3 1

建築設計・デザイン制作Ⅲ 3後 2 2

建築設計・デザイン制作Ⅱ 3前 4 2

4 1

建築設計・デザイン制作Ⅱ 3前 4 2

建築設計・デザイン制作Ⅰ 2後 4 23 1

実

験

・

演

習

科

目

建

築

・

デ

ザ

イ

ン

3 1

実

験

・

演

習

科

目

建

築

・

デ

ザ

イ

ン

建築設計・デザイン制作Ⅰ 2後 4 1

1 1データサイエンス 3後 2データサイエンス 3後 2 1

2 1ダイバーシティ・マネジメント 3後ダイバーシティ・マネジメント 3後 2

1経済性工学 3後 2経済性工学 3後 2 1

2 1サービスマネジメント 3後サービスマネジメント 3後 2 1

1 2創造的問題解決論 3後 2創造的問題解決論 3後 2 2 2

2 1制御工学 3前制御工学 3前 2 1

1最適化アルゴリズム 3前 2最適化アルゴリズム 3前 2 1

2社会インフラマネジメント 3前社会インフラマネジメント 3前 2

1工場管理 3前 2工場管理 3前 2 1

2 11 ヒューマンファクターズ 3前ヒューマンファクターズ 3前 2

1組織行動論 3前 2組織行動論 3前 2 1

2経営分析 3前経営分析 3前 2

1グローバル経営戦略 3前 2グローバル経営戦略 3前 2 1

2 1確率モデル 2後確率モデル 2後 2 1

1モデリング 2後 2モデリング 2後 2 1

2 1プロジェクトマネジメント 2後 2 1

2 1

経

営

シ

ス

テ

ム

人間工学 2後

プロジェクトマネジメント 2後

経

営

シ

ス

テ

ム

人間工学 2後 2 1
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2 3

2 3

3 3

3 3

2 2

1 2

2 3

2 2

1 1

6 6

5 6

6 7

2 2

1 2

1 1

2 3

1 1

1 1

3 3

3 1

4 4

1

10 9

2 2

1

12 5

1 1

13 14

13 14

13 14

13 14

12 14

12 9

3 2

3 1

4 6

4 6

13 13

7 7

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1日本語日本社会 1後 2日本語日本社会 1後 2

日本語日本文化 1前 2

人

間

社

会

人

間

社

会

日本語表現法 1前 2

日本語日本文化 1前 2

専門基礎科学Ⅱ 1後
留

学

生

科

目

自

然

科

学

基

礎

専門基礎科学Ⅰ 1前

専門基礎科学Ⅱ 1後 2

2

2

日本語表現法 1前 2

留

学

生

科

目

自

然

科

学

基

礎

専門基礎科学Ⅰ 1前 2

健康運動科学演習B 1後 1

1健康運動科学演習A 1前 1健康運動科学演習A 1前 1 1

1体育実技Ⅱ 1後体育実技Ⅱ 1後 1

体育実技Ⅰ 1前 1体育実技Ⅰ 1前 1 健

康

運

動

科

学

健

康

運

動

科

学

健康運動科学演習B 1後 1

Global EnglishⅡ 3後 1Global EnglishⅡ 3後 1

1Global EnglishⅠ 3前Global EnglishⅠ 3前 1

Academic EnglishⅣ 2後 2Academic EnglishⅣ 2後 2

2Academic EnglishⅢ 2前Academic EnglishⅢ 2前 2

English SeminarⅡ 1後 1English SeminarⅡ 1後 1

1English SeminarⅠ 1前English SeminarⅠ 1前 1

Academic EnglishⅡ 1後 2Academic EnglishⅡ 1後 2

2Academic EnglishⅠ 1前 2

グ

ロー

バ

ル

コ

ミュ

ニ

ケー

ショ

ン

Academic EnglishⅠ 1前

グ

ロー

バ

ル

コ

ミュ

ニ

ケー

ショ

ン

2キャリアデザイン 3前キャリアデザイン 3前 2

食糧工学 3前 2食糧工学 3前 2

2キャリア・コミュニケーション論 2後・3前

1企業経営 2後・3前 2企業経営 2後・3前 2 1

2男女共同参画社会論 2後・3前

1

男女共同参画社会論 2後・3前 2

コミュニティと技術 2後・3前 22

自治体行政 2後 2

22 6 86 4 ものづくりとデザイン 2前ものづくりとデザイン 2前 2 5

労働者管理基礎論 3前 2労働者管理基礎論 2後 2

産

業

社

会

産

業

社

会

コミュニティと技術 2後・3前 2

5 7 22 管理工学 3前・後 2管理工学 3後 2 7 4

2工学倫理 3前・後工学倫理 3前・後 2

会計学 3前・後 2会計学 3前・後 2

2政策科学 3前・後政策科学 3前・後 2

1経営戦略 3前・後 2経営戦略 3前・後 2 1

2 1マーケティング 3前・後マーケティング 3前・後 2 1

知的財産権 3前・後 2知的財産権 3前・後 2

2 1 11 法工学 3前・後

1

法工学 3前・後 2 3

金融学 3前 2

経

営

リ

テ

ラ

シー

金融学 3前 2 1

2 1 1

産

業

・

経

営

リ

テ

ラ

シー

産業論 2後

経

営

リ

テ

ラ

シー

産

業

・

経

営

リ

テ

ラ

シー

産業論 2後 2 1

2生体機能科学 2後生体機能科学 2後 2

1 11 地球科学実験 2後 1地球科学実験 2後 1 1

2 1地球科学 2前地球科学 2前 2 1

化学結合論 1前 2化学結合論 1前 2

2基礎化学 1後基礎化学 1後 2

1 33 物理学実験 1後 2物理学実験 1後 2 1

2電磁気学 1後電磁気学 1後 2

11 物理学演習Ⅰ 1前 1物理学演習Ⅰ 1前 1 1

2 33 力学 1前力学 1前 2

微分積分Ⅱ及び演習 1後 3

微分積分Ⅰ及び演習 1前 3微分積分Ⅰ及び演習 1前 3

2線形代数Ⅱ 1後線形代数Ⅱ 1後 2

線形代数Ⅰ 1前 2線形代数Ⅰ 1前 2

自

然

科

学

基

礎

科

目

自

然

科

学

基

礎

科

目

微分積分Ⅱ及び演習 1後 3
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1 1

2 2

1 1

2 2

1 1

1 1

1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1

1

2 2

1 1

1 1

1

1 1

1 1

1 1

1 1

3 3

1 1

1 1

2 2

1 1

3 3

2 2

1 1

1 1

11 11

1 1

1 1

1 1

1 1

1 2

1 1

1 11データサイエンス 3後 2データサイエンス 3後 2 1

2ダイバーシティ・マネジメント 3後ダイバーシティ・マネジメント 3後 2

1経済性工学 3後 2経済性工学 3後 2 1

2 1サービスマネジメント 3後サービスマネジメント 3後 2 1

1 2創造的問題解決論 3後 2創造的問題解決論 3後 2 2 2

2 1制御工学 3前制御工学 3前 2 1

1最適化アルゴリズム 3前 2最適化アルゴリズム 3前 2 1

2社会インフラマネジメント 3前社会インフラマネジメント 3前 2

1工場管理 3前 2工場管理 3前 2 1

2 11 ヒューマンファクターズ 3前ヒューマンファクターズ 3前 2

1組織行動論 3前 2組織行動論 3前 2 1

2経営分析 3前経営分析 3前 2

1グローバル経営戦略 3前 2グローバル経営戦略 3前 2 1

2 1確率モデル 2後確率モデル 2後 2 1

1モデリング 2後 2モデリング 2後 2 1

2 1プロジェクトマネジメント 2後 2 1

2 1

経

営

シ

ス

テ

ム

人間工学 2後

プロジェクトマネジメント 2後

経

営

シ

ス

テ

ム

人間工学 2後 2 1

2 1流域環境工学 3後流域環境工学 3後 2 1

1橋工学 3後 2橋工学 3後 2 1

2 3耐震工学 3後耐震工学 3後 2 3

地震リスク工学 3後 2地震リスク工学 3後 2

2 1交通システム工学 3後交通システム工学 3後 2 1

建設マネジメント 3後 2建設マネジメント 3後 2

2 11 水域防災工学 3前

1

水域防災工学 3前 2

防災地質学 3前 2 22 1

都市・地域計画学 3前 2都市・地域計画学 3前 2

2 1構造設計学 3前

1

構造設計学 3前 2 1

環境地盤工学 3前 2 2

1

環境地盤工学 3前 2 2

維持管理工学 3前 21

環

境

都

市

1

環

境

都

市

維持管理工学 3前 2

防災地質学 3前 2

ランドスケープデザイン論 3後 2

1

ランドスケープデザイン論 3後 2

2 11 1 メディアデザイン論 3後メディアデザイン論 3後 2

環境デザイン学Ⅲ 3後 2環境デザイン学Ⅲ 3後 2

2 1建築施工学 3後建築施工学 3後 2 1

21 建築設備設計論 3後 2建築設備設計論 3後 2 1

2 11 都市環境学 3後都市環境学 3後 2

鉄骨構造学 3後 2鉄骨構造学 3後 2

2 11 耐震設計学 3後耐震設計学 3後 2

1建築保存修復学 3後 2建築保存修復学 3後 2 1

2 2住文化論 3前住文化論 3前 2 2

2 2 11 ユニバーサルデザイン論 3前 2ユニバーサルデザイン論 3前 2 2 2

2 11 建築設備学 3前建築設備学 3前 2

1 2耐用設計論 3前 2耐用設計論 3前 2 1 2

2 1鉄筋コンクリート構造学 3前鉄筋コンクリート構造学 3前 2 1

1荷重・振動学 3前 2荷重・振動学 3前 2 1

2 2 11 建築歴史意匠学 3前建築歴史意匠学 3前 2 2

現代建築論 3前 2現代建築論 3前 2

2 1建築空間計画学 3前

1

建築空間計画学 3前 2 1

建築法規・行政 2後 2建築法規・行政 2後 2

コンクリート材料学 2後 2 1

展

開

科

目

建

築

・

デ

ザ

イ

ン

1

展

開

科

目

建

築

・

デ

ザ

イ

ン

コンクリート材料学 2後 2 1

2 1品質管理 2後品質管理 2後 2 1

1マーケティング戦略 2後 2

1

マーケティング戦略 2後 2

2 11 1 生産管理 2後生産管理 2後 2

1社会セキュリティ・マネジメント 2前 2社会セキュリティ・マネジメント 2前 2 1

2 1 11 経営心理行動科学 2前経営心理行動科学 2前 2 1

1 1確率・統計 2前 2確率・統計 2前 2 2

2 1プログラムデザイン 2前 2 1

2 1数理計画 2前数理計画 2前 2 1

2 11 システムマネジメント論 2前システムマネジメント論 2前 2

2 1

経

営

シ

ス

テ

ム

経営環境 2前

プログラムデザイン 2前
経

営

シ

ス

テ

ム

経営環境 2前 2 1 1

2 1交通環境計画学 3前交通環境計画学 3前 2 1

構造シミュレーション 3前 2構造シミュレーション 3前 2

2 2環境都市技術者倫理 3前環境都市技術者倫理 3前 2 2

1地盤解析学 2後 2地盤解析学 2後 2 1

2 1コンクリート構造学 2後コンクリート構造学 2後 2 1

1構造力学Ⅱ 2後 2構造力学Ⅱ 2後 2 1

2 1環境水理学Ⅱ 2後環境水理学Ⅱ 2後 2 1

1社会基盤計画学 2前 2社会基盤計画学 2前 2 1

2 1地盤力学 2前地盤力学 2前 2 1

1構築材質学 2前 2構築材質学 2前 2 1

21 構造力学Ⅰ 2前構造力学Ⅰ 2前 2 1

環境生態学 2前 2環境生態学 2前 2

2 1環境水理学Ⅰ 2前 2 1

2

環

境

都

市

測量学 1前

環境水理学Ⅰ 2前

1

環

境

都

市

測量学 1前 2

2 11 1 ビジュアルデザイン 3前ビジュアルデザイン 3前 2

1 1構造デザイン学Ⅲ 2後 2構造デザイン学Ⅲ 2後 2 1 1

2 2建築・デザイン史Ⅱ 2後建築・デザイン史Ⅱ 2後 2 2

2環境デザイン学Ⅱ 2後 2環境デザイン学Ⅱ 2後 2 2

2 1都市デザイン学 2後都市デザイン学 2後 2 1

平面・立体構成 2後 2平面・立体構成 2後 2

2 1 11 建築材料デザイン学 2前建築材料デザイン学 2前 2 1

1建築構法学 2前 2建築構法学 2前 2 1 1

2 1構造デザイン学Ⅱ 2前構造デザイン学Ⅱ 2前 2 1

3環境デザイン学Ⅰ 2前 2環境デザイン学Ⅰ 2前 2 1 1

2 22 建築・デザイン計画学 2前

基

盤

科

目

建

築

・

デ

ザ

イ

ン

構造デザイン学Ⅰ 1後

建築・デザイン計画学 2前 2

22

2

建築・デザイン史Ⅰ 2前 2

基

盤

科

目

建

築

・

デ

ザ

イ

ン

構造デザイン学Ⅰ 1後 2

建築・デザイン史Ⅰ 2前 2

2 2 32 社会工学基礎Ⅳ 1後 2

1

社会工学基礎Ⅳ 1後 2 2 1

2 1 11 社会工学基礎Ⅲ 1後社会工学基礎Ⅲ 1後 2 1

2 2社会工学基礎Ⅱ 1後 2

2

社会工学基礎Ⅱ 1後 2 1 2

2 1 12 2 社会工学基礎Ⅰ 1前

9

社会工学基礎Ⅰ 1前 2 2

社会工学概論 1前 2 11社会工学概論 1前 2 10

専

門

教

育

科

目

学

科

共

通

科

目

10

助　教 助　手

専

門

教

育

科

目

学

科

共

通

科

目

准教授 講　師 助　教 助　手 必　修 選　択

科目
区分

授業科目の名称 配 当
年 次

単位数

必　修 選　択 自　由 教　授

専任教員等の配置 兼

任

・

兼

担自　由 教　授 准教授 講　師

【平成２８年度】 【平成２９年度】

科目
区分

授業科目の名称 配 当
年 次

単位数 専任教員等の配置 兼

任

・

兼

担
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2 2

5 5

8 8

1 1

1 1

1 1

2

4 4

4 4

3 3

1 1

1

1 1

1

1 1

1 1

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

5 3

2 1

1 1

1 1

2 2

1 1

1 1

2 2

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

3 2

2 3

2 3

1 1

2 3

2 3

3 3

3 3

2 2

1 2

2 2

2 2

1 1

6 72生体機能科学 2後生体機能科学 2後 2

1 11 地球科学実験 2後 1地球科学実験 2後 1 1

2 1地球科学 2前地球科学 2前 2 1

化学結合論 1前 2化学結合論 1前 2

2基礎化学 1後基礎化学 1後 2

3 物理学実験 1後 2物理学実験 1後 2 1

2電磁気学 1後電磁気学 1後 2

11 物理学演習Ⅰ 1前 1物理学演習Ⅰ 1前 1 1

2 33 力学 1前力学 1前 2

微分積分Ⅱ及び演習 1後 3

微分積分Ⅰ及び演習 1前 3微分積分Ⅰ及び演習 1前 3

2線形代数Ⅱ 1後線形代数Ⅱ 1後 2

線形代数Ⅰ 1前 2線形代数Ⅰ 1前 2

自

然

科

学

基

礎

科

目

自

然

科

学

基

礎

科

目

微分積分Ⅱ及び演習 1後 3

日本国憲法 1前～2後 2日本国憲法 1前～2後 2

2地域研究Ⅱ 1前～2後地域研究Ⅱ 1前～2後 2

地域研究Ⅰ 1前～2後 2地域研究Ⅰ 1前～2後 2

2情報社会論 1前～2後情報社会論 1前～2後 2

生涯学習論 1前～2後 2生涯学習論 1前～2後 2

2公共政策論 1前～2後公共政策論 1前～2後 2

現代政治論 1前～2後 2現代政治論 1前～2後 2

2現代社会論 1前～2後 2

2

技

術

と

社

会

・

国

際

経済学 1前～2後

現代社会論 1前～2後

技

術

と

社

会

・

国

際

経済学 1前～2後 2

2宗教文化論 1前～2後宗教文化論 1前～2後 2

公共の哲学 1前～2後 2公共の哲学 1前～2後 2 1

2近現代史 1前～2後近現代史 1前～2後 2

共生社会論 1前～2後 2

科学と哲学 1前～2後 2科学と哲学 1前～2後 2

2科学思想史 1前～2後科学思想史 1前～2後 2

科学技術史 1前～2後 2科学技術史 1前～2後 2

アジア・太平洋史 1前～2後 2

技

術

と

歴

史

・

哲

学

技

術

と

歴

史

・

哲

学

アジア・太平洋史 1前～2後 2

共生社会論 1前～2後 2

人間社会ゼミナール 1前～2後 2人間社会ゼミナール 1前～2後 2

2人間行動学 1前～2後人間行動学 1前～2後 2

日本文化論 1前～2後 2日本文化論 1前～2後 2

2対人コミュニケーション論 1前～2後対人コミュニケーション論 1前～2後 2

生物と環境 1前～2後 2生物と環境 1前～2後 2

2心理学 1前～2後心理学 1前～2後 2

感性と社会 1前～2後 2感性と社会 1前～2後 2

異文化理解 1前～2後 2異文化理解 1前～2後 2

技

術

と

人

間

・

心

理

2 1

技

術

と

人

間

・

心

理

フレッシュマンセミナー 1前 2 51フレッシュマンセミナー 1前 2 2

18 16 1313 卒業研究 4通 8卒業研究 4通 8 14 14

18 16 1313 実践研究セミナー 3後 2実践研究セミナー 3後 2 14 14

5 4 43 経営システム工学総合演習Ⅱ 4後 1

4

経営システム工学総合演習Ⅱ 4後 1 4 4

1 5 44 3 経営システム工学総合演習Ⅰ 4前経営システム工学総合演習Ⅰ 4前 1 4

5 4 43 経営システム工学応用演習 3後 1

4

経営システム工学応用演習 3後 1 4 4

1 5 44 3 経営システム工学演習Ⅳ 3後

4 4

経営システム工学演習Ⅳ 3後 1 4

経営システム工学演習ⅢB 3前 1 54 4 3

5 4 43 経営システム工学演習ⅢA 3前 1

4

経営システム工学演習ⅢA 3前 1 4 4

1 5 44 3 経営システム工学演習Ⅱ 2後

4 4

経営システム工学演習Ⅱ 2後 1 4

経営システム工学演習ⅠB 2前 1 5

4 4

経営システム工学演習ⅠB 2前 1 4

経営システム工学演習ⅠA 2前 1 54 4 3

経

営

シ

ス

テ

ム

4 3

経

営

シ

ス

テ

ム

経営システム工学演習ⅠA 2前 1

経営システム工学演習ⅢB 3前 1

111 環境都市設計製図 3後環境都市設計製図 3後 1

22 環境都市工学実験Ⅱ 3後 1

2

環境都市工学実験Ⅱ 3後 1

1 2 12 2 環境都市工学実験Ⅰ 3前環境都市工学実験Ⅰ 3前 1 2

1 11 コンクリート構造学演習 3前 1

1

コンクリート構造学演習 3前 1 1

1 11 1 社会基盤計画学演習 2後社会基盤計画学演習 2後 1

1 21 地盤力学演習 2後 1

1

地盤力学演習 2後 1 1 1

1 11 環境水理学演習 2後

1

環境水理学演習 2後 1 1

構造力学Ⅱ演習 2後 1

構造力学Ⅰ演習 2前 1

1

構造力学Ⅰ演習 2前 1

1 11 1 環境都市基礎製図 2前

1

環境都市基礎製図 2前 1

環境都市情報技術 2前 1 1

4 7

環境都市情報技術 2前 1 1

測量実習 1前 1 75 4 6

環

境

都

市

1

環

境

都

市

測量実習 1前 1

構造力学Ⅱ演習 2後 1

21 6 86 4 建築・デザイン制作 4前建築・デザイン制作 4前 1 5

2建築史実習 3後 1建築史実習 3後 1 2

1 2 32 1 建築構造実験 3前建築構造実験 3前 1 2

2 31 建築材料実験 3前 1

2

建築材料実験 3前 1 2 2

1 6 86 4 実務設計デザイン実習 2後実務設計デザイン実習 2後 1 5

1意匠計画学演習 2後 1

1

意匠計画学演習 2後 1 1

1 21 2 建築環境実験 2後建築環境実験 2後 1 1

21 構造・デザイン演習Ⅱ 2後 1

1

構造・デザイン演習Ⅱ 2後 1 2

1 1 21 2 構造・デザイン演習Ⅰ 2前構造・デザイン演習Ⅰ 2前 1 1

2表現製図 2前 2

1

表現製図 2前 2 2

3 11 1 建築情報技術 2前建築情報技術 2前 3

2建築設計Ⅳ 3後 2

1

建築設計Ⅳ 3後 2 2

2 2 44 1 建築設計・デザイン制作Ⅲ 3後

3 1

建築設計・デザイン制作Ⅲ 3後 2 2

建築設計・デザイン制作Ⅱ 3前 4 2

3

建築設計・デザイン制作Ⅱ 3前 4 2

建築設計・デザイン制作Ⅰ 2後 4 23 1

実

験

・

演

習

科

目

建

築

・

デ

ザ

イ

ン

3 1

実

験

・

演

習

科

目

建

築

・

デ

ザ

イ

ン

建築設計・デザイン制作Ⅰ 2後 4 1
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5 5

6 7

2 2

1 1

1 1

2 2

1 1

1 1

3 4

3 3

4 4

1 1

10 10

2 2

1 1

12 12

1 1

13 14

13 14

13 14

13 14

12 14

12 9

3 2

3 2

4 6

4 6

13 12

7 8

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

（注）・  認可申請書又は設置届出書の様式第２号（その２の１）に準じて作成してください。
　　　・  設置認可時又は届出時の授業科目全て（兼任，兼担教員が担当する科目を含む。）を黒字で記載してください。
　　　　その上で，認可時又は届出時から変更となっている箇所は太字の赤字としてください。
　　　・　履修希望者がいなかったために未開講となった科目についても記入してください。
　　　・　１ページ目には認可時又は届出時と平成３０年度の表を記入してください。
　　　・　不要な年度（平成２８年度開設であれば平成２７年度、平成２９年度開設であれば平成２７年度及び平成２８年度、
　　　　平成３０年度開設であれば平成２７年度から平成２９年度）の表は適宜削除し，詰めてください。
　　　　（２つの表が１ページに表示されるようにしてください。）

日本語日本社会 1後 2日本語日本社会 1後 2

日本語日本文化 1前 2

人

間

社

会

人

間

社

会

日本語表現法 1前 2

日本語日本文化 1前 2

専門基礎科学Ⅱ 1後
留

学

生

科

目

自

然

科

学

基

礎

専門基礎科学Ⅰ 1前

専門基礎科学Ⅱ 1後 2

2

2

日本語表現法 1前 2

留

学

生

科

目

自

然

科

学

基

礎

専門基礎科学Ⅰ 1前 2

健康運動科学演習B 1後 1

1健康運動科学演習A 1前 1健康運動科学演習A 1前 1 1

1体育実技Ⅱ 1後体育実技Ⅱ 1後 1

体育実技Ⅰ 1前 1体育実技Ⅰ 1前 1
健

康

運

動

科

学

健

康

運

動

科

学 健康運動科学演習B 1後 1

Global EnglishⅡ 3後 1Global EnglishⅡ 3後 1

1Global EnglishⅠ 3前Global EnglishⅠ 3前 1

Academic EnglishⅣ 2後 2Academic EnglishⅣ 2後 2

2Academic EnglishⅢ 2前Academic EnglishⅢ 2前 2

English SeminarⅡ 1後 1English SeminarⅡ 1後 1

1English SeminarⅠ 1前English SeminarⅠ 1前 1

Academic EnglishⅡ 1後 2Academic EnglishⅡ 1後 2

2Academic EnglishⅠ 1前 2 グ

ロー

バ

ル

コ

ミュ

ニ

ケー

ショ

ン

Academic EnglishⅠ 1前グ

ロー

バ

ル

コ

ミュ

ニ

ケー

ショ

ン

2キャリアデザイン 3前キャリアデザイン 3前 2

食糧工学 3前 2食糧工学 3前 2

2キャリア・コミュニケーション論 2後・3前キャリア・コミュニケーション論 2後・3前 2

1企業経営 2後・3前 2企業経営 2後・3前 2 1

2男女共同参画社会論 2後・3前

2

男女共同参画社会論 2後・3前 2

コミュニティと技術 2後・3前 22

自治体行政 2後 2

2

自治体行政 2後 2

2 6 86 4 ものづくりとデザイン 2前ものづくりとデザイン 2前 2 5

労働者管理基礎論 3前 2労働者管理基礎論 3前 2

産

業

社

会

産

業

社

会

コミュニティと技術 2後・3前 2

6 4 22 管理工学 3前・後 2管理工学 3前・後 2 7 4

2工学倫理 3前・後工学倫理 3前・後 2

会計学 3前・後 2会計学 3前・後 2

2政策科学 3前・後政策科学 3前・後 2

1経営戦略 3前・後 2経営戦略 3前・後 2 1

2 1マーケティング 3前・後マーケティング 3前・後 2 1

知的財産権 3前・後 2知的財産権 3前・後 2

2 2 11 法工学 3前・後法工学 3前・後 2 3

金融学 3前 2 1

経

営

リ

テ

ラ

シー

金融学 3前 2 1

2 1

産

業

・

経

営

リ

テ

ラ

シー

産業論 2後

経

営

リ

テ

ラ

シー

産

業

・

経

営

リ

テ

ラ

シー

産業論 2後 2 1
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【平成２８年度】

【平成２９年度】

【平成３０年度】

（注）・  変更内容（配当年次の変更、専任教員等の配置の変更、授業科目名の変更、新規科目の追加など）を箇条書きで記入してください。
　　　　変更がない年度は「特になし。」と記入してください。
　　　・　変更内容には、授業科目の未開講や廃止については記入しないでください。
　　　・　不要な年度（平成２８年度開設であれば平成２７年度、平成２９年度開設であれば平成２７年度及び平成２８年度、
　　　　平成３０年度開設であれば平成２７年度から平成２９年度）の表は適宜削除してください。

科目 科目 科目 科目 科目 科目 科目 科目

（注）・　未開講科目も含めた教育課程上の授業科目数を記入するとともに，［　］内に，設置時の計画からの増減を
　　　　記入してください。（記入例：１科目減の場合：△１）

[　　　0] [　　　2] [　　　0] [　　　2]

計

76 126 0 202 76 128 0 204

設置時の計画 変更状況
備考

必修 選択 自由 計（Ａ） 必修 選択 自由

　　　　 　　　　

・担当教員の見直しのため、「社会工学概論」「社会工学基礎Ⅰ」「社会工学基礎Ⅱ」等の科目について，
　専任教員等の配置人数，専任・専担の人数を変更。

（２） 授業科目数

　　　　 　　　　

・履修機会の拡充のため、「管理工学」の配当年次を「３後」から「３前・後」に変更。
・開講年次の適正化のため、「労働者管理基礎論」の配当年次を「２後」から「３前」に変更。
・教育課程の充実のため、「自治体行政」「キャリア・コミュニケーション論」を追加。

　　　　 　　　　

・担当教員の見直しのため、「社会工学概論」「社会工学基礎Ⅰ」「社会工学基礎Ⅱ」等の科目について，
　専任教員等の配置人数，専任・専担の人数を変更。

（１）ー②授業科目表に関する変更内容
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番号 授業科目名 単 位 数 配当年次 一般・専門 必修・選択

１ 該当なし

２

３

　　　　ください。なお，理由については可能な限り具体的に記入してください。

番号 授業科目名 単 位 数 配当年次 一般・専門 必修・選択

１ 該当なし

２

３

（６） 「設置時の計画の授業科目数の計」に対する「未開講科目と廃止科目の計」の割合

0

202

　　　・　「未開講科目と廃止科目の計」が、「（３）未開講科目」と「（４）廃止科目」の合計数となるように
　　　　留意してください。

＝ 0

（注）・　授業科目を未開講又は廃止としたことによる学生の履修への影響に関する「大学の所見」及び
　　　　「学生への周知方法」を記入してください。

（注）・　小数点以下第３位を切り捨て，小数点以下第２位まで表示されます。

（注）・　設置時の計画にあり，何らかの理由で廃止（教育課程から削除）した授業科目について記入して
　　　　ください。なお，理由については可能な限り具体的に記入してください。

（５） 授業科目を未開講又は廃止としたことに係る「大学の所見」及び「学生への周知方法」

該当なし

　　　・　教職大学院の場合は，「一般・専門」を「共通・実習・その他」と修正して記入してください。

（３） 未開講科目

（注）・　配当年次に達しているにも関わらず，何らかの理由で未開講となっている授業科目について記入して

　　　・　履修希望者がいなかったために未開講となった科目については，記入しないでください。

未開講の理由，代替措置の有無

廃止の理由，代替措置の有無

　　　・　教職大学院の場合は，「一般・専門」を「共通・実習・その他」と修正して記入してください。

（４） 廃止科目

％
未開講科目（３）と廃止科目（４）の計

設置時の計画の授業科目数の計（Ａ）
＝
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備考

申請大学全体

申請大学全体

多治見地区の賃借面積の
変更のため。(30)

申請大学全体

(１)

(128,980129,108㎡)

学科･専攻単位での特定不
能のため申請大学全体の
数

刊行終了した学術雑誌等
の整理を行ったため(30)

　　　・　「(５)図書・設備」については，上段に完成年度の予定数値を，下段には平成３０年５月１日現在の数値を記入してください。

区　　　　　分 内　　　　　　　　　　　　　　　　　容

専　　　用 共　　　用
共用する他の
学校等の専用

計

44,982㎡

区　　 分

校 舎 敷 地

　　　・　校舎等建物の計画の変更（校舎又は体育館の総面積の減少，建築計画の遅延）がある場合には，「建築等設置計画変更書」

　　　　を併せて提出してください。

共用する他の
学校等の専用

0㎡

運動場用地

小　　　計

0㎡ 0㎡ 159,206㎡159,206㎡

機械・器具

(２) 校　　　　　舎

校
　
　
地
　
　
等

専　　　用 共　　　用

204,188㎡

461,783〔205,740〕
（478,440〔212,699〕）

0㎡

0㎡

128,980129,108㎡ 0㎡

（0㎡） （0㎡）

145182

視聴覚資料

218,370㎡

標　　本
〔うち外国書〕

（注）・　設置時の計画を，申請書の様式第２号（その１の１）に準じて作成してください。（複数のキャンパスに分かれている場合，　　　　

新設学部等の名称 室　　　　　　数

工学部社会工学科 室

冊

12,933〔10,409〕
13,523〔10,529〕

（補助職員3人）

（12,933〔10,409〕）
（13,523〔10,529〕）

(４) 専任教員研究室

３　施設・設備の整備状況，経費

新専攻の設置に伴い、研
究室を整理したため。
(30)

0㎡ 128,980129,108㎡

(128,980129,108㎡)

（7,343〔7,242〕）
（7,984〔7,372〕）

0㎡

計

電子ジャーナル

図　　書 学術雑誌

〔うち外国書〕

218,370㎡

語学学習施設

点 点 点〔うち外国書〕

7,343〔7,242〕
7,984〔7,372〕

（　0　）

7,343〔7,242〕
7,984〔7,372〕

1,311
1,283

0 0

千円

千円

(1,311)
(1,283)

（  0  ）

収 納 可 能 冊 数

1,311
1,283

0 0

（  0  ） （  0  ）

経費
の見
積り

完成年度

528,000

学生納付金以外の維持方法の概要

区　　　　分 開設年度

共 同 研 究 費 等 千円

千円

千円

開設年度

学生１人当
り

納付金

第１年次 第２年次 第３年次

千円 千円

第４年次

7室

（補助職員8人）

千円

千円

設備購入費

図書購入費

千円

第５年次

2,479㎡

千円

千円

講　義　室

56室

完成年度

千円

472

365室
6室

千円

千円

経費の見
積り及び
維持方法
の 概 要

(７) 体　　育　　館
面　　　　　積 体育館以外のスポーツ施設の概要

　

図
書
・
設
備

(５)

第６年次

開設前年度

千円

601室

実験実習室

計

12,933〔10,409〕
13,523〔10,529〕

種

工学部社会工学
科

461,783〔205,740〕
478,440〔212,699〕

461,783〔205,740〕
478,440〔212,699〕

(３) 教　　室　　等

演　習　室

面　　　　　積

区　　分

閲 覧 座 席 数

461,783〔205,740〕
（478,440〔212,699〕）

（12,933〔10,409〕）
（13,523〔10,529〕）

（7,343〔7,242〕）
（7,984〔7,372〕）

5,595㎡

(1,311)
(1,283)

情報処理学習施設

44,982㎡

0㎡ 0㎡ 204,188㎡

0㎡ 14,182㎡

0㎡

　　　　複数の様式に分ける必要はありません。なお，「（１）校地等」及び「（２）校舎」は大学全体の数字を，その他の

そ　の　他

合　　　計

14,182㎡

(８)

(６) 図　　書　　館

新設学部等
の名称

教員１人当り研究費等

グラウンド，テニスコート，プール，弓道場，馬場，ボート艇庫，ヨット艇庫

　　　・　運動場用地が校舎敷地と別地にある場合は，その旨（所要時間・距離等）を「備考」に記入してください。

　　　　項目はＡＣ対象学部等の数値を記入してください。）

　　　・　国立大学については「（８）経費の見積り及び維持方法の概要」は記載不要です。

　　　・　昨年度の報告後から今年度の報告時までに変更のあったものについては，変更部分を赤字で見え消し修正するとともに，

　　　　その理由及び報告年度「（30）」を「備考」に赤字で記入してください。

　　　　　なお，昨年度の報告において赤字で見え消しした部分については，見え消しのまま黒字にしてください。
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大 学 の 名 称 備　　考

既設学部等の名称
修業
年限

入　学
定　員

編入学
定　員

収　容
定　員

学位又
は称号

平均入学
定員

超過率

開　設
年　度

所　在　地

【工学部】 年 人 年次 人 倍

（第一部） 人 1.04

生命・応用化学科 4 210
3年次

2 844
学士（工学）
学士（学術） 1.02 平成28

愛知県名古屋市
昭和区御器所町

物理工学科 4 105
3年次

2 424
学士（工学）
学士（学術） 1.04 平成28 同上

電気・機械工学科 4 200
3年次

2 804
学士（工学）
学士（学術） 1.05 平成28 同上

情報工学科 4 145
3年次

2 584
学士（工学）
学士（学術） 1.04 平成28 同上

社会工学科 4 150
3年次

2 604
学士（工学）
学士（学術） 1.06 平成28 同上

創造工学教育課程 4 100 - 400
学士（工学）
学士（学術） 1.05 平成28 同上

生命・物質工学科 4 - -
学士（工学）
学士（学術） - 平成16 同上

平成28年より
学生募集停止

環境材料工学科 4 - -
学士（工学）
学士（学術） - 平成16 同上

平成28年より
学生募集停止

機械工学科 4 - -
学士（工学）
学士（学術） - 平成16 同上

平成28年より
学生募集停止

電気電子工学科 4 - -
学士（工学）
学士（学術） - 平成16 同上

平成28年より
学生募集停止

情報工学科 4 - -
学士（工学）
学士（学術） - 平成16 同上

平成28年より
学生募集停止

建築・デザイン工学科 4 - -
学士（工学）
学士（学術） - 平成16 同上

平成28年より
学生募集停止

都市社会工学科 4 - -
学士（工学）
学士（学術） - 平成16 同上

平成28年より
学生募集停止

（開設年度H16共通） 3年次
10 20

平成30年より
学生募集停止

（第二部） 1.09

物質工学科 5 5 - 25
学士（工学）
学士（学術） 1.06 平成16

愛知県名古屋市
昭和区御器所町

機械工学科 5 5 - 25
学士（工学）
学士（学術） 1.00 平成16 同上

電気情報工学科 5 5 - 25
学士（工学）
学士（学術） 1.20 平成16 同上

社会開発工学科 5 5 - 25
学士（工学）
学士（学術） 1.13 平成16 同上

【工学研究科】

（博士前期課程） 1.23

生命・応用化学専攻 2 165 - 330
修士（工学）
修士（学術） 1.06 平成28

愛知県名古屋市
昭和区御器所町

物理工学専攻 2 78 - 156
修士（工学）
修士（学術） 1.11 平成28 同上

電気・機械工学専攻 2 138 - 276
修士（工学）
修士（学術） 1.54 平成28 同上

情報工学専攻 2 110 - 220
修士（工学）
修士（学術） 1.17 平成28 同上

社会工学専攻 2 95 - 180
修士（工学）
修士（学術） 1.29 平成28 同上

物質工学専攻 2 - -
修士（工学）
修士（学術） - 平成15 同上

平成28年より
学生募集停止

機能工学専攻 2 - -
修士（工学）
修士（学術） - 平成15 同上

平成28年より
学生募集停止

情報工学専攻 2 - -
修士（工学）
修士（学術） - 平成15 同上

平成28年より
学生募集停止

４　ＡＣ対象学部等を含む大学等の状況

　名古屋工業大学
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社会工学専攻 2 - -
修士（工学）
修士（学術） - 平成15 同上

平成28年より
学生募集停止

未来材料創成工学専攻 2 - -
修士（工学）
修士（学術） - 平成20 同上

平成28年より
学生募集停止

創成ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ工学専攻 2 - -
修士（工学）
修士（学術） - 平成20 同上

平成28年より
学生募集停止

（博士後期課程） 0.88

生命・応用化学専攻 3 9 - 27
博士（工学）
博士（学術） 0.81 平成28

愛知県名古屋市
昭和区御器所町

物理工学専攻 3 5 - 15
博士（工学）
博士（学術） 1.00 平成28 同上

電気・機械工学専攻 3 9 - 27
博士（工学）
博士（学術） 1.07 平成28 同上

情報工学専攻 3 7 - 21
博士（工学）
博士（学術） 0.56 平成28 同上

社会工学専攻 3 7 - 21
博士（工学）
博士（学術） 1.51 平成28 同上

共同ﾅﾉﾒﾃﾞｨｼﾝ科学専攻 3 3 - 9
博士

（ﾅﾉﾒﾃﾞｨｼﾝ科
学）

0.77 平成25 同上

名古屋工業大学・ウー
ロンゴン大学国際連携
情報学専攻

3 2 - 6 博士（学術） 0.50 平成29 同上

物質工学専攻 3 - - -
博士（工学）
博士（学術） - 平成15 同上

平成28年より
学生募集停止

機能工学専攻 3 - - -
博士（工学）
博士（学術） - 平成15 同上

平成28年より
学生募集停止

情報工学専攻 3 - - -
博士（工学）
博士（学術） - 平成15 同上

平成28年より
学生募集停止

社会工学専攻 3 - - -
博士（工学）
博士（学術） - 平成15 同上

平成28年より
学生募集停止

未来材料創成工学専攻 3 - - -
博士（工学）
博士（学術） - 平成20 同上

平成28年より
学生募集停止

創成ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ工学専攻 3 - - -
博士（工学）
博士（学術） - 平成20 同上

平成28年より
学生募集停止

　　　・学生募集を停止している学部等がある場合，入学定員・収容定員・平均入学定員超過率は「－」とし，

　　　　「備考」に「平成○○年より学生募集停止」と記入してください。

　　　　平均の小数点以下第２位まで（小数点以下第３位を切り捨て）を記入してください。

　　　・「平均入学定員超過率」には，標準修業年限に相当する期間における入学定員に対する入学者の割合の

      ・ＡＣ対象学部等については、必ず記入するとともに、下線を引いてください。

（注）・本調査の対象となっている大学等の設置者（学校法人等）が設置している全ての大学（学部，学科），

　　　　大学院（専攻）及び短期大学（学科）（ＡＣ対象学部等含む）について，それぞれの学校種ごとに，

　　　　平成３０年５月１日現在の上記項目の情報を記入してください。

　　　・学部の学科または研究科の専攻等，「入学定員を定めている組織」ごとに記入してください。

　　　　※「入学定員を定めている組織ごと」には，課程認定等によりコース・専攻に入学定員を定めている

　　　　　場合を含めます。履修上の区分としてコース・専攻を設けている場合は含めません。

　　　　※なお，課程認定等によりコースや専攻に入学定員を定めている場合は，法令上規定されている組織上

　　　　　の最小単位（大学であれば「学科」，短期大学であれば「専攻課程」）でも記載してください。

　　　・専攻科に係るものについては，記入する必要はありません。
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

専任 教授 越島　一郎 平成28年4月 社会工学概論 専任 教授 越島　一郎 平成28年4月 社会工学概論 専任 教授 越島　一郎 平成28年4月 社会工学概論 専任 教授 越島　一郎 平成28年4月 社会工学概論

専任 教授 仁科　健 平成28年4月 社会工学概論 専任 教授 仁科　健 平成28年4月 社会工学概論 専任 教授 仁科　健 平成28年4月 社会工学概論 専任 准教授 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成30年4月 社会工学概論

専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 社会工学概論 専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 社会工学概論 専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 社会工学概論 専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 社会工学概論

専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 社会工学概論 専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 社会工学概論 専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 社会工学概論 専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 社会工学概論

専任 教授 中出　康一 平成28年4月 社会工学概論 専任 教授 中出　康一 平成28年4月 社会工学概論 専任 教授 中出　康一 平成28年4月 社会工学概論 専任 教授 中出　康一 平成28年4月 社会工学概論

専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 社会工学概論 専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 社会工学概論 専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 社会工学概論 専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 社会工学概論

専任 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 社会工学概論 専任 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 社会工学概論 専任 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 社会工学概論 専任 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 社会工学概論

専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 社会工学概論 専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 社会工学概論 専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 社会工学概論 専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 社会工学概論

専任 教授 張　鋒 平成28年4月 社会工学概論 専任 教授 張　鋒 平成28年4月 社会工学概論 専任 教授 張　鋒 平成28年4月 社会工学概論 専任 教授 張　鋒 平成28年4月 社会工学概論

専任 教授 冨永　晃宏 平成28年4月 社会工学概論 専任 教授 冨永　晃宏 平成28年4月 社会工学概論 専任 教授 冨永　晃宏 平成28年4月 社会工学概論 専任 教授 冨永　晃宏 平成28年4月 社会工学概論

専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 社会工学概論 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 社会工学概論 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 社会工学概論 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 社会工学概論

専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 社会工学概論 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 社会工学概論 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 社会工学概論 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 社会工学概論

専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 社会工学概論 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 社会工学概論 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 社会工学概論 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 社会工学概論

専任 准教授 北野　利一 平成28年4月 社会工学概論 専任 准教授 北野　利一 平成28年4月 社会工学概論 専任 教授 北野　利一 平成28年4月 社会工学概論 専任 教授 北野　利一 平成28年4月 社会工学概論

専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 社会工学概論 専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 社会工学概論 専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 社会工学概論 専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 社会工学概論

専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 社会工学概論 専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 社会工学概論 専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 社会工学概論 専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 社会工学概論

専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 社会工学概論 専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 社会工学概論 専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 社会工学概論 専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 社会工学概論

専任 准教授 梅村　恒 平成28年4月 社会工学概論 専任 准教授 梅村　恒 平成28年4月 社会工学概論 専任 准教授 梅村　恒 平成28年4月 社会工学概論 専任 准教授 梅村　恒 平成28年4月 社会工学概論

専任 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 社会工学概論 専任 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 社会工学概論 専任 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 社会工学概論 専任 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 社会工学概論

専任 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 社会工学概論 専任 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 社会工学概論 専任 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 社会工学概論 専任 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 社会工学概論

兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 社会工学概論 兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 社会工学概論 兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 社会工学概論 兼担 教授 北川　啓介 平成28年4月 社会工学概論

専任 助教 青山　友美 平成30年4月 社会工学概論

専任 准教授 川村　大伸 平成30年4月 社会工学概論

専任 准教授 浜口　孝司 平成30年4月 社会工学概論

専任 教授 前田　健一 平成28年4月 社会工学基礎Ⅰ 専任 教授 前田　健一 平成28年4月 社会工学基礎Ⅰ 専任 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成29年4月 社会工学基礎Ⅰ 専任 准教授 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成29年4月 社会工学基礎Ⅰ

専任 教授 仁科　健 平成28年4月 社会工学基礎Ⅰ 専任 教授 仁科　健 平成28年4月 社会工学基礎Ⅰ 兼担 教授 横山　淳一 平成29年4月 社会工学基礎Ⅰ 兼担 教授 横山　淳一 平成29年4月 社会工学基礎Ⅰ

兼担 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 社会工学基礎Ⅰ 兼担 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 社会工学基礎Ⅰ 兼担 教授 石松　丈佳 平成28年4月 社会工学基礎Ⅰ 兼担 教授 石松　丈佳 平成28年4月 社会工学基礎Ⅰ

兼担 准教授 永田　和寿 平成28年4月 社会工学基礎Ⅰ 兼担 准教授 永田　和寿 平成28年4月 社会工学基礎Ⅰ 専任 准教授 神田　幸治 平成29年4月 社会工学基礎Ⅰ 専任 准教授 神田　幸治 平成29年4月 社会工学基礎Ⅰ

専任 助教 石井　成 平成29年4月 社会工学基礎Ⅰ 専任 助教 石井　成 平成29年4月 社会工学基礎Ⅰ

専任 教授 北野　利一 平成29年4月 社会工学基礎Ⅰ 専任 教授 北野　利一 平成29年4月 社会工学基礎Ⅰ

専任 教授 中出　康一 平成28年4月 社会工学基礎Ⅱ 専任 教授 中出　康一 平成28年4月 社会工学基礎Ⅱ 専任 教授 前田　健一 平成29年4月 社会工学基礎Ⅱ 専任 教授 前田　健一 平成29年4月 社会工学基礎Ⅱ

専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 社会工学基礎Ⅱ 専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 社会工学基礎Ⅱ 専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 社会工学基礎Ⅱ 専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 社会工学基礎Ⅱ

専任 准教授 北野　利一 平成28年4月 社会工学基礎Ⅱ 専任 准教授 北野　利一 平成28年4月 社会工学基礎Ⅱ 兼担 准教授 永田　和寿 平成29年4月 社会工学基礎Ⅱ 兼担 准教授 永田　和寿 平成29年4月 社会工学基礎Ⅱ

兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 社会工学基礎Ⅱ 兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 社会工学基礎Ⅱ 専任 教授 加茂　紀和子 平成29年4月 社会工学基礎Ⅱ 専任 教授 加茂　紀和子 平成29年4月 社会工学基礎Ⅱ

専任 准教授 川村　大伸 平成29年4月 社会工学基礎Ⅱ 専任 准教授 川村　大伸 平成29年4月 社会工学基礎Ⅱ

兼担 教授 北川　啓介 平成30年4月 社会工学基礎Ⅱ

専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ 専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ 専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ 専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ

専任 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ 専任 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ 専任 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ 専任 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ

兼担 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ 兼担 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ 兼担 教授 石松　丈佳 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ 兼担 教授 石松　丈佳 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ

兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ

専任 助教 Wisetjindawat Wisinee 平成29年4月 社会工学基礎Ⅲ

専任 教授 河田　克博 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ 専任 教授 河田　克博 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ 専任 教授 河田　克博 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ

専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ 専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ 専任 准教授 須藤　美音 平成29年4月 社会工学基礎Ⅳ 専任 准教授 須藤　美音 平成29年4月 社会工学基礎Ⅳ

専任 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ 専任 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ 専任 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ 専任 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ

専任 助教 庄　建治朗 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ 専任 助教 庄　建治朗 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ 専任 助教 庄　建治朗 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ 専任 准教授 庄　建治朗 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ

専任 助教 Wisetjindawat Wisinee 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ 専任 助教 Wisetjindawat Wisinee 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ 専任 助教 Wisetjindawat Wisinee 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ

専任 助教 岩井　裕正 平成29年4月 社会工学基礎Ⅳ 専任 助教 岩井　裕正 平成29年4月 社会工学基礎Ⅳ

専任 教授 中出　康一 平成29年4月 社会工学基礎Ⅳ 専任 教授 中出　康一 平成29年4月 社会工学基礎Ⅳ

兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成29年4月 社会工学基礎Ⅳ 兼担 教授 徳丸　宜穂 平成29年4月 社会工学基礎Ⅳ

兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 構造デザイン学Ⅰ 兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 構造デザイン学Ⅰ 兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 構造デザイン学Ⅰ 兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 構造デザイン学Ⅰ

専任 教授 麓　和善 平成28年4月 建築・デザイン史Ⅰ 専任 教授 麓　和善 平成28年4月 建築・デザイン史Ⅰ 専任 教授 麓　和善 平成28年4月 建築・デザイン史Ⅰ 専任 教授 麓　和善 平成28年4月 建築・デザイン史Ⅰ

専任 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 建築・デザイン史Ⅰ 専任 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 建築・デザイン史Ⅰ 専任 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 建築・デザイン史Ⅰ 専任 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 建築・デザイン史Ⅰ

専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 建築・デザイン計画学 専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 建築・デザイン計画学 専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 建築・デザイン計画学 専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 建築・デザイン計画学

専任 准教授 須藤　正時 平成28年4月 建築・デザイン計画学 専任 准教授 須藤　正時 平成28年4月 建築・デザイン計画学 専任 准教授 須藤　正時 平成28年4月 建築・デザイン計画学 専任 准教授 須藤　正時 平成28年4月 建築・デザイン計画学

専任 教授 水谷　章夫 平成28年4月 環境デザイン学Ⅰ 専任 教授 水谷　章夫 平成28年4月 環境デザイン学Ⅰ 専任 准教授 須藤　美音 平成29年4月 環境デザイン学Ⅰ 専任 准教授 須藤　美音 平成29年4月 環境デザイン学Ⅰ

専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 環境デザイン学Ⅰ 専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 環境デザイン学Ⅰ 専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 環境デザイン学Ⅰ 専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 環境デザイン学Ⅰ

専任 准教授 小松　義典 平成29年4月 環境デザイン学Ⅰ 専任 准教授 小松　義典 平成29年4月 環境デザイン学Ⅰ

専任 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 構造デザイン学Ⅱ 専任 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 構造デザイン学Ⅱ 専任 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 構造デザイン学Ⅱ 専任 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 構造デザイン学Ⅱ

兼担 教授 石松　丈佳 平成29年4月 構造デザイン学Ⅱ 兼担 教授 石松　丈佳 平成29年4月 構造デザイン学Ⅱ

専任 教授 水谷　章夫 平成28年4月 建築構法学 専任 教授 水谷　章夫 平成28年4月 建築構法学

専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 建築構法学 専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 建築構法学 専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 建築構法学 専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 建築構法学

専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 建築材料デザイン学 専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 建築材料デザイン学 専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 建築材料デザイン学 専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 建築材料デザイン学

専任 准教授 須藤　正時 平成28年4月 建築材料デザイン学 専任 准教授 須藤　正時 平成28年4月 建築材料デザイン学 専任 准教授 須藤　正時 平成28年4月 建築材料デザイン学 専任 准教授 須藤　正時 平成28年4月 建築材料デザイン学

兼担 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 建築材料デザイン学 兼担 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 建築材料デザイン学 兼担 教授 石松　丈佳 平成28年4月 建築材料デザイン学 兼担 教授 石松　丈佳 平成28年4月 建築材料デザイン学

兼担 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 平面・立体構成 兼担 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 平面・立体構成 兼担 教授 石松　丈佳 平成28年4月 平面・立体構成 兼担 教授 石松　丈佳 平成28年4月 平面・立体構成

専任 教授 河田　克博 平成28年4月 都市デザイン学 専任 教授 河田　克博 平成28年4月 都市デザイン学 専任 教授 河田　克博 平成28年4月 都市デザイン学

兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 都市デザイン学 兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 都市デザイン学 兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 都市デザイン学 兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 都市デザイン学

専任 准教授 小松　義典 平成28年4月 環境デザイン学Ⅱ 専任 准教授 小松　義典 平成28年4月 環境デザイン学Ⅱ 専任 准教授 小松　義典 平成28年4月 環境デザイン学Ⅱ 専任 准教授 小松　義典 平成28年4月 環境デザイン学Ⅱ

専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 環境デザイン学Ⅱ 専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 環境デザイン学Ⅱ 専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 環境デザイン学Ⅱ 専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 環境デザイン学Ⅱ

専任 教授 河田　克博 平成28年4月 建築・デザイン史Ⅱ 専任 教授 河田　克博 平成28年4月 建築・デザイン史Ⅱ 専任 教授 河田　克博 平成28年4月 建築・デザイン史Ⅱ 専任 教授 麓　和善 平成30年4月 建築・デザイン史Ⅱ

専任 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 建築・デザイン史Ⅱ 専任 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 建築・デザイン史Ⅱ 専任 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 建築・デザイン史Ⅱ 専任 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 建築・デザイン史Ⅱ

専任 教授 井上　雅弘 平成28年4月 構造デザイン学Ⅲ 専任 教授 井上　雅弘 平成28年4月 構造デザイン学Ⅲ 専任 教授 井上　雅弘 平成28年4月 構造デザイン学Ⅲ 専任 教授 井上　雅弘 平成28年4月 構造デザイン学Ⅲ

専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 構造デザイン学Ⅲ 専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 構造デザイン学Ⅲ 専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 構造デザイン学Ⅲ 専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 構造デザイン学Ⅲ

専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 ビジュアルデザイン 専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 ビジュアルデザイン 専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 ビジュアルデザイン 専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 ビジュアルデザイン

専任 助教 寺田　勝三 平成28年4月 ビジュアルデザイン 専任 助教 寺田　勝三 平成28年4月 ビジュアルデザイン 専任 助教 寺田　勝三 平成28年4月 ビジュアルデザイン 専任 助教 寺田　勝三 平成28年4月 ビジュアルデザイン

兼任 非常勤講師 大西　俊次 平成28年4月 測量学 兼任 非常勤講師 大西　俊次 平成28年4月 測量学 兼任 非常勤講師 大西　俊次 平成28年4月 測量学 兼任 非常勤講師 上野　正晴 平成30年4月 測量学

専任 教授 冨永　晃宏 平成28年4月 環境水理学Ⅰ 専任 教授 冨永　晃宏 平成28年4月 環境水理学Ⅰ 専任 教授 冨永　晃宏 平成28年4月 環境水理学Ⅰ 専任 教授 冨永　晃宏 平成28年4月 環境水理学Ⅰ

兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 環境生態学 兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 環境生態学 兼担 教授 増田　理子 平成28年4月 環境生態学 兼担 教授 増田　理子 平成28年4月 環境生態学

専任 教授 小畑　誠 平成28年4月 構造力学Ⅰ 専任 教授 小畑　誠 平成28年4月 構造力学Ⅰ 兼担 准教授 永田　和寿 平成29年4月 構造力学Ⅰ 兼担 准教授 永田　和寿 平成29年4月 構造力学Ⅰ

専任 助教 海老澤　健正 平成28年4月 構造力学Ⅰ 専任 助教 海老澤　健正 平成28年4月 構造力学Ⅰ

専任 准教授 上原　匠 平成28年4月 構築材質学 専任 准教授 上原　匠 平成28年4月 構築材質学 専任 准教授 上原　匠 平成28年4月 構築材質学 専任 准教授 上原　匠 平成28年4月 構築材質学

専任 教授 前田　健一 平成28年4月 地盤力学 専任 教授 前田　健一 平成28年4月 地盤力学 専任 教授 前田　健一 平成28年4月 地盤力学 専任 教授 前田　健一 平成28年4月 地盤力学

専任 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 社会基盤計画学 専任 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 社会基盤計画学 専任 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 社会基盤計画学 専任 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 社会基盤計画学

専任 教授 喜岡　渉 平成28年4月 環境水理学Ⅱ 専任 教授 喜岡　渉 平成28年4月 環境水理学Ⅱ 専任 教授 北野　利一 平成29年4月 環境水理学Ⅱ 専任 教授 北野　利一 平成29年4月 環境水理学Ⅱ

兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 環境水理学Ⅱ 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 環境水理学Ⅱ

専任 教授 小畑　誠 平成28年4月 構造力学Ⅱ 専任 教授 小畑　誠 平成28年4月 構造力学Ⅱ 専任 教授 小畑　誠 平成28年4月 構造力学Ⅱ 専任 教授 小畑　誠 平成28年4月 構造力学Ⅱ

専任 教授 梅原　秀哲 平成28年4月 コンクリート構造学 専任 教授 梅原　秀哲 平成28年4月 コンクリート構造学 専任 教授 梅原　秀哲 平成28年4月 コンクリート構造学 専任 教授 梅原　秀哲 平成28年4月 コンクリート構造学

専任 准教授 吉田　亮 平成30年4月 コンクリート構造学

専任 教授 張　鋒 平成28年4月 地盤解析学 専任 教授 張　鋒 平成28年4月 地盤解析学 専任 教授 張　鋒 平成28年4月 地盤解析学 専任 教授 張　鋒 平成28年4月 地盤解析学

専任 教授 冨永　晃宏 平成28年4月 環境都市技術者倫理 専任 教授 冨永　晃宏 平成28年4月 環境都市技術者倫理 専任 教授 冨永　晃宏 平成28年4月 環境都市技術者倫理 専任 教授 冨永　晃宏 平成28年4月 環境都市技術者倫理

専任 教授 前田　健一 平成28年4月 環境都市技術者倫理 専任 教授 前田　健一 平成28年4月 環境都市技術者倫理 専任 教授 前田　健一 平成28年4月 環境都市技術者倫理 専任 教授 前田　健一 平成28年4月 環境都市技術者倫理

兼担 准教授 永田　和寿 平成28年4月 構造シミュレーション 兼担 准教授 永田　和寿 平成28年4月 構造シミュレーション 兼担 准教授 永田　和寿 平成28年4月 構造シミュレーション 専任 助教 海老澤　健正 平成30年4月 構造シミュレーション

兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 構造シミュレーション 兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 構造シミュレーション 兼担 教授 増田　理子 平成28年4月 構造シミュレーション 専任 教授 野中　哲也 平成30年4月 構造シミュレーション

専任 教授 藤田　素弘 平成28年4月 交通環境計画学 専任 教授 藤田　素弘 平成28年4月 交通環境計画学 専任 教授 藤田　素弘 平成28年4月 交通環境計画学 専任 教授 藤田　素弘 平成28年4月 交通環境計画学

専任 教授 小竹　暢隆 平成28年4月 経営環境 専任 教授 小竹　暢隆 平成28年4月 経営環境

就任予定年月 担当授業科目名氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名 氏　　名

【平成28年度】 【平成29年度】 【平成30年度】

職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 担当授業科目名 職名 氏　　名職名

５　教員組織の状況

＜工学部　社会工学科＞

（１）ー① 担当教員表

就任予定年月

【認可時又は届出時】

16 137/202



専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

就任予定年月 担当授業科目名氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名 氏　　名職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 担当授業科目名 職名 氏　　名職名 就任予定年月

専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営環境 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営環境 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営環境 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営環境

兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営環境 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営環境 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営環境 兼担 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営環境

専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 システムマネジメント論 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 システムマネジメント論 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 システムマネジメント論 兼担 教授 横山　淳一 平成30年4月 システムマネジメント論

専任 教授 中出　康一 平成28年4月 数理計画 専任 教授 中出　康一 平成28年4月 数理計画 専任 教授 中出　康一 平成28年4月 数理計画 専任 教授 中出　康一 平成28年4月 数理計画

専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 プログラムデザイン 専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 プログラムデザイン 専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 プログラムデザイン 専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 プログラムデザイン

専任 教授 仁科　健 平成28年4月 確率・統計 専任 教授 仁科　健 平成28年4月 確率・統計 専任 准教授 川村　大伸 平成29年4月 確率・統計 専任 准教授 川村　大伸 平成29年4月 確率・統計

専任 教授 中出　康一 平成28年4月 確率・統計 専任 教授 中出　康一 平成28年4月 確率・統計 専任 教授 中出　康一 平成28年4月 確率・統計 専任 教授 中出　康一 平成28年4月 確率・統計

専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営心理行動科学 専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営心理行動科学 専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営心理行動科学 専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営心理行動科学

専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営心理行動科学 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営心理行動科学 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営心理行動科学 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営心理行動科学

専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 社会セキュリティ・マネジメント 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 社会セキュリティ・マネジメント 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 社会セキュリティ・マネジメント 兼担 教授 横山　淳一 平成30年4月 社会セキュリティ・マネジメント

兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 社会セキュリティ・マネジメント 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 社会セキュリティ・マネジメント 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 社会セキュリティ・マネジメント 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 社会セキュリティ・マネジメント

専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 生産管理 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 生産管理 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 生産管理 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 生産管理

専任 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 生産管理 専任 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 生産管理 専任 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 生産管理 専任 准教授 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 生産管理

兼担 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 マーケティング戦略 兼担 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 マーケティング戦略 専任 教授 荒川　雅裕 平成29年4月 マーケティング戦略 専任 教授 荒川　雅裕 平成29年4月 マーケティング戦略

専任 准教授 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成30年4月 マーケティング戦略

専任 教授 越島　一郎 平成30年4月 マーケティング戦略

専任 准教授 川村　大伸 平成30年4月 マーケティング戦略

専任 教授 仁科　健 平成28年4月 品質管理 専任 教授 仁科　健 平成28年4月 品質管理 専任 准教授 川村　大伸 平成29年4月 品質管理 専任 准教授 川村　大伸 平成29年4月 品質管理

専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 コンクリート材料学 専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 コンクリート材料学 専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 コンクリート材料学 専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 コンクリート材料学

専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 建築法規・行政 専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 建築法規・行政 専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 建築法規・行政 専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 建築法規・行政

兼任 非常勤講師 川端　寛文 平成28年4月 建築法規・行政 兼任 非常勤講師 川端　寛文 平成28年4月 建築法規・行政 兼任 非常勤講師 川端　寛文 平成28年4月 建築法規・行政 兼任 非常勤講師 川端　寛文 平成28年4月 建築法規・行政

専任 教授 井上　雅弘 平成28年4月 建築空間計画学 専任 教授 井上　雅弘 平成28年4月 建築空間計画学 専任 教授 井上　雅弘 平成28年4月 建築空間計画学 専任 教授 加茂　紀和子 平成30年4月 建築空間計画学

兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 現代建築論 兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 現代建築論 兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 現代建築論 兼担 教授 北川　啓介 平成28年4月 現代建築論

専任 教授 麓　和善 平成28年4月 建築歴史意匠学 専任 教授 麓　和善 平成28年4月 建築歴史意匠学 専任 教授 麓　和善 平成28年4月 建築歴史意匠学 専任 教授 麓　和善 平成28年4月 建築歴史意匠学

専任 教授 河田　克博 平成28年4月 建築歴史意匠学 専任 教授 河田　克博 平成28年4月 建築歴史意匠学 専任 教授 河田　克博 平成28年4月 建築歴史意匠学

専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 建築歴史意匠学 専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 建築歴史意匠学 専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 建築歴史意匠学 専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 建築歴史意匠学

兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 建築歴史意匠学 兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 建築歴史意匠学 兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 建築歴史意匠学 兼担 教授 北川　啓介 平成28年4月 建築歴史意匠学

専任 准教授 梅村　恒 平成28年4月 荷重・振動学 専任 准教授 梅村　恒 平成28年4月 荷重・振動学 専任 准教授 梅村　恒 平成28年4月 荷重・振動学 専任 准教授 梅村　恒 平成28年4月 荷重・振動学

兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 荷重・振動学 兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 荷重・振動学 兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 荷重・振動学 兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 荷重・振動学

専任 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 鉄筋コンクリート構造学 専任 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 鉄筋コンクリート構造学 専任 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 鉄筋コンクリート構造学 専任 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 鉄筋コンクリート構造学

専任 准教授 楠原　文雄 平成30年4月 鉄筋コンクリート構造学

専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 耐用設計論 専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 耐用設計論 専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 耐用設計論 専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 耐用設計論

専任 准教授 小松　義典 平成28年4月 耐用設計論 専任 准教授 小松　義典 平成28年4月 耐用設計論 専任 准教授 小松　義典 平成28年4月 耐用設計論 専任 准教授 小松　義典 平成28年4月 耐用設計論

専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 耐用設計論 専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 耐用設計論 専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 耐用設計論 専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 耐用設計論

兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 耐用設計論 兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 耐用設計論 兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 耐用設計論

兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 耐用設計論 兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 耐用設計論 兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 耐用設計論

兼担 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 耐用設計論 兼担 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 耐用設計論 兼担 教授 石松　丈佳 平成28年4月 耐用設計論

専任 准教授 小松　義典 平成28年4月 建築設備学 専任 准教授 小松　義典 平成28年4月 建築設備学 専任 准教授 小松　義典 平成28年4月 建築設備学 専任 准教授 小松　義典 平成28年4月 建築設備学

専任 教授 井上　雅弘 平成28年4月 ユニバーサルデザイン論 専任 教授 井上　雅弘 平成28年4月 ユニバーサルデザイン論 専任 教授 井上　雅弘 平成28年4月 ユニバーサルデザイン論 専任 教授 井上　雅弘 平成28年4月 ユニバーサルデザイン論

専任 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 ユニバーサルデザイン論 専任 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 ユニバーサルデザイン論 専任 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 ユニバーサルデザイン論

専任 准教授 須藤　正時 平成28年4月 ユニバーサルデザイン論 専任 准教授 須藤　正時 平成28年4月 ユニバーサルデザイン論 専任 准教授 須藤　正時 平成28年4月 ユニバーサルデザイン論 専任 准教授 須藤　正時 平成28年4月 ユニバーサルデザイン論

専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 ユニバーサルデザイン論 専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 ユニバーサルデザイン論 専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 ユニバーサルデザイン論 専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 ユニバーサルデザイン論

専任 助教 寺田　勝三 平成28年4月 ユニバーサルデザイン論 専任 助教 寺田　勝三 平成28年4月 ユニバーサルデザイン論 専任 助教 寺田　勝三 平成28年4月 ユニバーサルデザイン論 専任 助教 寺田　勝三 平成28年4月 ユニバーサルデザイン論

専任 教授 麓　和善 平成28年4月 住文化論 専任 教授 麓　和善 平成28年4月 住文化論 専任 教授 麓　和善 平成28年4月 住文化論 専任 教授 麓　和善 平成28年4月 住文化論

専任 教授 河田　克博 平成28年4月 住文化論 専任 教授 河田　克博 平成28年4月 住文化論 専任 教授 河田　克博 平成28年4月 住文化論

専任 教授 麓　和善 平成28年4月 建築保存修復学 専任 教授 麓　和善 平成28年4月 建築保存修復学 専任 教授 麓　和善 平成28年4月 建築保存修復学 専任 教授 麓　和善 平成28年4月 建築保存修復学

専任 准教授 梅村　恒 平成28年4月 耐震設計学 専任 准教授 梅村　恒 平成28年4月 耐震設計学 専任 准教授 梅村　恒 平成28年4月 耐震設計学 専任 准教授 楠原　文雄 平成30年4月 耐震設計学

兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 鉄骨構造学 兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 鉄骨構造学 兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 鉄骨構造学 兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 鉄骨構造学

専任 准教授 小松　義典 平成28年4月 都市環境学 専任 准教授 小松　義典 平成28年4月 都市環境学 専任 准教授 小松　義典 平成28年4月 都市環境学 専任 准教授 小松　義典 平成28年4月 都市環境学

専任 准教授 小松　義典 平成28年4月 建築設備設計論 専任 准教授 小松　義典 平成28年4月 建築設備設計論 専任 准教授 小松　義典 平成28年4月 建築設備設計論

専任 助教 須藤　美音 平成28年4月 建築設備設計論 専任 助教 須藤　美音 平成28年4月 建築設備設計論 専任 准教授 須藤　美音 平成28年4月 建築設備設計論 専任 准教授 須藤　美音 平成28年4月 建築設備設計論

兼担 准教授 青木　睦 平成28年4月 建築設備設計論 兼担 准教授 青木　睦 平成28年4月 建築設備設計論 兼担 准教授 青木　睦 平成28年4月 建築設備設計論

専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 建築施工学 専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 建築施工学 専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 建築施工学 専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 建築施工学

兼任 非常勤講師 裏橋　信夫 平成28年4月 建築施工学 兼任 非常勤講師 裏橋　信夫 平成28年4月 建築施工学 兼任 非常勤講師 裏橋　信夫 平成28年4月 建築施工学 兼任 非常勤講師 裏橋　信夫 平成28年4月 建築施工学

兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 建築施工学 兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 建築施工学 兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 建築施工学 兼担 教授 北川　啓介 平成28年4月 建築施工学

兼担 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 環境デザイン学Ⅲ 兼担 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 環境デザイン学Ⅲ 兼担 教授 石松　丈佳 平成28年4月 環境デザイン学Ⅲ 兼担 教授 石松　丈佳 平成28年4月 環境デザイン学Ⅲ

専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 メディアデザイン論 専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 メディアデザイン論 専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 メディアデザイン論 専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 メディアデザイン論

専任 助教 寺田　勝三 平成28年4月 メディアデザイン論 専任 助教 寺田　勝三 平成28年4月 メディアデザイン論 専任 助教 寺田　勝三 平成28年4月 メディアデザイン論 専任 助教 寺田　勝三 平成28年4月 メディアデザイン論

兼担 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 ランドスケープデザイン論 兼担 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 ランドスケープデザイン論 兼担 教授 石松　丈佳 平成28年4月 ランドスケープデザイン論 兼担 教授 石松　丈佳 平成28年4月 ランドスケープデザイン論

兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 ランドスケープデザイン論 兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 ランドスケープデザイン論 兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 ランドスケープデザイン論

兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 ランドスケープデザイン論 兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 ランドスケープデザイン論 兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 ランドスケープデザイン論

専任 准教授 上原　匠 平成28年4月 維持管理工学 専任 准教授 上原　匠 平成28年4月 維持管理工学 専任 准教授 上原　匠 平成28年4月 維持管理工学 専任 准教授 上原　匠 平成28年4月 維持管理工学

専任 教授 張　鋒 平成28年4月 環境地盤工学 専任 教授 張　鋒 平成28年4月 環境地盤工学 専任 教授 張　鋒 平成28年4月 環境地盤工学

専任 教授 前田　健一 平成28年4月 環境地盤工学 専任 教授 前田　健一 平成28年4月 環境地盤工学 専任 教授 前田　健一 平成28年4月 環境地盤工学 専任 教授 前田　健一 平成28年4月 環境地盤工学

専任 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 環境地盤工学 専任 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 環境地盤工学 専任 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 環境地盤工学

専任 教授 小畑　誠 平成28年4月 構造設計学 専任 教授 小畑　誠 平成28年4月 構造設計学 専任 教授 小畑　誠 平成28年4月 構造設計学 専任 教授 小畑　誠 平成28年4月 構造設計学

兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 都市・地域計画学 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 都市・地域計画学 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 都市・地域計画学 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 都市・地域計画学

兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 都市・地域計画学 兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 都市・地域計画学 兼担 教授 増田　理子 平成28年4月 都市・地域計画学

専任 教授 張　鋒 平成28年4月 防災地質学 専任 教授 張　鋒 平成28年4月 防災地質学 専任 教授 張　鋒 平成28年4月 防災地質学 専任 教授 張　鋒 平成28年4月 防災地質学

専任 教授 前田　健一 平成28年4月 防災地質学 専任 教授 前田　健一 平成28年4月 防災地質学 専任 教授 前田　健一 平成28年4月 防災地質学

専任 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 防災地質学 専任 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 防災地質学 専任 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 防災地質学

兼担 准教授 永田　和寿 平成28年4月 防災地質学 兼担 准教授 永田　和寿 平成28年4月 防災地質学 兼担 准教授 永田　和寿 平成28年4月 防災地質学

専任 准教授 北野　利一 平成28年4月 水域防災工学 専任 准教授 北野　利一 平成28年4月 水域防災工学 専任 教授 北野　利一 平成28年4月 水域防災工学 専任 教授 北野　利一 平成28年4月 水域防災工学

兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 水域防災工学 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 水域防災工学 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 水域防災工学 専任 教授 冨永　晃宏 平成30年4月 水域防災工学

兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 建設マネジメント 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 建設マネジメント 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 建設マネジメント 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 建設マネジメント

兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 建設マネジメント 兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 建設マネジメント 兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 建設マネジメント

兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 建設マネジメント 兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 建設マネジメント 兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 建設マネジメント

兼担 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 建設マネジメント 兼担 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 建設マネジメント 兼担 教授 石松　丈佳 平成28年4月 建設マネジメント

兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 建設マネジメント 兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 建設マネジメント 兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 建設マネジメント

兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 建設マネジメント 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 建設マネジメント 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 建設マネジメント

兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 建設マネジメント 兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 建設マネジメント 兼担 教授 増田　理子 平成28年4月 建設マネジメント

兼担 准教授 永田　和寿 平成28年4月 建設マネジメント 兼担 准教授 永田　和寿 平成28年4月 建設マネジメント 兼担 准教授 永田　和寿 平成28年4月 建設マネジメント

兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 建設マネジメント 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 建設マネジメント 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 建設マネジメント

兼担 准教授 横山　淳一 平成28年4月 建設マネジメント 兼担 准教授 横山　淳一 平成28年4月 建設マネジメント 兼担 教授 横山　淳一 平成28年4月 建設マネジメント

兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 建設マネジメント 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 建設マネジメント 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 建設マネジメント

専任 教授 藤田　素弘 平成28年4月 交通システム工学 専任 教授 藤田　素弘 平成28年4月 交通システム工学 専任 教授 藤田　素弘 平成28年4月 交通システム工学 専任 教授 藤田　素弘 平成28年4月 交通システム工学

兼担 准教授 永田　和寿 平成28年4月 交通システム工学 兼担 准教授 永田　和寿 平成28年4月 交通システム工学 兼担 准教授 永田　和寿 平成28年4月 交通システム工学 兼担 准教授 永田　和寿 平成28年4月 交通システム工学

兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 地震リスク工学 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 地震リスク工学 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 地震リスク工学 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 地震リスク工学

専任 教授 前田　健一 平成28年4月 耐震工学 専任 教授 前田　健一 平成28年4月 耐震工学 専任 教授 前田　健一 平成28年4月 耐震工学 専任 教授 前田　健一 平成28年4月 耐震工学

専任 教授 梅原　秀哲 平成28年4月 耐震工学 専任 教授 梅原　秀哲 平成28年4月 耐震工学 専任 教授 梅原　秀哲 平成28年4月 耐震工学 専任 教授 梅原　秀哲 平成28年4月 耐震工学

専任 教授 小畑　誠 平成28年4月 耐震工学 専任 教授 小畑　誠 平成28年4月 耐震工学 専任 教授 小畑　誠 平成28年4月 耐震工学 専任 教授 小畑　誠 平成28年4月 耐震工学

専任 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 橋工学 専任 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 橋工学 専任 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 橋工学 専任 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 橋工学

専任 教授 冨永　晃宏 平成28年4月 流域環境工学 専任 教授 冨永　晃宏 平成28年4月 流域環境工学 専任 教授 冨永　晃宏 平成28年4月 流域環境工学 専任 准教授 吉田　奈央子 平成30年4月 流域環境工学

専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 人間工学 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 人間工学 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 人間工学 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 人間工学

専任 教授 越島　一郎 平成28年4月 プロジェクトマネジメント 専任 教授 越島　一郎 平成28年4月 プロジェクトマネジメント 専任 教授 越島　一郎 平成28年4月 プロジェクトマネジメント 専任 教授 越島　一郎 平成28年4月 プロジェクトマネジメント

専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 モデリング 専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 モデリング 専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 モデリング 専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 モデリング

専任 教授 中出　康一 平成28年4月 確率モデル 専任 教授 中出　康一 平成28年4月 確率モデル 専任 教授 中出　康一 平成28年4月 確率モデル 専任 教授 中出　康一 平成28年4月 確率モデル

専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 グローバル経営戦略 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 グローバル経営戦略 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 グローバル経営戦略 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 グローバル経営戦略

兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営分析 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営分析 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営分析 兼担 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営分析

専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 組織行動論 専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 組織行動論 専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 組織行動論 専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 組織行動論

専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 ヒューマンファクターズ 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 ヒューマンファクターズ 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 ヒューマンファクターズ 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 ヒューマンファクターズ

専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 工場管理 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 工場管理 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 工場管理 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 工場管理
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

就任予定年月 担当授業科目名氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名 氏　　名職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 担当授業科目名 職名 氏　　名職名 就任予定年月

兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 社会インフラマネジメント 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 社会インフラマネジメント 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 社会インフラマネジメント 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 社会インフラマネジメント

専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 最適化アルゴリズム 専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 最適化アルゴリズム 専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 最適化アルゴリズム 専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 最適化アルゴリズム

専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 制御工学 専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 制御工学 専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 制御工学 専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 制御工学

専任 教授 小竹　暢隆 平成28年4月 創造的問題解決論 専任 教授 小竹　暢隆 平成28年4月 創造的問題解決論 兼任 非常勤講師 小竹　暢隆 平成28年4月 創造的問題解決論

専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 創造的問題解決論 専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 創造的問題解決論 専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 創造的問題解決論 専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 創造的問題解決論

専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 創造的問題解決論 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 創造的問題解決論 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 創造的問題解決論 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 創造的問題解決論

専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 創造的問題解決論 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 創造的問題解決論 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 創造的問題解決論 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 創造的問題解決論

兼担 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 創造的問題解決論 兼担 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 創造的問題解決論 兼担 特任教員 加藤　雄一郎 平成28年4月 創造的問題解決論 兼担 教授 横山　淳一 平成30年4月 創造的問題解決論

専任 教授 越島　一郎 平成28年4月 サービスマネジメント 専任 教授 越島　一郎 平成28年4月 サービスマネジメント 専任 教授 越島　一郎 平成28年4月 サービスマネジメント 専任 教授 越島　一郎 平成28年4月 サービスマネジメント

専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経済性工学 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経済性工学 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経済性工学 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経済性工学

兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 ダイバーシティ・マネジメント 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 ダイバーシティ・マネジメント 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 ダイバーシティ・マネジメント 専任 教授 藤岡　伸子 平成30年4月 ダイバーシティ・マネジメント

専任 教授 仁科　健 平成28年4月 データサイエンス 専任 教授 仁科　健 平成28年4月 データサイエンス 専任 教授 仁科　健 平成28年4月 データサイエンス 専任 教授 林　篤裕 平成30年4月 データサイエンス

兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 データサイエンス 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 データサイエンス 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 データサイエンス 専任 助教 石井　成 平成30年4月 データサイエンス

専任 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅰ 専任 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅰ 専任 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅰ 専任 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅰ

専任 准教授 小松　義典 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅰ 専任 准教授 小松　義典 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅰ 専任 准教授 小松　義典 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅰ 専任 准教授 小松　義典 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅰ

専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅰ 専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅰ 専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅰ 専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅰ

専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅰ 専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅰ 専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅰ 専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅰ

専任 助教 須藤　美音 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅰ 専任 助教 須藤　美音 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅰ 専任 教授 井上　雅弘 平成29年4月 建築設計・デザイン制作Ⅰ 専任 教授 井上　雅弘 平成29年4月 建築設計・デザイン制作Ⅰ

兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅰ 兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅰ 兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅰ 兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅰ

兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅰ 兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅰ 兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅰ 専任 助教 伊藤　洋介 平成30年4月 建築設計・デザイン制作Ⅰ

専任 准教授 楠原　文雄 平成30年4月 建築設計・デザイン制作Ⅰ

専任 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅱ 専任 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅱ 専任 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅱ 専任 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅱ

専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅱ 専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅱ 専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅱ 専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅱ

専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅱ 専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅱ 専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅱ 専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅱ

専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅱ 専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅱ 専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅱ 専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅱ

専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅱ 専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅱ 専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅱ 専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅱ

専任 助教 寺田　勝三 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅱ 専任 助教 寺田　勝三 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅱ 専任 助教 寺田　勝三 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅱ 専任 助教 寺田　勝三 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅱ

兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅱ 兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅱ 兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅱ 兼担 教授 北川　啓介 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅱ

兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅱ 兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅱ 兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅱ 兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅱ

兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅱ 兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅱ 兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅱ 兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅱ

兼担 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅱ 兼担 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅱ 兼担 教授 石松　丈佳 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅱ 兼担 教授 石松　丈佳 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅱ

兼担 准教授 横山　淳一 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅱ 兼担 准教授 横山　淳一 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅱ 兼担 教授 横山　淳一 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅱ 兼担 教授 横山　淳一 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅱ

専任 教授 井上　雅弘 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ 専任 教授 井上　雅弘 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ 専任 教授 井上　雅弘 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ 専任 教授 井上　雅弘 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ

専任 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ 専任 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ 専任 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ 専任 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ

専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ 専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ 専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ 専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ

専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ 専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ 専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ 専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ

専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ 専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ 専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ 専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ

専任 准教授 須藤　正時 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ 専任 准教授 須藤　正時 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ 専任 准教授 須藤　正時 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ 専任 准教授 須藤　正時 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ

専任 助教 寺田　勝三 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ 専任 助教 寺田　勝三 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ 専任 助教 寺田　勝三 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ 専任 助教 寺田　勝三 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ

兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ 兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ 兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ 兼担 教授 北川　啓介 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ

兼担 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ 兼担 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ 兼担 教授 石松　丈佳 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ 兼担 教授 石松　丈佳 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ

兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ 兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ 兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ 兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ

兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ 兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ 兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ 兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ

兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ 兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ 兼担 教授 増田　理子 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ 兼担 教授 増田　理子 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ

兼担 准教授 永田　和寿 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ 兼担 准教授 永田　和寿 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ 兼担 准教授 永田　和寿 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ 兼担 准教授 永田　和寿 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ

兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ

兼担 准教授 横山　淳一 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ 兼担 准教授 横山　淳一 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ 兼担 教授 横山　淳一 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ 兼担 教授 横山　淳一 平成28年4月 建築設計・デザイン制作Ⅲ

専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 建築設計Ⅳ 専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 建築設計Ⅳ 専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 建築設計Ⅳ 専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 建築設計Ⅳ

専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 建築設計Ⅳ 専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 建築設計Ⅳ 専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 建築設計Ⅳ 専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 建築設計Ⅳ

兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 建築設計Ⅳ 兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 建築設計Ⅳ 兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 建築設計Ⅳ 兼担 教授 北川　啓介 平成28年4月 建築設計Ⅳ

専任 教授 加茂　紀和子 平成30年4月 建築設計Ⅳ

専任 准教授 須藤　正時 平成28年4月 建築情報技術 専任 准教授 須藤　正時 平成28年4月 建築情報技術 専任 准教授 須藤　正時 平成28年4月 建築情報技術 専任 准教授 須藤　正時 平成28年4月 建築情報技術

専任 助教 寺田　勝三 平成28年4月 建築情報技術 専任 助教 寺田　勝三 平成28年4月 建築情報技術 専任 助教 寺田　勝三 平成28年4月 建築情報技術 専任 助教 寺田　勝三 平成28年4月 建築情報技術

兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 建築情報技術 兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 建築情報技術 兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 建築情報技術 兼担 教授 北川　啓介 平成28年4月 建築情報技術

専任 教授 麓　和善 平成28年4月 表現製図 専任 教授 麓　和善 平成28年4月 表現製図 専任 教授 麓　和善 平成28年4月 表現製図 専任 教授 麓　和善 平成28年4月 表現製図

専任 教授 河田　克博 平成28年4月 表現製図 専任 教授 河田　克博 平成28年4月 表現製図 専任 教授 河田　克博 平成28年4月 表現製図

専任 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 構造・デザイン演習Ⅰ 専任 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 構造・デザイン演習Ⅰ 専任 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 構造・デザイン演習Ⅰ

専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 構造・デザイン演習Ⅰ 専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 構造・デザイン演習Ⅰ 専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 構造・デザイン演習Ⅰ 専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 構造・デザイン演習Ⅰ

専任 助教 高橋　之 平成28年4月 構造・デザイン演習Ⅰ 専任 助教 高橋　之 平成28年4月 構造・デザイン演習Ⅰ 専任 准教授 楠原　文雄 平成29年4月 構造・デザイン演習Ⅰ 専任 准教授 楠原　文雄 平成29年4月 構造・デザイン演習Ⅰ

専任 助教 寺田　勝三 平成28年4月 構造・デザイン演習Ⅰ 専任 助教 寺田　勝三 平成28年4月 構造・デザイン演習Ⅰ 専任 助教 寺田　勝三 平成28年4月 構造・デザイン演習Ⅰ 専任 助教 寺田　勝三 平成28年4月 構造・デザイン演習Ⅰ

兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 構造・デザイン演習Ⅰ 兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 構造・デザイン演習Ⅰ 兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 構造・デザイン演習Ⅰ 兼任 非常勤講師 和田　義行 平成30年4月 構造・デザイン演習Ⅰ

専任 准教授 梅村　恒 平成28年4月 構造・デザイン演習Ⅱ 専任 准教授 梅村　恒 平成28年4月 構造・デザイン演習Ⅱ 専任 准教授 梅村　恒 平成28年4月 構造・デザイン演習Ⅱ 専任 准教授 梅村　恒 平成28年4月 構造・デザイン演習Ⅱ

専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 構造・デザイン演習Ⅱ 専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 構造・デザイン演習Ⅱ 専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 構造・デザイン演習Ⅱ 専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 構造・デザイン演習Ⅱ

専任 助教 高橋　之 平成28年4月 構造・デザイン演習Ⅱ 専任 助教 高橋　之 平成28年4月 構造・デザイン演習Ⅱ

兼担 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 構造・デザイン演習Ⅱ 兼担 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 構造・デザイン演習Ⅱ

兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 構造・デザイン演習Ⅱ 兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 構造・デザイン演習Ⅱ

専任 教授 水谷　章夫 平成28年4月 建築環境実験 専任 教授 水谷　章夫 平成28年4月 建築環境実験

専任 准教授 小松　義典 平成28年4月 建築環境実験 専任 准教授 小松　義典 平成28年4月 建築環境実験 専任 准教授 小松　義典 平成28年4月 建築環境実験 専任 准教授 小松　義典 平成28年4月 建築環境実験

専任 助教 寺田　勝三 平成28年4月 建築環境実験 専任 助教 寺田　勝三 平成28年4月 建築環境実験 専任 助教 寺田　勝三 平成28年4月 建築環境実験 専任 助教 寺田　勝三 平成28年4月 建築環境実験

専任 助教 須藤　美音 平成28年4月 建築環境実験 専任 助教 須藤　美音 平成28年4月 建築環境実験 専任 准教授 須藤　美音 平成28年4月 建築環境実験 専任 准教授 須藤　美音 平成28年4月 建築環境実験

専任 教授 麓　和善 平成28年4月 意匠計画学演習 専任 教授 麓　和善 平成28年4月 意匠計画学演習 専任 教授 麓　和善 平成28年4月 意匠計画学演習 専任 教授 麓　和善 平成28年4月 意匠計画学演習

専任 教授 井上　雅弘 平成28年4月 実務設計デザイン実習 専任 教授 井上　雅弘 平成28年4月 実務設計デザイン実習 専任 教授 井上　雅弘 平成28年4月 実務設計デザイン実習 専任 教授 井上　雅弘 平成28年4月 実務設計デザイン実習

専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 実務設計デザイン実習 専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 実務設計デザイン実習 専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 実務設計デザイン実習 専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 実務設計デザイン実習

専任 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 実務設計デザイン実習 専任 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 実務設計デザイン実習 専任 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 実務設計デザイン実習 専任 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 実務設計デザイン実習

専任 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 実務設計デザイン実習 専任 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 実務設計デザイン実習 専任 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 実務設計デザイン実習 専任 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 実務設計デザイン実習

専任 教授 麓　和善 平成28年4月 実務設計デザイン実習 専任 教授 麓　和善 平成28年4月 実務設計デザイン実習 専任 教授 麓　和善 平成28年4月 実務設計デザイン実習 専任 教授 麓　和善 平成28年4月 実務設計デザイン実習

専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 実務設計デザイン実習 専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 実務設計デザイン実習 専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 実務設計デザイン実習 専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 実務設計デザイン実習

専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 実務設計デザイン実習 専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 実務設計デザイン実習 専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 実務設計デザイン実習 専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 実務設計デザイン実習

専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 実務設計デザイン実習 専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 実務設計デザイン実習 専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 実務設計デザイン実習 専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 実務設計デザイン実習

専任 准教授 小松　義典 平成28年4月 実務設計デザイン実習 専任 准教授 小松　義典 平成28年4月 実務設計デザイン実習 専任 准教授 小松　義典 平成28年4月 実務設計デザイン実習 専任 准教授 小松　義典 平成28年4月 実務設計デザイン実習

専任 准教授 須藤　正時 平成28年4月 実務設計デザイン実習 専任 准教授 須藤　正時 平成28年4月 実務設計デザイン実習 専任 准教授 須藤　正時 平成28年4月 実務設計デザイン実習 専任 准教授 須藤　正時 平成28年4月 実務設計デザイン実習

専任 准教授 梅村　恒 平成28年4月 実務設計デザイン実習 専任 准教授 梅村　恒 平成28年4月 実務設計デザイン実習 専任 准教授 梅村　恒 平成28年4月 実務設計デザイン実習 専任 准教授 梅村　恒 平成28年4月 実務設計デザイン実習

専任 助教 伊藤　洋介 平成28年4月 実務設計デザイン実習 専任 助教 伊藤　洋介 平成28年4月 実務設計デザイン実習 専任 助教 伊藤　洋介 平成28年4月 実務設計デザイン実習 専任 助教 伊藤　洋介 平成28年4月 実務設計デザイン実習

専任 助教 高橋　之 平成28年4月 実務設計デザイン実習 専任 助教 高橋　之 平成28年4月 実務設計デザイン実習 専任 教授 加茂　紀和子 平成29年4月 実務設計デザイン実習 専任 教授 加茂　紀和子 平成29年4月 実務設計デザイン実習

専任 助教 寺田　勝三 平成28年4月 実務設計デザイン実習 専任 助教 寺田　勝三 平成28年4月 実務設計デザイン実習 専任 助教 寺田　勝三 平成28年4月 実務設計デザイン実習 専任 助教 寺田　勝三 平成28年4月 実務設計デザイン実習

専任 助教 須藤　美音 平成28年4月 実務設計デザイン実習 専任 助教 須藤　美音 平成28年4月 実務設計デザイン実習 専任 准教授 須藤　美音 平成28年4月 実務設計デザイン実習 専任 准教授 須藤　美音 平成28年4月 実務設計デザイン実習

兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 実務設計デザイン実習 兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 実務設計デザイン実習 兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 実務設計デザイン実習 兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 実務設計デザイン実習

兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 実務設計デザイン実習 兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 実務設計デザイン実習 兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 実務設計デザイン実習 兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 実務設計デザイン実習

兼担 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 実務設計デザイン実習 兼担 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 実務設計デザイン実習 兼担 教授 石松　丈佳 平成28年4月 実務設計デザイン実習 兼担 教授 石松　丈佳 平成28年4月 実務設計デザイン実習

兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 実務設計デザイン実習 兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 実務設計デザイン実習 兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 実務設計デザイン実習 兼担 教授 北川　啓介 平成28年4月 実務設計デザイン実習

専任 准教授 楠原　文雄 平成29年4月 実務設計デザイン実習 専任 准教授 楠原　文雄 平成29年4月 実務設計デザイン実習

専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 建築材料実験 専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 建築材料実験 専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 建築材料実験 専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 建築材料実験

専任 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 建築材料実験 専任 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 建築材料実験 専任 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 建築材料実験 専任 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 建築材料実験

専任 准教授 梅村　恒 平成28年4月 建築材料実験 専任 准教授 梅村　恒 平成28年4月 建築材料実験 専任 准教授 梅村　恒 平成28年4月 建築材料実験 専任 准教授 梅村　恒 平成28年4月 建築材料実験

専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 建築材料実験 専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 建築材料実験 専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 建築材料実験 専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 建築材料実験

専任 助教 高橋　之 平成28年4月 建築材料実験 専任 助教 高橋　之 平成28年4月 建築材料実験 専任 准教授 楠原　文雄 平成29年4月 建築材料実験 専任 准教授 楠原　文雄 平成29年4月 建築材料実験

専任 助教 伊藤　洋介 平成30年4月 建築材料実験

専任 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 建築構造実験 専任 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 建築構造実験 専任 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 建築構造実験 専任 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 建築構造実験

専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 建築構造実験 専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 建築構造実験 専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 建築構造実験 専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 建築構造実験

専任 准教授 梅村　恒 平成28年4月 建築構造実験 専任 准教授 梅村　恒 平成28年4月 建築構造実験 専任 准教授 梅村　恒 平成28年4月 建築構造実験 専任 准教授 梅村　恒 平成28年4月 建築構造実験

専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 建築構造実験 専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 建築構造実験 専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 建築構造実験 専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 建築構造実験

専任 助教 高橋　之 平成28年4月 建築構造実験 専任 助教 高橋　之 平成28年4月 建築構造実験 専任 准教授 楠原　文雄 平成29年4月 建築構造実験 専任 准教授 楠原　文雄 平成29年4月 建築構造実験
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

就任予定年月 担当授業科目名氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名 氏　　名職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 担当授業科目名 職名 氏　　名職名 就任予定年月

専任 助教 伊藤　洋介 平成30年4月 建築構造実験

専任 教授 麓　和善 平成28年4月 建築史実習 専任 教授 麓　和善 平成28年4月 建築史実習 専任 教授 麓　和善 平成28年4月 建築史実習 専任 教授 麓　和善 平成28年4月 建築史実習

専任 教授 河田　克博 平成28年4月 建築史実習 専任 教授 河田　克博 平成28年4月 建築史実習 専任 教授 河田　克博 平成28年4月 建築史実習

専任 教授 井上　雅弘 平成28年4月 建築・デザイン制作 専任 教授 井上　雅弘 平成28年4月 建築・デザイン制作 専任 教授 井上　雅弘 平成28年4月 建築・デザイン制作 専任 教授 井上　雅弘 平成28年4月 建築・デザイン制作

専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 建築・デザイン制作 専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 建築・デザイン制作 専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 建築・デザイン制作 専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 建築・デザイン制作

専任 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 建築・デザイン制作 専任 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 建築・デザイン制作 専任 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 建築・デザイン制作 専任 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 建築・デザイン制作

専任 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 建築・デザイン制作 専任 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 建築・デザイン制作 専任 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 建築・デザイン制作 専任 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 建築・デザイン制作

専任 教授 麓　和善 平成28年4月 建築・デザイン制作 専任 教授 麓　和善 平成28年4月 建築・デザイン制作 専任 教授 麓　和善 平成28年4月 建築・デザイン制作 専任 教授 麓　和善 平成28年4月 建築・デザイン制作

専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 建築・デザイン制作 専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 建築・デザイン制作 専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 建築・デザイン制作 専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 建築・デザイン制作

専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 建築・デザイン制作 専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 建築・デザイン制作 専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 建築・デザイン制作 専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 建築・デザイン制作

専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 建築・デザイン制作 専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 建築・デザイン制作 専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 建築・デザイン制作 専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 建築・デザイン制作

専任 准教授 小松　義典 平成28年4月 建築・デザイン制作 専任 准教授 小松　義典 平成28年4月 建築・デザイン制作 専任 准教授 小松　義典 平成28年4月 建築・デザイン制作 専任 准教授 小松　義典 平成28年4月 建築・デザイン制作

専任 准教授 須藤　正時 平成28年4月 建築・デザイン制作 専任 准教授 須藤　正時 平成28年4月 建築・デザイン制作 専任 准教授 須藤　正時 平成28年4月 建築・デザイン制作 専任 准教授 須藤　正時 平成28年4月 建築・デザイン制作

専任 准教授 梅村　恒 平成28年4月 建築・デザイン制作 専任 准教授 梅村　恒 平成28年4月 建築・デザイン制作 専任 准教授 梅村　恒 平成28年4月 建築・デザイン制作 専任 准教授 梅村　恒 平成28年4月 建築・デザイン制作

専任 助教 伊藤　洋介 平成28年4月 建築・デザイン制作 専任 助教 伊藤　洋介 平成28年4月 建築・デザイン制作 専任 助教 伊藤　洋介 平成28年4月 建築・デザイン制作 専任 助教 伊藤　洋介 平成28年4月 建築・デザイン制作

専任 助教 高橋　之 平成28年4月 建築・デザイン制作 専任 助教 高橋　之 平成28年4月 建築・デザイン制作 専任 教授 加茂　紀和子 平成29年4月 建築・デザイン制作 専任 教授 加茂　紀和子 平成29年4月 建築・デザイン制作

専任 助教 寺田　勝三 平成28年4月 建築・デザイン制作 専任 助教 寺田　勝三 平成28年4月 建築・デザイン制作 専任 助教 寺田　勝三 平成28年4月 建築・デザイン制作 専任 助教 寺田　勝三 平成28年4月 建築・デザイン制作

専任 助教 須藤　美音 平成28年4月 建築・デザイン制作 専任 助教 須藤　美音 平成28年4月 建築・デザイン制作 専任 准教授 須藤　美音 平成28年4月 建築・デザイン制作 専任 准教授 須藤　美音 平成28年4月 建築・デザイン制作

兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 建築・デザイン制作 兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 建築・デザイン制作 兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 建築・デザイン制作 兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 建築・デザイン制作

兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 建築・デザイン制作 兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 建築・デザイン制作 兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 建築・デザイン制作 兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 建築・デザイン制作

兼担 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 建築・デザイン制作 兼担 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 建築・デザイン制作 兼担 教授 石松　丈佳 平成28年4月 建築・デザイン制作 兼担 教授 石松　丈佳 平成28年4月 建築・デザイン制作

兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 建築・デザイン制作 兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 建築・デザイン制作 兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 建築・デザイン制作 兼担 教授 北川　啓介 平成28年4月 建築・デザイン制作

専任 准教授 楠原　文雄 平成29年4月 建築・デザイン制作 専任 准教授 楠原　文雄 平成29年4月 建築・デザイン制作

専任 教授 小畑　誠 平成28年4月 測量実習 専任 教授 小畑　誠 平成28年4月 測量実習 専任 教授 小畑　誠 平成28年4月 測量実習 専任 教授 小畑　誠 平成28年4月 測量実習

専任 教授 前田　健一 平成28年4月 測量実習 専任 教授 前田　健一 平成28年4月 測量実習 専任 教授 前田　健一 平成28年4月 測量実習 専任 教授 前田　健一 平成28年4月 測量実習

専任 教授 張　鋒 平成28年4月 測量実習 専任 教授 張　鋒 平成28年4月 測量実習 専任 教授 張　鋒 平成28年4月 測量実習 専任 教授 張　鋒 平成28年4月 測量実習

専任 教授 藤田　素弘 平成28年4月 測量実習 専任 教授 藤田　素弘 平成28年4月 測量実習 専任 教授 藤田　素弘 平成28年4月 測量実習 専任 教授 藤田　素弘 平成28年4月 測量実習

専任 教授 冨永　晃宏 平成28年4月 測量実習 専任 教授 冨永　晃宏 平成28年4月 測量実習 専任 教授 冨永　晃宏 平成28年4月 測量実習 専任 教授 冨永　晃宏 平成28年4月 測量実習

専任 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 測量実習 専任 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 測量実習 専任 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 測量実習 専任 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 測量実習

専任 准教授 上原　匠 平成28年4月 測量実習 専任 准教授 上原　匠 平成28年4月 測量実習 専任 准教授 上原　匠 平成28年4月 測量実習 専任 准教授 上原　匠 平成28年4月 測量実習

専任 准教授 北野　利一 平成28年4月 測量実習 専任 准教授 北野　利一 平成28年4月 測量実習 専任 教授 北野　利一 平成28年4月 測量実習 専任 教授 北野　利一 平成28年4月 測量実習

専任 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 測量実習 専任 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 測量実習 専任 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 測量実習 専任 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 測量実習

専任 助教 Wisetjindawat Wisinee 平成28年4月 測量実習 専任 助教 Wisetjindawat Wisinee 平成28年4月 測量実習 専任 助教 Wisetjindawat Wisinee 平成28年4月 測量実習 専任 助教 中居　楓子 平成30年4月 測量実習

専任 助教 海老澤　健正 平成28年4月 測量実習 専任 助教 海老澤　健正 平成28年4月 測量実習 専任 助教 海老澤　健正 平成28年4月 測量実習 専任 助教 海老澤　健正 平成28年4月 測量実習

専任 助教 岩井　裕正 平成28年4月 測量実習 専任 助教 岩井　裕正 平成28年4月 測量実習 専任 助教 岩井　裕正 平成28年4月 測量実習 専任 助教 岩井　裕正 平成28年4月 測量実習

専任 助教 吉田　亮 平成28年4月 測量実習 専任 助教 吉田　亮 平成28年4月 測量実習 専任 助教 吉田　亮 平成28年4月 測量実習 専任 准教授 吉田　亮 平成28年4月 測量実習

専任 助教 庄　建治朗 平成28年4月 測量実習 専任 助教 庄　建治朗 平成28年4月 測量実習 専任 助教 庄　建治朗 平成28年4月 測量実習 専任 准教授 庄　建治朗 平成28年4月 測量実習

専任 助教 森河　由紀弘 平成28年4月 測量実習 専任 助教 森河　由紀弘 平成28年4月 測量実習 専任 助教 森河　由紀弘 平成28年4月 測量実習 専任 助教 森河　由紀弘 平成28年4月 測量実習

兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 測量実習 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 測量実習 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 測量実習 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 測量実習

兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 測量実習 兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 測量実習 兼担 教授 増田　理子 平成28年4月 測量実習 兼担 教授 増田　理子 平成28年4月 測量実習

兼担 准教授 永田　和寿 平成28年4月 測量実習 兼担 准教授 永田　和寿 平成28年4月 測量実習 兼担 准教授 永田　和寿 平成28年4月 測量実習 兼担 准教授 永田　和寿 平成28年4月 測量実習

専任 教授 野中　哲也 平成29年4月 測量実習 専任 教授 野中　哲也 平成29年4月 測量実習

専任 准教授 吉田　奈央子 平成29年4月 測量実習 専任 准教授 吉田　奈央子 平成29年4月 測量実習

専任 助教 武田　健太 平成29年4月 測量実習 専任 助教 武田　健太 平成29年4月 測量実習

専任 教授 藤田　素弘 平成28年4月 環境都市情報技術 専任 教授 藤田　素弘 平成28年4月 環境都市情報技術 専任 教授 藤田　素弘 平成28年4月 環境都市情報技術 専任 教授 藤田　素弘 平成28年4月 環境都市情報技術

専任 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 環境都市情報技術 専任 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 環境都市情報技術 専任 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 環境都市情報技術 専任 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 環境都市情報技術

専任 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 環境都市基礎製図 専任 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 環境都市基礎製図 専任 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 環境都市基礎製図 専任 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 環境都市基礎製図

専任 助教 吉田　亮 平成28年4月 環境都市基礎製図 専任 助教 吉田　亮 平成28年4月 環境都市基礎製図 専任 助教 武田　健太 平成29年4月 環境都市基礎製図 専任 助教 武田　健太 平成29年4月 環境都市基礎製図

兼担 准教授 永田　和寿 平成28年4月 構造力学Ⅰ演習 兼担 准教授 永田　和寿 平成28年4月 構造力学Ⅰ演習 兼担 准教授 永田　和寿 平成28年4月 構造力学Ⅰ演習 兼担 准教授 永田　和寿 平成28年4月 構造力学Ⅰ演習

兼担 准教授 永田　和寿 平成28年4月 構造力学Ⅱ演習 兼担 准教授 永田　和寿 平成28年4月 構造力学Ⅱ演習 専任 助教 海老澤　健正 平成29年4月 構造力学Ⅱ演習 専任 助教 海老澤　健正 平成29年4月 構造力学Ⅱ演習

専任 教授 冨永　晃宏 平成28年4月 環境水理学演習 専任 教授 冨永　晃宏 平成28年4月 環境水理学演習 専任 教授 冨永　晃宏 平成28年4月 環境水理学演習 専任 教授 冨永　晃宏 平成28年4月 環境水理学演習

専任 准教授 北野　利一 平成28年4月 環境水理学演習 専任 准教授 北野　利一 平成28年4月 環境水理学演習 専任 助教 庄　建治朗 平成29年4月 環境水理学演習 専任 准教授 庄　建治朗 平成29年4月 環境水理学演習

専任 教授 前田　健一 平成28年4月 地盤力学演習 専任 教授 前田　健一 平成28年4月 地盤力学演習 専任 教授 前田　健一 平成28年4月 地盤力学演習 専任 教授 前田　健一 平成28年4月 地盤力学演習

専任 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 地盤力学演習 専任 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 地盤力学演習 専任 助教 岩井　裕正 平成29年4月 地盤力学演習 専任 助教 岩井　裕正 平成29年4月 地盤力学演習

専任 助教 森河　由紀弘 平成28年4月 地盤力学演習 専任 助教 森河　由紀弘 平成28年4月 地盤力学演習 専任 助教 森河　由紀弘 平成28年4月 地盤力学演習 専任 助教 森河　由紀弘 平成28年4月 地盤力学演習

専任 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 社会基盤計画学演習 専任 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 社会基盤計画学演習 専任 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 社会基盤計画学演習 専任 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 社会基盤計画学演習

専任 助教 Wisetjindawat Wisinee 平成28年4月 社会基盤計画学演習 専任 助教 Wisetjindawat Wisinee 平成28年4月 社会基盤計画学演習 専任 助教 Wisetjindawat Wisinee 平成28年4月 社会基盤計画学演習

兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 社会基盤計画学演習 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 社会基盤計画学演習 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 社会基盤計画学演習

専任 教授 梅原　秀哲 平成28年4月 コンクリート構造学演習 専任 教授 梅原　秀哲 平成28年4月 コンクリート構造学演習 専任 教授 梅原　秀哲 平成28年4月 コンクリート構造学演習 専任 助教 武田　健太 平成30年4月 コンクリート構造学演習

専任 助教 吉田　亮 平成28年4月 コンクリート構造学演習 専任 助教 吉田　亮 平成28年4月 コンクリート構造学演習 専任 助教 吉田　亮 平成28年4月 コンクリート構造学演習 専任 准教授 吉田　亮 平成28年4月 コンクリート構造学演習

専任 教授 喜岡　渉 平成28年4月 環境都市工学実験Ⅰ 専任 教授 喜岡　渉 平成28年4月 環境都市工学実験Ⅰ 兼任 非常勤講師 喜岡　渉 平成28年4月 環境都市工学実験Ⅰ 専任 教授 冨永　晃宏 平成30年4月 環境都市工学実験Ⅰ

専任 教授 前田　健一 平成28年4月 環境都市工学実験Ⅰ 専任 教授 前田　健一 平成28年4月 環境都市工学実験Ⅰ 専任 教授 前田　健一 平成28年4月 環境都市工学実験Ⅰ 専任 教授 前田　健一 平成28年4月 環境都市工学実験Ⅰ

専任 准教授 北野　利一 平成28年4月 環境都市工学実験Ⅰ 専任 准教授 北野　利一 平成28年4月 環境都市工学実験Ⅰ 専任 教授 北野　利一 平成28年4月 環境都市工学実験Ⅰ 専任 教授 北野　利一 平成28年4月 環境都市工学実験Ⅰ

専任 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 環境都市工学実験Ⅰ 専任 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 環境都市工学実験Ⅰ 専任 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 環境都市工学実験Ⅰ

専任 助教 庄　建治朗 平成28年4月 環境都市工学実験Ⅰ 専任 助教 庄　建治朗 平成28年4月 環境都市工学実験Ⅰ 専任 助教 庄　建治朗 平成28年4月 環境都市工学実験Ⅰ 専任 准教授 庄　建治朗 平成28年4月 環境都市工学実験Ⅰ

専任 助教 森河　由紀弘 平成28年4月 環境都市工学実験Ⅰ 専任 助教 森河　由紀弘 平成28年4月 環境都市工学実験Ⅰ 専任 助教 森河　由紀弘 平成28年4月 環境都市工学実験Ⅰ 専任 助教 森河　由紀弘 平成28年4月 環境都市工学実験Ⅰ

専任 助教 海老澤　健正 平成28年4月 環境都市工学実験Ⅱ 専任 助教 海老澤　健正 平成28年4月 環境都市工学実験Ⅱ 専任 助教 海老澤　健正 平成28年4月 環境都市工学実験Ⅱ 専任 助教 海老澤　健正 平成28年4月 環境都市工学実験Ⅱ

専任 助教 吉田　亮 平成28年4月 環境都市工学実験Ⅱ 専任 助教 吉田　亮 平成28年4月 環境都市工学実験Ⅱ 専任 助教 吉田　亮 平成28年4月 環境都市工学実験Ⅱ 専任 准教授 吉田　亮 平成28年4月 環境都市工学実験Ⅱ

兼担 准教授 永田　和寿 平成28年4月 環境都市工学実験Ⅱ 兼担 准教授 永田　和寿 平成28年4月 環境都市工学実験Ⅱ 兼担 准教授 永田　和寿 平成28年4月 環境都市工学実験Ⅱ 兼担 准教授 永田　和寿 平成28年4月 環境都市工学実験Ⅱ

専任 助教 吉田　亮 平成28年4月 環境都市設計製図 専任 助教 吉田　亮 平成28年4月 環境都市設計製図 専任 助教 吉田　亮 平成28年4月 環境都市設計製図 専任 准教授 吉田　亮 平成28年4月 環境都市設計製図

兼担 准教授 永田　和寿 平成28年4月 環境都市設計製図 兼担 准教授 永田　和寿 平成28年4月 環境都市設計製図 兼担 准教授 永田　和寿 平成28年4月 環境都市設計製図 兼担 准教授 永田　和寿 平成28年4月 環境都市設計製図

専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA

専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA

専任 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 専任 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 専任 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 専任 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA

専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA

専任 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 専任 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 専任 准教授 川村　大伸 平成29年4月 経営システム工学演習ⅠA 専任 准教授 川村　大伸 平成29年4月 経営システム工学演習ⅠA

専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA

専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA

専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA

専任 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 専任 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 専任 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 専任 准教授 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA

専任 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 専任 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 専任 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 専任 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA

専任 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 専任 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 専任 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 専任 准教授 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA

兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA

兼担 准教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 兼担 准教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 兼担 教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 兼担 教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA

兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 兼担 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA

専任 助教 青山　友美 平成29年4月 経営システム工学演習ⅠA 専任 助教 青山　友美 平成29年4月 経営システム工学演習ⅠA

専任 教授 林　篤裕 平成29年4月 経営システム工学演習ⅠA 専任 教授 林　篤裕 平成29年4月 経営システム工学演習ⅠA

兼担 教授 藤原　愼太郎 平成29年4月 経営システム工学演習ⅠA 兼担 教授 藤原　愼太郎 平成29年4月 経営システム工学演習ⅠA

専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB

専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB

専任 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 専任 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 専任 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 専任 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB

専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB

専任 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 専任 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 専任 准教授 川村　大伸 平成29年4月 経営システム工学演習ⅠB 専任 准教授 川村　大伸 平成29年4月 経営システム工学演習ⅠB

専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB

専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB

専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB

専任 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 専任 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 専任 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 専任 准教授 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ

専任 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 専任 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 専任 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 専任 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB

専任 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 専任 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 専任 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 専任 准教授 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB

兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB

兼担 准教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 兼担 准教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 兼担 教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 兼担 教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB

兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 兼担 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

就任予定年月 担当授業科目名氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名 氏　　名職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 担当授業科目名 職名 氏　　名職名 就任予定年月

専任 助教 青山　友美 平成29年4月 経営システム工学演習ⅠB 専任 助教 青山　友美 平成29年4月 経営システム工学演習ⅠB

専任 教授 林　篤裕 平成29年4月 経営システム工学演習ⅠB 専任 教授 林　篤裕 平成29年4月 経営システム工学演習ⅠB

兼担 教授 藤原　愼太郎 平成29年4月 経営システム工学演習ⅠB 兼担 教授 藤原　愼太郎 平成29年4月 経営システム工学演習ⅠB

専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ

専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ

専任 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 専任 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 専任 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 専任 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ

専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ

専任 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 専任 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 専任 准教授 川村　大伸 平成29年4月 経営システム工学演習Ⅱ 専任 准教授 川村　大伸 平成29年4月 経営システム工学演習Ⅱ

専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ

専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ

専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ

専任 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 専任 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 専任 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 専任 准教授 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ

専任 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 専任 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 専任 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 専任 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ

専任 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 専任 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 専任 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 専任 准教授 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ

兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ

兼担 准教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 兼担 准教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 兼担 教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 兼担 教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ

兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 兼担 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ

専任 助教 青山　友美 平成29年4月 経営システム工学演習Ⅱ 専任 助教 青山　友美 平成29年4月 経営システム工学演習Ⅱ

専任 教授 林　篤裕 平成29年4月 経営システム工学演習Ⅱ 専任 教授 林　篤裕 平成29年4月 経営システム工学演習Ⅱ

兼担 教授 藤原　愼太郎 平成29年4月 経営システム工学演習Ⅱ 兼担 教授 藤原　愼太郎 平成29年4月 経営システム工学演習Ⅱ

専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA

専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA

専任 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 専任 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 専任 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 専任 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA

専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA

専任 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 専任 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 専任 准教授 川村　大伸 平成29年4月 経営システム工学演習ⅢA 専任 准教授 川村　大伸 平成29年4月 経営システム工学演習ⅢA

専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA

専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA

専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA

専任 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 専任 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 専任 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 専任 准教授 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ

専任 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 専任 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 専任 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 専任 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA

専任 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 専任 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 専任 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 専任 准教授 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA

兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA

兼担 准教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 兼担 准教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 兼担 教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 兼担 教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA

兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 兼担 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA

専任 助教 青山　友美 平成29年4月 経営システム工学演習ⅢA 専任 助教 青山　友美 平成29年4月 経営システム工学演習ⅢA

専任 教授 林　篤裕 平成29年4月 経営システム工学演習ⅢA 専任 教授 林　篤裕 平成29年4月 経営システム工学演習ⅢA

兼担 教授 藤原　愼太郎 平成29年4月 経営システム工学演習ⅢA 兼担 教授 藤原　愼太郎 平成29年4月 経営システム工学演習ⅢA

専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB

専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB

専任 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 専任 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 専任 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 専任 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB

専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB

専任 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 専任 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 専任 准教授 川村　大伸 平成29年4月 経営システム工学演習ⅢB 専任 准教授 川村　大伸 平成29年4月 経営システム工学演習ⅢB

専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB

専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB

専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB

専任 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 専任 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 専任 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 専任 准教授 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ

専任 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 専任 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 専任 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 専任 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB

専任 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 専任 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 専任 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 専任 准教授 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB

兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB

兼担 准教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 兼担 准教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 兼担 教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 兼担 教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB

兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 兼担 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB

専任 助教 青山　友美 平成29年4月 経営システム工学演習ⅢB 専任 助教 青山　友美 平成29年4月 経営システム工学演習ⅢB

専任 教授 林　篤裕 平成29年4月 経営システム工学演習ⅢB 専任 教授 林　篤裕 平成29年4月 経営システム工学演習ⅢB

兼担 教授 藤原　愼太郎 平成29年4月 経営システム工学演習ⅢB 兼担 教授 藤原　愼太郎 平成29年4月 経営システム工学演習ⅢB

専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ

専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ

専任 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 専任 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 専任 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 専任 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ

専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ

専任 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 専任 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 専任 准教授 川村　大伸 平成29年4月 経営システム工学演習Ⅳ 専任 准教授 川村　大伸 平成29年4月 経営システム工学演習Ⅳ

専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ

専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ

専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ

専任 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 専任 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 専任 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 専任 准教授 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ

専任 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 専任 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 専任 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 専任 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ

専任 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 専任 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 専任 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 専任 准教授 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ

兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ

兼担 准教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 兼担 准教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 兼担 教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 兼担 教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ

兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 兼担 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ

専任 助教 青山　友美 平成29年4月 経営システム工学演習Ⅳ 専任 助教 青山　友美 平成29年4月 経営システム工学演習Ⅳ

専任 教授 林　篤裕 平成29年4月 経営システム工学演習Ⅳ 専任 教授 林　篤裕 平成29年4月 経営システム工学演習Ⅳ

兼担 教授 藤原　愼太郎 平成29年4月 経営システム工学演習Ⅳ 兼担 教授 藤原　愼太郎 平成29年4月 経営システム工学演習Ⅳ

専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学応用演習 専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学応用演習 専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学応用演習 専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学応用演習

専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学応用演習 専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学応用演習 専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学応用演習 専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学応用演習

専任 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学応用演習 専任 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学応用演習 専任 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学応用演習 専任 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学応用演習

専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学応用演習 専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学応用演習 専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学応用演習 専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学応用演習

専任 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 経営システム工学応用演習 専任 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 経営システム工学応用演習 専任 准教授 川村　大伸 平成29年4月 経営システム工学応用演習 専任 准教授 川村　大伸 平成29年4月 経営システム工学応用演習

専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学応用演習 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学応用演習 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学応用演習 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学応用演習

専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学応用演習 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学応用演習 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学応用演習 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学応用演習

専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学応用演習 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学応用演習 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学応用演習 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学応用演習

専任 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学応用演習 専任 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学応用演習 専任 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学応用演習 専任 准教授 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ

専任 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学応用演習 専任 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学応用演習 専任 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学応用演習 専任 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学応用演習

専任 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学応用演習 専任 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学応用演習 専任 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学応用演習 専任 准教授 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学応用演習

兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学応用演習 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学応用演習 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学応用演習 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学応用演習

兼担 准教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学応用演習 兼担 准教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学応用演習 兼担 教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学応用演習 兼担 教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学応用演習

兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学応用演習 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学応用演習 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学応用演習 兼担 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学応用演習

専任 助教 青山　友美 平成29年4月 経営システム工学応用演習 専任 助教 青山　友美 平成29年4月 経営システム工学応用演習

専任 教授 林　篤裕 平成29年4月 経営システム工学応用演習 専任 教授 林　篤裕 平成29年4月 経営システム工学応用演習

兼担 教授 藤原　愼太郎 平成29年4月 経営システム工学応用演習 兼担 教授 藤原　愼太郎 平成29年4月 経営システム工学応用演習

専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ

専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ

専任 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 専任 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 専任 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 専任 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ

専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ

専任 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 専任 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 専任 准教授 川村　大伸 平成29年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 専任 准教授 川村　大伸 平成29年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ

専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ

専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ

専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ

専任 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 専任 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 専任 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 専任 准教授 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ

専任 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 専任 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 専任 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 専任 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ

専任 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 専任 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 専任 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 専任 准教授 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ

兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ

兼担 准教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 兼担 准教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 兼担 教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 兼担 教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ

兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 兼担 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

就任予定年月 担当授業科目名氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名 氏　　名職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 担当授業科目名 職名 氏　　名職名 就任予定年月

専任 助教 青山　友美 平成29年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 専任 助教 青山　友美 平成29年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ

専任 教授 林　篤裕 平成29年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 専任 教授 林　篤裕 平成29年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ

兼担 教授 藤原　愼太郎 平成29年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 兼担 教授 藤原　愼太郎 平成29年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ

専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ

専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ

専任 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 専任 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 専任 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 専任 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ

専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ

専任 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 専任 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 専任 准教授 川村　大伸 平成29年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 専任 准教授 川村　大伸 平成29年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ

専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ

専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ

専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ

専任 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 専任 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 専任 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 専任 准教授 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ

専任 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 専任 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 専任 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 専任 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ

専任 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 専任 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 専任 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 専任 准教授 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ

兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ

兼担 准教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 兼担 准教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 兼担 教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 兼担 教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ

兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 兼担 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ

専任 助教 青山　友美 平成29年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 専任 助教 青山　友美 平成29年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ

専任 教授 林　篤裕 平成29年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 専任 教授 林　篤裕 平成29年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ

兼担 教授 藤原　愼太郎 平成29年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 兼担 教授 藤原　愼太郎 平成29年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ

専任 教授 井上　雅弘 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 井上　雅弘 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 井上　雅弘 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 井上　雅弘 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 小畑　誠 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 小畑　誠 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 小畑　誠 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 小畑　誠 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 前田　健一 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 前田　健一 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 前田　健一 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 前田　健一 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 中出　康一 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 中出　康一 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 中出　康一 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 中出　康一 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 張　鋒 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 張　鋒 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 張　鋒 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 張　鋒 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 藤田　素弘 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 藤田　素弘 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 藤田　素弘 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 藤田　素弘 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 冨永　晃宏 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 冨永　晃宏 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 冨永　晃宏 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 冨永　晃宏 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 麓　和善 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 麓　和善 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 麓　和善 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 麓　和善 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 加茂　紀和子 平成29年4月 実践研究セミナー 専任 教授 加茂　紀和子 平成29年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 小松　義典 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 小松　義典 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 小松　義典 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 小松　義典 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 上原　匠 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 上原　匠 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 上原　匠 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 上原　匠 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 須藤　正時 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 須藤　正時 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 須藤　正時 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 須藤　正時 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 梅村　恒 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 梅村　恒 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 梅村　恒 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 梅村　恒 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 北野　利一 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 北野　利一 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 北野　利一 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 教授 北野　利一 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 助教 Wisetjindawat Wisinee 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 Wisetjindawat Wisinee 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 Wisetjindawat Wisinee 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 中居　楓子 平成30年4月 実践研究セミナー

専任 助教 伊藤　洋介 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 伊藤　洋介 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 伊藤　洋介 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 伊藤　洋介 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 助教 海老澤　健正 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 海老澤　健正 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 海老澤　健正 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 海老澤　健正 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 助教 岩井　裕正 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 岩井　裕正 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 岩井　裕正 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 岩井　裕正 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 助教 吉田　亮 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 吉田　亮 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 吉田　亮 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 吉田　亮 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 助教 高橋　之 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 高橋　之 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 楠原　文雄 平成29年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 楠原　文雄 平成29年4月 実践研究セミナー

専任 助教 寺田　勝三 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 寺田　勝三 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 寺田　勝三 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 寺田　勝三 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 助教 庄　建治朗 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 庄　建治朗 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 庄　建治朗 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 庄　建治朗 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 助教 森河　由紀弘 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 森河　由紀弘 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 森河　由紀弘 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 森河　由紀弘 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 助教 須藤　美音 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 須藤　美音 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 須藤　美音 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 須藤　美音 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 助教 石井　成 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 石井　成 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 石井　成 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 石井　成 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 助教 浜口　孝司 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 浜口　孝司 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 助教 浜口　孝司 平成28年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 浜口　孝司 平成28年4月 実践研究セミナー

専任 教授 野中　哲也 平成29年4月 実践研究セミナー 専任 教授 野中　哲也 平成29年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 吉田　奈央子 平成29年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 吉田　奈央子 平成29年4月 実践研究セミナー

専任 助教 武田　健太 平成29年4月 実践研究セミナー 専任 助教 武田　健太 平成29年4月 実践研究セミナー

専任 准教授 川村　大伸 平成29年4月 実践研究セミナー 専任 准教授 川村　大伸 平成29年4月 実践研究セミナー

専任 助教 青山　友美 平成29年4月 実践研究セミナー 専任 助教 青山　友美 平成29年4月 実践研究セミナー

専任 教授 林　篤裕 平成29年4月 実践研究セミナー 専任 教授 林　篤裕 平成29年4月 実践研究セミナー

専任 教授 井上　雅弘 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 井上　雅弘 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 井上　雅弘 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 井上　雅弘 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 小畑　誠 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 小畑　誠 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 小畑　誠 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 小畑　誠 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 前田　健一 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 前田　健一 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 前田　健一 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 前田　健一 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 中出　康一 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 中出　康一 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 中出　康一 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 中出　康一 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 張　鋒 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 張　鋒 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 張　鋒 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 張　鋒 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 藤田　素弘 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 藤田　素弘 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 藤田　素弘 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 藤田　素弘 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 冨永　晃宏 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 冨永　晃宏 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 冨永　晃宏 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 冨永　晃宏 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 麓　和善 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 麓　和善 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 麓　和善 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 麓　和善 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 加茂　紀和子 平成29年4月 卒業研究 専任 教授 加茂　紀和子 平成29年4月 卒業研究

専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 小松　義典 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 小松　義典 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 小松　義典 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 小松　義典 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 上原　匠 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 上原　匠 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 上原　匠 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 上原　匠 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 須藤　正時 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 須藤　正時 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 須藤　正時 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 須藤　正時 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 梅村　恒 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 梅村　恒 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 梅村　恒 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 梅村　恒 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 北野　利一 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 北野　利一 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 北野　利一 平成28年4月 卒業研究 専任 教授 北野　利一 平成28年4月 卒業研究

専任 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 卒業研究

専任 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 卒業研究

専任 助教 Wisetjindawat Wisinee 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 Wisetjindawat Wisinee 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 Wisetjindawat Wisinee 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 中居　楓子 平成30年4月 卒業研究

専任 助教 伊藤　洋介 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 伊藤　洋介 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 伊藤　洋介 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 伊藤　洋介 平成28年4月 卒業研究

専任 助教 海老澤　健正 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 海老澤　健正 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 海老澤　健正 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 海老澤　健正 平成28年4月 卒業研究

専任 助教 岩井　裕正 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 岩井　裕正 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 岩井　裕正 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 岩井　裕正 平成28年4月 卒業研究

専任 助教 吉田　亮 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 吉田　亮 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 吉田　亮 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 吉田　亮 平成28年4月 卒業研究

専任 助教 高橋　之 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 高橋　之 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 楠原　文雄 平成29年4月 卒業研究 専任 准教授 楠原　文雄 平成29年4月 卒業研究
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

就任予定年月 担当授業科目名氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名 氏　　名職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 担当授業科目名 職名 氏　　名職名 就任予定年月

専任 助教 寺田　勝三 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 寺田　勝三 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 寺田　勝三 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 寺田　勝三 平成28年4月 卒業研究

専任 助教 庄　建治朗 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 庄　建治朗 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 庄　建治朗 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 庄　建治朗 平成28年4月 卒業研究

専任 助教 森河　由紀弘 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 森河　由紀弘 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 森河　由紀弘 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 森河　由紀弘 平成28年4月 卒業研究

専任 助教 須藤　美音 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 須藤　美音 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 須藤　美音 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 須藤　美音 平成28年4月 卒業研究

専任 助教 石井　成 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 石井　成 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 石井　成 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 石井　成 平成28年4月 卒業研究

専任 助教 浜口　孝司 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 浜口　孝司 平成28年4月 卒業研究 専任 助教 浜口　孝司 平成28年4月 卒業研究 専任 准教授 浜口　孝司 平成28年4月 卒業研究

専任 教授 野中　哲也 平成29年4月 卒業研究 専任 教授 野中　哲也 平成29年4月 卒業研究

専任 准教授 吉田　奈央子 平成29年4月 卒業研究 専任 准教授 吉田　奈央子 平成29年4月 卒業研究

専任 助教 武田　健太 平成29年4月 卒業研究 専任 助教 武田　健太 平成29年4月 卒業研究

専任 准教授 川村　大伸 平成29年4月 卒業研究 専任 准教授 川村　大伸 平成29年4月 卒業研究

専任 助教 青山　友美 平成29年4月 卒業研究 専任 助教 青山　友美 平成29年4月 卒業研究

専任 教授 林　篤裕 平成29年4月 卒業研究 専任 教授 林　篤裕 平成29年4月 卒業研究

専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 フレッシュマンセミナー

専任 教授 前田　健一 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 教授 前田　健一 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 教授 前田　健一 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 教授 前田　健一 平成28年4月 フレッシュマンセミナー

専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 横山　淳一 平成30年4月 フレッシュマンセミナー

兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 フレッシュマンセミナー

兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 教授 橋本　芳宏 平成29年4月 フレッシュマンセミナー 専任 教授 橋本　芳宏 平成29年4月 フレッシュマンセミナー

兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 兼田　敏之 平成29年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 兼田　敏之 平成29年4月 フレッシュマンセミナー

兼担 教授 大原　繁男 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 大原　繁男 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 准教授 佐藤　篤司 平成29年4月 フレッシュマンセミナー 専任 准教授 佐藤　篤司 平成29年4月 フレッシュマンセミナー

兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 秀島　栄三 平成29年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 秀島　栄三 平成29年4月 フレッシュマンセミナー

専任 教授 中出　康一 平成29年4月 フレッシュマンセミナー 専任 教授 中出　康一 平成29年4月 フレッシュマンセミナー

専任 教授 藤田　素弘 平成29年4月 フレッシュマンセミナー 専任 教授 藤田　素弘 平成29年4月 フレッシュマンセミナー

専任 助教 浜口　孝司 平成29年4月 フレッシュマンセミナー 専任 准教授 浜口　孝司 平成29年4月 フレッシュマンセミナー

兼担 特任教員 桑原　容子 平成30年4月 フレッシュマンセミナー

兼担 教授 石松　丈佳 平成30年4月 フレッシュマンセミナー

兼担 教授 徳丸　宜穂 平成30年4月 フレッシュマンセミナー

専任 教授 北野　利一 平成30年4月 フレッシュマンセミナー

兼担 教授 川橋　範子 平成28年4月 異文化理解 兼担 教授 川橋　範子 平成28年4月 異文化理解 兼担 教授 川橋　範子 平成28年4月 異文化理解 兼担 教授 川橋　範子 平成28年4月 異文化理解

兼任 非常勤講師 萩尾　生 平成28年4月 異文化理解 兼任 非常勤講師 萩尾　生 平成28年4月 異文化理解 兼担 准教授 金　銀珠 平成30年4月 異文化理解

兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 感性と社会 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 感性と社会 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 感性と社会 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 感性と社会

兼担 准教授 田中　優子 平成28年4月 心理学 兼担 准教授 田中　優子 平成28年4月 心理学 兼担 准教授 田中　優子 平成28年4月 心理学 兼担 准教授 田中　優子 平成28年4月 心理学

兼担 准教授 小田　亮 平成28年4月 生物と環境 兼担 准教授 小田　亮 平成28年4月 生物と環境 兼担 教授 小田　亮 平成28年4月 生物と環境 兼担 教授 小田　亮 平成28年4月 生物と環境

兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 生物と環境 兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 生物と環境 兼担 教授 増田　理子 平成28年4月 生物と環境 兼担 教授 増田　理子 平成28年4月 生物と環境

兼担 准教授 田中　優子 平成28年4月 対人コミュニケーション論 兼担 准教授 田中　優子 平成28年4月 対人コミュニケーション論 兼担 准教授 田中　優子 平成28年4月 対人コミュニケーション論 兼担 准教授 田中　優子 平成28年4月 対人コミュニケーション論

兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本文化論 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本文化論 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本文化論 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本文化論

兼担 准教授 小田　亮 平成28年4月 人間行動学 兼担 准教授 小田　亮 平成28年4月 人間行動学 兼担 教授 小田　亮 平成28年4月 人間行動学 兼担 教授 小田　亮 平成28年4月 人間行動学

兼任 非常勤講師 池田　功毅 平成28年4月 人間行動学 兼任 非常勤講師 池田　功毅 平成28年4月 人間行動学 兼任 非常勤講師 池田　功毅 平成28年4月 人間行動学 兼任 非常勤講師 池田　功毅 平成28年4月 人間行動学

兼担 教授 永渕　康之 平成28年4月 人間社会ゼミナール 兼担 教授 永渕　康之 平成28年4月 人間社会ゼミナール 兼担 教授 永渕　康之 平成28年4月 人間社会ゼミナール 兼担 教授 川橋　範子 平成30年4月 人間社会ゼミナール

兼任 非常勤講師 磯部　美里 平成28年4月 アジア・太平洋史 兼任 非常勤講師 磯部　美里 平成28年4月 アジア・太平洋史 兼任 非常勤講師 磯部　美里 平成28年4月 アジア・太平洋史 兼任 非常勤講師 磯部　美里 平成28年4月 アジア・太平洋史

兼任 非常勤講師 秋元　悦子 平成30年4月 アジア・太平洋史

兼担 教授 川島　慶子 平成28年4月 科学技術史 兼担 教授 川島　慶子 平成28年4月 科学技術史 兼担 教授 川島　慶子 平成28年4月 科学技術史 兼担 教授 川島　慶子 平成28年4月 科学技術史

兼担 教授 川島　慶子 平成28年4月 科学思想史 兼担 教授 川島　慶子 平成28年4月 科学思想史 兼担 教授 川島　慶子 平成28年4月 科学思想史 兼担 教授 川島　慶子 平成28年4月 科学思想史

兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 科学と哲学 兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 科学と哲学 兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 科学と哲学 兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 科学と哲学

兼担 教授 永渕　康之 平成28年4月 共生社会論 兼担 教授 永渕　康之 平成28年4月 共生社会論 兼担 教授 永渕　康之 平成28年4月 共生社会論 兼任 非常勤講師 齋藤　典子 平成30年4月 共生社会論

兼任 非常勤講師 加藤　里紗 平成30年4月 共生社会論

兼任 非常勤講師 松波　京子 平成28年4月 近現代史 兼任 非常勤講師 松波　京子 平成28年4月 近現代史 兼任 非常勤講師 松波　京子 平成28年4月 近現代史 兼任 非常勤講師 松波　京子 平成28年4月 近現代史

専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 公共の哲学 専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 公共の哲学 兼担 教授 藤本　温 平成29年4月 公共の哲学 兼担 教授 藤本　温 平成29年4月 公共の哲学

兼担 教授 川橋　範子 平成28年4月 宗教文化論 兼担 教授 川橋　範子 平成28年4月 宗教文化論 兼担 教授 川橋　範子 平成28年4月 宗教文化論 兼担 教授 川橋　範子 平成28年4月 宗教文化論

兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経済学 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経済学 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経済学 兼担 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経済学

兼任 非常勤講師 齋藤　典子 平成28年4月 現代社会論 兼任 非常勤講師 齋藤　典子 平成28年4月 現代社会論 兼任 非常勤講師 齋藤　典子 平成28年4月 現代社会論 兼任 非常勤講師 齋藤　典子 平成28年4月 現代社会論

兼任 非常勤講師 安武　裕和 平成28年4月 現代政治論 兼任 非常勤講師 安武　裕和 平成28年4月 現代政治論 兼任 非常勤講師 安武　裕和 平成28年4月 現代政治論 兼任 非常勤講師 安武　裕和 平成28年4月 現代政治論

兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 公共政策論 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 公共政策論 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 公共政策論 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 公共政策論

兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 生涯学習論 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 生涯学習論 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 生涯学習論 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 生涯学習論

兼担 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 情報社会論 兼担 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 情報社会論

兼担 助教 武藤　敦子 平成28年4月 情報社会論 兼担 助教 武藤　敦子 平成28年4月 情報社会論 兼担 准教授 武藤　敦子 平成28年4月 情報社会論 兼担 准教授 打矢　隆弘 平成30年4月 情報社会論

兼担 准教授 齋藤　彰一 平成28年4月 情報社会論 兼担 准教授 齋藤　彰一 平成28年4月 情報社会論 兼担 教授 齋藤　彰一 平成28年4月 情報社会論 兼担 教授 齋藤　彰一 平成28年4月 情報社会論

兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 地域研究Ⅰ 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 地域研究Ⅰ 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 地域研究Ⅰ 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 地域研究Ⅰ

兼任 非常勤講師 金　銀珠 平成28年4月 地域研究Ⅰ 兼任 非常勤講師 金　銀珠 平成28年4月 地域研究Ⅰ 兼担 准教授 金　銀珠 平成28年4月 地域研究Ⅰ 兼担 准教授 金　銀珠 平成28年4月 地域研究Ⅰ

兼任 非常勤講師 磯部　美里 平成29年4月 地域研究Ⅰ 兼任 非常勤講師 磯部　美里 平成29年4月 地域研究Ⅰ

兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 地域研究Ⅱ 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 地域研究Ⅱ 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 地域研究Ⅱ 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 地域研究Ⅱ

兼任 非常勤講師 金　銀珠 平成28年4月 地域研究Ⅱ 兼任 非常勤講師 金　銀珠 平成28年4月 地域研究Ⅱ 兼担 准教授 金　銀珠 平成28年4月 地域研究Ⅱ 兼担 准教授 金　銀珠 平成28年4月 地域研究Ⅱ

兼任 非常勤講師 磯部　美里 平成29年4月 地域研究Ⅱ 兼任 非常勤講師 吉田　仁 平成30年4月 地域研究Ⅱ

兼任 非常勤講師 小林　正嗣 平成28年4月 日本国憲法 兼任 非常勤講師 小林　正嗣 平成28年4月 日本国憲法 兼任 非常勤講師 小林　正嗣 平成28年4月 日本国憲法 兼任 非常勤講師 小林　正嗣 平成28年4月 日本国憲法

兼担 教授 南　範彦 平成28年4月 線形代数Ⅰ 兼担 教授 南　範彦 平成28年4月 線形代数Ⅰ 兼担 教授 足立　俊明 平成29年4月 線形代数Ⅰ 兼任 非常勤講師 加藤　勲 平成30年4月 線形代数Ⅰ

兼任 非常勤講師 新倉　保夫 平成28年4月 線形代数Ⅰ 兼任 非常勤講師 新倉　保夫 平成28年4月 線形代数Ⅰ 兼任 非常勤講師 新倉　保夫 平成28年4月 線形代数Ⅰ 兼担 教授 山岸　正和 平成30年4月 線形代数Ⅰ

兼担 准教授 林　倫弘 平成29年4月 線形代数Ⅰ 兼担 准教授 中村　美浩 平成30年4月 線形代数Ⅰ

兼担 教授 南　範彦 平成28年4月 線形代数Ⅱ 兼担 教授 南　範彦 平成28年4月 線形代数Ⅱ 兼担 教授 足立　俊明 平成29年4月 線形代数Ⅱ 兼任 非常勤講師 加藤　勲 平成30年4月 線形代数Ⅱ

兼任 非常勤講師 新倉　保夫 平成28年4月 線形代数Ⅱ 兼任 非常勤講師 新倉　保夫 平成28年4月 線形代数Ⅱ 兼任 非常勤講師 新倉　保夫 平成28年4月 線形代数Ⅱ 兼担 教授 山岸　正和 平成30年4月 線形代数Ⅱ

兼担 准教授 林　倫弘 平成29年4月 線形代数Ⅱ 兼担 准教授 中村　美浩 平成30年4月 線形代数Ⅱ

兼担 准教授 佐伯　明洋 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習 兼担 准教授 佐伯　明洋 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習 兼担 准教授 岩下　弘一 平成29年4月 微分積分Ⅰ及び演習 兼担 教授 松添　博 平成30年4月 微分積分Ⅰ及び演習

兼担 准教授 中村　美浩 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習 兼担 准教授 中村　美浩 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習 兼担 准教授 大橋　美佐 平成29年4月 微分積分Ⅰ及び演習 兼担 准教授 大橋　美佐 平成29年4月 微分積分Ⅰ及び演習

兼担 准教授 鈴木　政尋 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習 兼担 准教授 鈴木　政尋 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習 兼担 准教授 鈴木　政尋 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習 兼担 准教授 林　倫弘 平成30年4月 微分積分Ⅰ及び演習

兼担 准教授 佐伯　明洋 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習 兼担 准教授 佐伯　明洋 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習 兼担 准教授 岩下　弘一 平成29年4月 微分積分Ⅱ及び演習 兼担 教授 松添　博 平成30年4月 微分積分Ⅱ及び演習

兼担 准教授 中村　美浩 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習 兼担 准教授 中村　美浩 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習 兼担 准教授 大橋　美佐 平成29年4月 微分積分Ⅱ及び演習 兼担 准教授 大橋　美佐 平成29年4月 微分積分Ⅱ及び演習

兼担 准教授 鈴木　政尋 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習 兼担 准教授 鈴木　政尋 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習 兼担 准教授 鈴木　政尋 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習 兼担 准教授 林　倫弘 平成30年4月 微分積分Ⅱ及び演習

専任 准教授 梅村　恒 平成28年4月 力学 専任 准教授 梅村　恒 平成28年4月 力学 専任 准教授 梅村　恒 平成28年4月 力学 専任 准教授 梅村　恒 平成28年4月 力学

専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 力学 専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 力学 専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 力学 専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 力学

専任 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 力学 専任 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 力学 専任 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 力学 専任 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 力学

専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 物理学演習Ⅰ 専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 物理学演習Ⅰ 専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 物理学演習Ⅰ 専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 物理学演習Ⅰ

専任 助教 吉田　亮 平成28年4月 物理学演習Ⅰ 専任 助教 吉田　亮 平成28年4月 物理学演習Ⅰ

兼担 准教授 在田　謙一郎 平成28年4月 電磁気学 兼担 准教授 在田　謙一郎 平成28年4月 電磁気学 兼担 准教授 在田　謙一郎 平成28年4月 電磁気学 兼担 准教授 在田　謙一郎 平成28年4月 電磁気学

兼担 教授 高橋　聡 平成28年4月 電磁気学 兼担 教授 高橋　聡 平成28年4月 電磁気学 兼担 准教授 木村　高志 平成29年4月 電磁気学 兼担 准教授 木村　高志 平成29年4月 電磁気学

専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 物理学実験 専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 物理学実験 専任 助教 Wisetjindawat Wisinee 平成29年4月 物理学実験

専任 助教 伊藤　洋介 平成28年4月 物理学実験 専任 助教 伊藤　洋介 平成28年4月 物理学実験 専任 助教 伊藤　洋介 平成28年4月 物理学実験 専任 助教 伊藤　洋介 平成28年4月 物理学実験

専任 助教 高橋　之 平成28年4月 物理学実験 専任 助教 高橋　之 平成28年4月 物理学実験 専任 准教授 楠原　文雄 平成29年4月 物理学実験 専任 准教授 楠原　文雄 平成29年4月 物理学実験

専任 助教 須藤　美音 平成28年4月 物理学実験 専任 助教 須藤　美音 平成28年4月 物理学実験 専任 准教授 須藤　美音 平成28年4月 物理学実験 専任 助教 武田　健太 平成30年4月 物理学実験

兼担 助教 高柳　真司 平成28年4月 物理学実験 兼担 助教 高柳　真司 平成28年4月 物理学実験 兼担 助教 高柳　真司 平成28年4月 物理学実験 兼担 助教 高柳　真司 平成28年4月 物理学実験

専任 助教 石井　成 平成29年4月 物理学実験 専任 助教 石井　成 平成29年4月 物理学実験

兼担 教授 大原　繁男 平成29年4月 物理学実験 兼担 教授 大原　繁男 平成29年4月 物理学実験

兼担 准教授 園山　範之 平成28年4月 基礎化学 兼担 准教授 園山　範之 平成28年4月 基礎化学 兼担 教授 多賀　圭次郎 平成29年4月 基礎化学 兼担 教授 井田　隆 平成30年4月 基礎化学

兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 基礎化学 兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 基礎化学 兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 基礎化学 兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 基礎化学

兼担 准教授 白井　孝 平成30年4月 基礎化学

兼担 教授 川崎　晋司 平成28年4月 化学結合論 兼担 教授 川崎　晋司 平成28年4月 化学結合論 兼担 教授 川崎　晋司 平成28年4月 化学結合論 兼担 教授 川崎　晋司 平成28年4月 化学結合論

兼担 教授 青木　純 平成28年4月 化学結合論 兼担 教授 青木　純 平成28年4月 化学結合論 兼担 教授 青木　純 平成28年4月 化学結合論 兼担 教授 青木　純 平成28年4月 化学結合論

専任 教授 越島　一郎 平成28年4月 地球科学 専任 教授 越島　一郎 平成28年4月 地球科学 専任 教授 越島　一郎 平成28年4月 地球科学 専任 教授 越島　一郎 平成28年4月 地球科学

専任 教授 張　鋒 平成28年4月 地球科学実験 専任 教授 張　鋒 平成28年4月 地球科学実験 専任 教授 張　鋒 平成28年4月 地球科学実験 専任 教授 張　鋒 平成28年4月 地球科学実験

専任 助教 森河　由紀弘 平成28年4月 地球科学実験 専任 助教 森河　由紀弘 平成28年4月 地球科学実験 専任 助教 森河　由紀弘 平成28年4月 地球科学実験 専任 助教 森河　由紀弘 平成28年4月 地球科学実験

兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 地球科学実験 兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 地球科学実験 兼担 教授 増田　理子 平成28年4月 地球科学実験 兼担 教授 増田　理子 平成28年4月 地球科学実験

兼担 教授 大桑　哲男 平成28年4月 生体機能科学 兼担 教授 大桑　哲男 平成28年4月 生体機能科学 兼任 非常勤講師 関　豪 平成29年4月 生体機能科学 兼任 非常勤講師 関　豪 平成29年4月 生体機能科学

兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 生体機能科学 兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 生体機能科学 兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 生体機能科学 兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 生体機能科学

兼担 教授 青木　純 平成28年4月 生体機能科学 兼担 教授 青木　純 平成28年4月 生体機能科学 兼担 教授 青木　純 平成28年4月 生体機能科学 兼担 准教授 吉水　広明 平成30年4月 生体機能科学

兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 生体機能科学 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 生体機能科学 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 生体機能科学 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 生体機能科学
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

就任予定年月 担当授業科目名氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名 氏　　名職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 担当授業科目名 職名 氏　　名職名 就任予定年月

兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 生体機能科学 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 生体機能科学 兼担 准教授 小笠原　理紀 平成29年4月 生体機能科学 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成30年4月 生体機能科学

兼担 准教授 出羽　毅久 平成28年4月 生体機能科学 兼担 准教授 出羽　毅久 平成28年4月 生体機能科学 兼担 教授 出羽　毅久 平成28年4月 生体機能科学

兼任 非常勤講師 村上　太郎 平成29年4月 生体機能科学 兼任 非常勤講師 村上　太郎 平成29年4月 生体機能科学

専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 産業論 専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 産業論 専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 産業論 専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 産業論

兼担 教授 江龍　修 平成28年4月 産業論 兼担 教授 江龍　修 平成28年4月 産業論 兼担 教授 江龍　修 平成28年4月 産業論 兼担 教授 江龍　修 平成28年4月 産業論

兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 産業論 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 産業論 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 産業論 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 産業論

兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 産業論 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 産業論 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 産業論 兼担 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 産業論

兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 産業論 兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 産業論 兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 産業論 兼担 教授 犬塚　信博 平成28年4月 産業論

兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 産業論 兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 産業論 兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 産業論 兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 産業論

兼担 特任教員 桑原　容子 平成30年4月 産業論

専任 准教授 佐藤　篤司 平成30年4月 産業論

専任 教授 仁科　健 平成28年4月 金融学 専任 教授 仁科　健 平成28年4月 金融学 専任 教授 仁科　健 平成28年4月 金融学 専任 准教授 川村　大伸 平成30年4月 金融学

専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 法工学 専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 法工学 専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 法工学 専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 法工学

専任 教授 仁科　健 平成28年4月 法工学 専任 教授 仁科　健 平成28年4月 法工学 専任 教授 仁科　健 平成28年4月 法工学 兼担 教授 渡辺　研司 平成30年4月 法工学

専任 教授 水谷　章夫 平成28年4月 法工学 専任 教授 水谷　章夫 平成28年4月 法工学 兼任 非常勤講師 水谷　章夫 平成28年4月 法工学

専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 法工学 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 法工学 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 法工学 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 法工学

兼担 教授 萩原　正弥 平成28年4月 法工学 兼担 教授 萩原　正弥 平成28年4月 法工学 兼担 教授 萩原　正弥 平成28年4月 法工学 兼担 教授 萩原　正弥 平成28年4月 法工学

兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 法工学 兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 法工学 兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 法工学 兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 法工学

兼担 教授 市川　洋 平成28年4月 法工学 兼担 教授 市川　洋 平成28年4月 法工学 兼担 教授 市川　洋 平成28年4月 法工学 兼担 教授 市川　洋 平成28年4月 法工学

兼担 准教授 安井　晋示 平成28年4月 法工学 兼担 准教授 安井　晋示 平成28年4月 法工学 兼担 教授 安井　晋示 平成28年4月 法工学 兼担 教授 安井　晋示 平成28年4月 法工学

兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 法工学 兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 法工学 兼担 教授 増田　理子 平成28年4月 法工学 兼担 教授 増田　理子 平成28年4月 法工学

兼担 准教授 米谷　昭彦 平成28年4月 法工学 兼担 准教授 米谷　昭彦 平成28年4月 法工学 兼担 准教授 米谷　昭彦 平成28年4月 法工学 兼担 准教授 米谷　昭彦 平成28年4月 法工学

兼任 非常勤講師 濱田　恵美子 平成28年4月 知的財産権 兼任 非常勤講師 濱田　恵美子 平成28年4月 知的財産権 兼任 非常勤講師 濱田　恵美子 平成28年4月 知的財産権 兼任 非常勤講師 鈴木　恵美 平成30年4月 知的財産権

兼担 准教授 矢野　卓真 平成28年4月 知的財産権 兼担 准教授 矢野　卓真 平成28年4月 知的財産権 兼担 准教授 矢野　卓真 平成28年4月 知的財産権 兼担 准教授 矢野　卓真 平成28年4月 知的財産権

専任 教授 仁科　健 平成28年4月 マーケティング 専任 教授 仁科　健 平成28年4月 マーケティング 専任 教授 仁科　健 平成28年4月 マーケティング 専任 教授 藤田　素弘 平成30年4月 マーケティング

兼担 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 マーケティング 兼担 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 マーケティング 兼担 特任教員 加藤　雄一郎 平成28年4月 マーケティング 兼任 非常勤講師 小林　富雄 平成30年4月 マーケティング

兼任 非常勤講師 土屋　仁志 平成30年4月 マーケティング

専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営戦略 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営戦略 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営戦略 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営戦略

兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営戦略 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営戦略 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営戦略 兼担 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営戦略

兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 政策科学 兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 政策科学 兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 政策科学 兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 政策科学

兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 政策科学 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 政策科学 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 政策科学 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 政策科学

兼任 非常勤講師 井澤　知旦 平成30年4月 政策科学

兼任 非常勤講師 足立　直樹 平成28年4月 会計学 兼任 非常勤講師 足立　直樹 平成28年4月 会計学 兼任 非常勤講師 足立　直樹 平成28年4月 会計学 兼任 非常勤講師 足立　直樹 平成28年4月 会計学

兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 工学倫理 兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 工学倫理 兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 工学倫理 兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 工学倫理

専任 教授 仁科　健 平成28年4月 管理工学 専任 教授 仁科　健 平成28年4月 管理工学 専任 教授 仁科　健 平成28年4月 管理工学 専任 助教 青山　友美 平成30年4月 管理工学

専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 管理工学 専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 管理工学 専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 管理工学 専任 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 管理工学

専任 教授 中出　康一 平成28年4月 管理工学 専任 教授 中出　康一 平成28年4月 管理工学 専任 教授 中出　康一 平成28年4月 管理工学 専任 教授 中出　康一 平成28年4月 管理工学

専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 管理工学 専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 管理工学 専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 管理工学 専任 教授 鷲見　克典 平成28年4月 管理工学

専任 教授 小竹　暢隆 平成28年4月 管理工学 専任 教授 小竹　暢隆 平成28年4月 管理工学 兼任 非常勤講師 小竹　暢隆 平成28年4月 管理工学 専任 准教授 川村　大伸 平成30年4月 管理工学

専任 教授 越島　一郎 平成28年4月 管理工学 専任 教授 越島　一郎 平成28年4月 管理工学 専任 教授 越島　一郎 平成28年4月 管理工学 専任 教授 越島　一郎 平成28年4月 管理工学

専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 管理工学 専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 管理工学 専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 管理工学 専任 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 管理工学

専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 管理工学 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 管理工学 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 管理工学 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 管理工学

専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 管理工学 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 管理工学 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 管理工学 専任 准教授 小島　貢利 平成28年4月 管理工学

専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 管理工学 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 管理工学 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 管理工学 専任 准教授 神田　幸治 平成28年4月 管理工学

専任 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 管理工学 専任 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 管理工学 専任 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 管理工学 専任 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 管理工学

専任 助教 石井　成 平成28年4月 管理工学 専任 助教 石井　成 平成28年4月 管理工学 専任 助教 石井　成 平成28年4月 管理工学 専任 助教 石井　成 平成28年4月 管理工学

専任 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 管理工学 専任 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 管理工学 専任 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 管理工学 専任 准教授 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 管理工学

兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 管理工学

兼担 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 管理工学 兼担 特任教員 加藤　雄一郎 平成28年4月 管理工学 専任 准教授 浜口　孝司 平成30年4月 管理工学

兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 管理工学

兼担 准教授 武藤　敦子 平成30年4月 管理工学

兼担 教授 中野　功 平成28年4月 労働者管理基礎論 兼担 教授 中野　功 平成28年4月 労働者管理基礎論 兼担 教授 中野　功 平成28年4月 労働者管理基礎論 兼担 教授 中野　功 平成28年4月 労働者管理基礎論

兼担 准教授 冨田　悟江 平成28年4月 労働者管理基礎論 兼担 准教授 冨田　悟江 平成28年4月 労働者管理基礎論 兼担 准教授 冨田　悟江 平成28年4月 労働者管理基礎論

兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 労働者管理基礎論 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 労働者管理基礎論 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 労働者管理基礎論

専任 教授 井上　雅弘 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 教授 井上　雅弘 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 教授 井上　雅弘 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 教授 井上　雅弘 平成28年4月 ものづくりとデザイン

専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 ものづくりとデザイン

専任 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 ものづくりとデザイン

専任 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 ものづくりとデザイン

専任 教授 麓　和善 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 教授 麓　和善 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 教授 麓　和善 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 教授 麓　和善 平成28年4月 ものづくりとデザイン

専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 ものづくりとデザイン

専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 ものづくりとデザイン

専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 ものづくりとデザイン

専任 准教授 小松　義典 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 准教授 小松　義典 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 准教授 小松　義典 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 准教授 小松　義典 平成28年4月 ものづくりとデザイン

専任 准教授 須藤　正時 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 准教授 須藤　正時 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 准教授 須藤　正時 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 准教授 須藤　正時 平成28年4月 ものづくりとデザイン

専任 准教授 梅村　恒 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 准教授 梅村　恒 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 准教授 梅村　恒 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 准教授 梅村　恒 平成28年4月 ものづくりとデザイン

専任 助教 伊藤　洋介 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 助教 伊藤　洋介 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 助教 伊藤　洋介 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 助教 伊藤　洋介 平成28年4月 ものづくりとデザイン

専任 助教 高橋　之 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 助教 高橋　之 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 教授 加茂　紀和子 平成29年4月 ものづくりとデザイン 専任 教授 加茂　紀和子 平成29年4月 ものづくりとデザイン

専任 助教 寺田　勝三 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 助教 寺田　勝三 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 助教 寺田　勝三 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 助教 寺田　勝三 平成28年4月 ものづくりとデザイン

専任 助教 須藤　美音 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 助教 須藤　美音 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 准教授 須藤　美音 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 准教授 須藤　美音 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 兼田　敏之 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 石松　丈佳 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 石松　丈佳 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 北川　啓介 平成28年4月 ものづくりとデザイン

専任 准教授 楠原　文雄 平成29年4月 ものづくりとデザイン 専任 准教授 楠原　文雄 平成29年4月 ものづくりとデザイン

兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 自治体行政 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 自治体行政 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 自治体行政

専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 コミュニティと技術 専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 コミュニティと技術 専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 コミュニティと技術 専任 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 コミュニティと技術

専任 准教授 梅村　恒 平成28年4月 コミュニティと技術 専任 准教授 梅村　恒 平成28年4月 コミュニティと技術 専任 准教授 梅村　恒 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 コミュニティと技術 兼任 非常勤講師 大貫　徹 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 教授 加藤　昇平 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 加藤　昇平 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 加藤　昇平 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 加藤　昇平 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 准教授 小田　亮 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 小田　亮 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 小田　亮 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 小田　亮 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 コミュニティと技術

兼任 非常勤講師 濱田　恵美子 平成28年4月 コミュニティと技術 兼任 非常勤講師 濱田　恵美子 平成28年4月 コミュニティと技術 兼任 非常勤講師 濱田　恵美子 平成28年4月 コミュニティと技術 兼任 非常勤講師 濱田　恵美子 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 准教授 横山　淳一 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 横山　淳一 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 横山　淳一 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 横山　淳一 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 男女共同参画社会論 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 男女共同参画社会論 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 男女共同参画社会論 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 男女共同参画社会論

兼任 非常勤講師 乙部　由子 平成28年4月 男女共同参画社会論 兼任 非常勤講師 乙部　由子 平成28年4月 男女共同参画社会論 兼任 非常勤講師 乙部　由子 平成28年4月 男女共同参画社会論 兼担 特任教員 乙部　由子 平成28年4月 男女共同参画社会論

専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 企業経営 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 企業経営 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 企業経営 専任 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 企業経営

兼担 特任教員 高井　一 平成28年4月 キャリア・コミュニケーション論 兼担 特任教員 高井　一 平成28年4月 キャリア・コミュニケーション論 兼任 非常勤講師 袴田　和子 平成30年4月 キャリア・コミュニケーション論

兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 食糧工学

兼担 教授 多田　豊 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 多田　豊 平成28年4月 食糧工学 兼任 非常勤講師 多田　豊 平成28年4月 食糧工学 兼任 非常勤講師 多田　豊 平成28年4月 食糧工学

兼担 教授 藤　正督 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 藤　正督 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 藤　正督 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 藤　正督 平成28年4月 食糧工学

兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 渡辺　研司 平成28年4月 食糧工学

兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 食糧工学

兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 増田　理子 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 増田　理子 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 増田　理子 平成28年4月 食糧工学

兼担 准教授 永田　和寿 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 永田　和寿 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 永田　和寿 平成28年4月 食糧工学

兼担 准教授 横山　淳一 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 横山　淳一 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 横山　淳一 平成28年4月 食糧工学

兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 食糧工学

兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 秀島　栄三 平成28年4月 食糧工学

兼担 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 石松　丈佳 平成28年4月 食糧工学
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

就任予定年月 担当授業科目名氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名 氏　　名職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 担当授業科目名 職名 氏　　名職名 就任予定年月

兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 北川　啓介 平成28年4月 食糧工学

兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 キャリアデザイン 兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 キャリアデザイン 兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 キャリアデザイン 兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 キャリアデザイン

兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成29年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成30年4月 Academic EnglishⅠ

兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅠ

兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 教授 大貫　徹 平成29年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成30年4月 Academic EnglishⅠ

兼担 准教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅠ

兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅠ

兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成29年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成29年4月 Academic EnglishⅠ

兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成29年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成29年4月 Academic EnglishⅠ

兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 Academic EnglishⅠ

兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅠ

兼任 非常勤講師 Ｐｕｄｗｉｌｌ　Ｌａｒｒｙ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ｐｕｄｗｉｌｌ　Ｌａｒｒｙ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ｐｕｄｗｉｌｌ　Ｌａｒｒｙ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ｐｕｄｗｉｌｌ　Ｌａｒｒｙ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ

兼任 非常勤講師 佐藤　真理 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 佐藤　真理 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 佐藤　真理 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 佐藤　真理 平成28年4月 Academic EnglishⅠ

兼任 非常勤講師 浅井　淳 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 浅井　淳 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 浅井　淳 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 浅井　淳 平成28年4月 Academic EnglishⅠ

兼任 非常勤講師 梅村フィデス　スザンヌ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 梅村フィデス　スザンヌ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 梅村フィデス　スザンヌ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 梅村フィデス　スザンヌ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ

兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成29年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成29年4月 Academic EnglishⅠ

兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成29年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成30年4月 Academic EnglishⅡ

兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅡ

兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 教授 大貫　徹 平成29年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成30年4月 Academic EnglishⅡ

兼担 准教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅡ

兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅡ

兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成29年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成29年4月 Academic EnglishⅡ

兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成29年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成29年4月 Academic EnglishⅡ

兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 Academic EnglishⅡ

兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅡ

兼任 非常勤講師 Ｐｕｄｗｉｌｌ　Ｌａｒｒｙ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ｐｕｄｗｉｌｌ　Ｌａｒｒｙ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ｐｕｄｗｉｌｌ　Ｌａｒｒｙ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ｐｕｄｗｉｌｌ　Ｌａｒｒｙ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ

兼任 非常勤講師 佐藤　真理 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 佐藤　真理 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 佐藤　真理 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 佐藤　真理 平成28年4月 Academic EnglishⅡ

兼任 非常勤講師 浅井　淳 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 浅井　淳 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 浅井　淳 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 浅井　淳 平成28年4月 Academic EnglishⅡ

兼任 非常勤講師 梅村フィデス　スザンヌ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 梅村フィデス　スザンヌ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 梅村フィデス　スザンヌ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 梅村フィデス　スザンヌ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ

兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成29年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成29年4月 Academic EnglishⅡ

兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼担 准教授 吉田　江依子 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 吉田　江依子 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 教授 吉田　江依子 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 横越　梓 平成30年4月 English SeminarⅠ

兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Binford Paul Kenneth 平成29年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Binford Paul Kenneth 平成29年4月 English SeminarⅠ

兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼任 非常勤講師 Parsons John Joseph 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Parsons John Joseph 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Parsons John Joseph 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Parsons John Joseph 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼任 非常勤講師 高橋　妙子 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 高橋　妙子 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 高橋　妙子 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 高橋　妙子 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼任 非常勤講師 尾山　晋 平成29年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成30年4月 English SeminarⅠ

兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼担 准教授 吉田　江依子 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 吉田　江依子 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 教授 吉田　江依子 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 横越　梓 平成30年4月 English SeminarⅡ

兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Binford Paul Kenneth 平成29年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Binford Paul Kenneth 平成29年4月 English SeminarⅡ

兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼任 非常勤講師 Parsons John Joseph 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Parsons John Joseph 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Parsons John Joseph 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Parsons John Joseph 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼任 非常勤講師 高橋　妙子 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 高橋　妙子 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 高橋　妙子 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 高橋　妙子 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼任 非常勤講師 尾山　晋 平成29年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成30年4月 English SeminarⅡ

兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成30年4月 Academic EnglishⅢ

兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 教授 永井　正司 平成29年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 教授 永井　正司 平成29年4月 Academic EnglishⅢ

兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 大貫　徹 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼担 准教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼任 非常勤講師 Ｃｏｎｒａｄ　Ｂｕｃｓｉｓ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｃｏｎｒａｄ　Ｂｕｃｓｉｓ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｃｏｎｒａｄ　Ｂｕｃｓｉｓ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｃｏｎｒａｄ　Ｂｕｃｓｉｓ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成30年4月 Academic EnglishⅢ

兼任 非常勤講師 石川　淳子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 石川　淳子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 石川　淳子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 石川　淳子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 平成30年4月 Academic EnglishⅢ

兼担 准教授 Essertier Joseph 平成29年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成29年4月 Academic EnglishⅢ

兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成29年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成29年4月 Academic EnglishⅢ

兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 教授 石川　有香 平成30年4月 Academic EnglishⅣ

兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成29年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成29年4月 Academic EnglishⅣ

兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成30年4月 Academic EnglishⅣ

兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 Academic EnglishⅣ

兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅣ

兼担 准教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 准教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 教授 永井　正司 平成29年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 教授 永井　正司 平成29年4月 Academic EnglishⅣ

兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成30年4月 Academic EnglishⅣ

兼任 非常勤講師 石川　淳子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 石川　淳子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 石川　淳子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 石川　淳子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ

兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成30年4月 Academic EnglishⅣ

兼任 非常勤講師 Ｃｏｎｒａｄ　Ｂｕｃｓｉｓ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Ｃｏｎｒａｄ　Ｂｕｃｓｉｓ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Ｃｏｎｒａｄ　Ｂｕｃｓｉｓ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Ｃｏｎｒａｄ　Ｂｕｃｓｉｓ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ

兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ

兼任 非常勤講師 高橋　妙子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 高橋　妙子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ

兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Global EnglishⅠ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Global EnglishⅠ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Global EnglishⅠ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成30年4月 Global EnglishⅠ

兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Global EnglishⅠ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Global EnglishⅠ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Global EnglishⅠ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Global EnglishⅠ

兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 Global EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 Global EnglishⅠ

兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 Global EnglishⅡ 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 Global EnglishⅡ 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 Global EnglishⅡ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成30年4月 Global EnglishⅡ

兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Global EnglishⅡ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Global EnglishⅡ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Global EnglishⅡ

兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 Global EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 Global EnglishⅡ

兼担 教授 大桑　哲男 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼担 教授 大桑　哲男 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成29年4月 体育実技Ⅰ 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成29年4月 体育実技Ⅰ

兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 体育実技Ⅰ

兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 体育実技Ⅰ

兼任 非常勤講師 関　豪 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼任 非常勤講師 関　豪 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼任 非常勤講師 関　豪 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼任 非常勤講師 関　豪 平成28年4月 体育実技Ⅰ

兼任 非常勤講師 坂田　利弘 平成29年4月 体育実技Ⅰ 兼任 非常勤講師 坂田　利弘 平成29年4月 体育実技Ⅰ

兼担 准教授 小笠原　理紀 平成29年4月 体育実技Ⅰ 兼担 教授 伊藤　宏 平成30年4月 体育実技Ⅰ

兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 体育実技Ⅱ

兼担 教授 大桑　哲男 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼担 教授 大桑　哲男 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼担 教授 吉村　篤司 平成29年4月 体育実技Ⅱ 兼担 教授 吉村　篤司 平成29年4月 体育実技Ⅱ

兼任 非常勤講師 坂田　利弘 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼任 非常勤講師 坂田　利弘 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼任 非常勤講師 坂田　利弘 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼任 非常勤講師 坂田　利弘 平成28年4月 体育実技Ⅱ

兼担 准教授 小笠原　理紀 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼担 准教授 小笠原　理紀 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼担 准教授 小笠原　理紀 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼担 准教授 吉里　秀雄 平成30年4月 体育実技Ⅱ

兼担 准教授 和坂　俊昭 平成29年4月 体育実技Ⅱ 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成29年4月 体育実技Ⅱ

兼任 非常勤講師 関　豪 平成29年4月 体育実技Ⅱ 兼任 非常勤講師 関　豪 平成29年4月 体育実技Ⅱ
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

就任予定年月 担当授業科目名氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名 氏　　名職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 担当授業科目名 職名 氏　　名職名 就任予定年月

専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 健康運動科学演習A 専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 健康運動科学演習A 専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 健康運動科学演習A 専任 教授 河邊　伸二 平成28年4月 健康運動科学演習A

兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 健康運動科学演習A

兼担 教授 大桑　哲男 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 大桑　哲男 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成29年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成29年4月 健康運動科学演習A

兼担 教授 江龍　修 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 江龍　修 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 江龍　修 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 江龍　修 平成28年4月 健康運動科学演習A

兼担 教授 中西　英二 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 中西　英二 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 花井　淑晃 平成29年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 花井　淑晃 平成29年4月 健康運動科学演習A

兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 健康運動科学演習A

兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 健康運動科学演習A

兼担 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 伊藤　宏 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 伊藤　宏 平成28年4月 健康運動科学演習A

兼担 准教授 打矢　隆弘 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 打矢　隆弘 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼任 非常勤講師 関　豪 平成29年4月 健康運動科学演習A 兼任 非常勤講師 関　豪 平成29年4月 健康運動科学演習A

兼担 准教授 栗田　典明 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 栗田　典明 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 栗田　典明 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 栗田　典明 平成28年4月 健康運動科学演習A

兼担 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼任 非常勤講師 坂田　利弘 平成29年4月 健康運動科学演習A 兼任 非常勤講師 坂田　利弘 平成29年4月 健康運動科学演習A

兼担 助教 飯國　良規 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 助教 飯國　良規 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 助教 飯國　良規 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 助教 飯國　良規 平成28年4月 健康運動科学演習A

兼担 助教 宮川　淳 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 助教 宮川　淳 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 小笠原　理紀 平成29年4月 健康運動科学演習A 兼担 助教 古川　陽輝 平成30年4月 健康運動科学演習A

兼担 准教授 山本　靖 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 山本　靖 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 打矢　隆弘 平成30年4月 健康運動科学演習A

兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 健康運動科学演習B

兼担 教授 大桑　哲男 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 教授 大桑　哲男 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼任 非常勤講師 関　豪 平成29年4月 健康運動科学演習B 兼任 非常勤講師 関　豪 平成29年4月 健康運動科学演習B

兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 健康運動科学演習B

兼担 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 教授 伊藤　宏 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 教授 伊藤　宏 平成28年4月 健康運動科学演習B

兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 健康運動科学演習B

兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 健康運動科学演習B

兼担 助教 田村　友幸 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 助教 田村　友幸 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 助教 田村　友幸 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 助教 田村　友幸 平成28年4月 健康運動科学演習B

兼担 准教授 小笠原　理紀 平成29年4月 健康運動科学演習B

兼担 准教授 岩津　文夫 平成28年4月 専門基礎科学Ⅰ 兼担 准教授 岩津　文夫 平成28年4月 専門基礎科学Ⅰ 兼担 准教授 岩津　文夫 平成28年4月 専門基礎科学Ⅰ 兼担 特任教員 松野　美海 平成30年4月 専門基礎科学Ⅰ

兼担 准教授 岩津　文夫 平成28年4月 専門基礎科学Ⅱ 兼担 准教授 岩津　文夫 平成28年4月 専門基礎科学Ⅱ 兼担 准教授 岩津　文夫 平成28年4月 専門基礎科学Ⅱ 兼担 特任教員 松野　美海 平成30年4月 専門基礎科学Ⅱ

兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本語表現法 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本語表現法 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本語表現法 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本語表現法

兼任 非常勤講師 金　銀珠 平成28年4月 日本語日本文化 兼任 非常勤講師 金　銀珠 平成28年4月 日本語日本文化 兼担 准教授 金　銀珠 平成28年4月 日本語日本文化 兼担 准教授 金　銀珠 平成28年4月 日本語日本文化

兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本語日本社会 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本語日本社会 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本語日本社会 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本語日本社会

（注）・　申請書又は届出書の様式第３号（その２の１）に準じて作成してください。
　　　・  設置認可時又は届出時の教員全て（兼任，兼担教員を含む。）を黒字で記入してください。
　　　　その上で，認可時又は届出時から変更となっている箇所は太字の赤字としてください。
　　　・　年齢は，それぞれの年度の５月１日時点の満年齢を記入してください。
　　　・　専任、兼担、兼任の順に記入してください。
　　　・　不要な年度（平成２８年度開設であれば平成２７年度、平成２９年度開設であれば平成２７年度及び平成２８年度、
　　　　平成３０年度開設であれば平成２７年度から平成２９年度）の表は適宜削除し，詰めてください。

25 146/202



【平成２８年度】

　　　　 　　　　

【平成２９年度】

　　　　 　　　　

【平成３０年度】

　　　　 　　　　

（注）・  変更内容を箇条書きで記入してください。変更がない年度は「特になし。」と記入してください。

　　　・　不要な年度（平成２８年度開設であれば平成２７年度、平成２９年度開設であれば平成２７年度及び平成２８年度、平成３０年度開設であれば平成２７年度から
　　　　平成２９年度）の表は適宜削除してください。

・水谷章夫教授退職に伴い、「環境デザイン学Ⅰ」について須藤美音准教授に変更。
・高橋之助教退職に伴い、「構造・デザイン演習Ⅰ」「建築材料実験」「建築構造実験」「物理学実験」について楠原文雄准教授に、
　「実務設計デザイン実習」について加茂紀和子教授に変更。
・喜岡渉教授退職に伴い、「環境水理学Ⅱ」について北野利一教授に変更。
・上記の他、担当教員見直しによる変更。

・仁科健教授退職に伴い、「社会工学概論」についてＳｕｎ　Ｊｉｎｇ准教授に、「データサイエンス」について林篤裕教授に、
　「金融学」について川村大伸准教授に、「法工学」について渡辺研司教授に、「マーケティング」について藤田素弘教授に、
　「管理工学」について川村大伸准教授に変更。
・河田克博教授退職に伴い、「建築・デザイン史Ⅱ」について麓和善教授に変更。
・Wisetjindawat Wisinee助教退職に伴い、「測量実習」「実践研究セミナー」について中居楓子助教に変更。
・永渕康之教授退職に伴い、「人間社会ゼミナール」について川橋範子教授に変更。
・上記の他、担当教員見直しによる変更。

　　　・　認可で設置された学部等の専任教員を変更する場合は，当該専任教員が授業を開始する前に必ず「専任教員採用等設置計画変更書」を提出し，

　　　　大学設置・学校法人審議会による教員資格審査（AC教員審査）を受けてください。AC教員審査を受けずに専任教員として授業等を担当することは出来ません。

　　　・　「専任教員採用等変更書（ＡＣ）」を提出し「可」の教員判定を受けている場合は「○年○月教員審査済」と記入してください。なお，設置認可審査時に教員審査省略

（１）ー②担当教員表に関する変更内容
　　　　 　　　　

特になし。

　　　　となっている場合は，「教員審査省略」と記入してください。
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（注）・　大学設置基準第十三条別表第一、短期大学設置基準第二十二条別表第一イにより算出される専任教員数を記入してください。

（注）・「設置時の計画」には，設置時に予定されていた完成年度時の人数を記入するとともに，（　）内に開設時の状況を記入してください。

　　　・「現在（報告書提出時）の状況」には、報告書提出年度の５月１日の教員数（実人数）を記入してください。

　　　・「現在（報告書提出時）の完成年度時の計画」には，「現在（報告書提出時）の状況」に記入した数字に，教員審査を受審済みであり，

　　　　完成年度までに就任する教員数を加えた数を記入するとともに，［　］内に設置時の計画との増減数を記入してください。（記入例：１名減の場合：△１）

（注）・「年齢構成」には，当該学部における教員の定年に関する規定に基づく定年年齢（特例等による定年年齢ではありません），

　　　　および，平成３０年５月１日現在，定年に関する規定に基づく特例等により定年を超えて専任教員として採用されている
　　　　教員数および完成年度時に定年を超えて専任教員として採用する教員数を記入してください。
　　　・なお,職位等によって定年年齢が異なる場合には,職位ごとの定年年齢を「定年規定の定める定年年齢」に二段書きで記入
　　　　し，「定年を延長している教員数」には合算した数を記入してください。

現在（報告書提出時）の完成年度時の計画（Ｃ）
設置時の計画（Ａ）

（注）・　小数点以下第３位を切り捨て，小数点以下第２位まで表示されます。

報告書提出時の教員のうち、定年を延長して採用している教員数
現在（報告書提出時）の状況（Ｂ）

（注）・　小数点以下第３位を切り捨て，小数点以下第２位まで表示されます。

（２） 専任教員数等

　（２）－①　設置基準上の必要専任教員数

完成年度時における
設置基準上の必要専

任教員数

うち、完成年度時に
おける設置基準上の

必要教授数

11 6

名 名

　　　　

　（２）－②　専任教員数

設置時の計画 現在（報告書提出時）の状況 現在（報告書提出時）の完成年度時の計画

教　授 准教授教　授 准教授 講　師 助　教
計

（Ａ）
教　授

20 20

准教授 講　師 助　教
計

（Ｂ）

20 0

講　師 助　教
計

（Ｃ）

14 14 0 13 41 9 47

（22） （15） （0） （12） （49） [4] ［6］ ［0］ ［△4］ ［6］

　（２）－③　年齢構成

年齢構成

0 9 49
18

定年規定の定める
定年年齢（歳）

報告書提出時（上
記（Ｂ））の教員
のうち、定年を延
長して採用してい

る教員数

完成年度時（上記
（Ｃ））の教員う
ち、定年を延長し
て採用する教員数

63 3 6

歳 名 名

　（２）－④　設置時の計画に対する教員充足率

=
47

= 114.63 ％
41

　（２）－⑤　現在（報告書提出時）の状況における定年を延長している教員構成率

=
3

= 6.12 ％
49
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科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

　（３）－③　上記（３）－①　・　（３）－②　の合計

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

（３）－③合計（Ｄ）+（Ｆ）
（２）－②設置時の計画（Ａ）

（注）・　小数点以下第３位を切り捨て，小数点以下第２位まで表示されます。

計 0

　（３）－④　設置時の計画に対する教員辞任率

=
0

= 0 ％
41

0 自由 0

計 0 科目 計 0 計 0

選択 0 選択 0

自由 0 科目 自由 0 自由

0 必修 0 必修 0

選択 0 科目 選択 0
0 人

必修 0 科目 必修

　　　・　また、担当予定であった科目の後任補充の状況について、各科目ごとに状況を以下「①」～「③」から選択し、

　　　　　「後任補充理由」の欄にその数字を記載してください。

・専任教員が担当する（している）場合は「①」
・兼任兼担教員が担当する（している）場合は「②」
・後任未定、科目廃止など、上記「①」「②」以外の場合は「③」

合計（Ｄ）＋（Ｆ） 後任補充状況の集計（Ｅ）＋（Ｇ）

辞任等した教員数 担当科目数の合計（a）+（b）+（c） ①の合計数（a） ②の合計数（b） ③の合計数（c）

計 0

（注）・　一度就任した後に、定年による退職以外の理由で辞任した全ての専任教員についてに記入してください。

　　　・　昨年度の報告後から今年度の報告時までに専任教員が新たに辞任等した場合，赤字にて記入するとともに，「辞任等の理由」

　　　　　に辞任理由等および（　）書きで報告年度を記入してください。

0 人

必修 0

0 自由 0

計 0 科目 計 0 計 0

選択 0 選択 0

自由 0 科目 自由 0 自由

0 必修 0 必修 0

選択 0 科目 選択 0

科目 必修

合計（Ｆ） 後任補充状況の集計（Ｇ）

辞任した教員数 担当科目数の合計（a）+（b）+（c） ①の合計数（a） ②の合計数（b） ③の合計数（c）

２

辞任等の理由

１ 該当なし

番　号 職　位 専任教員氏名 必修・選択・自由の別 担当予定科目 後任補充状況

　　　　　「就任辞退（未就任）の理由」に就任辞退の理由等および（　）書きで報告年度を記入してください。

　　　・　また、担当予定であった科目の後任補充の状況について、各科目ごとに状況を以下「①」～「③」から選択し、

　　　　　「後任補充理由」の欄にその数字を記載してください。

・専任教員が担当する（している）場合は「①」
・兼任兼担教員が担当する（している）場合は「②」
・後任未定、科目廃止など、上記「①」「②」以外の場合は「③」

　（３）－②　専任教員辞任の理由及び後任補充状況

計 0

（注）・　認可時又は届出時以降、就任を辞退した全ての専任教員の就任辞退の理由を具体的に記入してください。

　　　・　「就任辞退（未就任）」とは、認可又は届出時に就任予定としながら、実際には就任しなかった教員のことです。

　　　　　就任した後に辞任した教員は、以下「（３）－②専任教員辞任の理由及び後任補充状況」に記入してください。

　　　・　昨年度の報告後から今年度の報告時までに専任教員が新たに就任を辞退した場合，赤字にて記入するとともに，

0 人

必修 0

0 自由 0

計 0 科目 計 0 計 0

選択 0 選択 0

自由 0 科目 自由 0 自由

0 必修 0 必修 0

選択 0 科目 選択 0

科目 必修

合計（Ｄ） 後任補充状況の集計（Ｅ）

就任を辞退した教員数 担当科目数の合計（a）+（b）+（c） ①の合計数（a） ②の合計数（b） ③の合計数（c）

２

就任辞退（未就任）の理由

１ 該当なし

（３） 専任教員辞任等の理由

　（３）－①　専任教員の就任辞退（未就任）の理由及び後任補充状況

番　号 職　位 専任教員氏名 必修・選択・自由の別 担当予定科目 後任補充状況
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科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

（４） 専任教員交代に係る「大学の所見」及び「学生への周知方法」

退職のため（29）選択 創造的問題解決論 ②

選択 管理工学 ②

退職のため（29）
必修 環境都市工学実験Ⅰ ②

4 教授 小竹　暢隆

必修 経営環境 ③

3 教授 喜岡　渉
必修 環境水理学Ⅱ ①

選択 物理学実験 ①

選択 ものづくりとデザイン ①

建築・デザイン制作 ①

必修 実践研究セミナー ①

必修 卒業研究 ①

退職のため（29）

選択 構造・デザイン演習Ⅱ ③

選択 実務設計デザイン実習 ①

選択 建築材料実験 ①

2 助教 高橋　之

選択 構造・デザイン演習Ⅰ ①

選択 建築構造実験 ①

選択

建築構法学 ③

選択 建築環境実験 ③

選択 法工学 ②

（注）・　上記（３）の専任教員辞任等による学生の履修等への影響に関する「大学の所見」及び「学生への周知方法」を

　　　　記入してください。

1 教授 水谷　章夫

必修 環境デザイン学Ⅰ ①

退職のため（29）
必修

　　　・　また、担当予定であった科目の後任補充の状況について、各科目ごとに状況を以下「①」～「③」から選択し、

　　　　　「後任補充理由」の欄にその数字を記載してください。

・専任教員が担当する（している）場合は「①」
・兼任兼担教員が担当する（している）場合は「②」
・後任未定、科目廃止など、上記「①」「②」以外の場合は「③」

専任教員辞任等による学生の履修等への重大な影響は認められない。
各授業における担当教員情報についてはシラバスや授業時間割表にて周知している。

計 14

（注）・　定年により退職した全ての専任教員についてに記入してください。

　　　・　昨年度の報告後から今年度の報告時までに専任教員が新たに辞任等した場合，赤字にて記入するとともに，「辞任等の理由」

　　　　　に辞任理由等および（　）書きで報告年度を記入してください。

7 人

必修 16

0 自由 0

計 39 科目 計 20 計 5

選択 4 選択 7

自由 0 科目 自由 0 自由

8 必修 1 必修 7

選択 23 科目 選択 12

科目 必修

合計 後任補充状況の集計

辞任した教員数 担当科目数の合計（a）+（b）+（c） ①の合計数（a） ②の合計数（b） ③の合計数（c）

必修 卒業研究 ①

選択 物理学実験 ③

必修 社会基盤計画学演習 ③

必修 実践研究セミナー ①

③

選択 建築史実習 ③

退職のため（30）

社会工学基礎Ⅳ ③

必修 測量実習 ①

③

退職のため（30）

データサイエンス ①

選択 金融学 ①

選択

選択 表現製図

　（３）－⑤　定年により退職した専任教員に対する後任補充状況

番　号 職　位 専任教員氏名 必修・選択・自由の別 担当予定科目 後任補充状況 辞任等の理由

必修 社会工学基礎Ⅳ ③

7 教授 仁科　健

必修 社会工学概論 ①

選択

河田　克博 退職のため（30）5 教授

必修 都市デザイン学 ③

選択 建築・デザイン史Ⅱ ①

法工学 ②

選択 マーケティング ①

選択 建築歴史意匠学 ③

選択 住文化論

選択 管理工学 ①

6 助教 Wisetjindawat Wisinee

必修 社会工学基礎Ⅲ ③

必修
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区　　　分
未履行事項について

の実施計画

設　置　時 該当なし

（２８年４月）

設置計画履行状況 該当なし

調　　 査　　 時

（２９年２月）

設置計画履行状況 該当なし

調　　 査　　 時

（３０年２月）

　　　・　「設置計画履行状況調査時」の（年月）には，調査結果を公表した月（通常２月）を記入して

　　　　ください。（実地調査や面接調査を実施した日ではありません。）

　　　　について，具体的に記入し，報告年度を（　　）書きで付記してください。

　　　・　「設置計画履行状況調査時」には，当該設置計画履行状況調査の結果，当該大学に付された意見を

　　　　全て記入するとともに，付された意見に対する履行状況等について，具体的に記入してください。

　　　　その履行状況等を裏付ける資料があれば，添付してください。

　　　・　「履行状況」では，履行途中であれば「未履行」，履行済みであれば「履行済」を選択してください。

　　　・　該当がない場合には，「該当なし」と記入してください。

（注）・　「設置時」には，当該大学等の設置時（認可時又は届出時）に付された留意事項（学校法人の

　　　　寄附行為又は寄附行為変更の認可の申請に係る留意事項を除く。） と，それに対する履行状況等

６　留意事項等に対する履行状況等

留　意　事　項　等 履　行　状　況
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設　置　時　の　計　画 変更内容・状況，今後の見通しなど

１～６の項目に記入した事項以外の変更なし

　　・　授業の英語化をデザインする　ー英文シラバスを起点としてー

　  ・　高等学校新課程『数学』・『化学』の現状について

　　　前期末及び後期末において実施している。

　ｂ　教員や学生への公開状況，方法等

　　　一般的な集計結果についてはHPにて公開し，授業科目ごとの詳細結果については個別に学内の授業評価
　　　システムにて公開している。

（注）・「①ａ　委員会の設置状況」には，関係規程等を転載又は添付すること。

　　　　「②実施状況」には，実施されている取組を全て記載すること。（記入例参照）

　ｃ　開催状況（教員の参加状況含む）

      平成29年度は「a 実施内容」の通り開催し，参加人数はそれぞれ，41名，40名，45名，40名，39名であった。

　ｄ　実施結果を踏まえた授業改善への取組状況

　　　各教員において，授業改善に取り組んでいる。

③　学生に対する授業評価アンケートの実施状況

　ａ　実施の有無及び実施時期

　　・　みんなで授業評価アンケートを考えよう

  　・　eラーニングの現状と活用方法

　　・　「わかったつもり」を「わかった」へ　主体的な学びの場の構築　等

　ｂ　実施方法

      チラシを作成し事前アナウンスを行い，時に学外講師を招いて実施している。

　　　 工学教育総合センター会議を３回，ファカルティ・ディベロップメント委員会１回実施した。（約40名の教員が参加）

　ｃ　委員会の審議事項等

　　　全学のFDに関する基本方針の策定及び活動の総括，企画・立案・実施及び評価の総括等。

②　実施状況

　ａ　実施内容

①　実施体制

　ａ　委員会の設置状況

　　　工学教育総合センターの創造教育開発オフィスにおいて，工学教育の質的向上に資することを目的として，
　　　ファカルティ・ディベロップメントの推進及び授業評価を行う教育機能開発部門を設置している。また全
　　　学的な視点からファカルティ・ディベロップメント活動の推進を図ることを目的として，平成29年11月1日
　　　より名古屋工業大学ファカルティ・ディベロップメント委員会を設置した。

　ｂ　委員会の開催状況（教員の参加状況含む）

（注）・　１～６の項目に記入した事項以外で，設置時の計画より変更のあったもの（未実施を含む。）

　　　　及び法令適合性に関して生じた留意すべき事項について記入してください。

（２） 教員の資質の維持向上の方策（ＦＤ・ＳＤ活動含む）

７　その他全般的事項

＜工学部　社会工学科＞

（１） 設置計画変更事項等
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　　　　する予定の場合は，「有」にマルを記入してください。今後も公表する予定がない場合は，「無」にマルを

　　　　記入してください。

　　　・　「ｂ　公表（予定）有の場合の公表（予定）時期」には，「ａ　ホームページに公表（予定）有無」で

　　　　「有」にマルを記入した場合のみ，時期を記入してください。

　ａ　ホームページに公表（予定）の有無　　　　　（　　　有　　　・　　　無　　　）

　ｂ　公表（予定）有の場合の公表（予定）時期　　（　平成３０年６月２９日　　）

（注）・　「ａ　ホームページに公表（予定）有無」には，５月１日時点で公表している場合，もしくは，今後公表

　　　　　なお，「②　自己点検・評価報告書」については，当該調査対象の組織に関する評価内容を含む報告書につ

　　　　いて記入してください。

（４） 情報公表に関する事項

○　設置計画履行状況報告書

　　・平成３３年度に評価機関（独立行政法人大学改革支援・学位授与機構）の評価を受けるべく学内で検討中

（注）・　設置時の計画の変更（又は未実施）の有無に関わらず記入してください。

　　　　また，「①　設置の趣旨・目的の達成状況に関する総括評価・所見」については，できるだけ具体的な根拠を

　　　　含めて記入してください。

　ｂ　公表方法

　　・大学ホームページ上に公開予定（平成３０年６月末を予定）

③　認証評価を受ける計画

②　自己点検・評価報告書

　ａ　公表（予定）時期

　　・平成３０年６月末　公表予定

①　設置の趣旨・目的の達成状況に関する総括評価・所見

　現状把握と分析を行いつつ、全学評価室を中心に評価する予定である。

（３） 自己点検・評価等に関する事項
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設　　置　　時 変　更　状　況 備　　　考

（ ｳｶｲ ﾋﾛﾕｷ ）

鵜飼　裕之 － －

（平成２６年４月）

－ － －

ﾆｼﾉ ﾖｳｲﾁ ｲﾄﾞﾀ ﾋﾃﾞｷ

西野　洋一 井戸田　秀樹

（平成２８年４月） （平成２９年４月）

（４） 管理運営組織

　　　・大学独自の職名を設けていて当該職位がない場合は，各職に相当する職名の方を記載してください。

（注）・「変更状況」は，変更があった場合に記入し，併せて「備考」に変更の理由と変更年月日，報告年度を

　　　（　）書きで記入してください。

　　　　　　平成３０年度に報告する内容　→（30）

　　　・昨年度の報告後から今年度の報告時までに変更があれば，「変更状況」に赤字にて記載（昨年度までに報告

　　　　された記載があれば，そこに赤字で見え消し修正）するとともに，上記と同様に，「備考」に変更理由等を

　　　・大学院の場合には，「職名」を「研究科長」等と修正して記入してください。

　　　（例）平成２９年度に報告済の内容　→（29）

　　　　記入してください。

（２） 大　学　名

　　　〒４６６－８５５５

（３） 大学の位置

学 部 長

学科長

（注）・対象学部等の位置が大学本部の位置と異なる場合，本部の位置を（　）書きで記入してください。

学　　長

職　　名

平成29年3月31日　任期満了
平成29年4月 1日　就任(29)

　　　・対象学部等が複数のキャンパスに所在する場合には，複数のキャンパスの所在地をそれぞれ記載して

　　　　ください。

１　調査対象大学等の概要等

（１） 設　置　者

　　　　国立大学法人　名古屋工業大学

　　　　名古屋工業大学

　　　　愛知県名古屋市昭和区御器所町
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　　　・　なお，課程認定等によりコースや専攻に入学定員を定めている場合は，法令上規定されている最小単位
　　　　（大学であれば「学科」、短期大学であれば「専攻課程」でも記載してください。その場合適宜各項目の表
　　　　を追加してください。
　　　・　様式は，平成２７年度開設の４年制の学科の場合（平成３０年度までの４年間）ですが，開設年度・

　　　に報告書を作成してください。

　工学部
創造工学教育課程

　学士（工学）
　学士（学術）

対象年度

区　分 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期

人 人 人 人 人 人 人 人

464 - 265 - 423 -

( - ) (　-　) ( - ) (　-　) ( - ) (　-　) (　 　) (　 　)

[ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ 　 ] [ 　 ]

423 - 219 - 358 -

( - ) (　-　) ( - ) (　-　) ( - ) (　-　) (　 　) (　 　)

[ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ 　 ] [ 　 ]

105 - 106 - 110 -

( - ) (　-　) ( - ) (　-　) ( - ) (　-　) (　 　) (　 　)

[ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ 　 ] [ 　 ]

104 - 103 - 110 -

( - ) (　-　) ( - ) (　-　) ( - ) (　-　) (　 　) (　 　)

[ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ 　 ] [ 　 ]

入学定員超過率
Ｂ／Ａ

　　　　「－」を記入してください。

　　　・　[ 　 ]内には，留学生の状況について内数で記入してください。該当がない年には「－」を記入して

　　　　ください。

　　　・　留学生については，「出入国管理及び難民認定法」別表第一に定められる「『留学』の在留資格（いわゆる

　　　　「留学ビザ」）により，我が国の大学（大学院を含む。），短期大学，高等専門学校，専修学校（専門課程）

　　　　及び我が国の大学に入学するための準備教育課程を設置する教育施設において教育を受ける外国人学生」を

　　　　記載してください。

　　　・　短期交換留学生など，定員内に含めていない学生については記入しないでください。

　　　・　転入学生は記入しないでください。

　　　・　学期の区分に従い学生を入学させる場合は、春季入学とその他の学期（春季入学以外の学期区分を設けている

　　　　場合）に分けて数値を記入してください。春季入学のみの実施の場合は、その他の学期欄は「－」を記入して

　　　　ください。また，その他の学期に入学定員を設けている場合は，備考欄にその人数を記入してください。

　　　・　「入学定員超過率」については，各年度の春季入学とその他を合計した入学定員，入学者数で算出して

　　　　ください。なお，計算の際は小数点以下第３位を切り捨て，小数点以下第２位まで記入してください。

　　　・　「平均入学定員超過率」には，開設年度から提出年度までの入学定員超過率の平均を記入してください。

　　　　なお，計算の際は「入学定員超過率」と同様にしてください。

人 年次

調査対象学部等の
名称（学位）

（５）　調査対象学部等の名称，定員，入学者の状況等

（注）・　当該調査対象の学部の学科または研究科の専攻等，定員を定めている組織ごとに記入してください（入試
　　　　区分ごとではありません）。

　　　　修業年限に合わせて作成してください。（修業年限が３年以下の場合には欄を削除し，５年以上の場合
　　　　には，欄を設けてください。）

　（５）－①　調査対象学部等の名称等

平均入学定員
超 過 率

人

　　　　（その２の１））」の「学位又は学科の分野」と同様に記入してください。

（注）・　定員を変更した場合は，「備考」に変更前の人数，変更年月及び報告年度を（　）書きで記入してください。

　　　・　学生募集停止を予定している場合は、「備考」にその旨記載してください。
　　　・　「学位又は学科の分野」には、「認可申請書」又は「設置届出書」の「教育課程等の概要（別記様式第２号

工学関係

年

1.04 1.03 1.10

(　　 　)

[ 　-　 ] [ 　-　 ] [ 　-　 ] [ 　　　 ]

( 　-　 )

（注）・　数字は，平成３０年５月１日現在の数字を記入してください。

　　　・　（　 ）内には，編入学の状況について外数で記入してください。なお，編入学を複数年次で行って

　　　　いる場合には，((  ))書きとするなどし，その旨を「備考」に付記してください。 該当がない年には

Ａ　 入学定員

志願者数

受験者数

合格者数

Ｂ　 入学者数

人

備　　考
学位又は学科

の分野

設 置 時 の 計 画

修業年限 入学定員 編入学定員 収容定員

備　　考

100 100 100
( 　-　 ) ( 　-　 )

平成２８年度 平成２９年度

4 100 - 400

1.05倍

　（５）－②　調査対象学部等の入学者の状況

平成３０年度 平成３１年度
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対象年度

学　年 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期

104 - 103 - 110 -

[ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [　　 ] [　 　]

（ - ） （ - ） （ - ） （ - ） （ - ） （ - ）

104 - 101 -

[ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [　　 ] [　 　]

（ - ） （ - ） （ - ） （ - ） （　　） （　　）

104 -

[ - ] [ - ] [　　 ] [　 　]

（ - ） （ - ） （　　） （　　）

[　　 ] [　 　]

（　　）（　　）

　　　　ください。

　　　・　留学生については，「出入国管理及び難民認定法」別表第一に定められる「『留学』の在留資格（いわゆる

　　　　「留学ビザ」）により，我が国の大学（大学院を含む。），短期大学，高等専門学校，専修学校（専門課程）

　　　　及び我が国の大学に入学するための準備教育課程を設置する教育施設において教育を受ける外国人学生」を

　　　　記載してください。

　　　・　短期交換留学生など，定員内に含めていない学生については記入しないでください。

　　　・　編入学生や転入学生も含めて記入してください。その際，備考欄に人数の内訳を記入してください。

　　　・　学期の区分に従い学生を入学させる場合は，春季入学とその他の学期（春季入学以外の学期区分を設けている

　　　　場合）に分けて数値を記入してください。春季入学のみの実施の場合は，その他の学期欄は「－」を記入して

　　　　ください。また，その他の学期に入学定員を設けている場合は，備考欄にその人数を記入してください。

　　　・　「計」については，各年度の春季入学とその他の学期を合計した在学者数，留学生数を記入してください。

平成３１年度

４年次

　（５）－③　調査対象学部等の在学者の状況

平成２８年度 平成２９年度

[ - ] [ - ] [ - ] [　　　　 ]

１年次

２年次

３年次

（　　　　 ）

（注）・　数字は，平成３０年５月１日現在の数字を記入してください。

　　　・　[ 　 ]内には，留学生の状況について内数で記入してください。該当がない年には「－」を記入して

計

104 207 315

　　　・（　）内には，留年者の状況について，内数で記入してください。該当がない年には「－」を記入してくだ

　　　　さい。

（ - ） （ - ） （ - ）

備　　　　　考
平成３０年度
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　（５）－④　調査対象学部等の退学者等の状況

入学した年度

104 人 0 人 平成２８年度 0 人 0 人

平成２８年度 0 人 0 人

平成２９年度 2 人 0 人 他の教育機関への入学(1人)、一身上の都合（1人）

平成２８年度 0 人 0 人

平成２９年度 0 人 0 人

平成３０年度 0 人 0 人

平成２７年度 人 人

平成２８年度 人 人

平成２９年度 人 人

平成３０年度 人 人

626 人 2 人

　（５）－⑤　調査対象学部等の年度ごとの退学者の割合

【平成２８年度】

平成２８年度の退学者数（ａ） 0
平成２８年度の在学者数（ｂ） 104

【平成２９年度】

平成２９年度の退学者数（ａ） 2
平成２９年度の在学者数（ｂ） 207

【平成３０年度】

平成３０年度の退学者数（ａ） 0
平成３０年度の在学者数（ｂ） 315

【平成３１年度】

平成３１年度の退学者数（ａ） 0
平成３１年度の在学者数（ｂ） 0

（注）・　小数点以下第３位を切り捨て，小数点以下第２位まで表示されます。

#DIV/0! ％

0 ％

0.96 ％

0 ％

=

=

=

=

=

=

=

=

　　　　　　　　　　　　　　　・就職　　　・学生個人の心身に関する事情　　　　・家庭の事情　　　・除籍　　　　・その他

　　　・　各年度の在学者数については，該当年度に在学した人数を記入してください。（途中で退学者がいた場合でも、その退学者数を減らす必要は

　　　・　内訳については，退学した学生が入学した年度ごとに記入してください。また、留学生数欄の人数については、退学者数の内数を記入してください。

　 ・　留学生については，「出入国管理及び難民認定法」別表第一に定められる「『留学』の在留資格（いわゆる「留学ビザ」）

　　　により，我が国の大学（大学院を含む。），短期大学，高等専門学校，専修学校（専門課程）及び我が国の大学に入学するための

　　　準備教育課程を設置する教育施設において教育を受ける外国人学生」を記入してください。

　　　　　ありません。）

　　　・　「主な退学理由」は，下の項目を参考に記入してください。その際，「就学意欲の低下（○人）」というように，その人数も含めて記入してください。

　 ・　短期交換留学生など，定員内に含めていない学生については記入しないでください。

内訳

　　　　　　（記入項目例）・就学意欲の低下　　　・学力不足　　　・他の教育機関への入学・転学　　　　　　　・海外留学

人

0

（注）・　数字は，平成３０年５月１日現在の数字を記入してください。　

合　　計

人

主な退学理由

　　　区　分

対象年度
退学者数の
うち留学生数

平成２８年度

平成２９年度

平成３０年度 315

退学者数

在学者数（b） 退学者数（a）

人

　　　・　在学者数や退学者数には編入学生や転入学生も含めて記入してください。

2人207

平成３１年度 人

人
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＜工学部　創造工学教育課程＞

1 1

1

1 1

1 1

1 2

1 3

1 1

2 2

1 1

1

1 2

1 1

1 2

7 4

2 6

2 6

3 6

2 5

1 5

1 1

1 1

1 1

1 1

2 2

1 1

1 2

1 3

1 1

1

1 1

1 1

6 6

1 1

1

1 1

1 1

1 1

1 1

6 6

1 1

4 4

4 4

1 1

1 2

1 3

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

2 2

6 8

7 7

6 8

3 3

2 2

1 1

1 1

1

1 1

1 1

1 1

2 1

1 1

２　授業科目の概要

（１）ー① 授業科目表

【認可時又は届出時】 【平成３０年度】

科目
区分

授業科目の名称 配 当
年 次

単位数 専任教員等の配置 兼

任

・

兼

担必　修 選　択 自　由 教　授

専任教員等の配置 兼

任

・

兼

担自　由 教　授 准教授 講　師 助　教 助　手准教授 講　師 助　教 助　手 必　修 選　択

科目
区分

授業科目の名称 配 当
年 次

単位数

工

学

デ

ザ

イ

ン

創造工学概論 1前 1 3 創造工学概論 1前 1 2 1

クリティカルシンキング 1前 1 2 クリティカルシンキング 1前 1 1

創造方法論 1後 2 2 1 創造方法論 1後

工

学

デ

ザ

イ

ン

2 3

システム理論 2前 2 1 システム理論 2前 2 3 1

実践問題解決 2前 1 2

デザイン理論 2後 2 2 デザイン理論 2後 2 3

イノベーション論 3前 2 1 1 イノベーション論 3前 2 1

ＰＢＬ演習 3後 2 24 25 5 ＰＢＬ演習 3後 2 32 22 4

研究室ローテーションⅠ 1後 1 24 25 5 研究室ローテーションⅠ 1後 1 32 22 4

研究室ローテーションⅡ 2前 1 24 25 5 研究室ローテーションⅡ 2前 1 32 22 4

研究室ローテーションⅢ 2後 1 24 25 5 研究室ローテーションⅢ 2後 1 32 22 4

研究室ローテーションⅣ 3前 1 24 25 5 研究室ローテーションⅣ 3前 1 32 22 4

創造工学研究1 3後 2 24 25 5 創造工学研究1 3後 2 32 22 4

創造工学研究2 4前 2 24 25 5 創造工学研究2 4前 2 32 22 4

創造工学研究3 4後 2 24 25 5 創造工学研究3 4後 2 32 22 4

生

命

・

物

質

化

学

基礎有機化学Ⅰ 1後 2

基礎無機化学 1後 2

2

基礎無機化学 1後 2

固体化学基礎 1後 2 1 固体化学基礎 1後

生

命

・

物

質

化

学

基礎有機化学Ⅰ 1後

2

分析化学 2前 2 分析化学 2前 2

基礎化学工学 2前 2 基礎化学工学 2前 2

高分子化学 2前 2 高分子化学 2前 2

物理化学 2前 2 1 物理化学 2前 2 1

生化学 2前 2 1 生化学 2前 2

基礎有機化学Ⅱ 2前 2 基礎有機化学Ⅱ 2前 2

無機化学 2前 2 無機化学 2前 2

物理化学実験 3前 2 2 1 物理化学実験 3前 2 2

有機化学実験 3前 2 2 1 有機化学実験 3前 2 1

分析化学実験 3前 2 2 1 分析化学実験 3前 2

無機化学実験 3後 2 2 1 無機化学実験 3後 2

化学工学実験 3後 2 2 1 化学工学実験 3後 2

高分子化学実験 3後 2 2 1 高分子化学実験 3後 2

分離分析化学 2後 2 分離分析化学 2後 2

構造分子化学 2後 2 構造分子化学 2後 2

高分子基礎物性 2後 2 高分子基礎物性 2後 2

有機化学Ⅰ 2後 2 有機化学Ⅰ 2後 2

分子生物学 2後 2 分子生物学 2後 2

ソ

フ

ト

マ

テ

リ

ア

ル

基礎有機化学Ⅰ 1後 2

ソ

フ

ト

マ

テ

リ

ア

ル

基礎有機化学Ⅰ 1後

基礎無機化学 1後

2

基礎無機化学 1後 2 2

固体化学基礎 1後 2 1 固体化学基礎 1後 2

高分子合成化学Ⅰ 2前 2 高分子合成化学Ⅰ 2前 2

高分子物理化学Ⅰ 2前 2 1 高分子物理化学Ⅰ 2前 2 1

高分子科学Ⅰ 2前 2 高分子科学Ⅰ 2前 2

高分子材料物性Ⅰ 2前 2 高分子材料物性Ⅰ 2前 2

ソフトマテリアル化学Ⅰ 3前 2 2 ソフトマテリアル化学Ⅰ 3前 2 2

有機合成化学Ⅰ 2後 2 有機合成化学Ⅰ 2後 2

高分子合成化学Ⅱ 2後 2 高分子合成化学Ⅱ 2後 2 1

高分子物理化学Ⅱ 2前 2 高分子物理化学Ⅱ 2前 2

高分子科学Ⅱ 2後 2 高分子科学Ⅱ 2後 2

高分子材料物性Ⅱ 2後 2 1 高分子材料物性Ⅱ 2後 2 1

高分子科学Ⅲ 2後 2 1 高分子科学Ⅲ 2後 2 1

高分子材料分析化学 2後 2 高分子材料分析化学 2後 2

ソフトマテリアル化学Ⅱ 3後 2 2 ソフトマテリアル化学Ⅱ 3後 2 2

有機合成化学Ⅱ 3前 2 有機合成化学Ⅱ 3前 2

ソフトマテリアル化学実験Ⅰ 3前 4 2 1 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ 3前 4 2 1

ソフトマテリアル化学実験Ⅱ 3後 4 2 1 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ 3後 4 2 1

環

境

セ

ラ

ミッ

ク

ス

基礎有機化学Ⅰ 1後 2

アモルファス構造化学 2前 2

環

境

セ

ラ

ミッ

ク

ス

基礎有機化学Ⅰ 1後 2

基礎無機化学 1後 2 基礎無機化学 1後 2

固体化学基礎 1後 2 1 固体化学基礎 1後 2

無機構造化学Ⅰ 2前 2 無機構造化学Ⅰ 2前 2

1 アモルファス構造化学 2前 2 1

固体熱科学Ⅰ 2前 2 固体熱科学Ⅰ 2前 2

物質科学Ⅰ 2前 2 物質科学Ⅰ 2前 2

量子科学基礎 2前 2 量子科学基礎 2前 2

無機有機ハイブリッド化学Ⅰ 2前 2 無機有機ハイブリッド化学Ⅰ 2前 2

材料組織構造化学 2後 2 1 材料組織構造化学 2後 2 1

固体熱科学Ⅱ 2後 2 固体熱科学Ⅱ 2後 2

計算科学基礎 2後 2 計算科学基礎 2後 2

無機有機ハイブリッド化学Ⅱ 2後 2 無機有機ハイブリッド化学Ⅱ 2後 2

セラミックス応用学演習Ⅰ 2後 1 1 セラミックス応用学演習Ⅰ 2後 1

セラミックス応用学実験Ⅰ 3前 3 2 2 セラミックス応用学実験Ⅰ 3前 3 1

セラミックス応用学演習Ⅱ 3前 1 1 セラミックス応用学演習Ⅱ 3前 1

セラミックス応用学実験Ⅱ 3前 3 2 2 セラミックス応用学実験Ⅱ 3前 3 1

材

料

機

能

材料物性基礎 1後 2

解析力学 2前 2

材

料

機

能

材料物性基礎 1後 2

物理現象と微分方程式 1後 2 1 物理現象と微分方程式 1後 2 1

物理・材料数学Ⅰ 1後 2 2 1 物理・材料数学Ⅰ 1後 2 1

熱力学 2前 2 1 熱力学 2前 2 1

解析力学 2前 2

回折結晶学 2前 2 1 回折結晶学 2前 2 1

材料物理学 2前 2 1 材料物理学 2前 2

物理・材料数学Ⅱ 2前 2 2 物理・材料数学Ⅱ 2前 2 2

量子力学Ⅰ 2前 2 量子力学Ⅰ 2前 2

材料平衡論 2後 2 材料平衡論 2後 2

移動速度論 2後 2 移動速度論 2後 2

固体物理Ⅰ 2後 2 1 固体物理Ⅰ 2後 2 1

材料組織学 2後 2 1 材料組織学 2後 2 1

力学物性論 2後 2 力学物性論 2後 2

量子力学Ⅱ 2後 2 量子力学Ⅱ 2後 2
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5 5

3 3

5 5

3 3

3 3

2 2

1 1

1 1

1 1

2 1

4 2

1 2

1 1

1 1

1

1 1

1 2

1 2

1

53 60

1 1

1

3 1

2 1

1 1

1

3 2

2 1

1 1

1

2 1

2 1

1 1

2

31 33

2 1

53 60

1 1

1

3 1

2 1

1

2 1

2 1

1

2 1

1 1

1

1

1 1

1

22 27

1 1

22 27

22 27

3 1

3 2

1

2 1

2 1

2 1

2 1

2 3

2 1

2 1

2 1

1 1

2 1

2 1

1 1

2

2 2

16 15

1 2

2 1

16 15

3 1

3 2

1

2 1

2 1

2 1

2 1

2 3

2 2

専

門

教

育

科

目

専

門

教

育

科

目

主

軸

専

門

科

目

主

軸

専

門

科

目

固体物理Ⅱ 3前 2 1 固体物理Ⅱ 3前 2 1

材料機能工学演習Ⅰ 3前 1 3 材料機能工学演習Ⅰ 3前 1 1 2

材料機能工学実験Ⅰ 3前 3 2 3 材料機能工学実験Ⅰ 3前 3 3 2

材料機能工学演習Ⅱ 3後 1 3 材料機能工学演習Ⅱ 3後 1 1 2

材料機能工学実験Ⅱ 3後 3 2 3 材料機能工学実験Ⅱ 3後 3 3 2

応

用

物

理

材料物性基礎 1後 2

応

用

物

理

材料物性基礎 1後

物理現象と微分方程式 1後

2

物理現象と微分方程式 1後 2 1 2 1

物理・材料数学Ⅰ 1後 2 2 1 物理・材料数学Ⅰ 1後 2 1

応用電磁気学Ⅰ 2前 2 1 応用電磁気学Ⅰ 2前 2 1

計測工学Ⅰ 2前 2 1 計測工学Ⅰ 2前 2 1

熱力学 2前 2 熱力学 2前 2

物理数学Ⅰ 2前 2 物理数学Ⅰ 2前 2

力学・電磁気学演習 2前 2 力学・電磁気学演習 2前 2

応用物理学実験Ⅰ 2後 2 1 応用物理学実験Ⅰ 2後 2 1

統計熱力学演習 2後 2 1 統計熱力学演習 2後 2

統計力学 2後 2 1 統計力学 2後 2 1

物理数学Ⅱ 2後 2 物理数学Ⅱ 2後 2

量子力学Ⅰ 2後 2 量子力学Ⅰ 2後 2

固体物理Ⅰ 3前 2 固体物理Ⅰ 3前 2 1

量子力学Ⅱ 3前 2 量子力学Ⅱ 3前 2

シミュレーション工学 3前 2 1 シミュレーション工学 3前 2 1

量子力学演習 3前 2 1 量子力学演習 3前 2

固体物理Ⅱ 3後 2 1 固体物理Ⅱ 3後 2

機

械

工

学

機

械

工

学

1 電気・機械工学入門 2前電気・機械工学入門 2前 2 4 7 2 6 6 1

電気回路Ⅰ 1後 2 1 電気回路Ⅰ 1後 2

プログラミングⅠ 1後 2 2 1 プログラミングⅠ 1後 2 1

常微分方程式 1後 2 常微分方程式 1後 2

熱力学Ⅰ 1後 2 熱力学Ⅰ 1後 2

機構学 2前 2 機構学 2前 2

流体力学Ⅰ 2前 2 1 流体力学Ⅰ 2前 2 1

機械製図Ⅰ 2前 2 1 1 機械製図Ⅰ 2前 2

工業力学 2前 2 1 工業力学 2前 2 1

材料力学Ⅰ 2前 2 材料力学Ⅰ 2前 2

機械力学 2後 2 機械力学 2後 2

材料科学 2後 2 1 材料科学 2後 2 1

伝熱学Ⅰ 2後 2 伝熱学Ⅰ 2後 2

材料力学Ⅱ 2後 2 材料力学Ⅱ 2後 2

制御工学Ⅰ 2後 2 制御工学Ⅰ 2後 2

流体力学Ⅱ 2後 2 流体力学Ⅱ 2後 2 1

機械工学実験 3前 2 3 2 機械工学実験 3前 2 3 2 1

材料加工の力学 3前 2 材料加工の力学 3前 2

電

気

電

子

常微分方程式 1後 2

電

気

電

子

7 1電気・機械工学入門 2前 2 4 電気・機械工学入門 2前 2 6 6 1

電気回路Ⅰ 1後 2 1 電気回路Ⅰ 1後 2 1

プログラミングⅠ 1後 2 2 1 プログラミングⅠ 1後 2 1

常微分方程式 1後 2

熱力学Ⅰ 1後 2 熱力学Ⅰ 1後 2

計算機基礎 2前 2 1 計算機基礎 2前 2 1

電気回路Ⅱ 2前 2 電気回路Ⅱ 2前 2

電気磁気学Ⅰ 2前 2 電気磁気学Ⅰ 2前 2

電気電子工学実験実習 2前 2 1 1 電気電子工学実験実習 2前 2

電子回路Ⅰ 2前 2 電子回路Ⅰ 2前 2

プログラミングⅡ 2前 2 プログラミングⅡ 2前 2

システム制御基礎 2後 2 1 システム制御基礎 2後 2 1

情報理論 2後 2 1 情報理論 2後 2 1

電子回路Ⅱ 2後 2 電子回路Ⅱ 2後 2

電気回路Ⅲ 2後 2 2 電気回路Ⅲ 2後 2 1

電気磁気学Ⅱ 2後 2 1 電気磁気学Ⅱ 2後 2 1

電気電子工学基礎実験 2後 2 1 5 1 電気電子工学基礎実験 2後 2 3 4

電子物性 2後 2 電子物性 2後 2

電気電子工学応用実験 3前 2 1 5 1 電気電子工学応用実験 3前 2 3 4 1

電気電子工学専門実験 3後 2 1 5 1 電気電子工学専門実験 3後 2 3 4 1

ネッ

ト

ワー

ク

プログラミングⅠ 1後 2

ネッ

ト

ワー

ク

コンピュータ入門 1後 2 コンピュータ入門 1後 2

確率 1後 2 確率 1後 2

情報数学Ⅰ 1後 2 1 1 情報数学Ⅰ 1後 2 1

1 プログラミングⅠ 1後 2

情報数学Ⅱ 2前 2 情報数学Ⅱ 2前 2

情報理論 2前 2 1 情報理論 2前 2

データ構造とアルゴリズム 2前 2 データ構造とアルゴリズム 2前 2

情報工学概論 2前 2 1 情報工学概論 2前 2

ディジタル回路 2前 2 1 ディジタル回路 2前 2

コンピュータアーキテクチャⅠ 2前 2 1 コンピュータアーキテクチャⅠ 2前 2

フーリエ解析 2前 2 フーリエ解析 2前 2

プログラミングⅡ 2前 2 2 プログラミングⅡ 2前 2

形式言語とオートマトン 2後 2 1 形式言語とオートマトン 2後 2

コンピュータアーキテクチャⅡ 2後 2 コンピュータアーキテクチャⅡ 2後 2

信号処理 2後 2 1 信号処理 2後 2 1

オペレーティングシステム 2後 2 オペレーティングシステム 2後 2

プログラミングⅢ 2後 2 1 プログラミングⅢ 2後 2 1

情報ネットワーク 3前 2 情報ネットワーク 3前 2

ネットワーク系演習Ⅰ 3前 2 1 1 ネットワーク系演習Ⅰ 3前 2 3

データベース論 3後 2 1 データベース論 3後 2

情報セキュリティ 3後 2 情報セキュリティ 3後 2

ネットワーク系演習Ⅱ 3後 2 1 1 ネットワーク系演習Ⅱ 3後 2 3

プログラミングⅠ 1後 2

コンピュータ入門 1後 2 コンピュータ入門 1後 2

確率 1後 2 確率 1後 2

情報数学Ⅰ 1後 2 1 1 情報数学Ⅰ 1後 2 1

1 プログラミングⅠ 1後 2

情報数学Ⅱ 2前 2 情報数学Ⅱ 2前 2

情報理論 2前 2 1 情報理論 2前 2

データ構造とアルゴリズム 2前 2 データ構造とアルゴリズム 2前 2

情報工学概論 2前 2 1 情報工学概論 2前 2

コンピュータアーキテクチャⅠ 2前 2 1 コンピュータアーキテクチャⅠ 2前 2 1
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2 1

2 1

1 1

2 1

2 1

1 1

2

2 2

11 14

1 2

2 1

11 14

3 1

3 2

1

2 1

2 1

2 1

2 1

2 3

2 2

2 1

2 1

1 1

2 1

2 1

1 1

2

2 2

12 14

1 2

2 1

12 14

3 3

2 2

5 4

2 1

11 13

2 4

2 2

2 2

2 3

1 1

2 1

2 2

5 4

1

2 2

2 2

6 7

3

1 6

1 1

15 18

3 3

2 2

5 4

11 13

2 4

2

1 1

1 1

1 1

1 1

2 2

1 1

2 1

1 1

1 2

3 1

1

1 1

10

3 3

2 2

5 4

11 14

2 4

11 13

11 13

1

1 1

1 1

2 2

11 13

2 2

1 1

4

2 1

11 13

知

能

情

報

知

能

情

報

ディジタル回路 2前 2 1 ディジタル回路 2前 2

フーリエ解析 2前 2 フーリエ解析 2前 2

プログラミングⅡ 2前 2 2 プログラミングⅡ 2前 2

形式言語とオートマトン 2後 2 1 形式言語とオートマトン 2後 2

コンピュータアーキテクチャⅡ 2後 2 コンピュータアーキテクチャⅡ 2後 2

信号処理 2後 2 1 信号処理 2後 2 1

オペレーティングシステム 2後 2 オペレーティングシステム 2後 2

プログラミングⅢ 2後 2 1 プログラミングⅢ 2後 2 1

情報ネットワーク 3前 2 情報ネットワーク 3前 2

知能プログラミング演習Ⅰ 3前 2 3 2 知能プログラミング演習Ⅰ 3前 2 3 2

データベース論 3後 2 1 データベース論 3後 2

情報セキュリティ 3後 2 情報セキュリティ 3後 2

知能プログラミング演習Ⅱ 3後 2 3 2 知能プログラミング演習Ⅱ 3後 2 3 2

メ

ディ

ア

情

報

プログラミングⅠ 1後 2

メ

ディ

ア

情

報

コンピュータ入門 1後 2 コンピュータ入門 1後 2

確率 1後 2 確率 1後 2

情報数学Ⅰ 1後 2 1 1 情報数学Ⅰ 1後 2 1

1 プログラミングⅠ 1後 2

情報数学Ⅱ 2前 2 情報数学Ⅱ 2前 2

情報理論 2前 2 1 情報理論 2前 2

データ構造とアルゴリズム 2前 2 データ構造とアルゴリズム 2前 2

情報工学概論 2前 2 1 情報工学概論 2前 2

コンピュータアーキテクチャⅠ 2前 2 1 コンピュータアーキテクチャⅠ 2前 2 1

ディジタル回路 2前 2 1 ディジタル回路 2前 2

フーリエ解析 2前 2 フーリエ解析 2前 2

プログラミングⅡ 2前 2 2 プログラミングⅡ 2前 2

形式言語とオートマトン 2後 2 1 形式言語とオートマトン 2後 2

コンピュータアーキテクチャⅡ 2後 2 コンピュータアーキテクチャⅡ 2後 2

信号処理 2後 2 1 信号処理 2後 2 1

オペレーティングシステム 2後 2 オペレーティングシステム 2後 2

プログラミングⅢ 2後 2 1 プログラミングⅢ 2後 2 1

情報ネットワーク 3前 2 情報ネットワーク 3前 2

メディア系演習Ⅰ 3前 2 2 2 1 メディア系演習Ⅰ 3前 2 2 3

データベース論 3後 2 1 データベース論 3後 2

情報セキュリティ 3後 2 情報セキュリティ 3後 2

メディア系演習Ⅱ 3後 2 2 2 1 メディア系演習Ⅱ 3後 2 2 3

建

築

・

デ

ザ

イ

ン

社会工学基礎Ⅱ 1後 2

表現製図 2前 2

1

建

築

・

デ

ザ

イ

ン

1

社会工学基礎Ⅱ 1後 2 1

社会工学基礎Ⅲ 1後 2 1 社会工学基礎Ⅲ 1後 2 2

社会工学基礎Ⅳ 1後 2 1 社会工学基礎Ⅳ 1後 2

構造デザイン学Ⅰ 1後 2 1 構造デザイン学Ⅰ 1後 2 1

表現製図 2前 2

社会工学概論 2前 2 4 6 社会工学概論 2前 2 3

社会工学基礎Ⅰ 2前 2 2 社会工学基礎Ⅰ 2前 2 2

建築・デザイン史Ⅰ 2前 2 建築・デザイン史Ⅰ 2前 2

建築・デザイン計画学 2前 2 建築・デザイン計画学 2前 2

環境デザイン学Ⅰ 2前 2 環境デザイン学Ⅰ 2前 2

構造デザイン学Ⅱ 2前 2 構造デザイン学Ⅱ 2前 2 1

建築構法学 2前 2 建築構法学 2前 2

建築材料デザイン学 2前 2 1 建築材料デザイン学 2前 2 1

構造・デザイン演習Ⅰ 2前 1 構造・デザイン演習Ⅰ 2前 1

都市デザイン学 2後 2 1 都市デザイン学 2後 2 1

環境デザイン学Ⅱ 2後 2 環境デザイン学Ⅱ 2後 2

建築・デザイン史Ⅱ 2後 2 建築・デザイン史Ⅱ 2後 2

建築設計・デザイン制作 Ⅰ 2後 4 1 建築設計・デザイン制作 Ⅰ 2後 4 1

建築環境実験 2後 1 2 2 建築環境実験 2後 1

建築材料実験 3前 1 2 2 建築材料実験 3前 1

環

境

都

市

測量学 2前 2

環

境

都

市

測量学 2前

測量実習 2前

2

測量実習 2前 1 1 2 1 2 1

社会工学基礎Ⅱ 1後 2 1 社会工学基礎Ⅱ 1後 2 1

社会工学基礎Ⅲ 1後 2 1 1 社会工学基礎Ⅲ 1後 2 2

社会工学基礎Ⅳ 1後 2 1 社会工学基礎Ⅳ 1後 2

社会工学概論 2前 2 4 6 社会工学概論 2前 2 3

社会工学基礎Ⅰ 2前 2 2 社会工学基礎Ⅰ 2前 2 2

構造力学Ⅰ 2前 2 構造力学Ⅰ 2前 2 1

構築材質学 2前 2 構築材質学 2前 2

地盤力学 2前 2 地盤力学 2前 2

環境水理学Ⅰ 2前 2 環境水理学Ⅰ 2前 2

社会基盤計画学 2前 2 社会基盤計画学 2前 2

環境都市情報技術 2前 1 環境都市情報技術 2前 1

環境生態学 2前 2 1 環境生態学 2前 2 1

構造力学Ⅱ 2後 2 構造力学Ⅱ 2後 2

環境水理学Ⅱ 2後 2 環境水理学Ⅱ 2後 2

地盤解析学 2後 2 地盤解析学 2後 2

環境都市創造実験 3前 2 1 2 環境都市創造実験 3前 2 2 1

構造シミュレーション 3前 2 1 構造シミュレーション 3前 2

環境地盤工学 3前 2 環境地盤工学 3前 2

都市・地域計画学 3前 2 1 都市・地域計画学 3前 2 1

維持管理工学 3前 2 維持管理工学 3前 2

建設マネジメント 3後 2 1 建設マネジメント 3後 2 1

経

営

シ

ス

テ

ム

社会工学基礎Ⅱ 1後 2

社会工学基礎Ⅰ 2前 2

1

経

営

シ

ス

テ

ム

1

社会工学基礎Ⅱ 1後 2 1

社会工学基礎Ⅲ 1後 2 1 社会工学基礎Ⅲ 1後 2 2

社会工学基礎Ⅳ 1後 2 1 社会工学基礎Ⅳ 1後 2

社会工学概論 2前 2 4 6 社会工学概論 2前 2 3

2 社会工学基礎Ⅰ 2前 2 2

経営システム工学演習ⅠA 2前 1 1 2 経営システム工学演習ⅠA 2前 1 4

経営システム工学演習ⅠB 2前 1 1 2 経営システム工学演習ⅠB 2前 1 4

システムマネジメント論 2前 2 システムマネジメント論 2前 2 1

数理計画 2前 2 数理計画 2前 2

プログラムデザイン 2前 2 プログラムデザイン 2前 2

確率・統計 2前 2 確率・統計 2前 2

経営システム工学演習Ⅱ 2後 1 1 2 経営システム工学演習Ⅱ 2後 1 4

生産管理 2後 2 生産管理 2後 2

品質管理 2後 2 品質管理 2後 2

マーケティング戦略 2後 2 1 マーケティング戦略 2後 2

経営環境 3前 2 1 経営環境 3前 2 1

経営システム工学演習ⅢA 3前 1 1 2 経営システム工学演習ⅢA 3前 1 4
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11 13

2 2

1

11 13

11 13

11 13

11 13

4 3

2 2

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

2 2

1 1

1 2

1 1

1 1

1 1

1 2

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

3 1

2 3

2 3

1 1

2 2

2 2

2 2

2 2

2 1

2 1

1 1

2 2

2 7

1 1

43 43

2 1

12 10

5 5

1 1

9 6

2 2

1 3

1 1

1

1 1

2 2

13 14

3 1

15 16

8 7

2 2

1 1

1

9 2

1 1

13 14

13 14

13 14

13 14

12 15

12 11

3 2

3 1

4 6

4 6

11 12

7 7

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

経営システム工学演習ⅢB 3前 1 1 2 経営システム工学演習ⅢB 3前 1 4

経営心理行動科学 3前 2 経営心理行動科学 3前 2

社会セキュリティマネジメント 3前 2 1 社会セキュリティマネジメント 3前 2 2

経営システム工学応用演習 3後 1 1 2 経営システム工学応用演習 3後 1 4

経営システム工学演習Ⅳ 3後 1 1 2 経営システム工学演習Ⅳ 3後 1 4

経営システム工学総合演習Ⅰ 4前 1 1 2 経営システム工学総合演習Ⅰ 4前 1 4

経営システム工学総合演習Ⅱ 4後 1 1 2 経営システム工学総合演習Ⅱ 4後 1 4

フレッシュマンセミナー 1前 2

技

術

と

人

間

・

心

理

2 2 2

2

2

3

技

術

と

人

間

・

心

理

2

2

異文化理解 1前～2後 2 異文化理解 1前～2後

フレッシュマンセミナー 1前

感性と社会 1前～2後 2 感性と社会 1前～2後

心理学 1前～2後 2 心理学 1前～2後

生物と環境 1前～2後 2 1 1 生物と環境 1前～2後 1

対人コミュニケーション論 1前～2後 2 対人コミュニケーション論 1前～2後 2

日本文化論 1前～2後 2 日本文化論 1前～2後 2

人間行動学 1前～2後 2 人間行動学 1前～2後 2

人間社会ゼミナール 1前～2後 2 人間社会ゼミナール 1前～2後 2

技

術

と

歴

史

・

哲

学

アジア・太平洋史 1前～2後 2

共生社会論 1前～2後 2

技

術

と

歴

史

・

哲

学

アジア・太平洋史 1前～2後 2

科学技術史 1前～2後 2 科学技術史 1前～2後 2

科学思想史 1前～2後 2 科学思想史 1前～2後 2

科学と哲学 1前～2後 2 科学と哲学 1前～2後 2

共生社会論 1前～2後 2

近現代史 1前～2後 2 近現代史 1前～2後 2

公共の哲学 1前～2後 2 公共の哲学 1前～2後 2

宗教文化論 1前～2後 2 宗教文化論 1前～2後 2

技

術

と

社

会

・

国

際

経済学 1前～2後 2 1

技

術

と

社

会

・

国

際

経済学 1前～2後

現代社会論 1前～2後

2 1

現代社会論 1前～2後 2 2

現代政治論 1前～2後 2 現代政治論 1前～2後 2

公共政策論 1前～2後 2 公共政策論 1前～2後 2

生涯学習論 1前～2後 2 生涯学習論 1前～2後 2

情報社会論 1前～2後 2 情報社会論 1前～2後 2 1

地域研究Ⅰ 1前～2後 2 地域研究Ⅰ 1前～2後 2

地域研究Ⅱ 1前～2後 2 地域研究Ⅱ 1前～2後 2

日本国憲法 1前～2後 2 日本国憲法 1前～2後 2

自

然

科

学

基

礎

科

目

線形代数Ⅰ 1前 2

力学 1前 2 自

然

科

学

基

礎

科

目

線形代数Ⅰ 1前 2

線形代数Ⅱ 1後 2 線形代数Ⅱ 1後 2

微分積分Ⅰ及び演習 1前 3 微分積分Ⅰ及び演習 1前 3

微分積分Ⅱ及び演習 1後 3 微分積分Ⅱ及び演習 1後 3

1 力学 1前 2 1

物理学演習Ⅰ 1前 1 1 物理学演習Ⅰ 1前 1 1

電磁気学 1後 2 電磁気学 1後 2

物理学演習Ⅱ 1後 1 物理学演習Ⅱ 1後 1

物理学実験 1後・2前 2 物理学実験 1後・2前 2 1 1

基礎化学 1前 2 基礎化学 1前 2

化学結合論 1前 2 1 化学結合論 1前 2 1

化学実験 2後 2 4 4 2 化学実験 2後 2 4 4 2

地球科学 2前 2 地球科学 2前 2

生体機能科学 2後 2 生体機能科学 2後 2

産

業

・

経

営

リ

テ

ラ

シー

産業論 2後 2 1

産

業

・

経

営

リ

テ

ラ

シー

産業論 2後

経

営

リ

テ

ラ

シー

2 1

経

営

リ

テ

ラ

シー

金融学 3前 2 金融学 3前 2

法工学 3前・後 2 1 法工学 3前・後 2 3

知的財産権 3前・後 2 知的財産権 3前・後 2

マーケティング 3前・後 2 1 マーケティング 3前・後 2

経営戦略 3前・後 2 1 経営戦略 3前・後 2 1

政策科学 3前・後 2 2 政策科学 3前・後 2 2

会計学 3前・後 2 会計学 3前・後 2

工学倫理 3前・後 2 工学倫理 3前・後 2

管理工学 3後 2 1 2 管理工学 3前・後 2 3

産

業

社

会

コミュニティと技術 2後・3前 2
産

業

社

会

労働者管理基礎論 2後 2 労働者管理基礎論 3前 2

ものづくりとデザイン 2後 2 2 2 ものづくりとデザイン 2後 2 4

自治体行政 2後 2 1

3 1 コミュニティと技術 2後・3前 2 4 1

男女共同参画社会論 2後・3前 2 男女共同参画社会論 2後・3前 2

企業経営 2後・3前 2 企業経営 2後・3前 2

キャリア・コミュニケーション論 2後・3前 2

食糧工学 3前 2 1 2 食糧工学 3前 2 3

キャリアデザイン 3前 2 キャリアデザイン 3前 2

グ

ロー

バ

ル

コ

ミュ

ニ

ケー

ショ

ン

グ

ロー

バ

ル

コ

ミュ

ニ

ケー

ショ

ン

Academic EnglishⅠ 1前Academic EnglishⅠ 1前 2 2

Academic EnglishⅡ 1後 2 Academic EnglishⅡ 1後 2

English SeminarⅠ 1前 1 English SeminarⅠ 1前 1

English SeminarⅡ 1後 1 English SeminarⅡ 1後 1

Academic EnglishⅢ 2前 2 Academic EnglishⅢ 2前 2

Academic EnglishⅣ 2後 2 Academic EnglishⅣ 2後 2

Global EnglishⅠ 3前 1 Global EnglishⅠ 3前 1

Global EnglishⅡ 3後 1 Global EnglishⅡ 3後 1

健

康

運

動

科

学 健康運動科学演習B 1後 1

健

康

運

動

科

学

体育実技Ⅰ 1前 1 体育実技Ⅰ 1前 1

体育実技Ⅱ 1後 1 体育実技Ⅱ 1後 1

健康運動科学演習A 1前 1 1 1 1 健康運動科学演習A 1前 1 1 1

健康運動科学演習B 1後 1

留

学

生

科

目

自

然

科

学

基

礎

専門基礎科学Ⅰ 1前 2 2

2

日本語表現法 1前 2

専門基礎科学Ⅱ 1後 2 専門基礎科学Ⅱ 1後
留

学

生

科

目

自

然

科

学

基

礎

専門基礎科学Ⅰ 1前

人

間

社

会

日本語表現法 1前 2

日本語日本文化 1前 2

人

間

社

会

日本語日本文化 1前 2

2 日本語日本社会 1後 2日本語日本社会 1後
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1

1

3

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

2 2

1 1

1 1

1 2

1 1

1 1

7 7

2 2

2 2

3 3

2 2

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

2 2

1 1

1 1

1 1

1 1

1

1 1

1 1

6 6

1 1

1

1 1

1 1

1 1

1 1

6 6

1 1

4 4

4 4

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

2 2

6 6

7 7

6 6

3 3

2 2

1 1

1

1 1

1

1 1

1 1

1 1

2 1

1 1

5 5

3 3

5 5

3 3

【平成２８年度】 【平成２９年度】

科目
区分

授業科目の名称 配 当
年 次

単位数 専任教員等の配置 兼

任

・

兼

担必　修 選　択 自　由 教　授

専任教員等の配置 兼

任

・

兼

担自　由 教　授 准教授 講　師准教授 講　師 助　教 助　手 必　修 選　択

科目
区分

授業科目の名称 配 当
年 次

単位数

助　教 助　手

工

学

デ

ザ

イ

ン

工

学

デ

ザ

イ

ン

創造工学概論 1前 1 3 創造工学概論 1前 1 2

クリティカルシンキング 1前 1 2 クリティカルシンキング 1前 1 2

創造方法論 1後 2 2 1 創造方法論 1後 2 2 1

システム理論 2前 2 1 システム理論 2前 2 3 1

実践問題解決 2前 1 1 実践問題解決 2前 1 2

デザイン理論 2後 2 2 デザイン理論 2後 2 2 1

イノベーション論 3前 2 1 1 イノベーション論 3前 2 1

ＰＢＬ演習 3後 2 24 25 5 ＰＢＬ演習 3後 2 29 22 6

研究室ローテーションⅠ 1後 1 24 25 5 研究室ローテーションⅠ 1後 1 29 22 6

研究室ローテーションⅡ 2前 1 24 25 5 研究室ローテーションⅡ 2前 1 29 22 6

研究室ローテーションⅢ 2後 1 24 25 5 研究室ローテーションⅢ 2後 1 29 22 6

研究室ローテーションⅣ 3前 1 24 25 5 研究室ローテーションⅣ 3前 1 29 22 6

創造工学研究1 3後 2 24 25 5 創造工学研究1 3後 2 29 22 6

創造工学研究2 4前 2 24 25 5 創造工学研究2 4前 2 29 22 6

創造工学研究3 4後 2 24 25 5 創造工学研究3 4後 2 29 22 6

生

命

・

物

質

化

学

基礎有機化学Ⅰ 1後 2

基礎無機化学 1後 2

2

基礎無機化学 1後 2

固体化学基礎 1後 2 1 固体化学基礎 1後

生

命

・

物

質

化

学

基礎有機化学Ⅰ 1後

2

分析化学 2前 2 分析化学 2前 2

基礎化学工学 2前 2 基礎化学工学 2前 2

高分子化学 2前 2 高分子化学 2前 2

物理化学 2前 2 1 物理化学 2前 2 1

生化学 2前 2 1 生化学 2前 2

基礎有機化学Ⅱ 2前 2 基礎有機化学Ⅱ 2前 2

無機化学 2前 2 無機化学 2前 2

物理化学実験 3前 2 2 1 物理化学実験 3前 2 2 1

有機化学実験 3前 2 2 1 有機化学実験 3前 2 2 1

分析化学実験 3前 2 2 1 分析化学実験 3前 2 2 1

無機化学実験 3後 2 2 1 無機化学実験 3後 2 2 1

化学工学実験 3後 2 2 1 化学工学実験 3後 2 2 1

高分子化学実験 3後 2 2 1 高分子化学実験 3後 2 2 1

分離分析化学 2後 2 分離分析化学 2後 2

構造分子化学 2後 2 構造分子化学 2後 2

高分子基礎物性 2後 2 高分子基礎物性 2後 2

有機化学Ⅰ 2後 2 有機化学Ⅰ 2後 2

分子生物学 2後 2 分子生物学 2後 2

ソ

フ

ト

マ

テ

リ

ア

ル

基礎有機化学Ⅰ 1後 2

高分子物理化学Ⅰ 2前 2

ソ

フ

ト

マ

テ

リ

ア

ル

基礎有機化学Ⅰ 1後 2

基礎無機化学 1後 2 基礎無機化学 1後 2

固体化学基礎 1後 2 1 固体化学基礎 1後 2

高分子合成化学Ⅰ 2前 2 高分子合成化学Ⅰ 2前 2

1 高分子物理化学Ⅰ 2前 2 1

高分子科学Ⅰ 2前 2 高分子科学Ⅰ 2前 2

高分子材料物性Ⅰ 2前 2 高分子材料物性Ⅰ 2前 2

ソフトマテリアル化学Ⅰ 3前 2 2 ソフトマテリアル化学Ⅰ 3前 2 2

有機合成化学Ⅰ 2後 2 有機合成化学Ⅰ 2後 2

高分子合成化学Ⅱ 2後 2 高分子合成化学Ⅱ 2後 2 1

高分子物理化学Ⅱ 2前 2 高分子物理化学Ⅱ 2前 2

高分子科学Ⅱ 2後 2 高分子科学Ⅱ 2後 2

高分子材料物性Ⅱ 2後 2 1 高分子材料物性Ⅱ 2後 2 1

高分子科学Ⅲ 2後 2 1 高分子科学Ⅲ 2後 2 1

高分子材料分析化学 2後 2 高分子材料分析化学 2後 2

ソフトマテリアル化学Ⅱ 3後 2 2 ソフトマテリアル化学Ⅱ 3後 2 2

有機合成化学Ⅱ 3前 2 有機合成化学Ⅱ 3前 2

ソフトマテリアル化学実験Ⅰ 3前 4 2 1 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ 3前 4 2 1

ソフトマテリアル化学実験Ⅱ 3後 4 2 1 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ 3後 4 2 1

環

境

セ

ラ

ミッ

ク

ス

基礎有機化学Ⅰ 1後 2

アモルファス構造化学 2前 2

環

境

セ

ラ

ミッ

ク

ス

基礎有機化学Ⅰ 1後 2

基礎無機化学 1後 2 基礎無機化学 1後 2

固体化学基礎 1後 2 1 固体化学基礎 1後 2

無機構造化学Ⅰ 2前 2 無機構造化学Ⅰ 2前 2

1 アモルファス構造化学 2前 2 1

固体熱科学Ⅰ 2前 2 固体熱科学Ⅰ 2前 2

物質科学Ⅰ 2前 2 物質科学Ⅰ 2前 2

量子科学基礎 2前 2 量子科学基礎 2前 2

無機有機ハイブリッド化学Ⅰ 2前 2 無機有機ハイブリッド化学Ⅰ 2前 2

材料組織構造化学 2後 2 1 材料組織構造化学 2後 2 1

固体熱科学Ⅱ 2後 2 固体熱科学Ⅱ 2後 2

計算科学基礎 2後 2 計算科学基礎 2後 2

無機有機ハイブリッド化学Ⅱ 2後 2 無機有機ハイブリッド化学Ⅱ 2後 2

セラミックス応用学演習Ⅰ 2後 1 1 セラミックス応用学演習Ⅰ 2後 1

セラミックス応用学実験Ⅰ 3前 3 2 2 セラミックス応用学実験Ⅰ 3前 3 2 2

セラミックス応用学演習Ⅱ 3前 1 1 セラミックス応用学演習Ⅱ 3前 1 1

セラミックス応用学実験Ⅱ 3前 3 2 2 セラミックス応用学実験Ⅱ 3前 3 2 2

材

料

機

能

材料物性基礎 1後 2

解析力学 2前 2

材

料

機

能

材料物性基礎 1後 2

物理現象と微分方程式 1後 2 1 物理現象と微分方程式 1後 2 1

物理・材料数学Ⅰ 1後 2 2 1 物理・材料数学Ⅰ 1後 2 1

熱力学 2前 2 1 熱力学 2前 2

解析力学 2前 2

回折結晶学 2前 2 1 回折結晶学 2前 2 1

材料物理学 2前 2 1 材料物理学 2前 2

物理・材料数学Ⅱ 2前 2 2 物理・材料数学Ⅱ 2前 2 1 1

量子力学Ⅰ 2前 2 量子力学Ⅰ 2前 2

材料平衡論 2後 2 材料平衡論 2後 2

移動速度論 2後 2 移動速度論 2後 2

固体物理Ⅰ 2後 2 1 固体物理Ⅰ 2後 2 1

材料組織学 2後 2 1 材料組織学 2後 2 1

力学物性論 2後 2 力学物性論 2後 2

量子力学Ⅱ 2後 2 量子力学Ⅱ 2後 2

固体物理Ⅱ 3前 2 1 固体物理Ⅱ 3前 2 1

材料機能工学演習Ⅰ 3前 1 3 材料機能工学演習Ⅰ 3前 1 3

材料機能工学実験Ⅰ 3前 3 2 3 材料機能工学実験Ⅰ 3前 3 2 3

材料機能工学演習Ⅱ 3後 1 3 材料機能工学演習Ⅱ 3後 1 3

材料機能工学実験Ⅱ 3後 3 2 3 材料機能工学実験Ⅱ 3後 3 2 3

9 162/202



3 3

2 2

1 1

1 1

1 1

2 2

4 2

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

53 58

1 1

1

3 1

2 1

1 1

1

3 2

2 1

1 1

2 1

2 1

1 1

2 1

31 32

2 2

53 58

1 1

1

3 1

2 1

1

2 1

2 1

2

2 1

1 1

1

1

1 1

1

22 26

1 1

22 26

22 26

3 1

3 2

1

2 1

2 1

2 1

2 1

2 3

2 1

2 1

2 1

1 1

2 1

2 1

1

1 1

2

2 2

16 15

1 2

2 2

16 15

3 1

3 2

1

2 1

2 1

2 1

2 1

2 3

2 2

2 1

2 1

1 1

2 1

2 1

専

門

教

育

科

目

専

門

教

育

科

目

主

軸

専

門

科

目

主

軸

専

門

科

目

応

用

物

理

材料物性基礎 1後 2

応

用

物

理

材料物性基礎 1後

物理現象と微分方程式 1後

2

物理現象と微分方程式 1後 2 1 2 1

物理・材料数学Ⅰ 1後 2 2 1 物理・材料数学Ⅰ 1後 2 1

応用電磁気学Ⅰ 2前 2 1 応用電磁気学Ⅰ 2前 2 1

計測工学Ⅰ 2前 2 1 計測工学Ⅰ 2前 2 1

熱力学 2前 2 熱力学 2前 2

物理数学Ⅰ 2前 2 物理数学Ⅰ 2前 2

力学・電磁気学演習 2前 2 力学・電磁気学演習 2前 2

応用物理学実験Ⅰ 2後 2 1 応用物理学実験Ⅰ 2後 2 1 1

統計熱力学演習 2後 2 1 統計熱力学演習 2後 2

統計力学 2後 2 1 統計力学 2後 2 1

物理数学Ⅱ 2後 2 物理数学Ⅱ 2後 2

量子力学Ⅰ 2後 2 量子力学Ⅰ 2後 2

固体物理Ⅰ 3前 2 固体物理Ⅰ 3前 2

量子力学Ⅱ 3前 2 量子力学Ⅱ 3前 2

シミュレーション工学 3前 2 1 シミュレーション工学 3前 2 1

量子力学演習 3前 2 1 量子力学演習 3前 2 1

固体物理Ⅱ 3後 2 1 固体物理Ⅱ 3後 2 1

機

械

工

学

機

械

工

学

1 電気・機械工学入門 2前電気・機械工学入門 2前 2 4 7 2 6 5 2

電気回路Ⅰ 1後 2 1 電気回路Ⅰ 1後 2 1

プログラミングⅠ 1後 2 2 1 プログラミングⅠ 1後 2 1

常微分方程式 1後 2 常微分方程式 1後 2

熱力学Ⅰ 1後 2 熱力学Ⅰ 1後 2

機構学 2前 2 機構学 2前 2

流体力学Ⅰ 2前 2 1 流体力学Ⅰ 2前 2 1

機械製図Ⅰ 2前 2 1 1 機械製図Ⅰ 2前 2

工業力学 2前 2 1 工業力学 2前 2 1

材料力学Ⅰ 2前 2 材料力学Ⅰ 2前 2

機械力学 2後 2 機械力学 2後 2

材料科学 2後 2 1 材料科学 2後 2 1

伝熱学Ⅰ 2後 2 伝熱学Ⅰ 2後 2

材料力学Ⅱ 2後 2 材料力学Ⅱ 2後 2

制御工学Ⅰ 2後 2 制御工学Ⅰ 2後 2

流体力学Ⅱ 2後 2 流体力学Ⅱ 2後 2

機械工学実験 3前 2 3 2 機械工学実験 3前 2 3 2 1

材料加工の力学 3前 2 材料加工の力学 3前 2

電

気

電

子

常微分方程式 1後 2

電

気

電

子

7 1電気・機械工学入門 2前 2 4 電気・機械工学入門 2前 2 6 5 2

電気回路Ⅰ 1後 2 1 電気回路Ⅰ 1後 2 1

プログラミングⅠ 1後 2 2 1 プログラミングⅠ 1後 2 1

常微分方程式 1後 2

熱力学Ⅰ 1後 2 熱力学Ⅰ 1後 2

計算機基礎 2前 2 1 計算機基礎 2前 2 1

電気回路Ⅱ 2前 2 電気回路Ⅱ 2前 2

電気磁気学Ⅰ 2前 2 電気磁気学Ⅰ 2前 2

電気電子工学実験実習 2前 2 1 1 電気電子工学実験実習 2前 2

電子回路Ⅰ 2前 2 電子回路Ⅰ 2前 2

プログラミングⅡ 2前 2 プログラミングⅡ 2前 2

システム制御基礎 2後 2 1 システム制御基礎 2後 2 1

情報理論 2後 2 1 情報理論 2後 2 1

電子回路Ⅱ 2後 2 電子回路Ⅱ 2後 2

電気回路Ⅲ 2後 2 2 電気回路Ⅲ 2後 2 1

電気磁気学Ⅱ 2後 2 1 電気磁気学Ⅱ 2後 2 1

電気電子工学基礎実験 2後 2 1 5 1 電気電子工学基礎実験 2後 2 3 3 1

電子物性 2後 2 電子物性 2後 2

電気電子工学応用実験 3前 2 1 5 1 電気電子工学応用実験 3前 2 3 3 1

電気電子工学専門実験 3後 2 1 5 1 電気電子工学専門実験 3後 2 3 3 1

ネッ

ト

ワー

ク

プログラミングⅠ 1後 2

ネッ

ト

ワー

ク

コンピュータ入門 1後 2 コンピュータ入門 1後 2

確率 1後 2 確率 1後 2

情報数学Ⅰ 1後 2 1 1 情報数学Ⅰ 1後 2 1

1 プログラミングⅠ 1後 2

情報数学Ⅱ 2前 2 情報数学Ⅱ 2前 2

情報理論 2前 2 1 情報理論 2前 2

データ構造とアルゴリズム 2前 2 データ構造とアルゴリズム 2前 2

情報工学概論 2前 2 1 情報工学概論 2前 2

ディジタル回路 2前 2 1 ディジタル回路 2前 2

コンピュータアーキテクチャⅠ 2前 2 1 コンピュータアーキテクチャⅠ 2前 2

フーリエ解析 2前 2 フーリエ解析 2前 2

プログラミングⅡ 2前 2 2 プログラミングⅡ 2前 2

形式言語とオートマトン 2後 2 1 形式言語とオートマトン 2後 2

コンピュータアーキテクチャⅡ 2後 2 コンピュータアーキテクチャⅡ 2後 2

信号処理 2後 2 1 信号処理 2後 2

オペレーティングシステム 2後 2 オペレーティングシステム 2後 2

プログラミングⅢ 2後 2 1 プログラミングⅢ 2後 2 1

情報ネットワーク 3前 2 情報ネットワーク 3前 2

ネットワーク系演習Ⅰ 3前 2 1 1 ネットワーク系演習Ⅰ 3前 2 3

データベース論 3後 2 1 データベース論 3後 2

情報セキュリティ 3後 2 情報セキュリティ 3後 2

ネットワーク系演習Ⅱ 3後 2 1 1 ネットワーク系演習Ⅱ 3後 2 3

知

能

情

報

プログラミングⅠ 1後 2

知

能

情

報

コンピュータ入門 1後 2 コンピュータ入門 1後 2

確率 1後 2 確率 1後 2

情報数学Ⅰ 1後 2 1 1 情報数学Ⅰ 1後 2 1

1 プログラミングⅠ 1後 2

情報数学Ⅱ 2前 2 情報数学Ⅱ 2前 2

情報理論 2前 2 1 情報理論 2前 2 1

データ構造とアルゴリズム 2前 2 データ構造とアルゴリズム 2前 2

情報工学概論 2前 2 1 情報工学概論 2前 2

コンピュータアーキテクチャⅠ 2前 2 1 コンピュータアーキテクチャⅠ 2前 2 1

ディジタル回路 2前 2 1 ディジタル回路 2前 2

フーリエ解析 2前 2 フーリエ解析 2前 2

プログラミングⅡ 2前 2 2 プログラミングⅡ 2前 2

形式言語とオートマトン 2後 2 1 形式言語とオートマトン 2後 2

コンピュータアーキテクチャⅡ 2後 2 コンピュータアーキテクチャⅡ 2後 2
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11 13
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信号処理 2後 2 1 信号処理 2後 2

オペレーティングシステム 2後 2 オペレーティングシステム 2後 2

プログラミングⅢ 2後 2 1 プログラミングⅢ 2後 2 1

情報ネットワーク 3前 2 情報ネットワーク 3前 2

知能プログラミング演習Ⅰ 3前 2 3 2 知能プログラミング演習Ⅰ 3前 2 3 2

データベース論 3後 2 1 データベース論 3後 2

情報セキュリティ 3後 2 情報セキュリティ 3後 2

知能プログラミング演習Ⅱ 3後 2 3 2 知能プログラミング演習Ⅱ 3後 2 3 2

メ

ディ

ア

情

報

プログラミングⅠ 1後 2

メ

ディ

ア

情

報

コンピュータ入門 1後 2 コンピュータ入門 1後 2

確率 1後 2 確率 1後 2

情報数学Ⅰ 1後 2 1 1 情報数学Ⅰ 1後 2 1

1 プログラミングⅠ 1後 2

情報数学Ⅱ 2前 2 情報数学Ⅱ 2前 2

情報理論 2前 2 1 情報理論 2前 2

データ構造とアルゴリズム 2前 2 データ構造とアルゴリズム 2前 2

情報工学概論 2前 2 1 情報工学概論 2前 2

コンピュータアーキテクチャⅠ 2前 2 1 コンピュータアーキテクチャⅠ 2前 2 1

ディジタル回路 2前 2 1 ディジタル回路 2前 2

フーリエ解析 2前 2 フーリエ解析 2前 2

プログラミングⅡ 2前 2 2 プログラミングⅡ 2前 2

形式言語とオートマトン 2後 2 1 形式言語とオートマトン 2後 2

コンピュータアーキテクチャⅡ 2後 2 コンピュータアーキテクチャⅡ 2後 2

信号処理 2後 2 1 信号処理 2後 2

オペレーティングシステム 2後 2 オペレーティングシステム 2後 2

プログラミングⅢ 2後 2 1 プログラミングⅢ 2後 2 1

情報ネットワーク 3前 2 情報ネットワーク 3前 2

メディア系演習Ⅰ 3前 2 2 2 1 メディア系演習Ⅰ 3前 2 2 2 1

データベース論 3後 2 1 データベース論 3後 2

情報セキュリティ 3後 2 情報セキュリティ 3後 2

メディア系演習Ⅱ 3後 2 2 2 1 メディア系演習Ⅱ 3後 2 2 2 1

建

築

・

デ

ザ

イ

ン

社会工学基礎Ⅱ 1後 2

表現製図 2前 2

1

建

築

・

デ

ザ

イ

ン

1

社会工学基礎Ⅱ 1後 2 1

社会工学基礎Ⅲ 1後 2 1 社会工学基礎Ⅲ 1後 2 2

社会工学基礎Ⅳ 1後 2 1 社会工学基礎Ⅳ 1後 2

構造デザイン学Ⅰ 1後 2 1 構造デザイン学Ⅰ 1後 2 1

表現製図 2前 2

社会工学概論 2前 2 4 6 社会工学概論 2前 2 2 1

社会工学基礎Ⅰ 2前 2 2 社会工学基礎Ⅰ 2前 2 2

建築・デザイン史Ⅰ 2前 2 建築・デザイン史Ⅰ 2前 2

建築・デザイン計画学 2前 2 建築・デザイン計画学 2前 2

環境デザイン学Ⅰ 2前 2 環境デザイン学Ⅰ 2前 2

構造デザイン学Ⅱ 2前 2 構造デザイン学Ⅱ 2前 2

建築構法学 2前 2 建築構法学 2前 2 1

建築材料デザイン学 2前 2 1 建築材料デザイン学 2前 2 1

構造・デザイン演習Ⅰ 2前 1 構造・デザイン演習Ⅰ 2前 1

都市デザイン学 2後 2 1 都市デザイン学 2後 2 1

環境デザイン学Ⅱ 2後 2 環境デザイン学Ⅱ 2後 2

建築・デザイン史Ⅱ 2後 2 建築・デザイン史Ⅱ 2後 2

建築設計・デザイン制作 Ⅰ 2後 4 1 建築設計・デザイン制作 Ⅰ 2後 4 1

建築環境実験 2後 1 2 2 建築環境実験 2後 1

建築材料実験 3前 1 2 2 建築材料実験 3前 1 3 1

環

境

都

市

測量学 2前 2

環

境

都

市

測量学 2前

測量実習 2前

2

測量実習 2前 1 1 2 1 2 1

社会工学基礎Ⅱ 1後 2 1 社会工学基礎Ⅱ 1後 2 1

社会工学基礎Ⅲ 1後 2 1 1 社会工学基礎Ⅲ 1後 2 2

社会工学基礎Ⅳ 1後 2 1 社会工学基礎Ⅳ 1後 2

社会工学概論 2前 2 4 6 社会工学概論 2前 2 2 1

社会工学基礎Ⅰ 2前 2 2 社会工学基礎Ⅰ 2前 2

構造力学Ⅰ 2前 2 構造力学Ⅰ 2前 2 1

構築材質学 2前 2 構築材質学 2前 2

地盤力学 2前 2 地盤力学 2前 2

環境水理学Ⅰ 2前 2 環境水理学Ⅰ 2前 2

社会基盤計画学 2前 2 社会基盤計画学 2前 2

環境都市情報技術 2前 1 環境都市情報技術 2前 1

環境生態学 2前 2 1 環境生態学 2前 2 1

構造力学Ⅱ 2後 2 構造力学Ⅱ 2後 2

環境水理学Ⅱ 2後 2 環境水理学Ⅱ 2後 2

地盤解析学 2後 2 地盤解析学 2後 2

環境都市創造実験 3前 2 1 2 環境都市創造実験 3前 2 2 1

構造シミュレーション 3前 2 1 構造シミュレーション 3前 2 1

環境地盤工学 3前 2 環境地盤工学 3前 2

都市・地域計画学 3前 2 1 都市・地域計画学 3前 2 1

維持管理工学 3前 2 維持管理工学 3前 2

建設マネジメント 3後 2 1 建設マネジメント 3後 2 1

経

営

シ

ス

テ

ム

社会工学基礎Ⅱ 1後 2

社会工学基礎Ⅰ 2前 2

1

経

営

シ

ス

テ

ム

1

社会工学基礎Ⅱ 1後 2 1

社会工学基礎Ⅲ 1後 2 1 社会工学基礎Ⅲ 1後 2 2

社会工学基礎Ⅳ 1後 2 1 社会工学基礎Ⅳ 1後 2

社会工学概論 2前 2 4 6 社会工学概論 2前 2 2 1

2 社会工学基礎Ⅰ 2前 2 2

経営システム工学演習ⅠA 2前 1 1 2 経営システム工学演習ⅠA 2前 1 3 1

経営システム工学演習ⅠB 2前 1 1 2 経営システム工学演習ⅠB 2前 1 3 1

システムマネジメント論 2前 2 システムマネジメント論 2前 2 1

数理計画 2前 2 数理計画 2前 2

プログラムデザイン 2前 2 プログラムデザイン 2前 2

確率・統計 2前 2 確率・統計 2前 2

経営システム工学演習Ⅱ 2後 1 1 2 経営システム工学演習Ⅱ 2後 1 3 1

生産管理 2後 2 生産管理 2後 2

品質管理 2後 2 品質管理 2後 2

マーケティング戦略 2後 2 1 マーケティング戦略 2後 2

経営環境 3前 2 1 経営環境 3前 2 1

経営システム工学演習ⅢA 3前 1 1 2 経営システム工学演習ⅢA 3前 1 3 1

経営システム工学演習ⅢB 3前 1 1 2 経営システム工学演習ⅢB 3前 1 3 1

経営心理行動科学 3前 2 経営心理行動科学 3前 2

社会セキュリティマネジメント 3前 2 1 社会セキュリティマネジメント 3前 2 1

経営システム工学応用演習 3後 1 1 2 経営システム工学応用演習 3後 1 3 1

経営システム工学演習Ⅳ 3後 1 1 2 経営システム工学演習Ⅳ 3後 1 3 1
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11 13

11 13

4 3

2 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

2 2

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

3 2

2 3

2 3

1 1

2 2

2 2

2 2

2 2

2 1

2 1

1 1

2 2

2 7

1 1

43 47

2 1

12 13

5 5

1 1

9 9

2 2

1 1

1 1

1 1

2 2

13 13

3 3

15 16

8 8

2 2

1 1

1 1

9 9

1 1

13 14

13 14

13 14

13 14

12 15

12 10

3 2

3 2

4 6

4 6

11 12

7 8

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

（注）・  認可申請書又は設置届出書の様式第２号（その２の１）に準じて作成してください。
　　　・  設置認可時又は届出時の授業科目全て（兼任，兼担教員が担当する科目を含む。）を黒字で記載してください。
　　　　その上で，認可時又は届出時から変更となっている箇所は太字の赤字としてください。
　　　・　履修希望者がいなかったために未開講となった科目についても記入してください。
　　　・　１ページ目には認可時又は届出時と平成３０年度の表を記入してください。
　　　・　不要な年度（平成２８年度開設であれば平成２７年度、平成２９年度開設であれば平成２７年度及び平成２８年度、
　　　　平成３０年度開設であれば平成２７年度から平成２９年度）の表は適宜削除し，詰めてください。
　　　　（２つの表が１ページに表示されるようにしてください。）

経営システム工学総合演習Ⅰ 4前 1 1 2 経営システム工学総合演習Ⅰ 4前 1 3 1

経営システム工学総合演習Ⅱ 4後 1 1 2 経営システム工学総合演習Ⅱ 4後 1 3 1

フレッシュマンセミナー 1前 2 2 2 フレッシュマンセミナー 1前 2 3

技

術

と

人

間

・

心

理

技

術

と

人

間

・

心

理

異文化理解 1前～2後 2 異文化理解 1前～2後 2

感性と社会 1前～2後 2 感性と社会 1前～2後 2

心理学 1前～2後 2 心理学 1前～2後 2

生物と環境 1前～2後 2 1 1 生物と環境 1前～2後 2 1

対人コミュニケーション論 1前～2後 2 対人コミュニケーション論 1前～2後 2

日本文化論 1前～2後 2 日本文化論 1前～2後 2

人間行動学 1前～2後 2 人間行動学 1前～2後 2

人間社会ゼミナール 1前～2後 2 人間社会ゼミナール 1前～2後 2

技

術

と

歴

史

・

哲

学

アジア・太平洋史 1前～2後 2

共生社会論 1前～2後 2

技

術

と

歴

史

・

哲

学

アジア・太平洋史 1前～2後 2

科学技術史 1前～2後 2 科学技術史 1前～2後 2

科学思想史 1前～2後 2 科学思想史 1前～2後 2

科学と哲学 1前～2後 2 科学と哲学 1前～2後 2

共生社会論 1前～2後 2

近現代史 1前～2後 2 近現代史 1前～2後 2

公共の哲学 1前～2後 2 公共の哲学 1前～2後 2

宗教文化論 1前～2後 2 宗教文化論 1前～2後 2

技

術

と

社

会

・

国

際

経済学 1前～2後 2 1

技

術

と

社

会

・

国

際

経済学 1前～2後

現代社会論 1前～2後

2 1

現代社会論 1前～2後 2 2

現代政治論 1前～2後 2 現代政治論 1前～2後 2

公共政策論 1前～2後 2 公共政策論 1前～2後 2

生涯学習論 1前～2後 2 生涯学習論 1前～2後 2

情報社会論 1前～2後 2 情報社会論 1前～2後 2

地域研究Ⅰ 1前～2後 2 地域研究Ⅰ 1前～2後 2

地域研究Ⅱ 1前～2後 2 地域研究Ⅱ 1前～2後 2

日本国憲法 1前～2後 2 日本国憲法 1前～2後 2

自

然

科

学

基

礎

科

目

線形代数Ⅰ 1前 2

力学 1前 2 自

然

科

学

基

礎

科

目

線形代数Ⅰ 1前 2

線形代数Ⅱ 1後 2 線形代数Ⅱ 1後 2

微分積分Ⅰ及び演習 1前 3 微分積分Ⅰ及び演習 1前 3

微分積分Ⅱ及び演習 1後 3 微分積分Ⅱ及び演習 1後 3

1 力学 1前 2 1

物理学演習Ⅰ 1前 1 1 物理学演習Ⅰ 1前 1 1

電磁気学 1後 2 電磁気学 1後 2

物理学演習Ⅱ 1後 1 物理学演習Ⅱ 1後 1

物理学実験 1後・2前 2 物理学実験 1後・2前 2 2

基礎化学 1前 2 基礎化学 1前 2

化学結合論 1前 2 1 化学結合論 1前 2 1

化学実験 2後 2 4 4 2 化学実験 2後 2 4 4 2

地球科学 2前 2 地球科学 2前 2

生体機能科学 2後 2 生体機能科学 2後 2

産

業

・

経

営

リ

テ

ラ

シー

産業論 2後 2 1

産

業

・

経

営

リ

テ

ラ

シー

産業論 2後

経

営

リ

テ

ラ

シー

2 1

経

営

リ

テ

ラ

シー

金融学 3前 2 金融学 3前 2

法工学 3前・後 2 1 法工学 3前・後 2 1

知的財産権 3前・後 2 知的財産権 3前・後 2

マーケティング 3前・後 2 1 マーケティング 3前・後 2 1

経営戦略 3前・後 2 1 経営戦略 3前・後 2 1

政策科学 3前・後 2 2 政策科学 3前・後 2 2

会計学 3前・後 2 会計学 3前・後 2

工学倫理 3前・後 2 工学倫理 3前・後 2

管理工学 3前・後 2 1 2 管理工学 3前・後 2 1 2

産

業

社

会

コミュニティと技術 2後・3前 2
産

業

社

会

労働者管理基礎論 3前 2 労働者管理基礎論 3前 2

ものづくりとデザイン 2後 2 2 2 ものづくりとデザイン 2後 2 3 1

自治体行政 2後 2 1 自治体行政 2後 2 1

3 1 コミュニティと技術 2後・3前 2 3 1

男女共同参画社会論 2後・3前 2 男女共同参画社会論 2後・3前 2

企業経営 2後・3前 2 企業経営 2後・3前 2

キャリア・コミュニケーション論 2後・3前 2 キャリア・コミュニケーション論 2後・3前 2

食糧工学 3前 2 1 2 食糧工学 3前 2 2 1

キャリアデザイン 3前 2 キャリアデザイン 3前 2

グ

ロー

バ

ル

コ

ミュ

ニ

ケー

ショ

ン

グ

ロー

バ

ル

コ

ミュ

ニ

ケー

ショ

ン

Academic EnglishⅠ 1前Academic EnglishⅠ 1前 2 2

Academic EnglishⅡ 1後 2 Academic EnglishⅡ 1後 2

English SeminarⅠ 1前 1 English SeminarⅠ 1前 1

English SeminarⅡ 1後 1 English SeminarⅡ 1後 1

Academic EnglishⅢ 2前 2 Academic EnglishⅢ 2前 2

Academic EnglishⅣ 2後 2 Academic EnglishⅣ 2後 2

Global EnglishⅠ 3前 1 Global EnglishⅠ 3前 1

Global EnglishⅡ 3後 1 Global EnglishⅡ 3後 1

健

康

運

動

科

学 健康運動科学演習B 1後 1

健

康

運

動

科

学

体育実技Ⅰ 1前 1 体育実技Ⅰ 1前 1

体育実技Ⅱ 1後 1 体育実技Ⅱ 1後 1

健康運動科学演習A 1前 1 1 1 1 健康運動科学演習A 1前 1 1 1

健康運動科学演習B 1後 1

留

学

生

科

目

自

然

科

学

基

礎

専門基礎科学Ⅰ 1前 2 2

2

日本語表現法 1前 2

専門基礎科学Ⅱ 1後 2 専門基礎科学Ⅱ 1後
留

学

生

科

目

自

然

科

学

基

礎

専門基礎科学Ⅰ 1前

人

間

社

会

日本語表現法 1前 2

日本語日本文化 1前 2

人

間

社

会

日本語日本文化 1前 2

2 日本語日本社会 1後 2日本語日本社会 1後
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【平成２８年度】

【平成２９年度】

【平成３０年度】

（注）・  変更内容（配当年次の変更、専任教員等の配置の変更、授業科目名の変更、新規科目の追加など）を箇条書きで記入してください。
　　　　変更がない年度は「特になし。」と記入してください。
　　　・　変更内容には、授業科目の未開講や廃止については記入しないでください。
　　　・　不要な年度（平成２８年度開設であれば平成２７年度、平成２９年度開設であれば平成２７年度及び平成２８年度、
　　　　平成３０年度開設であれば平成２７年度から平成２９年度）の表は適宜削除してください。

科目 科目 科目 科目 科目 科目 科目 科目

（注）・　未開講科目も含めた教育課程上の授業科目数を記入するとともに，［　］内に，設置時の計画からの増減を
　　　　記入してください。（記入例：１科目減の場合：△１）

（１）ー②授業科目表に関する変更内容
　　　　 　　　　

・履修機会の拡充のため、「管理工学」の配当年次を「３後」から「３前・後」に変更。
・開講年次の適正化のため、「労働者管理基礎論」の配当年次を「２後」から「３前」に変更。
・教育課程の充実のため、「実践問題解決」「自治体行政」「キャリア・コミュニケーション論」を追加。

　　　　 　　　　

・担当教員の見直しのため、「システム理論」「デザイン理論」「PBL演習」等の科目について，
　専任教員等の配置人数，専任・専担の人数を変更。

　　　　 　　　　

・担当教員の見直しのため、「クリティカルシンキング」「デザイン理論」「PBL演習」等の科目について，
　専任教員等の配置人数，専任・専担の人数を変更。

（２） 授業科目数

設置時の計画 変更状況
備考

必修 選択 自由 計（Ａ） 必修 選択 自由 計

219 135 0 354 219 138 0 357

[　　　0] [　　　3] [　　　0] [　　　3]
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番号 授業科目名 単 位 数 配当年次 一般・専門 必修・選択

１ 該当なし

２

３

　　　　ください。なお，理由については可能な限り具体的に記入してください。

番号 授業科目名 単 位 数 配当年次 一般・専門 必修・選択

１ 該当なし

２

３

（６） 「設置時の計画の授業科目数の計」に対する「未開講科目と廃止科目の計」の割合

0

354

　　　・　「未開講科目と廃止科目の計」が、「（３）未開講科目」と「（４）廃止科目」の合計数となるように
　　　　留意してください。

＝ 0

（注）・　授業科目を未開講又は廃止としたことによる学生の履修への影響に関する「大学の所見」及び
　　　　「学生への周知方法」を記入してください。

（注）・　小数点以下第３位を切り捨て，小数点以下第２位まで表示されます。

（注）・　設置時の計画にあり，何らかの理由で廃止（教育課程から削除）した授業科目について記入して
　　　　ください。なお，理由については可能な限り具体的に記入してください。

（５） 授業科目を未開講又は廃止としたことに係る「大学の所見」及び「学生への周知方法」

該当なし

　　　・　教職大学院の場合は，「一般・専門」を「共通・実習・その他」と修正して記入してください。

（３） 未開講科目

（注）・　配当年次に達しているにも関わらず，何らかの理由で未開講となっている授業科目について記入して

　　　・　履修希望者がいなかったために未開講となった科目については，記入しないでください。

未開講の理由，代替措置の有無

廃止の理由，代替措置の有無

　　　・　教職大学院の場合は，「一般・専門」を「共通・実習・その他」と修正して記入してください。

（４） 廃止科目

％
未開講科目（３）と廃止科目（４）の計

設置時の計画の授業科目数の計（Ａ）
＝
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備考

申請大学全体

申請大学全体

多治見地区の賃借面積の
変更のため。(30)

申請大学全体

区　　　　　分 内　　　　　　　　　　　　　　　　　容

専　　　用 共　　　用
共用する他の
学校等の専用

　　　・　校舎等建物の計画の変更（校舎又は体育館の総面積の減少，建築計画の遅延）がある場合には，「建築等設置計画変更書」

　　　　を併せて提出してください。

共用する他の
学校等の専用

0㎡

運動場用地

小　　　計

(128,980129,108㎡)

学科･専攻単位での特定不
能のため申請大学全体の
数

刊行終了した学術雑誌等
の整理を行ったため(30)

　　　・　「(５)図書・設備」については，上段に完成年度の予定数値を，下段には平成３０年５月１日現在の数値を記入してください。

(２) 校　　　　　舎

校
　
　
地
　
　
等

専　　　用 共　　　用

204,188㎡

計

44,982㎡

区　　 分

校 舎 敷 地

(１)

視聴覚資料

0㎡ 0㎡ 159,206㎡159,206㎡

機械・器具

（注）・　設置時の計画を，申請書の様式第２号（その１の１）に準じて作成してください。（複数のキャンパスに分かれている場合，　　　　

新設学部等の名称 室　　　　　　数

工学部創造工学教育課程 室

冊

12,933〔10,409〕
13,523〔10,529〕

461,783〔205,740〕
（478,440〔212,699〕）

287259

３　施設・設備の整備状況，経費

新専攻の設置に伴い、研
究室を整理したため。
(30)

0㎡ 128,980129,108㎡

(128,980129,108㎡)

218,370㎡

0㎡

0㎡

図　　書 学術雑誌

〔うち外国書〕

218,370㎡

語学学習施設

（補助職員3人）

(４) 専任教員研究室

標　　本
〔うち外国書〕

128,980129,108㎡

0

（7,343〔7,242〕）
（7,984〔7,372〕）

0㎡

計

電子ジャーナル

（12,933〔10,409〕）
（13,523〔10,529〕）

0㎡

（0㎡） （0㎡）

（  0  ）

点 点 点〔うち外国書〕

7,343〔7,242〕
7,984〔7,372〕

（　0　）

7,343〔7,242〕
7,984〔7,372〕

1,311
1,283

0

千円

千円

千円

(1,311)
(1,283)

（  0  ）

収 納 可 能 冊 数

1,311
1,283

0 0

（  0  ）

千円

経費
の見
積り

完成年度

528,000

学生納付金以外の維持方法の概要

区　　　　分 開設年度

共 同 研 究 費 等 千円

2,479㎡

千円 千円

開設年度

学生１人当
り

納付金

第１年次 第２年次 第３年次

千円 千円 千円

千円

設備購入費

図書購入費

千円

第５年次第４年次

講　義　室

56室

完成年度

千円

472

365室

461,783〔205,740〕
478,440〔212,699〕

情報処理学習施設

7室

（補助職員8人）

6室

千円

千円

経費の見
積り及び
維持方法
の 概 要

(７) 体　　育　　館
面　　　　　積 体育館以外のスポーツ施設の概要

　

図
書
・
設
備

(５)

第６年次

開設前年度

千円

601室

実験実習室

計

12,933〔10,409〕
13,523〔10,529〕

種

工学部創造工学
教育課程

461,783〔205,740〕
478,440〔212,699〕

(３) 教　　室　　等

演　習　室

面　　　　　積

区　　分

閲 覧 座 席 数

461,783〔205,740〕
（478,440〔212,699〕）

（12,933〔10,409〕）
（13,523〔10,529〕）

（7,343〔7,242〕）
（7,984〔7,372〕）

5,595㎡

(1,311)
(1,283)

44,982㎡

0㎡ 0㎡ 204,188㎡

0㎡ 14,182㎡

0㎡

　　　　複数の様式に分ける必要はありません。なお，「（１）校地等」及び「（２）校舎」は大学全体の数字を，その他の

そ　の　他

合　　　計

14,182㎡

(８)

(６) 図　　書　　館

新設学部等
の名称

教員１人当り研究費等

グラウンド，テニスコート，プール，弓道場，馬場，ボート艇庫，ヨット艇庫

　　　・　運動場用地が校舎敷地と別地にある場合は，その旨（所要時間・距離等）を「備考」に記入してください。

　　　　項目はＡＣ対象学部等の数値を記入してください。）

　　　・　国立大学については「（８）経費の見積り及び維持方法の概要」は記載不要です。

　　　・　昨年度の報告後から今年度の報告時までに変更のあったものについては，変更部分を赤字で見え消し修正するとともに，

　　　　その理由及び報告年度「（30）」を「備考」に赤字で記入してください。

　　　　　なお，昨年度の報告において赤字で見え消しした部分については，見え消しのまま黒字にしてください。
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大 学 の 名 称 備　　考

既設学部等の名称
修業
年限

入　学
定　員

編入学
定　員

収　容
定　員

学位又
は称号

平均入学
定員

超過率

開　設
年　度

所　在　地

【工学部】 年 人 年次 人 倍

（第一部） 人 1.04

生命・応用化学科 4 210
3年次

2 844
学士（工学）
学士（学術） 1.02 平成28

愛知県名古屋市
昭和区御器所町

物理工学科 4 105
3年次

2 424
学士（工学）
学士（学術） 1.04 平成28 同上

電気・機械工学科 4 200
3年次

2 804
学士（工学）
学士（学術） 1.05 平成28 同上

情報工学科 4 145
3年次

2 584
学士（工学）
学士（学術） 1.04 平成28 同上

社会工学科 4 150
3年次

2 604
学士（工学）
学士（学術） 1.06 平成28 同上

創造工学教育課程 4 100 - 400
学士（工学）
学士（学術） 1.05 平成28 同上

生命・物質工学科 4 - -
学士（工学）
学士（学術） - 平成16 同上

平成28年より
学生募集停止

環境材料工学科 4 - -
学士（工学）
学士（学術） - 平成16 同上

平成28年より
学生募集停止

機械工学科 4 - -
学士（工学）
学士（学術） - 平成16 同上

平成28年より
学生募集停止

電気電子工学科 4 - -
学士（工学）
学士（学術） - 平成16 同上

平成28年より
学生募集停止

情報工学科 4 - -
学士（工学）
学士（学術） - 平成16 同上

平成28年より
学生募集停止

建築・デザイン工学科 4 - -
学士（工学）
学士（学術） - 平成16 同上

平成28年より
学生募集停止

都市社会工学科 4 - -
学士（工学）
学士（学術） - 平成16 同上

平成28年より
学生募集停止

（開設年度H16共通） 3年次
10 20

平成30年より
学生募集停止

（第二部） 1.09

物質工学科 5 5 - 25
学士（工学）
学士（学術） 1.06 平成16

愛知県名古屋市
昭和区御器所町

機械工学科 5 5 - 25
学士（工学）
学士（学術） 1.00 平成16 同上

電気情報工学科 5 5 - 25
学士（工学）
学士（学術） 1.20 平成16 同上

社会開発工学科 5 5 - 25
学士（工学）
学士（学術） 1.13 平成16 同上

【工学研究科】

（博士前期課程） 1.23

生命・応用化学専攻 2 165 - 330
修士（工学）
修士（学術） 1.06 平成28

愛知県名古屋市
昭和区御器所町

物理工学専攻 2 78 - 156
修士（工学）
修士（学術） 1.11 平成28 同上

電気・機械工学専攻 2 138 - 276
修士（工学）
修士（学術） 1.54 平成28 同上

情報工学専攻 2 110 - 220
修士（工学）
修士（学術） 1.17 平成28 同上

社会工学専攻 2 95 - 180
修士（工学）
修士（学術） 1.29 平成28 同上

物質工学専攻 2 - -
修士（工学）
修士（学術） - 平成15 同上

平成28年より
学生募集停止

機能工学専攻 2 - -
修士（工学）
修士（学術） - 平成15 同上

平成28年より
学生募集停止

情報工学専攻 2 - -
修士（工学）
修士（学術） - 平成15 同上

平成28年より
学生募集停止

４　ＡＣ対象学部等を含む大学等の状況

　名古屋工業大学
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社会工学専攻 2 - -
修士（工学）
修士（学術） - 平成15 同上

平成28年より
学生募集停止

未来材料創成工学専攻 2 - -
修士（工学）
修士（学術） - 平成20 同上

平成28年より
学生募集停止

創成ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ工学専攻 2 - -
修士（工学）
修士（学術） - 平成20 同上

平成28年より
学生募集停止

（博士後期課程） 0.88

生命・応用化学専攻 3 9 - 27
博士（工学）
博士（学術） 0.81 平成28

愛知県名古屋市
昭和区御器所町

物理工学専攻 3 5 - 15
博士（工学）
博士（学術） 1.00 平成28 同上

電気・機械工学専攻 3 9 - 27
博士（工学）
博士（学術） 1.07 平成28 同上

情報工学専攻 3 7 - 21
博士（工学）
博士（学術） 0.56 平成28 同上

社会工学専攻 3 7 - 21
博士（工学）
博士（学術） 1.51 平成28 同上

共同ﾅﾉﾒﾃﾞｨｼﾝ科学専攻 3 3 - 9
博士

（ﾅﾉﾒﾃﾞｨｼﾝ科
学）

0.77 平成25 同上

名古屋工業大学・ウー
ロンゴン大学国際連携
情報学専攻

3 2 - 6 博士（学術） 0.50 平成29 同上

物質工学専攻 3 - - -
博士（工学）
博士（学術） - 平成15 同上

平成28年より
学生募集停止

機能工学専攻 3 - - -
博士（工学）
博士（学術） - 平成15 同上

平成28年より
学生募集停止

情報工学専攻 3 - - -
博士（工学）
博士（学術） - 平成15 同上

平成28年より
学生募集停止

社会工学専攻 3 - - -
博士（工学）
博士（学術） - 平成15 同上

平成28年より
学生募集停止

未来材料創成工学専攻 3 - - -
博士（工学）
博士（学術） - 平成20 同上

平成28年より
学生募集停止

創成ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ工学専攻 3 - - -
博士（工学）
博士（学術） - 平成20 同上

平成28年より
学生募集停止

　　　・学生募集を停止している学部等がある場合，入学定員・収容定員・平均入学定員超過率は「－」とし，

　　　　「備考」に「平成○○年より学生募集停止」と記入してください。

　　　　平均の小数点以下第２位まで（小数点以下第３位を切り捨て）を記入してください。

　　　・「平均入学定員超過率」には，標準修業年限に相当する期間における入学定員に対する入学者の割合の

      ・ＡＣ対象学部等については、必ず記入するとともに、下線を引いてください。

（注）・本調査の対象となっている大学等の設置者（学校法人等）が設置している全ての大学（学部，学科），

　　　　大学院（専攻）及び短期大学（学科）（ＡＣ対象学部等含む）について，それぞれの学校種ごとに，

　　　　平成３０年５月１日現在の上記項目の情報を記入してください。

　　　・学部の学科または研究科の専攻等，「入学定員を定めている組織」ごとに記入してください。

　　　　※「入学定員を定めている組織ごと」には，課程認定等によりコース・専攻に入学定員を定めている

　　　　　場合を含めます。履修上の区分としてコース・専攻を設けている場合は含めません。

　　　　※なお，課程認定等によりコースや専攻に入学定員を定めている場合は，法令上規定されている組織上

　　　　　の最小単位（大学であれば「学科」，短期大学であれば「専攻課程」）でも記載してください。

　　　・専攻科に係るものについては，記入する必要はありません。
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 創造工学概論 専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 創造工学概論 専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 創造工学概論 専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 創造工学概論

専任 教授 江龍　修 平成28年4月 創造工学概論 専任 教授 江龍　修 平成28年4月 創造工学概論 専任 教授 猪股　克弘 平成29年4月 創造工学概論 専任 教授 猪股　克弘 平成29年4月 創造工学概論

専任 教授 春日　敏宏 平成28年4月 創造工学概論 専任 教授 春日　敏宏 平成28年4月 創造工学概論 専任 准教授 前田　浩孝 平成30年4月 創造工学概論

専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 クリティカルシンキング 専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 クリティカルシンキング 専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 クリティカルシンキング 兼担 准教授 森山　甲一 平成30年4月 クリティカルシンキング

専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 クリティカルシンキング 専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 クリティカルシンキング 専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 クリティカルシンキング 専任 准教授 田口　亮 平成30年4月 クリティカルシンキング

兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 クリティカルシンキング 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 クリティカルシンキング

専任 教授 江龍　修 平成28年4月 創造方法論 専任 教授 江龍　修 平成28年4月 創造方法論 専任 教授 秀島　栄三 平成29年4月 創造方法論 専任 教授 秀島　栄三 平成29年4月 創造方法論

専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 創造方法論 専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 創造方法論 専任 教授 渡辺　研司 平成29年4月 創造方法論 専任 教授 渡辺　研司 平成29年4月 創造方法論

専任 准教授 徳丸　宜穂 平成29年4月 創造方法論 専任 教授 徳丸　宜穂 平成29年4月 創造方法論

専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 システム理論 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 システム理論 専任 教授 兼田　敏之 平成29年4月 システム理論 専任 教授 兼田　敏之 平成29年4月 システム理論

兼担 助教 伊藤　宏隆 平成28年4月 システム理論 兼担 助教 伊藤　宏隆 平成28年4月 システム理論 専任 教授 横山　淳一 平成29年4月 システム理論 専任 教授 横山　淳一 平成29年4月 システム理論

専任 准教授 永田　和寿 平成29年4月 システム理論 専任 准教授 永田　和寿 平成29年4月 システム理論

専任 教授 増田　理子 平成29年4月 システム理論 専任 教授 増田　理子 平成29年4月 システム理論

専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 実践問題解決 専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 実践問題解決 専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 実践問題解決

専任 教授 藤原　愼太郎 平成28年4月 実践問題解決 専任 教授 藤原　愼太郎 平成28年4月 実践問題解決 専任 教授 藤原　愼太郎 平成28年4月 実践問題解決

専任 准教授 北川　啓介 平成28年4月 デザイン理論 専任 准教授 北川　啓介 平成28年4月 デザイン理論 専任 准教授 北川　啓介 平成28年4月 デザイン理論 専任 教授 北川　啓介 平成28年4月 デザイン理論

専任 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 デザイン理論 専任 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 デザイン理論 専任 教授 石松　丈佳 平成28年4月 デザイン理論 専任 教授 石松　丈佳 平成28年4月 デザイン理論

兼担 教授 井上　雅弘 平成28年4月 デザイン理論 兼担 教授 井上　雅弘 平成28年4月 デザイン理論 兼担 教授 井上　雅弘 平成28年4月 デザイン理論 兼担 教授 井上　雅弘 平成28年4月 デザイン理論

専任 教授 井戸田　秀樹 平成29年4月 デザイン理論 専任 教授 井戸田　秀樹 平成29年4月 デザイン理論

専任 教授 江龍　修 平成28年4月 イノベーション論 専任 教授 江龍　修 平成28年4月 イノベーション論 専任 教授 江龍　修 平成28年4月 イノベーション論 専任 教授 江龍　修 平成28年4月 イノベーション論

専任 准教授 関　健太 平成28年4月 イノベーション論 専任 准教授 関　健太 平成28年4月 イノベーション論

専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 ＰＢＬ演習

専任 教授 高須　昭則 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 高須　昭則 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 高須　昭則 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 高須　昭則 平成28年4月 ＰＢＬ演習

専任 教授 柿本　健一 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 柿本　健一 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 柿本　健一 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 柿本　健一 平成28年4月 ＰＢＬ演習

専任 教授 春日　敏宏 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 春日　敏宏 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 春日　敏宏 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 春日　敏宏 平成28年4月 ＰＢＬ演習

専任 教授 日原　岳彦 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 日原　岳彦 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 日原　岳彦 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 日原　岳彦 平成28年4月 ＰＢＬ演習

専任 教授 渡邉　義見 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 渡邉　義見 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 渡邉　義見 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 渡邉　義見 平成28年4月 ＰＢＬ演習

専任 教授 市川　洋 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 市川　洋 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 市川　洋 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 市川　洋 平成28年4月 ＰＢＬ演習

専任 教授 岩田　真 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 岩田　真 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 岩田　真 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 岩田　真 平成28年4月 ＰＢＬ演習

専任 教授 江龍　修 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 江龍　修 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 江龍　修 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 江龍　修 平成28年4月 ＰＢＬ演習

専任 教授 尾形　修司 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 尾形　修司 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 尾形　修司 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 尾形　修司 平成28年4月 ＰＢＬ演習

専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 ＰＢＬ演習

専任 教授 井門　康司 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 井門　康司 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 井門　康司 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 井門　康司 平成28年4月 ＰＢＬ演習

専任 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 ＰＢＬ演習

専任 教授 長谷川　豊 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 長谷川　豊 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 長谷川　豊 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 長谷川　豊 平成28年4月 ＰＢＬ演習

専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 泉　泰介 平成29年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 泉　泰介 平成29年4月 ＰＢＬ演習

専任 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 ＰＢＬ演習

専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 ＰＢＬ演習

専任 教授 加藤　昇平 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 加藤　昇平 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 加藤　昇平 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 加藤　昇平 平成28年4月 ＰＢＬ演習

専任 教授 梅崎　太造 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 梅崎　太造 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 梅崎　太造 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 梅崎　太造 平成28年4月 ＰＢＬ演習

専任 教授 徳田　恵一 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 徳田　恵一 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 徳田　恵一 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 徳田　恵一 平成28年4月 ＰＢＬ演習

専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 ＰＢＬ演習

専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 ＰＢＬ演習

専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 ＰＢＬ演習

専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 ＰＢＬ演習

専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 ＰＢＬ演習

専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 ＰＢＬ演習

専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 ＰＢＬ演習

専任 准教授 横田　壮司 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 横田　壮司 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 打矢　隆弘 平成29年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 打矢　隆弘 平成29年4月 ＰＢＬ演習

専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 ＰＢＬ演習

専任 准教授 濱中　泰 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 濱中　泰 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 濱中　泰 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 濱中　泰 平成28年4月 ＰＢＬ演習

専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 ＰＢＬ演習

専任 准教授 小坂　卓 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 小坂　卓 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 小坂　卓 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 小坂　卓 平成28年4月 ＰＢＬ演習

専任 准教授 平田　晃正 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 平田　晃正 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 平田　晃正 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 平田　晃正 平成28年4月 ＰＢＬ演習

専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 ＰＢＬ演習

専任 准教授 関　健太 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 関　健太 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 関　健太 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 関　健太 平成28年4月 ＰＢＬ演習

専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 ＰＢＬ演習

専任 准教授 田中　由浩 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 田中　由浩 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 田中　由浩 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 田中　由浩 平成28年4月 ＰＢＬ演習

専任 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 ＰＢＬ演習

専任 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 ＰＢＬ演習

専任 准教授 白松　俊 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 白松　俊 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 白松　俊 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 白松　俊 平成28年4月 ＰＢＬ演習

専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 ＰＢＬ演習

専任 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 ＰＢＬ演習

専任 准教授 山本　大介 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 山本　大介 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 山本　大介 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 山本　大介 平成28年4月 ＰＢＬ演習

専任 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 石松　丈佳 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 石松　丈佳 平成28年4月 ＰＢＬ演習

専任 准教授 北川　啓介 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 北川　啓介 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 北川　啓介 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 北川　啓介 平成28年4月 ＰＢＬ演習

専任 准教授 増田　理子 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 増田　理子 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 増田　理子 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 増田　理子 平成28年4月 ＰＢＬ演習

専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 ＰＢＬ演習

専任 准教授 横山　淳一 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 横山　淳一 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 横山　淳一 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 横山　淳一 平成28年4月 ＰＢＬ演習

専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 ＰＢＬ演習

専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 ＰＢＬ演習

専任 助教 松岡　真一 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 助教 松岡　真一 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 松岡　真一 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 松岡　真一 平成28年4月 ＰＢＬ演習

専任 助教 田口　亮 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 助教 田口　亮 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 助教 田口　亮 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 田口　亮 平成28年4月 ＰＢＬ演習

専任 助教 宮川　鈴衣奈 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 助教 宮川　鈴衣奈 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 助教 宮川　鈴衣奈 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 助教 宮川　鈴衣奈 平成28年4月 ＰＢＬ演習

専任 助教 安在　大祐 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 助教 安在　大祐 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 助教 安在　大祐 平成28年4月 ＰＢＬ演習 専任 准教授 安在　大祐 平成28年4月 ＰＢＬ演習

専任 助教 渕上　輝顕 平成29年4月 ＰＢＬ演習 専任 助教 渕上　輝顕 平成29年4月 ＰＢＬ演習

専任 助教 岩本　悠宏 平成29年4月 ＰＢＬ演習 専任 助教 岩本　悠宏 平成29年4月 ＰＢＬ演習

専任 教授 藤原　愼太郎 平成29年4月 ＰＢＬ演習 専任 教授 藤原　愼太郎 平成29年4月 ＰＢＬ演習

専任 准教授 呉　松竹 平成30年4月 ＰＢＬ演習

専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 教授 高須　昭則 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 高須　昭則 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 高須　昭則 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 高須　昭則 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ

職名

５　教員組織の状況

＜工学部　創造工学教育課程＞

（１）ー① 担当教員表

就任予定年月

【認可時又は届出時】 【平成28年度】 【平成29年度】 【平成30年度】

職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名 氏　　名
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

職名 就任予定年月職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名 氏　　名

専任 教授 柿本　健一 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 柿本　健一 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 柿本　健一 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 柿本　健一 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 教授 春日　敏宏 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 春日　敏宏 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 春日　敏宏 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 春日　敏宏 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 教授 日原　岳彦 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 日原　岳彦 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 日原　岳彦 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 日原　岳彦 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 教授 渡邉　義見 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 渡邉　義見 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 渡邉　義見 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 渡邉　義見 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 教授 市川　洋 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 市川　洋 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 市川　洋 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 市川　洋 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 教授 岩田　真 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 岩田　真 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 岩田　真 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 岩田　真 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 教授 江龍　修 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 江龍　修 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 江龍　修 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 江龍　修 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 教授 尾形　修司 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 尾形　修司 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 尾形　修司 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 尾形　修司 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 教授 井門　康司 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 井門　康司 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 井門　康司 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 井門　康司 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 教授 長谷川　豊 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 長谷川　豊 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 長谷川　豊 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 長谷川　豊 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 泉　泰介 平成29年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 泉　泰介 平成29年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 教授 加藤　昇平 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 加藤　昇平 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 加藤　昇平 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 加藤　昇平 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 教授 梅崎　太造 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 梅崎　太造 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 梅崎　太造 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 梅崎　太造 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 教授 徳田　恵一 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 徳田　恵一 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 徳田　恵一 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 徳田　恵一 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 准教授 横田　壮司 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 横田　壮司 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 打矢　隆弘 平成29年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 打矢　隆弘 平成29年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 准教授 濱中　泰 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 濱中　泰 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 濱中　泰 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 濱中　泰 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 准教授 小坂　卓 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 小坂　卓 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 小坂　卓 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 小坂　卓 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 准教授 平田　晃正 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 平田　晃正 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 平田　晃正 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 平田　晃正 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 准教授 関　健太 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 関　健太 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 関　健太 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 関　健太 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 准教授 田中　由浩 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 田中　由浩 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 田中　由浩 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 田中　由浩 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 准教授 白松　俊 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 白松　俊 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 白松　俊 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 白松　俊 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 准教授 山本　大介 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 山本　大介 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 山本　大介 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 山本　大介 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 石松　丈佳 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 石松　丈佳 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 准教授 北川　啓介 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 北川　啓介 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 北川　啓介 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 北川　啓介 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 准教授 増田　理子 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 増田　理子 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 増田　理子 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 増田　理子 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 准教授 横山　淳一 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 横山　淳一 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 横山　淳一 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 横山　淳一 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 助教 松岡　真一 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 助教 松岡　真一 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 松岡　真一 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 松岡　真一 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 助教 田口　亮 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 助教 田口　亮 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 助教 田口　亮 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 田口　亮 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 助教 宮川　鈴衣奈 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 助教 宮川　鈴衣奈 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 助教 宮川　鈴衣奈 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 助教 宮川　鈴衣奈 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 助教 安在　大祐 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 助教 安在　大祐 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 助教 安在　大祐 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 准教授 安在　大祐 平成28年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 助教 渕上　輝顕 平成29年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 助教 渕上　輝顕 平成29年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 助教 岩本　悠宏 平成29年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 助教 岩本　悠宏 平成29年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 教授 藤原　愼太郎 平成29年4月 研究室ローテーションⅠ 専任 教授 藤原　愼太郎 平成29年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 准教授 呉　松竹 平成30年4月 研究室ローテーションⅠ

専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 教授 高須　昭則 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 高須　昭則 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 高須　昭則 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 高須　昭則 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 教授 柿本　健一 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 柿本　健一 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 柿本　健一 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 柿本　健一 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 教授 春日　敏宏 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 春日　敏宏 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 春日　敏宏 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 春日　敏宏 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 教授 日原　岳彦 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 日原　岳彦 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 日原　岳彦 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 日原　岳彦 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 教授 渡邉　義見 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 渡邉　義見 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 渡邉　義見 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 渡邉　義見 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 教授 市川　洋 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 市川　洋 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 市川　洋 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 市川　洋 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 教授 岩田　真 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 岩田　真 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 岩田　真 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 岩田　真 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 教授 江龍　修 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 江龍　修 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 江龍　修 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 江龍　修 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 教授 尾形　修司 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 尾形　修司 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 尾形　修司 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 尾形　修司 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 教授 井門　康司 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 井門　康司 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 井門　康司 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 井門　康司 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 教授 長谷川　豊 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 長谷川　豊 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 長谷川　豊 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 長谷川　豊 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 泉　泰介 平成29年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 泉　泰介 平成29年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 教授 加藤　昇平 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 加藤　昇平 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 加藤　昇平 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 加藤　昇平 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 教授 梅崎　太造 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 梅崎　太造 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 梅崎　太造 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 梅崎　太造 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 教授 徳田　恵一 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 徳田　恵一 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 徳田　恵一 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 徳田　恵一 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 准教授 横田　壮司 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 横田　壮司 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 打矢　隆弘 平成29年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 打矢　隆弘 平成29年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 准教授 濱中　泰 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 濱中　泰 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 濱中　泰 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 濱中　泰 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 准教授 小坂　卓 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 小坂　卓 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 小坂　卓 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 小坂　卓 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

職名 就任予定年月職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名 氏　　名

専任 准教授 平田　晃正 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 平田　晃正 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 平田　晃正 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 平田　晃正 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 准教授 関　健太 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 関　健太 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 関　健太 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 関　健太 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 准教授 田中　由浩 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 田中　由浩 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 田中　由浩 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 田中　由浩 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 准教授 白松　俊 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 白松　俊 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 白松　俊 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 白松　俊 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 准教授 山本　大介 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 山本　大介 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 山本　大介 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 山本　大介 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 石松　丈佳 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 石松　丈佳 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 准教授 北川　啓介 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 北川　啓介 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 北川　啓介 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 北川　啓介 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 准教授 増田　理子 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 増田　理子 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 増田　理子 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 増田　理子 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 准教授 横山　淳一 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 横山　淳一 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 横山　淳一 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 横山　淳一 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 助教 松岡　真一 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 助教 松岡　真一 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 松岡　真一 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 松岡　真一 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 助教 田口　亮 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 助教 田口　亮 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 助教 田口　亮 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 田口　亮 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 助教 宮川　鈴衣奈 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 助教 宮川　鈴衣奈 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 助教 宮川　鈴衣奈 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 助教 宮川　鈴衣奈 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 助教 安在　大祐 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 助教 安在　大祐 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 助教 安在　大祐 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 准教授 安在　大祐 平成28年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 助教 渕上　輝顕 平成29年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 助教 渕上　輝顕 平成29年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 助教 岩本　悠宏 平成29年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 助教 岩本　悠宏 平成29年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 教授 藤原　愼太郎 平成29年4月 研究室ローテーションⅡ 専任 教授 藤原　愼太郎 平成29年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 准教授 呉　松竹 平成30年4月 研究室ローテーションⅡ

専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 教授 高須　昭則 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 高須　昭則 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 高須　昭則 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 高須　昭則 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 教授 柿本　健一 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 柿本　健一 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 柿本　健一 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 柿本　健一 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 教授 春日　敏宏 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 春日　敏宏 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 春日　敏宏 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 春日　敏宏 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 教授 日原　岳彦 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 日原　岳彦 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 日原　岳彦 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 日原　岳彦 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 教授 渡邉　義見 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 渡邉　義見 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 渡邉　義見 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 渡邉　義見 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 教授 市川　洋 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 市川　洋 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 市川　洋 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 市川　洋 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 教授 岩田　真 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 岩田　真 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 岩田　真 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 岩田　真 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 教授 江龍　修 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 江龍　修 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 江龍　修 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 江龍　修 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 教授 尾形　修司 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 尾形　修司 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 尾形　修司 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 尾形　修司 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 教授 井門　康司 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 井門　康司 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 井門　康司 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 井門　康司 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 教授 長谷川　豊 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 長谷川　豊 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 長谷川　豊 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 長谷川　豊 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 泉　泰介 平成29年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 泉　泰介 平成29年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 教授 加藤　昇平 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 加藤　昇平 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 加藤　昇平 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 加藤　昇平 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 教授 梅崎　太造 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 梅崎　太造 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 梅崎　太造 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 梅崎　太造 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 教授 徳田　恵一 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 徳田　恵一 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 徳田　恵一 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 徳田　恵一 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 准教授 横田　壮司 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 横田　壮司 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 打矢　隆弘 平成29年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 打矢　隆弘 平成29年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 准教授 濱中　泰 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 濱中　泰 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 濱中　泰 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 濱中　泰 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 准教授 小坂　卓 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 小坂　卓 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 小坂　卓 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 小坂　卓 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 准教授 平田　晃正 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 平田　晃正 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 平田　晃正 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 平田　晃正 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 准教授 関　健太 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 関　健太 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 関　健太 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 関　健太 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 准教授 田中　由浩 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 田中　由浩 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 田中　由浩 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 田中　由浩 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 准教授 白松　俊 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 白松　俊 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 白松　俊 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 白松　俊 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 准教授 山本　大介 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 山本　大介 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 山本　大介 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 山本　大介 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 石松　丈佳 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 石松　丈佳 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 准教授 北川　啓介 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 北川　啓介 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 北川　啓介 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 北川　啓介 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 准教授 増田　理子 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 増田　理子 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 増田　理子 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 増田　理子 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 准教授 横山　淳一 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 横山　淳一 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 横山　淳一 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 横山　淳一 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 助教 松岡　真一 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 助教 松岡　真一 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 松岡　真一 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 松岡　真一 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 助教 田口　亮 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 助教 田口　亮 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 助教 田口　亮 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 田口　亮 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 助教 宮川　鈴衣奈 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 助教 宮川　鈴衣奈 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 助教 宮川　鈴衣奈 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 助教 宮川　鈴衣奈 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 助教 安在　大祐 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 助教 安在　大祐 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 助教 安在　大祐 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 准教授 安在　大祐 平成28年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 助教 渕上　輝顕 平成29年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 助教 渕上　輝顕 平成29年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 助教 岩本　悠宏 平成29年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 助教 岩本　悠宏 平成29年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 教授 藤原　愼太郎 平成29年4月 研究室ローテーションⅢ 専任 教授 藤原　愼太郎 平成29年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 准教授 呉　松竹 平成30年4月 研究室ローテーションⅢ

専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 教授 高須　昭則 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 高須　昭則 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 高須　昭則 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 高須　昭則 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 教授 柿本　健一 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 柿本　健一 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 柿本　健一 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 柿本　健一 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 教授 春日　敏宏 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 春日　敏宏 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 春日　敏宏 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 春日　敏宏 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

職名 就任予定年月職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名 氏　　名

専任 教授 日原　岳彦 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 日原　岳彦 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 日原　岳彦 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 日原　岳彦 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 教授 渡邉　義見 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 渡邉　義見 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 渡邉　義見 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 渡邉　義見 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 教授 市川　洋 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 市川　洋 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 市川　洋 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 市川　洋 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 教授 岩田　真 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 岩田　真 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 岩田　真 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 岩田　真 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 教授 江龍　修 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 江龍　修 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 江龍　修 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 江龍　修 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 教授 尾形　修司 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 尾形　修司 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 尾形　修司 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 尾形　修司 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 教授 井門　康司 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 井門　康司 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 井門　康司 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 井門　康司 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 教授 長谷川　豊 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 長谷川　豊 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 長谷川　豊 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 長谷川　豊 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 泉　泰介 平成29年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 泉　泰介 平成29年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 教授 加藤　昇平 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 加藤　昇平 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 加藤　昇平 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 加藤　昇平 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 教授 梅崎　太造 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 梅崎　太造 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 梅崎　太造 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 梅崎　太造 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 教授 徳田　恵一 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 徳田　恵一 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 徳田　恵一 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 徳田　恵一 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 准教授 横田　壮司 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 横田　壮司 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 打矢　隆弘 平成29年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 打矢　隆弘 平成29年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 准教授 濱中　泰 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 濱中　泰 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 濱中　泰 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 濱中　泰 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 准教授 小坂　卓 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 小坂　卓 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 小坂　卓 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 小坂　卓 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 准教授 平田　晃正 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 平田　晃正 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 平田　晃正 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 平田　晃正 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 准教授 関　健太 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 関　健太 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 関　健太 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 関　健太 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 准教授 田中　由浩 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 田中　由浩 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 田中　由浩 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 田中　由浩 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 准教授 白松　俊 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 白松　俊 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 白松　俊 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 白松　俊 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 准教授 山本　大介 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 山本　大介 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 山本　大介 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 山本　大介 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 石松　丈佳 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 石松　丈佳 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 准教授 北川　啓介 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 北川　啓介 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 北川　啓介 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 北川　啓介 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 准教授 増田　理子 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 増田　理子 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 増田　理子 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 増田　理子 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 准教授 横山　淳一 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 横山　淳一 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 横山　淳一 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 横山　淳一 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 助教 松岡　真一 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 助教 松岡　真一 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 松岡　真一 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 松岡　真一 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 助教 田口　亮 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 助教 田口　亮 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 助教 田口　亮 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 田口　亮 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 助教 宮川　鈴衣奈 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 助教 宮川　鈴衣奈 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 助教 宮川　鈴衣奈 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 助教 宮川　鈴衣奈 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 助教 安在　大祐 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 助教 安在　大祐 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 助教 安在　大祐 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 准教授 安在　大祐 平成28年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 助教 渕上　輝顕 平成29年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 助教 渕上　輝顕 平成29年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 助教 岩本　悠宏 平成29年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 助教 岩本　悠宏 平成29年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 教授 藤原　愼太郎 平成29年4月 研究室ローテーションⅣ 専任 教授 藤原　愼太郎 平成29年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 准教授 呉　松竹 平成30年4月 研究室ローテーションⅣ

専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 創造工学研究1

専任 教授 高須　昭則 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 高須　昭則 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 高須　昭則 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 高須　昭則 平成28年4月 創造工学研究1

専任 教授 柿本　健一 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 柿本　健一 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 柿本　健一 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 柿本　健一 平成28年4月 創造工学研究1

専任 教授 春日　敏宏 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 春日　敏宏 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 春日　敏宏 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 春日　敏宏 平成28年4月 創造工学研究1

専任 教授 日原　岳彦 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 日原　岳彦 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 日原　岳彦 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 日原　岳彦 平成28年4月 創造工学研究1

専任 教授 渡邉　義見 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 渡邉　義見 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 渡邉　義見 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 渡邉　義見 平成28年4月 創造工学研究1

専任 教授 市川　洋 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 市川　洋 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 市川　洋 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 市川　洋 平成28年4月 創造工学研究1

専任 教授 岩田　真 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 岩田　真 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 岩田　真 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 岩田　真 平成28年4月 創造工学研究1

専任 教授 江龍　修 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 江龍　修 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 江龍　修 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 江龍　修 平成28年4月 創造工学研究1

専任 教授 尾形　修司 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 尾形　修司 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 尾形　修司 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 尾形　修司 平成28年4月 創造工学研究1

専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 創造工学研究1

専任 教授 井門　康司 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 井門　康司 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 井門　康司 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 井門　康司 平成28年4月 創造工学研究1

専任 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 創造工学研究1

専任 教授 長谷川　豊 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 長谷川　豊 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 長谷川　豊 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 長谷川　豊 平成28年4月 創造工学研究1

専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 泉　泰介 平成29年4月 創造工学研究1 専任 准教授 泉　泰介 平成29年4月 創造工学研究1

専任 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 創造工学研究1

専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 創造工学研究1

専任 教授 加藤　昇平 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 加藤　昇平 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 加藤　昇平 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 加藤　昇平 平成28年4月 創造工学研究1

専任 教授 梅崎　太造 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 梅崎　太造 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 梅崎　太造 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 梅崎　太造 平成28年4月 創造工学研究1

専任 教授 徳田　恵一 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 徳田　恵一 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 徳田　恵一 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 徳田　恵一 平成28年4月 創造工学研究1

専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 創造工学研究1

専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 創造工学研究1

専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 創造工学研究1

専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 創造工学研究1

専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 創造工学研究1

専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 創造工学研究1

専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 創造工学研究1

専任 准教授 横田　壮司 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 横田　壮司 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 打矢　隆弘 平成29年4月 創造工学研究1 専任 准教授 打矢　隆弘 平成29年4月 創造工学研究1

専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 創造工学研究1

専任 准教授 濱中　泰 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 濱中　泰 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 濱中　泰 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 濱中　泰 平成28年4月 創造工学研究1

専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 創造工学研究1

専任 准教授 小坂　卓 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 小坂　卓 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 小坂　卓 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 小坂　卓 平成28年4月 創造工学研究1

専任 准教授 平田　晃正 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 平田　晃正 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 平田　晃正 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 平田　晃正 平成28年4月 創造工学研究1

専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 創造工学研究1
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

職名 就任予定年月職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名 氏　　名

専任 准教授 関　健太 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 関　健太 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 関　健太 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 関　健太 平成28年4月 創造工学研究1

専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 創造工学研究1

専任 准教授 田中　由浩 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 田中　由浩 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 田中　由浩 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 田中　由浩 平成28年4月 創造工学研究1

専任 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 創造工学研究1

専任 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 創造工学研究1

専任 准教授 白松　俊 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 白松　俊 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 白松　俊 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 白松　俊 平成28年4月 創造工学研究1

専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 創造工学研究1

専任 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 創造工学研究1

専任 准教授 山本　大介 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 山本　大介 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 山本　大介 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 山本　大介 平成28年4月 創造工学研究1

専任 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 石松　丈佳 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 石松　丈佳 平成28年4月 創造工学研究1

専任 准教授 北川　啓介 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 北川　啓介 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 北川　啓介 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 北川　啓介 平成28年4月 創造工学研究1

専任 准教授 増田　理子 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 増田　理子 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 増田　理子 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 増田　理子 平成28年4月 創造工学研究1

専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 創造工学研究1

専任 准教授 横山　淳一 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 横山　淳一 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 横山　淳一 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 横山　淳一 平成28年4月 創造工学研究1

専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 創造工学研究1 専任 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 創造工学研究1

専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 創造工学研究1 専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 創造工学研究1 専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 創造工学研究1 専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 創造工学研究1

専任 助教 松岡　真一 平成28年4月 創造工学研究1 専任 助教 松岡　真一 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 松岡　真一 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 松岡　真一 平成28年4月 創造工学研究1

専任 助教 田口　亮 平成28年4月 創造工学研究1 専任 助教 田口　亮 平成28年4月 創造工学研究1 専任 助教 田口　亮 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 田口　亮 平成28年4月 創造工学研究1

専任 助教 宮川　鈴衣奈 平成28年4月 創造工学研究1 専任 助教 宮川　鈴衣奈 平成28年4月 創造工学研究1 専任 助教 宮川　鈴衣奈 平成28年4月 創造工学研究1 専任 助教 宮川　鈴衣奈 平成28年4月 創造工学研究1

専任 助教 安在　大祐 平成28年4月 創造工学研究1 専任 助教 安在　大祐 平成28年4月 創造工学研究1 専任 助教 安在　大祐 平成28年4月 創造工学研究1 専任 准教授 安在　大祐 平成28年4月 創造工学研究1

専任 助教 渕上　輝顕 平成29年4月 創造工学研究1 専任 助教 渕上　輝顕 平成29年4月 創造工学研究1

専任 助教 岩本　悠宏 平成29年4月 創造工学研究1 専任 助教 岩本　悠宏 平成29年4月 創造工学研究1

専任 教授 藤原　愼太郎 平成29年4月 創造工学研究1 専任 教授 藤原　愼太郎 平成29年4月 創造工学研究1

専任 准教授 呉　松竹 平成30年4月 創造工学研究1

専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 創造工学研究2

専任 教授 高須　昭則 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 高須　昭則 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 高須　昭則 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 高須　昭則 平成28年4月 創造工学研究2

専任 教授 柿本　健一 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 柿本　健一 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 柿本　健一 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 柿本　健一 平成28年4月 創造工学研究2

専任 教授 春日　敏宏 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 春日　敏宏 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 春日　敏宏 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 春日　敏宏 平成28年4月 創造工学研究2

専任 教授 日原　岳彦 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 日原　岳彦 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 日原　岳彦 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 日原　岳彦 平成28年4月 創造工学研究2

専任 教授 渡邉　義見 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 渡邉　義見 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 渡邉　義見 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 渡邉　義見 平成28年4月 創造工学研究2

専任 教授 市川　洋 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 市川　洋 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 市川　洋 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 市川　洋 平成28年4月 創造工学研究2

専任 教授 岩田　真 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 岩田　真 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 岩田　真 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 岩田　真 平成28年4月 創造工学研究2

専任 教授 江龍　修 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 江龍　修 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 江龍　修 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 江龍　修 平成28年4月 創造工学研究2

専任 教授 尾形　修司 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 尾形　修司 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 尾形　修司 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 尾形　修司 平成28年4月 創造工学研究2

専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 創造工学研究2

専任 教授 井門　康司 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 井門　康司 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 井門　康司 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 井門　康司 平成28年4月 創造工学研究2

専任 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 創造工学研究2

専任 教授 長谷川　豊 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 長谷川　豊 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 長谷川　豊 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 長谷川　豊 平成28年4月 創造工学研究2

専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 泉　泰介 平成29年4月 創造工学研究2 専任 准教授 泉　泰介 平成29年4月 創造工学研究2

専任 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 創造工学研究2

専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 創造工学研究2

専任 教授 加藤　昇平 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 加藤　昇平 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 加藤　昇平 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 加藤　昇平 平成28年4月 創造工学研究2

専任 教授 梅崎　太造 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 梅崎　太造 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 梅崎　太造 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 梅崎　太造 平成28年4月 創造工学研究2

専任 教授 徳田　恵一 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 徳田　恵一 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 徳田　恵一 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 徳田　恵一 平成28年4月 創造工学研究2

専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 創造工学研究2

専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 創造工学研究2

専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 創造工学研究2

専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 創造工学研究2

専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 創造工学研究2

専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 創造工学研究2

専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 創造工学研究2

専任 准教授 横田　壮司 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 横田　壮司 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 打矢　隆弘 平成29年4月 創造工学研究2 専任 准教授 打矢　隆弘 平成29年4月 創造工学研究2

専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 創造工学研究2

専任 准教授 濱中　泰 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 濱中　泰 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 濱中　泰 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 濱中　泰 平成28年4月 創造工学研究2

専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 創造工学研究2

専任 准教授 小坂　卓 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 小坂　卓 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 小坂　卓 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 小坂　卓 平成28年4月 創造工学研究2

専任 准教授 平田　晃正 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 平田　晃正 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 平田　晃正 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 平田　晃正 平成28年4月 創造工学研究2

専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 創造工学研究2

専任 准教授 関　健太 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 関　健太 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 関　健太 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 関　健太 平成28年4月 創造工学研究2

専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 創造工学研究2

専任 准教授 田中　由浩 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 田中　由浩 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 田中　由浩 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 田中　由浩 平成28年4月 創造工学研究2

専任 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 創造工学研究2

専任 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 創造工学研究2

専任 准教授 白松　俊 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 白松　俊 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 白松　俊 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 白松　俊 平成28年4月 創造工学研究2

専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 創造工学研究2

専任 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 創造工学研究2

専任 准教授 山本　大介 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 山本　大介 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 山本　大介 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 山本　大介 平成28年4月 創造工学研究2

専任 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 石松　丈佳 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 石松　丈佳 平成28年4月 創造工学研究2

専任 准教授 北川　啓介 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 北川　啓介 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 北川　啓介 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 北川　啓介 平成28年4月 創造工学研究2

専任 准教授 増田　理子 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 増田　理子 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 増田　理子 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 増田　理子 平成28年4月 創造工学研究2

専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 創造工学研究2

専任 准教授 横山　淳一 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 横山　淳一 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 横山　淳一 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 横山　淳一 平成28年4月 創造工学研究2

専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 創造工学研究2 専任 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 創造工学研究2

専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 創造工学研究2 専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 創造工学研究2 専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 創造工学研究2 専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 創造工学研究2

専任 助教 松岡　真一 平成28年4月 創造工学研究2 専任 助教 松岡　真一 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 松岡　真一 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 松岡　真一 平成28年4月 創造工学研究2

専任 助教 田口　亮 平成28年4月 創造工学研究2 専任 助教 田口　亮 平成28年4月 創造工学研究2 専任 助教 田口　亮 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 田口　亮 平成28年4月 創造工学研究2

専任 助教 宮川　鈴衣奈 平成28年4月 創造工学研究2 専任 助教 宮川　鈴衣奈 平成28年4月 創造工学研究2 専任 助教 宮川　鈴衣奈 平成28年4月 創造工学研究2 専任 助教 宮川　鈴衣奈 平成28年4月 創造工学研究2

専任 助教 安在　大祐 平成28年4月 創造工学研究2 専任 助教 安在　大祐 平成28年4月 創造工学研究2 専任 助教 安在　大祐 平成28年4月 創造工学研究2 専任 准教授 安在　大祐 平成28年4月 創造工学研究2

専任 助教 渕上　輝顕 平成29年4月 創造工学研究2 専任 助教 渕上　輝顕 平成29年4月 創造工学研究2

専任 助教 岩本　悠宏 平成29年4月 創造工学研究2 専任 助教 岩本　悠宏 平成29年4月 創造工学研究2

専任 教授 藤原　愼太郎 平成29年4月 創造工学研究2 専任 教授 藤原　愼太郎 平成29年4月 創造工学研究2

専任 准教授 呉　松竹 平成30年4月 創造工学研究2

専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 創造工学研究3

専任 教授 高須　昭則 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 高須　昭則 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 高須　昭則 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 高須　昭則 平成28年4月 創造工学研究3

専任 教授 柿本　健一 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 柿本　健一 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 柿本　健一 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 柿本　健一 平成28年4月 創造工学研究3

専任 教授 春日　敏宏 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 春日　敏宏 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 春日　敏宏 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 春日　敏宏 平成28年4月 創造工学研究3

専任 教授 日原　岳彦 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 日原　岳彦 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 日原　岳彦 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 日原　岳彦 平成28年4月 創造工学研究3

専任 教授 渡邉　義見 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 渡邉　義見 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 渡邉　義見 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 渡邉　義見 平成28年4月 創造工学研究3
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

職名 就任予定年月職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名 氏　　名

専任 教授 市川　洋 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 市川　洋 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 市川　洋 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 市川　洋 平成28年4月 創造工学研究3

専任 教授 岩田　真 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 岩田　真 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 岩田　真 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 岩田　真 平成28年4月 創造工学研究3

専任 教授 江龍　修 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 江龍　修 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 江龍　修 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 江龍　修 平成28年4月 創造工学研究3

専任 教授 尾形　修司 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 尾形　修司 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 尾形　修司 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 尾形　修司 平成28年4月 創造工学研究3

専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 創造工学研究3

専任 教授 井門　康司 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 井門　康司 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 井門　康司 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 井門　康司 平成28年4月 創造工学研究3

専任 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 創造工学研究3

専任 教授 長谷川　豊 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 長谷川　豊 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 長谷川　豊 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 長谷川　豊 平成28年4月 創造工学研究3

専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 泉　泰介 平成29年4月 創造工学研究3 専任 准教授 泉　泰介 平成29年4月 創造工学研究3

専任 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 創造工学研究3

専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 創造工学研究3

専任 教授 加藤　昇平 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 加藤　昇平 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 加藤　昇平 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 加藤　昇平 平成28年4月 創造工学研究3

専任 教授 梅崎　太造 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 梅崎　太造 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 梅崎　太造 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 梅崎　太造 平成28年4月 創造工学研究3

専任 教授 徳田　恵一 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 徳田　恵一 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 徳田　恵一 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 徳田　恵一 平成28年4月 創造工学研究3

専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 創造工学研究3

専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 創造工学研究3

専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 創造工学研究3

専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 創造工学研究3

専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 創造工学研究3

専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 創造工学研究3

専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 創造工学研究3

専任 准教授 横田　壮司 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 横田　壮司 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 打矢　隆弘 平成29年4月 創造工学研究3 専任 准教授 打矢　隆弘 平成29年4月 創造工学研究3

専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 創造工学研究3

専任 准教授 濱中　泰 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 濱中　泰 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 濱中　泰 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 濱中　泰 平成28年4月 創造工学研究3

専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 創造工学研究3

専任 准教授 小坂　卓 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 小坂　卓 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 小坂　卓 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 小坂　卓 平成28年4月 創造工学研究3

専任 准教授 平田　晃正 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 平田　晃正 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 平田　晃正 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 平田　晃正 平成28年4月 創造工学研究3

専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 創造工学研究3

専任 准教授 関　健太 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 関　健太 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 関　健太 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 関　健太 平成28年4月 創造工学研究3

専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 創造工学研究3

専任 准教授 田中　由浩 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 田中　由浩 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 田中　由浩 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 田中　由浩 平成28年4月 創造工学研究3

専任 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 創造工学研究3

専任 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 創造工学研究3

専任 准教授 白松　俊 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 白松　俊 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 白松　俊 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 白松　俊 平成28年4月 創造工学研究3

専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 創造工学研究3

専任 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 創造工学研究3

専任 准教授 山本　大介 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 山本　大介 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 山本　大介 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 山本　大介 平成28年4月 創造工学研究3

専任 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 石松　丈佳 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 石松　丈佳 平成28年4月 創造工学研究3

専任 准教授 北川　啓介 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 北川　啓介 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 北川　啓介 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 北川　啓介 平成28年4月 創造工学研究3

専任 准教授 増田　理子 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 増田　理子 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 増田　理子 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 増田　理子 平成28年4月 創造工学研究3

専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 創造工学研究3

専任 准教授 横山　淳一 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 横山　淳一 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 横山　淳一 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 横山　淳一 平成28年4月 創造工学研究3

専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 創造工学研究3 専任 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 創造工学研究3

専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 創造工学研究3 専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 創造工学研究3 専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 創造工学研究3 専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 創造工学研究3

専任 助教 松岡　真一 平成28年4月 創造工学研究3 専任 助教 松岡　真一 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 松岡　真一 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 松岡　真一 平成28年4月 創造工学研究3

専任 助教 田口　亮 平成28年4月 創造工学研究3 専任 助教 田口　亮 平成28年4月 創造工学研究3 専任 助教 田口　亮 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 田口　亮 平成28年4月 創造工学研究3

専任 助教 宮川　鈴衣奈 平成28年4月 創造工学研究3 専任 助教 宮川　鈴衣奈 平成28年4月 創造工学研究3 専任 助教 宮川　鈴衣奈 平成28年4月 創造工学研究3 専任 助教 宮川　鈴衣奈 平成28年4月 創造工学研究3

専任 助教 安在　大祐 平成28年4月 創造工学研究3 専任 助教 安在　大祐 平成28年4月 創造工学研究3 専任 助教 安在　大祐 平成28年4月 創造工学研究3 専任 准教授 安在　大祐 平成28年4月 創造工学研究3

専任 助教 渕上　輝顕 平成29年4月 創造工学研究3 専任 助教 渕上　輝顕 平成29年4月 創造工学研究3

専任 助教 岩本　悠宏 平成29年4月 創造工学研究3 専任 助教 岩本　悠宏 平成29年4月 創造工学研究3

専任 教授 藤原　愼太郎 平成29年4月 創造工学研究3 専任 教授 藤原　愼太郎 平成29年4月 創造工学研究3

専任 准教授 呉　松竹 平成30年4月 創造工学研究3

兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 基礎有機化学Ⅰ（生命） 兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 基礎有機化学Ⅰ（生命） 兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 基礎有機化学Ⅰ（生命） 兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 基礎有機化学Ⅰ（生命）

兼担 准教授 小澤　智宏 平成28年4月 基礎無機化学（生命） 兼担 准教授 小澤　智宏 平成28年4月 基礎無機化学（生命） 兼担 准教授 小澤　智宏 平成28年4月 基礎無機化学（生命） 兼担 准教授 小澤　智宏 平成28年4月 基礎無機化学（生命）

兼担 准教授 柳生　剛義 平成30年4月 基礎無機化学（生命）

専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 固体化学基礎（生命） 専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 固体化学基礎（生命） 兼担 教授 早川　知克 平成29年4月 固体化学基礎（生命） 兼担 教授 早川　知克 平成29年4月 固体化学基礎（生命）

兼担 教授 五味　學 平成28年4月 固体化学基礎（生命） 兼担 教授 五味　學 平成28年4月 固体化学基礎（生命） 兼担 教授 岩本　雄二 平成29年4月 固体化学基礎（生命）

兼担 教授 福田　功一郎 平成30年4月 固体化学基礎（生命）

兼担 准教授 安井　孝志 平成28年4月 分析化学 兼担 准教授 安井　孝志 平成28年4月 分析化学 兼担 准教授 安井　孝志 平成28年4月 分析化学 兼担 准教授 安井　孝志 平成28年4月 分析化学

兼担 教授 森　秀樹 平成28年4月 基礎化学工学 兼担 教授 森　秀樹 平成28年4月 基礎化学工学 兼担 教授 森　秀樹 平成28年4月 基礎化学工学 兼担 教授 森　秀樹 平成28年4月 基礎化学工学

兼担 准教授 岩田　修一 平成28年4月 基礎化学工学 兼担 准教授 岩田　修一 平成28年4月 基礎化学工学 兼担 准教授 岩田　修一 平成28年4月 基礎化学工学 兼担 准教授 岩田　修一 平成28年4月 基礎化学工学

兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 高分子化学 兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 高分子化学 兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 高分子化学 兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 高分子化学

専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 物理化学 専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 物理化学 専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 物理化学 専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 物理化学

兼担 准教授 尾崎　芳昭 平成28年4月 物理化学 兼担 准教授 尾崎　芳昭 平成28年4月 物理化学 兼担 准教授 井上　圭一 平成29年4月 物理化学

専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 生化学 専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 生化学 兼担 准教授 小笠原　理紀 平成29年4月 生化学 兼担 准教授 小笠原　理紀 平成29年4月 生化学

兼担 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 生化学 兼担 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 生化学 兼担 教授 伊藤　宏 平成28年4月 生化学 兼担 教授 伊藤　宏 平成28年4月 生化学

兼担 教授 山村　初雄 平成28年4月 基礎有機化学Ⅱ 兼担 教授 山村　初雄 平成28年4月 基礎有機化学Ⅱ 兼担 教授 山村　初雄 平成28年4月 基礎有機化学Ⅱ 兼担 教授 山村　初雄 平成28年4月 基礎有機化学Ⅱ

兼担 教授 川崎　晋司 平成28年4月 無機化学 兼担 教授 川崎　晋司 平成28年4月 無機化学 兼担 教授 川崎　晋司 平成28年4月 無機化学 兼担 教授 川崎　晋司 平成28年4月 無機化学

兼担 准教授 柳生　剛義 平成30年4月 無機化学

専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 物理化学実験 専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 物理化学実験 専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 物理化学実験 専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 物理化学実験

専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 物理化学実験 専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 物理化学実験 専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 物理化学実験 専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 物理化学実験

専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 物理化学実験 専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 物理化学実験 専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 物理化学実験 兼担 准教授 吉野　明広 平成30年4月 物理化学実験

兼担 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 物理化学実験 兼担 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 物理化学実験 兼担 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 物理化学実験 兼担 准教授 志田　典弘 平成30年4月 物理化学実験

兼担 准教授 大北　雅一 平成28年4月 物理化学実験 兼担 准教授 大北　雅一 平成28年4月 物理化学実験 兼担 准教授 大北　雅一 平成28年4月 物理化学実験 兼担 教授 大北　雅一 平成28年4月 物理化学実験

兼担 准教授 北川　慎也 平成28年4月 物理化学実験 兼担 准教授 北川　慎也 平成28年4月 物理化学実験 兼担 准教授 北川　慎也 平成28年4月 物理化学実験 兼担 教授 神取　秀樹 平成30年4月 物理化学実験

兼担 准教授 園山　範之 平成28年4月 物理化学実験 兼担 准教授 園山　範之 平成28年4月 物理化学実験 兼担 准教授 園山　範之 平成28年4月 物理化学実験

兼担 助教 飯國　良規 平成28年4月 物理化学実験 兼担 助教 飯國　良規 平成28年4月 物理化学実験 兼担 助教 飯國　良規 平成28年4月 物理化学実験

兼担 助教 石井　陽祐 平成28年4月 物理化学実験 兼担 助教 石井　陽祐 平成28年4月 物理化学実験 兼担 助教 石井　陽祐 平成28年4月 物理化学実験

兼担 助教 古川　陽輝 平成28年4月 物理化学実験 兼担 助教 古川　陽輝 平成28年4月 物理化学実験 兼担 助教 古川　陽輝 平成28年4月 物理化学実験

専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 有機化学実験 専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 有機化学実験 専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 有機化学実験 兼担 教授 山村　初雄 平成30年4月 有機化学実験

専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 有機化学実験 専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 有機化学実験 専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 有機化学実験 兼担 教授 柴田　哲男 平成30年4月 有機化学実験

専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 有機化学実験 専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 有機化学実験 専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 有機化学実験 専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 有機化学実験

兼担 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 有機化学実験 兼担 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 有機化学実験 兼担 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 有機化学実験 兼担 助教 住井　裕司 平成30年4月 有機化学実験

兼担 准教授 大北　雅一 平成28年4月 有機化学実験 兼担 准教授 大北　雅一 平成28年4月 有機化学実験 兼担 准教授 大北　雅一 平成28年4月 有機化学実験 兼担 助教 森　万也香 平成30年4月 有機化学実験

専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 分析化学実験 専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 分析化学実験 専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 分析化学実験 兼担 教授 中村　修一 平成30年4月 有機化学実験

専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 分析化学実験 専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 分析化学実験 専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 分析化学実験 兼担 准教授 平下　恒久 平成30年4月 有機化学実験

専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 分析化学実験 専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 分析化学実験 専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 分析化学実験 兼担 准教授 安井　孝志 平成30年4月 分析化学実験

兼担 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 分析化学実験 兼担 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 分析化学実験 兼担 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 分析化学実験 兼担 教授 高田　主岳 平成30年4月 分析化学実験
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

職名 就任予定年月職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名 氏　　名

兼担 准教授 大北　雅一 平成28年4月 分析化学実験 兼担 准教授 大北　雅一 平成28年4月 分析化学実験 兼担 准教授 大北　雅一 平成28年4月 分析化学実験 兼担 助教 前田　友梨 平成30年4月 分析化学実験

兼担 教授 大谷　肇 平成30年4月 分析化学実験

兼担 助教 飯國　良規 平成30年4月 分析化学実験

兼担 准教授 北川　慎也 平成30年4月 分析化学実験

専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 無機化学実験 専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 無機化学実験 専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 無機化学実験 兼担 准教授 園山　範之 平成30年4月 無機化学実験

専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 無機化学実験 専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 無機化学実験 専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 無機化学実験 兼担 准教授 小澤　智宏 平成30年4月 無機化学実験

専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 無機化学実験 専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 無機化学実験 専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 無機化学実験 兼担 教授 川崎　晋司 平成30年4月 無機化学実験

兼担 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 無機化学実験 兼担 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 無機化学実験 兼担 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 無機化学実験 兼担 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 無機化学実験

兼担 准教授 大北　雅一 平成28年4月 無機化学実験 兼担 准教授 大北　雅一 平成28年4月 無機化学実験 兼担 准教授 大北　雅一 平成28年4月 無機化学実験 兼担 准教授 柳生　剛義 平成30年4月 無機化学実験

兼担 助教 石井　陽祐 平成28年4月 無機化学実験 兼担 助教 石井　陽祐 平成28年4月 無機化学実験 兼担 助教 石井　陽祐 平成28年4月 無機化学実験 兼担 助教 石井　陽祐 平成28年4月 無機化学実験

専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 化学工学実験 専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 化学工学実験 専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 化学工学実験 兼担 教授 加藤　禎人 平成30年4月 化学工学実験

専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 化学工学実験 専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 化学工学実験 専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 化学工学実験 兼担 准教授 岩田　修一 平成30年4月 化学工学実験

専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 化学工学実験 専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 化学工学実験 専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 化学工学実験 兼担 助教 古川　陽輝 平成30年4月 化学工学実験

兼担 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 化学工学実験 兼担 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 化学工学実験 兼担 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 化学工学実験 兼担 教授 森　秀樹 平成30年4月 化学工学実験

兼担 准教授 大北　雅一 平成28年4月 化学工学実験 兼担 准教授 大北　雅一 平成28年4月 化学工学実験 兼担 准教授 大北　雅一 平成28年4月 化学工学実験 兼担 准教授 南雲　亮 平成30年4月 化学工学実験

専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 高分子化学実験 専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 高分子化学実験 専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 高分子化学実験 兼担 助教 近藤　政晴 平成30年4月 高分子化学実験

専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 高分子化学実験 専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 高分子化学実験 専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 高分子化学実験 兼担 教授 山下　啓司 平成30年4月 高分子化学実験

専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 高分子化学実験 専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 高分子化学実験 専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 高分子化学実験 兼担 教授 出羽　毅久 平成30年4月 高分子化学実験

兼担 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 高分子化学実験 兼担 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 高分子化学実験 兼担 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 高分子化学実験 兼担 准教授 水野　稔久 平成30年4月 高分子化学実験

兼担 教授 青木　純 平成30年4月 高分子化学実験

兼担 教授 大谷　肇 平成28年4月 分離分析化学 兼担 教授 大谷　肇 平成28年4月 分離分析化学 兼担 教授 大谷　肇 平成28年4月 分離分析化学 兼担 教授 大谷　肇 平成28年4月 分離分析化学

兼担 准教授 吉野　明広 平成28年4月 構造分子化学 兼担 准教授 吉野　明広 平成28年4月 構造分子化学 兼担 准教授 吉野　明広 平成28年4月 構造分子化学 兼担 准教授 吉野　明広 平成28年4月 構造分子化学

兼担 教授 青木　純 平成28年4月 高分子基礎物性 兼担 教授 青木　純 平成28年4月 高分子基礎物性 兼担 教授 青木　純 平成28年4月 高分子基礎物性 兼担 教授 青木　純 平成28年4月 高分子基礎物性

兼担 准教授 大北　雅一 平成28年4月 有機化学Ⅰ 兼担 准教授 大北　雅一 平成28年4月 有機化学Ⅰ 兼担 准教授 大北　雅一 平成28年4月 有機化学Ⅰ 兼担 教授 大北　雅一 平成28年4月 有機化学Ⅰ

兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 分子生物学 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 分子生物学 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 分子生物学 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 分子生物学

兼担 准教授 出羽　毅久 平成28年4月 分子生物学 兼担 准教授 出羽　毅久 平成28年4月 分子生物学 兼担 教授 出羽　毅久 平成28年4月 分子生物学 兼担 教授 出羽　毅久 平成28年4月 分子生物学

兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 基礎有機化学Ⅰ（ソフト） 兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 基礎有機化学Ⅰ（ソフト） 兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 基礎有機化学Ⅰ（ソフト） 兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 基礎有機化学Ⅰ（ソフト）

兼担 准教授 小澤　智宏 平成28年4月 基礎無機化学（ソフト） 兼担 准教授 小澤　智宏 平成28年4月 基礎無機化学（ソフト） 兼担 准教授 小澤　智宏 平成28年4月 基礎無機化学（ソフト） 兼担 准教授 小澤　智宏 平成28年4月 基礎無機化学（ソフト）

兼担 准教授 柳生　剛義 平成30年4月 基礎無機化学（ソフト）

専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 固体化学基礎（ソフト） 専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 固体化学基礎（ソフト） 兼担 教授 早川　知克 平成29年4月 固体化学基礎（ソフト） 兼担 教授 早川　知克 平成29年4月 固体化学基礎（ソフト）

兼担 教授 五味　學 平成28年4月 固体化学基礎（ソフト） 兼担 教授 五味　學 平成28年4月 固体化学基礎（ソフト） 兼担 教授 岩本　雄二 平成30年4月 固体化学基礎（ソフト）

兼担 教授 福田　功一郎 平成30年4月 固体化学基礎（ソフト）

兼担 教授 鈴木　将人 平成28年4月 高分子合成化学Ⅰ 兼担 教授 鈴木　将人 平成28年4月 高分子合成化学Ⅰ 兼担 教授 鈴木　将人 平成28年4月 高分子合成化学Ⅰ 兼担 教授 鈴木　将人 平成28年4月 高分子合成化学Ⅰ

専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 高分子物理化学Ⅰ 専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 高分子物理化学Ⅰ 専任 教授 高須　昭則 平成29年4月 高分子物理化学Ⅰ 専任 教授 高須　昭則 平成28年4月 高分子物理化学Ⅰ

兼担 教授 樋口　真弘 平成29年4月 高分子物理化学Ⅰ 兼担 教授 樋口　真弘 平成29年4月 高分子物理化学Ⅰ

兼担 准教授 岡本　茂 平成28年4月 高分子科学Ⅰ 兼担 准教授 岡本　茂 平成28年4月 高分子科学Ⅰ 兼担 准教授 岡本　茂 平成28年4月 高分子科学Ⅰ 兼担 准教授 岡本　茂 平成28年4月 高分子科学Ⅰ

兼担 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 高分子材料物性Ⅰ 兼担 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 高分子材料物性Ⅰ 兼担 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 高分子材料物性Ⅰ 兼担 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 高分子材料物性Ⅰ

専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ 専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ 専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ 専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ

専任 教授 高須　昭則 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ 専任 教授 高須　昭則 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ 専任 教授 高須　昭則 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ 専任 教授 高須　昭則 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ

兼担 教授 築地　真也 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ 兼担 教授 築地　真也 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ 兼担 教授 築地　真也 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ 兼担 教授 築地　真也 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ

兼担 准教授 岡本　茂 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ 兼担 准教授 岡本　茂 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ 兼担 准教授 岡本　茂 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ 兼担 准教授 岡本　茂 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ

兼担 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ 兼担 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ 兼担 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ 兼担 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ

兼担 准教授 高木　幸治 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ 兼担 准教授 高木　幸治 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ 兼担 准教授 高木　幸治 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ 兼担 准教授 高木　幸治 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ

兼担 准教授 永田　謙二 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ 兼担 准教授 永田　謙二 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ 兼担 准教授 永田　謙二 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ 兼担 教授 永田　謙二 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ

兼担 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ 兼担 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ 兼担 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ 兼担 准教授 塩塚　理仁 平成30年4月 ソフトマテリアル化学Ⅰ

兼担 准教授 高木　幸治 平成28年4月 有機合成化学Ⅰ 兼担 准教授 高木　幸治 平成28年4月 有機合成化学Ⅰ 兼担 准教授 高木　幸治 平成28年4月 有機合成化学Ⅰ 兼担 准教授 高木　幸治 平成28年4月 有機合成化学Ⅰ

兼担 准教授 高木　幸治 平成28年4月 高分子合成化学Ⅱ 兼担 准教授 高木　幸治 平成28年4月 高分子合成化学Ⅱ 専任 准教授 松岡　真一 平成29年4月 高分子合成化学Ⅱ 専任 准教授 松岡　真一 平成29年4月 高分子合成化学Ⅱ

兼担 教授 樋口　真弘 平成28年4月 高分子物理化学Ⅱ 兼担 教授 樋口　真弘 平成28年4月 高分子物理化学Ⅱ 兼担 准教授 石井　大佑 平成29年4月 高分子物理化学Ⅱ 兼担 准教授 石井　大佑 平成29年4月 高分子物理化学Ⅱ

兼担 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 高分子科学Ⅱ 兼担 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 高分子科学Ⅱ 兼担 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 高分子科学Ⅱ 兼担 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 高分子科学Ⅱ

専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 高分子材料物性Ⅱ 専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 高分子材料物性Ⅱ 専任 教授 猪股　克弘 平成29年4月 高分子材料物性Ⅱ 専任 教授 猪股　克弘 平成29年4月 高分子材料物性Ⅱ

専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 高分子科学Ⅲ 専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 高分子科学Ⅲ 専任 教授 猪股　克弘 平成29年4月 高分子科学Ⅲ 専任 教授 猪股　克弘 平成29年4月 高分子科学Ⅲ

兼担 准教授 永田　謙二 平成28年4月 高分子科学Ⅲ 兼担 准教授 永田　謙二 平成28年4月 高分子科学Ⅲ 兼担 准教授 永田　謙二 平成28年4月 高分子科学Ⅲ 兼担 教授 永田　謙二 平成28年4月 高分子科学Ⅲ

兼担 准教授 吉水　広明 平成28年4月 高分子材料分析化学 兼担 准教授 吉水　広明 平成28年4月 高分子材料分析化学 兼担 准教授 吉水　広明 平成28年4月 高分子材料分析化学 兼担 准教授 吉水　広明 平成28年4月 高分子材料分析化学

専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ 専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ 専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ 専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ

専任 教授 高須　昭則 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ 専任 教授 高須　昭則 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ 専任 教授 高須　昭則 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ 専任 教授 高須　昭則 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ

兼担 教授 築地　真也 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ 兼担 教授 築地　真也 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ 兼担 教授 築地　真也 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ 兼担 教授 築地　真也 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ

兼担 准教授 岡本　茂 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ 兼担 准教授 岡本　茂 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ 兼担 准教授 岡本　茂 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ 兼担 准教授 岡本　茂 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ

兼担 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ 兼担 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ 兼担 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ 兼担 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ

兼担 准教授 高木　幸治 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ 兼担 准教授 高木　幸治 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ 兼担 准教授 高木　幸治 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ 兼担 教授 稲井　嘉人 平成30年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ

兼担 准教授 永田　謙二 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ 兼担 准教授 永田　謙二 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ 兼担 准教授 永田　謙二 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ 兼担 准教授 塩塚　理仁 平成30年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ

兼担 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ 兼担 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ 兼担 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ 兼担 教授 鈴木　将人 平成30年4月 ソフトマテリアル化学Ⅱ

兼担 准教授 迫　克也 平成28年4月 有機合成化学Ⅱ 兼担 准教授 迫　克也 平成28年4月 有機合成化学Ⅱ 兼担 准教授 迫　克也 平成28年4月 有機合成化学Ⅱ 兼担 准教授 迫　克也 平成28年4月 有機合成化学Ⅱ

専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ 専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ 専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ 専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ

専任 教授 高須　昭則 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ 専任 教授 高須　昭則 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ 専任 教授 高須　昭則 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ 専任 教授 高須　昭則 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ

専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ 専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ 専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ 専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ

兼担 准教授 岡本　茂 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ 兼担 准教授 岡本　茂 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ 兼担 准教授 岡本　茂 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ 兼担 准教授 岡本　茂 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ

兼担 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ 兼担 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ 兼担 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ 兼担 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ

兼担 准教授 高木　幸治 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ 兼担 准教授 高木　幸治 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ 兼担 准教授 高木　幸治 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ 兼担 准教授 高木　幸治 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ

兼担 准教授 永田　謙二 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ 兼担 准教授 永田　謙二 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ 兼担 准教授 永田　謙二 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ 兼担 准教授 塩塚　理仁 平成30年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅰ

専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ 専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ 専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ 専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ

専任 教授 高須　昭則 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ 専任 教授 高須　昭則 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ 専任 教授 高須　昭則 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ 専任 教授 高須　昭則 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ

専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ 専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ 専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ 専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ

兼担 准教授 岡本　茂 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ 兼担 准教授 岡本　茂 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ 兼担 准教授 岡本　茂 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ 兼担 准教授 岡本　茂 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ

兼担 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ 兼担 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ 兼担 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ 兼担 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ

兼担 准教授 高木　幸治 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ 兼担 准教授 高木　幸治 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ 兼担 准教授 高木　幸治 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ 兼担 准教授 高木　幸治 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ

兼担 准教授 永田　謙二 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ 兼担 准教授 永田　謙二 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ 兼担 准教授 永田　謙二 平成28年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ 兼担 准教授 塩塚　理仁 平成30年4月 ソフトマテリアル化学実験Ⅱ

兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 基礎有機化学Ⅰ（セラ） 兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 基礎有機化学Ⅰ（セラ） 兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 基礎有機化学Ⅰ（セラ） 兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 基礎有機化学Ⅰ（セラ）

兼担 准教授 小澤　智宏 平成28年4月 基礎無機化学（セラ） 兼担 准教授 小澤　智宏 平成28年4月 基礎無機化学（セラ） 兼担 准教授 小澤　智宏 平成28年4月 基礎無機化学（セラ） 兼担 准教授 小澤　智宏 平成28年4月 基礎無機化学（セラ）

兼担 准教授 柳生　剛義 平成30年4月 基礎無機化学（セラ）

専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 固体化学基礎（セラ） 専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 固体化学基礎（セラ） 兼担 教授 早川　知克 平成29年4月 固体化学基礎（セラ） 兼担 教授 早川　知克 平成28年4月 固体化学基礎（セラ）

兼担 教授 五味　學 平成28年4月 固体化学基礎（セラ） 兼担 教授 五味　學 平成28年4月 固体化学基礎（セラ） 兼担 教授 岩本　雄二 平成30年4月 固体化学基礎（セラ）

兼担 教授 福田　功一郎 平成30年4月 固体化学基礎（セラ）

兼担 教授 福田　功一郎 平成28年4月 無機構造化学Ⅰ 兼担 教授 福田　功一郎 平成28年4月 無機構造化学Ⅰ 兼担 教授 福田　功一郎 平成28年4月 無機構造化学Ⅰ 兼担 教授 福田　功一郎 平成28年4月 無機構造化学Ⅰ

専任 教授 春日　敏宏 平成28年4月 アモルファス構造化学 専任 教授 春日　敏宏 平成28年4月 アモルファス構造化学 専任 教授 春日　敏宏 平成28年4月 アモルファス構造化学 専任 教授 春日　敏宏 平成28年4月 アモルファス構造化学

兼担 教授 福田　功一郎 平成28年4月 固体熱科学Ⅰ 兼担 教授 福田　功一郎 平成28年4月 固体熱科学Ⅰ 兼担 教授 福田　功一郎 平成28年4月 固体熱科学Ⅰ 兼担 教授 福田　功一郎 平成28年4月 固体熱科学Ⅰ

兼担 教授 安達　信泰 平成28年4月 物質科学Ⅰ 兼担 教授 安達　信泰 平成28年4月 物質科学Ⅰ 兼担 教授 安達　信泰 平成28年4月 物質科学Ⅰ 兼担 教授 安達　信泰 平成28年4月 物質科学Ⅰ

兼担 准教授 浅香　透 平成28年4月 量子科学基礎 兼担 准教授 浅香　透 平成28年4月 量子科学基礎 兼担 准教授 浅香　透 平成28年4月 量子科学基礎 兼担 准教授 浅香　透 平成28年4月 量子科学基礎

兼担 教授 岩本　雄二 平成28年4月 無機・有機ハイブリッド化学Ⅰ 兼担 教授 岩本　雄二 平成28年4月 無機・有機ハイブリッド化学Ⅰ 兼担 教授 岩本　雄二 平成28年4月 無機・有機ハイブリッド化学Ⅰ 兼担 教授 岩本　雄二 平成28年4月 無機・有機ハイブリッド化学Ⅰ
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

職名 就任予定年月職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名 氏　　名

専任 教授 柿本　健一 平成28年4月 材料組織構造化学 専任 教授 柿本　健一 平成28年4月 材料組織構造化学 専任 教授 柿本　健一 平成28年4月 材料組織構造化学 専任 教授 柿本　健一 平成28年4月 材料組織構造化学

兼担 准教授 橋本　忍 平成28年4月 固体熱科学Ⅱ 兼担 准教授 橋本　忍 平成28年4月 固体熱科学Ⅱ 兼担 准教授 橋本　忍 平成28年4月 固体熱科学Ⅱ 兼担 教授 橋本　忍 平成28年4月 固体熱科学Ⅱ

兼担 教授 井田　隆 平成28年4月 計算科学基礎 兼担 教授 井田　隆 平成28年4月 計算科学基礎 兼担 教授 井田　隆 平成28年4月 計算科学基礎 兼担 教授 井田　隆 平成28年4月 計算科学基礎

兼担 准教授 小幡　亜希子 平成28年4月 無機・有機ハイブリッド化学Ⅱ 兼担 准教授 小幡　亜希子 平成28年4月 無機・有機ハイブリッド化学Ⅱ 兼担 准教授 小幡　亜希子 平成28年4月 無機・有機ハイブリッド化学Ⅱ 兼担 准教授 小幡　亜希子 平成28年4月 無機・有機ハイブリッド化学Ⅰ

専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅰ 専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅰ

兼担 准教授 橋本　忍 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅰ 兼担 准教授 橋本　忍 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅰ 兼担 准教授 橋本　忍 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅰ 兼担 准教授 浅香　透 平成30年4月 セラミックス応用学演習Ⅰ

兼担 准教授 中山　将伸 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅰ 兼担 准教授 中山　将伸 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅰ 兼担 教授 中山　将伸 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅰ 兼担 教授 中山　将伸 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅰ

専任 教授 柿本　健一 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 専任 教授 柿本　健一 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 専任 教授 柿本　健一 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 兼担 准教授 大幸　裕介 平成30年4月 セラミックス応用学演習Ⅰ

専任 教授 春日　敏宏 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 専任 教授 春日　敏宏 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 専任 教授 春日　敏宏 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 兼担 助教 谷端　直人 平成30年4月 セラミックス応用学演習Ⅰ

専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ

専任 准教授 横田　壮司 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 専任 准教授 横田　壮司 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 専任 准教授 後任未定 セラミックス応用学実験Ⅰ 兼担 教授 福田　功一郎 平成30年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ

兼担 准教授 浅香　透 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 兼担 准教授 浅香　透 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 兼担 准教授 浅香　透 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 兼担 准教授 浅香　透 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ

兼担 准教授 白井　孝 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 兼担 准教授 白井　孝 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 兼担 准教授 白井　孝 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 兼担 助教 本多　沢雄 平成30年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ

兼担 准教授 橋本　忍 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 兼担 准教授 橋本　忍 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 兼担 准教授 橋本　忍 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 兼担 准教授 橋本　忍 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ

兼担 准教授 羽田　政明 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 兼担 准教授 羽田　政明 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 兼担 教授 羽田　政明 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ

兼担 准教授 籠宮　功 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 兼担 准教授 籠宮　功 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 兼担 准教授 籠宮　功 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 兼担 准教授 籠宮　功 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ

兼担 准教授 小幡　亜希子 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 兼担 准教授 小幡　亜希子 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 兼担 准教授 小幡　亜希子 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ 兼担 准教授 小幡　亜希子 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅰ

専任 准教授 横田　壮司 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ 専任 准教授 横田　壮司 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ 専任 准教授 後任未定 セラミックス応用学演習Ⅱ

兼担 准教授 早川　知克 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ 兼担 准教授 早川　知克 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ 兼担 教授 早川　知克 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ 兼担 教授 早川　知克 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ

兼担 准教授 籠宮　功 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ 兼担 准教授 籠宮　功 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ 兼担 准教授 籠宮　功 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ 兼担 准教授 籠宮　功 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ

兼担 教授 藤　正督 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ 兼担 教授 藤　正督 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ 兼担 教授 藤　正督 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ 兼担 教授 藤　正督 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ

兼担 教授 井田　隆 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ 兼担 教授 井田　隆 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ 兼担 教授 井田　隆 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ 兼担 教授 井田　隆 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ

兼担 教授 安達　信泰 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ 兼担 教授 安達　信泰 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ 兼担 教授 安達　信泰 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ 兼担 教授 安達　信泰 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ

兼担 准教授 羽田　政明 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ 兼担 准教授 羽田　政明 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ 兼担 教授 羽田　政明 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ 兼担 教授 羽田　政明 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ

兼担 准教授 白井　孝 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ 兼担 准教授 白井　孝 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ 兼担 准教授 白井　孝 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ 兼担 准教授 白井　孝 平成28年4月 セラミックス応用学演習Ⅱ

専任 教授 柿本　健一 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 専任 教授 柿本　健一 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 専任 教授 柿本　健一 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 兼担 教授 橋本　忍 平成30年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ

専任 教授 春日　敏宏 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 専任 教授 春日　敏宏 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 専任 教授 春日　敏宏 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 兼担 准教授 小幡　亜希子 平成30年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ

専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ

専任 准教授 横田　壮司 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 専任 准教授 横田　壮司 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 専任 准教授 後任未定 セラミックス応用学実験Ⅱ 兼担 准教授 浅香　透 平成30年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ

兼担 准教授 早川　知克 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 兼担 准教授 早川　知克 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 兼担 教授 早川　知克 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 兼担 准教授 大幸　裕介 平成30年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ

兼担 准教授 籠宮　功 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 兼担 准教授 籠宮　功 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 兼担 准教授 籠宮　功 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 兼担 准教授 籠宮　功 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ

兼担 教授 藤　正督 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 兼担 教授 藤　正督 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 兼担 教授 藤　正督 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 兼担 助教 谷端　直人 平成30年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ

兼担 教授 井田　隆 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 兼担 教授 井田　隆 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 兼担 教授 井田　隆 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 兼担 教授 福田　功一郎 平成30年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ

兼担 教授 安達　信泰 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 兼担 教授 安達　信泰 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 兼担 教授 安達　信泰 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 兼担 助教 本多　沢雄 平成30年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ

兼担 准教授 羽田　政明 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 兼担 准教授 羽田　政明 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ 兼担 教授 羽田　政明 平成28年4月 セラミックス応用学実験Ⅱ

兼担 教授 西野　洋一 平成28年4月 材料物性基礎（材料） 兼担 教授 西野　洋一 平成28年4月 材料物性基礎（材料） 兼担 教授 西野　洋一 平成28年4月 材料物性基礎（材料） 兼担 教授 西野　洋一 平成28年4月 材料物性基礎（材料）

兼担 教授 種村　眞幸 平成28年4月 材料物性基礎（材料） 兼担 教授 種村　眞幸 平成28年4月 材料物性基礎（材料） 兼担 教授 種村　眞幸 平成28年4月 材料物性基礎（材料） 兼担 教授 種村　眞幸 平成28年4月 材料物性基礎（材料）

兼担 准教授 小野　晋吾 平成28年4月 材料物性基礎（材料） 兼担 准教授 小野　晋吾 平成28年4月 材料物性基礎（材料） 兼担 准教授 小野　晋吾 平成28年4月 材料物性基礎（材料） 兼担 准教授 小野　晋吾 平成28年4月 材料物性基礎（材料）

専任 教授 江龍　修 平成28年4月 物理現象と微分方程式（材料） 専任 教授 江龍　修 平成28年4月 物理現象と微分方程式（材料） 専任 教授 江龍　修 平成28年4月 物理現象と微分方程式（材料） 専任 教授 江龍　修 平成28年4月 物理現象と微分方程式（材料）

兼担 教授 一瀬　郁夫 平成28年4月 物理現象と微分方程式（材料） 兼担 教授 一瀬　郁夫 平成28年4月 物理現象と微分方程式（材料） 兼担 教授 一瀬　郁夫 平成28年4月 物理現象と微分方程式（材料） 兼担 教授 一瀬　郁夫 平成28年4月 物理現象と微分方程式（材料）

兼担 教授 後藤　俊幸 平成28年4月 物理現象と微分方程式（材料） 兼担 教授 後藤　俊幸 平成28年4月 物理現象と微分方程式（材料） 兼担 教授 後藤　俊幸 平成28年4月 物理現象と微分方程式（材料） 兼担 教授 後藤　俊幸 平成28年4月 物理現象と微分方程式（材料）

専任 教授 日原　岳彦 平成28年4月 物理・材料数学Ⅰ（材料） 専任 教授 日原　岳彦 平成28年4月 物理・材料数学Ⅰ（材料） 兼担 准教授 井手　直樹 平成29年4月 物理・材料数学Ⅰ（材料） 兼担 准教授 井手　直樹 平成29年4月 物理・材料数学Ⅰ（材料）

専任 教授 渡邉　義見 平成28年4月 物理・材料数学Ⅰ（材料） 専任 教授 渡邉　義見 平成28年4月 物理・材料数学Ⅰ（材料） 専任 准教授 宮崎　秀俊 平成29年4月 物理・材料数学Ⅰ（材料） 専任 准教授 宮崎　秀俊 平成29年4月 物理・材料数学Ⅰ（材料）

専任 教授 日原　岳彦 平成28年4月 熱力学（材料） 専任 教授 日原　岳彦 平成28年4月 熱力学（材料） 兼担 教授 林　好一 平成29年4月 熱力学（材料） 専任 准教授 呉　松竹 平成30年4月 熱力学（材料）

兼担 教授 壬生　攻 平成28年4月 解析力学 兼担 教授 壬生　攻 平成28年4月 解析力学 兼担 教授 壬生　攻 平成28年4月 解析力学 兼担 教授 壬生　攻 平成28年4月 解析力学

専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 回折結晶学 専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 回折結晶学 専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 回折結晶学 専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 回折結晶学

専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 材料物理学 専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 材料物理学 兼担 教授 林　好一 平成29年4月 材料物理学 兼担 教授 林　好一 平成29年4月 材料物理学

専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 物理・材料数学Ⅱ 専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 物理・材料数学Ⅱ 専任 教授 日原　岳彦 平成29年4月 物理・材料数学Ⅱ 専任 教授 日原　岳彦 平成29年4月 物理・材料数学Ⅱ

専任 准教授 濱中　泰 平成28年4月 物理・材料数学Ⅱ 専任 准教授 濱中　泰 平成28年4月 物理・材料数学Ⅱ 専任 准教授 濱中　泰 平成28年4月 物理・材料数学Ⅱ 専任 教授 濱中　泰 平成28年4月 物理・材料数学Ⅱ

兼担 准教授 井手　直樹 平成28年4月 量子力学Ⅰ（材料） 兼担 准教授 井手　直樹 平成28年4月 量子力学Ⅰ（材料） 兼担 准教授 井手　直樹 平成28年4月 量子力学Ⅰ（材料） 兼担 准教授 井手　直樹 平成28年4月 量子力学Ⅰ（材料）

兼担 准教授 栗田　典明 平成28年4月 材料平衡論 兼担 准教授 栗田　典明 平成28年4月 材料平衡論 兼担 准教授 栗田　典明 平成28年4月 材料平衡論 兼担 准教授 栗田　典明 平成28年4月 材料平衡論

兼担 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 移動速度論 兼担 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 移動速度論 兼担 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 移動速度論 兼担 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 移動速度論

専任 教授 日原　岳彦 平成28年4月 固体物理Ⅰ（材料） 専任 教授 日原　岳彦 平成28年4月 固体物理Ⅰ（材料） 専任 教授 日原　岳彦 平成28年4月 固体物理Ⅰ（材料） 専任 教授 日原　岳彦 平成28年4月 固体物理Ⅰ（材料）

専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 材料組織学 専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 材料組織学 専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 材料組織学 専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 材料組織学

兼担 教授 西野　洋一 平成28年4月 力学物性論 兼担 教授 西野　洋一 平成28年4月 力学物性論 兼担 教授 西野　洋一 平成28年4月 力学物性論 兼担 教授 西野　洋一 平成28年4月 力学物性論

兼担 准教授 井手　直樹 平成28年4月 力学物性論 兼担 准教授 井手　直樹 平成28年4月 力学物性論

兼担 教授 大原　繁男 平成28年4月 量子力学Ⅱ（材料） 兼担 教授 大原　繁男 平成28年4月 量子力学Ⅱ（材料） 兼担 教授 大原　繁男 平成28年4月 量子力学Ⅱ（材料） 兼担 教授 大原　繁男 平成28年4月 量子力学Ⅱ（材料）

専任 准教授 濱中　泰 平成28年4月 固体物理Ⅱ（材料） 専任 准教授 濱中　泰 平成28年4月 固体物理Ⅱ（材料） 専任 准教授 濱中　泰 平成28年4月 固体物理Ⅱ（材料） 専任 教授 濱中　泰 平成28年4月 固体物理Ⅱ（材料）

専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ 専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ 専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ 専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ

専任 准教授 濱中　泰 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ 専任 准教授 濱中　泰 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ 専任 准教授 濱中　泰 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ 専任 教授 濱中　泰 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ

専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ 専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ 専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ 専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ

兼担 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ 兼担 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ 兼担 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ 兼担 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ

兼担 准教授 栗田　典明 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ 兼担 准教授 栗田　典明 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ 兼担 准教授 栗田　典明 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ 兼担 准教授 栗田　典明 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ

兼担 准教授 井手　直樹 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ 兼担 准教授 井手　直樹 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ 兼担 准教授 井手　直樹 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ 兼担 准教授 井手　直樹 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ

兼担 助教 田中　雅章 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ 兼担 助教 田中　雅章 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ 兼担 助教 田中　雅章 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ 兼担 助教 田中　雅章 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ

兼担 助教 宮崎　怜雄奈 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ 兼担 助教 宮崎　怜雄奈 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ 兼担 助教 宮崎　怜雄奈 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ 兼担 助教 宮崎　怜雄奈 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅰ

専任 教授 日原　岳彦 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ 専任 教授 日原　岳彦 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ 専任 教授 日原　岳彦 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ 専任 教授 日原　岳彦 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ

専任 教授 渡邉　義見 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ 専任 教授 渡邉　義見 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ 専任 教授 渡邉　義見 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ 専任 教授 渡邉　義見 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ

専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ 専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ 専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ 専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ

専任 准教授 濱中　泰 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ 専任 准教授 濱中　泰 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ 専任 准教授 濱中　泰 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ 専任 教授 濱中　泰 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ

専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ 専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ 専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ 専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ

兼担 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ 兼担 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ 兼担 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ 兼担 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ

兼担 准教授 栗田　典明 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ 兼担 准教授 栗田　典明 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ 兼担 准教授 栗田　典明 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ 兼担 准教授 栗田　典明 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ

兼担 准教授 井手　直樹 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ 兼担 准教授 井手　直樹 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ 兼担 准教授 井手　直樹 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ 兼担 准教授 井手　直樹 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅰ

専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ 専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ 専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ 専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ

専任 准教授 濱中　泰 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ 専任 准教授 濱中　泰 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ 専任 准教授 濱中　泰 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ 専任 教授 濱中　泰 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ

専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ 専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ 専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ 専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ

兼担 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ 兼担 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ 兼担 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ 兼担 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ

兼担 准教授 栗田　典明 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ 兼担 准教授 栗田　典明 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ 兼担 准教授 栗田　典明 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ 兼担 准教授 栗田　典明 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ

兼担 准教授 井手　直樹 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ 兼担 准教授 井手　直樹 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ 兼担 准教授 井手　直樹 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ 兼担 准教授 井手　直樹 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ

兼担 助教 田中　雅章 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ 兼担 助教 田中　雅章 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ 兼担 助教 田中　雅章 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ 兼担 助教 田中　雅章 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ

兼担 助教 宮崎　怜雄奈 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ 兼担 助教 宮崎　怜雄奈 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ 兼担 助教 宮崎　怜雄奈 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ 兼担 助教 宮崎　怜雄奈 平成28年4月 材料機能工学演習Ⅱ

専任 教授 日原　岳彦 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ 専任 教授 日原　岳彦 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ 専任 教授 日原　岳彦 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ 専任 教授 日原　岳彦 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ

専任 教授 渡邉　義見 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ 専任 教授 渡邉　義見 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ 専任 教授 渡邉　義見 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ 専任 教授 渡邉　義見 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ

専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ 専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ 専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ 専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ

専任 准教授 濱中　泰 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ 専任 准教授 濱中　泰 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ 専任 准教授 濱中　泰 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ 専任 教授 濱中　泰 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ

専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ 専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ 専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ 専任 准教授 宮崎　秀俊 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ

兼担 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ 兼担 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ 兼担 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ 兼担 准教授 奥村　圭二 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

職名 就任予定年月職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名 氏　　名

兼担 准教授 栗田　典明 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ 兼担 准教授 栗田　典明 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ 兼担 准教授 栗田　典明 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ 兼担 准教授 栗田　典明 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ

兼担 准教授 井手　直樹 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ 兼担 准教授 井手　直樹 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ 兼担 准教授 井手　直樹 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ 兼担 准教授 井手　直樹 平成28年4月 材料機能工学実験Ⅱ

兼担 教授 西野　洋一 平成28年4月 材料物性基礎（応用） 兼担 教授 西野　洋一 平成28年4月 材料物性基礎（応用） 兼担 教授 西野　洋一 平成28年4月 材料物性基礎（応用） 兼担 教授 西野　洋一 平成28年4月 材料物性基礎（応用）

兼担 教授 種村　眞幸 平成28年4月 材料物性基礎（応用） 兼担 教授 種村　眞幸 平成28年4月 材料物性基礎（応用） 兼担 教授 種村　眞幸 平成28年4月 材料物性基礎（応用） 兼担 教授 種村　眞幸 平成28年4月 材料物性基礎（応用）

兼担 准教授 小野　晋吾 平成28年4月 材料物性基礎（応用） 兼担 准教授 小野　晋吾 平成28年4月 材料物性基礎（応用） 兼担 准教授 小野　晋吾 平成28年4月 材料物性基礎（応用） 兼担 准教授 小野　晋吾 平成28年4月 材料物性基礎（応用）

専任 教授 江龍　修 平成28年4月 物理現象と微分方程式（応用） 専任 教授 江龍　修 平成28年4月 物理現象と微分方程式（応用） 専任 教授 江龍　修 平成28年4月 物理現象と微分方程式（応用） 専任 教授 江龍　修 平成28年4月 物理現象と微分方程式（応用）

兼担 教授 一瀬　郁夫 平成28年4月 物理現象と微分方程式（応用） 兼担 教授 一瀬　郁夫 平成28年4月 物理現象と微分方程式（応用） 兼担 教授 一瀬　郁夫 平成28年4月 物理現象と微分方程式（応用） 兼担 教授 一瀬　郁夫 平成28年4月 物理現象と微分方程式（応用）

兼担 教授 後藤　俊幸 平成28年4月 物理現象と微分方程式（応用） 兼担 教授 後藤　俊幸 平成28年4月 物理現象と微分方程式（応用） 兼担 教授 後藤　俊幸 平成28年4月 物理現象と微分方程式（応用） 兼担 教授 後藤　俊幸 平成28年4月 物理現象と微分方程式（応用）

専任 教授 市川　洋 平成28年4月 物理・材料数学Ⅰ（応用） 専任 教授 市川　洋 平成28年4月 物理・材料数学Ⅰ（応用） 兼担 准教授 井手　直樹 平成29年4月 物理・材料数学Ⅰ（応用） 兼担 准教授 井手　直樹 平成29年4月 物理・材料数学Ⅰ（応用）

専任 教授 岩田　真 平成28年4月 物理・材料数学Ⅰ（応用） 専任 教授 岩田　真 平成28年4月 物理・材料数学Ⅰ（応用） 専任 准教授 宮崎　秀俊 平成29年4月 物理・材料数学Ⅰ（応用） 専任 准教授 宮崎　秀俊 平成29年4月 物理・材料数学Ⅰ（応用）

専任 教授 岩田　真 平成28年4月 応用電磁気学Ⅰ 専任 教授 岩田　真 平成28年4月 応用電磁気学Ⅰ 専任 教授 岩田　真 平成28年4月 応用電磁気学Ⅰ 専任 教授 岩田　真 平成28年4月 応用電磁気学Ⅰ

専任 教授 市川　洋 平成28年4月 計測工学Ⅰ 専任 教授 市川　洋 平成28年4月 計測工学Ⅰ 専任 教授 市川　洋 平成28年4月 計測工学Ⅰ 専任 教授 市川　洋 平成28年4月 計測工学Ⅰ

兼担 准教授 丹澤　和寿 平成28年4月 熱力学（応用） 兼担 准教授 丹澤　和寿 平成28年4月 熱力学（応用） 兼担 准教授 丹澤　和寿 平成28年4月 熱力学（応用） 兼担 准教授 丹澤　和寿 平成28年4月 熱力学（応用）

兼担 准教授 馮　偉 平成28年4月 物理数学Ⅰ 兼担 准教授 馮　偉 平成28年4月 物理数学Ⅰ 兼担 准教授 馮　偉 平成28年4月 物理数学Ⅰ 兼担 准教授 馮　偉 平成28年4月 物理数学Ⅰ

兼担 助教 田村　友幸 平成28年4月 力学・電磁気学演習 兼担 助教 田村　友幸 平成28年4月 力学・電磁気学演習 兼担 助教 田村　友幸 平成28年4月 力学・電磁気学演習 兼担 助教 田村　友幸 平成28年4月 力学・電磁気学演習

兼担 助教 青柳　倫太郎 平成28年4月 力学・電磁気学演習 兼担 助教 青柳　倫太郎 平成28年4月 力学・電磁気学演習 兼担 准教授 内藤　隆 平成29年4月 力学・電磁気学演習

専任 教授 岩田　真 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ 専任 教授 岩田　真 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ 専任 教授 岩田　真 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ 専任 教授 岩田　真 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ

専任 教授 市川　洋 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ 専任 教授 市川　洋 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ 兼担 助教 小林　亮 平成29年4月 応用物理学実験Ⅰ 兼担 助教 小林　亮 平成29年4月 応用物理学実験Ⅰ

専任 教授 江龍　修 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ 専任 教授 江龍　修 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ 兼担 助教 礒部　雅晴 平成29年4月 応用物理学実験Ⅰ 兼担 准教授 礒部　雅晴 平成29年4月 応用物理学実験Ⅰ

専任 教授 尾形　修司 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ 専任 教授 尾形　修司 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ

専任 助教 宮川　鈴衣奈 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ 専任 助教 宮川　鈴衣奈 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ 専任 助教 宮川　鈴衣奈 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ

兼担 准教授 木村　高志 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ 兼担 准教授 木村　高志 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ

兼担 准教授 丹澤　和寿 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ 兼担 准教授 丹澤　和寿 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ

兼担 准教授 米谷　昭彦 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ 兼担 准教授 米谷　昭彦 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ

兼担 准教授 渡邊　威 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ 兼担 准教授 渡邊　威 平成28年4月 応用物理学実験Ⅰ

専任 助教 宮川　鈴衣奈 平成28年4月 統計熱力学演習 専任 助教 宮川　鈴衣奈 平成28年4月 統計熱力学演習 兼担 助教 瀧川　佳紀 平成30年4月 統計熱力学演習

兼担 助教 礒部　雅晴 平成28年4月 統計熱力学演習 兼担 助教 礒部　雅晴 平成28年4月 統計熱力学演習 兼担 助教 礒部　雅晴 平成28年4月 統計熱力学演習 兼担 准教授 礒部　雅晴 平成28年4月 統計熱力学演習

専任 教授 尾形　修司 平成28年4月 統計力学 専任 教授 尾形　修司 平成28年4月 統計力学 専任 教授 尾形　修司 平成28年4月 統計力学 専任 教授 尾形　修司 平成28年4月 統計力学

兼担 教授 高橋　聡 平成28年4月 物理数学Ⅱ 兼担 教授 高橋　聡 平成28年4月 物理数学Ⅱ 兼担 教授 高橋　聡 平成28年4月 物理数学Ⅱ 兼担 教授 高橋　聡 平成28年4月 物理数学Ⅱ

兼担 教授 一瀬　郁夫 平成28年4月 量子力学Ⅰ（応用） 兼担 教授 一瀬　郁夫 平成28年4月 量子力学Ⅰ（応用） 兼担 教授 一瀬　郁夫 平成28年4月 量子力学Ⅰ（応用） 兼担 教授 一瀬　郁夫 平成28年4月 量子力学Ⅰ（応用）

兼担 教授 種村　眞幸 平成28年4月 固体物理Ⅰ（応用） 兼担 教授 種村　眞幸 平成28年4月 固体物理Ⅰ（応用） 兼担 教授 種村　眞幸 平成28年4月 固体物理Ⅰ（応用） 専任 教授 岩田　真 平成30年4月 固体物理Ⅰ（応用）

兼担 教授 高橋　聡 平成28年4月 量子力学Ⅱ（応用） 兼担 教授 高橋　聡 平成28年4月 量子力学Ⅱ（応用） 兼担 教授 高橋　聡 平成28年4月 量子力学Ⅱ（応用） 兼担 教授 高橋　聡 平成28年4月 量子力学Ⅱ（応用）

専任 教授 尾形　修司 平成28年4月 シミュレーション工学 専任 教授 尾形　修司 平成28年4月 シミュレーション工学 専任 教授 尾形　修司 平成28年4月 シミュレーション工学 専任 教授 尾形　修司 平成28年4月 シミュレーション工学

兼担 教授 後藤　俊幸 平成28年4月 シミュレーション工学 兼担 教授 後藤　俊幸 平成28年4月 シミュレーション工学 兼担 教授 後藤　俊幸 平成28年4月 シミュレーション工学 兼担 教授 後藤　俊幸 平成28年4月 シミュレーション工学

兼担 准教授 渡邊　威 平成30年4月 シミュレーション工学

専任 助教 宮川　鈴衣奈 平成28年4月 量子力学演習 専任 助教 宮川　鈴衣奈 平成28年4月 量子力学演習 専任 助教 宮川　鈴衣奈 平成28年4月 量子力学演習 兼担 助教 本田　光裕 平成30年4月 量子力学演習

兼担 助教 小林　亮 平成28年4月 量子力学演習 兼担 助教 小林　亮 平成28年4月 量子力学演習 兼担 助教 小林　亮 平成28年4月 量子力学演習 兼担 助教 小林　亮 平成28年4月 量子力学演習

専任 教授 岩田　真 平成28年4月 固体物理Ⅱ（応用） 専任 教授 岩田　真 平成28年4月 固体物理Ⅱ（応用） 専任 教授 岩田　真 平成28年4月 固体物理Ⅱ（応用） 兼担 教授 種村　眞幸 平成30年4月 固体物理Ⅱ（応用）

専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

専任 教授 井門　康司 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 専任 教授 井門　康司 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 専任 教授 井門　康司 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 専任 教授 井門　康司 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

専任 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 専任 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 専任 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 専任 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

専任 教授 長谷川　豊 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 専任 教授 長谷川　豊 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 専任 教授 長谷川　豊 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 専任 教授 長谷川　豊 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

専任 准教授 小坂　卓 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 専任 准教授 小坂　卓 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 専任 教授 小坂　卓 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 専任 教授 小坂　卓 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

専任 准教授 平田　晃正 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 専任 准教授 平田　晃正 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 専任 教授 平田　晃正 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 専任 教授 平田　晃正 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

専任 准教授 関　健太 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 専任 准教授 関　健太 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 専任 准教授 関　健太 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 専任 准教授 関　健太 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

専任 准教授 田中　由浩 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 専任 准教授 田中　由浩 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 専任 准教授 田中　由浩 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 専任 准教授 田中　由浩 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

専任 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 専任 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 専任 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 専任 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

専任 助教 安在　大祐 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 専任 助教 安在　大祐 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 専任 助教 安在　大祐 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 専任 准教授 安在　大祐 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 教授 市村　正也 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 市村　正也 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 市村　正也 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 市村　正也 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 教授 江川　孝志 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 江川　孝志 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 江川　孝志 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 江川　孝志 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 教授 王　建青 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 王　建青 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 王　建青 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 王　建青 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 教授 菊間　信良 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 菊間　信良 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 菊間　信良 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 菊間　信良 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 教授 榊原　久二男 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 榊原　久二男 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 榊原　久二男 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 榊原　久二男 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 教授 水野　幸男 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 水野　幸男 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 水野　幸男 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 水野　幸男 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 教授 三好　実人 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 三好　実人 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 三好　実人 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 三好　実人 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 教授 森田　良文 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 森田　良文 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 森田　良文 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 森田　良文 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 准教授 加藤　正史 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 加藤　正史 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 加藤　正史 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 加藤　正史 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 准教授 Ｎｉｒａｕｌａ　Ｍａｄａｎ 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 Ｎｉｒａｕｌａ　Ｍａｄａｎ 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 Ｎｉｒａｕｌａ　Ｍａｄａｎ 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 Ｎｉｒａｕｌａ　Ｍａｄａｎ 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 准教授 安井　晋示 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 安井　晋示 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 安井　晋示 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 安井　晋示 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 助教 岸　直希 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 助教 岸　直希 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 岸　直希 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 岸　直希 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 准教授 分島　彰男 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 分島　彰男 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 分島　彰男 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 分島　彰男 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 准教授 安部　功二 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 安部　功二 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 安部　功二 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 安部　功二 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 准教授 平山　裕 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 平山　裕 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 平山　裕 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 平山　裕 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 助教 北川　亘 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 助教 北川　亘 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 助教 北川　亘 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 北川　亘 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 助教 佐藤　徳孝 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 助教 佐藤　徳孝 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 助教 佐藤　徳孝 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 助教 佐藤　徳孝 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 助教 久保　俊晴 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 助教 久保　俊晴 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 助教 久保　俊晴 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 久保　俊晴 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 教授 石野　洋二郎 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 石野　洋二郎 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 石野　洋二郎 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 石野　洋二郎 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 教授 神谷　庄司 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 神谷　庄司 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 神谷　庄司 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 神谷　庄司 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 教授 北村　憲彦 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 北村　憲彦 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 北村　憲彦 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 北村　憲彦 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 教授 佐野　明人 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 佐野　明人 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 佐野　明人 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 佐野　明人 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 教授 田川　正人 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 田川　正人 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 田川　正人 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 田川　正人 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 教授 萩原　正弥 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 萩原　正弥 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 萩原　正弥 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 萩原　正弥 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 教授 水野　直樹 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 水野　直樹 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 水野　直樹 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 水野　直樹 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 教授 森西　洋平 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 森西　洋平 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 森西　洋平 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 森西　洋平 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 教授 山田　学 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 山田　学 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 山田　学 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 山田　学 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 教授 松本　健郎 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 松本　健郎 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 専任 助教 岩本　悠宏 平成29年4月 電気・機械工学入門（機械） 専任 助教 岩本　悠宏 平成29年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 准教授 飯田　雄章 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 飯田　雄章 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 飯田　雄章 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 飯田　雄章 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 准教授 坂口　正道 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 坂口　正道 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 坂口　正道 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 坂口　正道 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 准教授 玉野　真司 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 玉野　真司 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 玉野　真司 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 玉野　真司 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 准教授 西田　政弘 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 西田　政弘 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 西田　政弘 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 西田　政弘 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 准教授 早川　伸哉 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 早川　伸哉 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 早川　伸哉 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 早川　伸哉 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 准教授 古谷　正広 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 古谷　正広 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 古谷　正広 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 古谷　正広 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 准教授 伊藤　桂 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 伊藤　桂 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 前田　佳弘 平成29年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 前田　佳弘 平成29年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

職名 就任予定年月職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名 氏　　名

兼担 准教授 伊藤　智啓 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 伊藤　智啓 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 伊藤　智啓 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 伊藤　智啓 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 准教授 保浦　知也 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 保浦　知也 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 保浦　知也 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 保浦　知也 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 准教授 杉田　修啓 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 杉田　修啓 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 杉田　修啓 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 杉田　修啓 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 准教授 出口　真次 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 出口　真次 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 助教 加藤　慎也 平成29年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 助教 加藤　慎也 平成29年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 助教 大羽　達志 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 助教 大羽　達志 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 助教 大羽　達志 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 助教 大羽　達志 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 助教 齋木　悠 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 助教 齋木　悠 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 助教 齋木　悠 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 齋木　悠 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 助教 牧野　武彦 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 助教 牧野　武彦 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 牧野　武彦 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 牧野　武彦 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 助教 泉　隼人 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 助教 泉　隼人 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 助教 泉　隼人 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 助教 泉　隼人 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 助教 藤井　郁也 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 助教 藤井　郁也 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 助教 藤井　郁也 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 助教 藤井　郁也 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 教授 平澤　美可三 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 平澤　美可三 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 平澤　美可三 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 平澤　美可三 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 准教授 林　倫弘 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 林　倫弘 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 林　倫弘 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 林　倫弘 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 准教授 大橋　美佐 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 大橋　美佐 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 大橋　美佐 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 大橋　美佐 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 准教授 佐伯　明洋 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 佐伯　明洋 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 佐伯　明洋 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 佐伯　明洋 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 准教授 岩下　弘一 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 岩下　弘一 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 岩下　弘一 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 岩下　弘一 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 准教授 中村　美浩 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 中村　美浩 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 中村　美浩 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 中村　美浩 平成28年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 准教授 若土　弘樹 平成29年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 若土　弘樹 平成29年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 助教 伊藤　孝弘 平成29年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 助教 伊藤　孝弘 平成29年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 助教 山田　格 平成29年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 助教 山田　格 平成29年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 教授 浅野　勝宏 平成29年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 浅野　勝宏 平成29年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 教授 中村　匡徳 平成29年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 教授 中村　匡徳 平成29年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 准教授 鈴木　政尋 平成29年4月 電気・機械工学入門（機械） 兼担 准教授 鈴木　政尋 平成29年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 助教 松盛　裕明 平成30年4月 電気・機械工学入門（機械）

兼担 准教授 前川　覚 平成30年4月 電気・機械工学入門（機械）

専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 電気回路Ⅰ（機械） 専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 電気回路Ⅰ（機械） 専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 電気回路Ⅰ（機械） 専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 電気回路Ⅰ（機械）

兼担 教授 森田　良文 平成28年4月 電気回路Ⅰ（機械） 兼担 教授 森田　良文 平成28年4月 電気回路Ⅰ（機械） 兼担 准教授 前田　佳弘 平成29年4月 電気回路Ⅰ（機械） 兼担 准教授 前田　佳弘 平成29年4月 電気回路Ⅰ（機械）

専任 准教授 関　健太 平成28年4月 プログラミングⅠ（機械） 専任 准教授 関　健太 平成28年4月 プログラミングⅠ（機械） 専任 准教授 関　健太 平成28年4月 プログラミングⅠ（機械） 専任 准教授 関　健太 平成28年4月 プログラミングⅠ（機械）

兼担 准教授 安井　晋示 平成28年4月 プログラミングⅠ（機械） 兼担 准教授 安井　晋示 平成28年4月 プログラミングⅠ（機械）

兼担 准教授 佐伯　明洋 平成28年4月 常微分方程式（機械） 兼担 准教授 佐伯　明洋 平成28年4月 常微分方程式（機械） 兼担 准教授 佐伯　明洋 平成28年4月 常微分方程式（機械） 兼担 准教授 佐伯　明洋 平成28年4月 常微分方程式（機械）

兼担 准教授 大橋　美佐 平成28年4月 常微分方程式（機械） 兼担 准教授 大橋　美佐 平成28年4月 常微分方程式（機械）

兼担 准教授 杉田　修啓 平成28年4月 常微分方程式（機械） 兼担 准教授 杉田　修啓 平成28年4月 常微分方程式（機械）

兼担 教授 田川　正人 平成28年4月 熱力学Ⅰ（機械） 兼担 教授 田川　正人 平成28年4月 熱力学Ⅰ（機械） 兼担 教授 田川　正人 平成28年4月 熱力学Ⅰ（機械） 兼担 教授 田川　正人 平成28年4月 熱力学Ⅰ（機械）

兼担 准教授 飯田　雄章 平成28年4月 熱力学Ⅰ（機械） 兼担 准教授 飯田　雄章 平成28年4月 熱力学Ⅰ（機械）

兼担 准教授 坂口　正道 平成28年4月 機構学 兼担 准教授 坂口　正道 平成28年4月 機構学 兼担 准教授 坂口　正道 平成28年4月 機構学 兼担 准教授 坂口　正道 平成28年4月 機構学

専任 教授 長谷川　豊 平成28年4月 流体力学Ⅰ 専任 教授 長谷川　豊 平成28年4月 流体力学Ⅰ 専任 教授 長谷川　豊 平成28年4月 流体力学Ⅰ 専任 教授 長谷川　豊 平成28年4月 流体力学Ⅰ

兼担 教授 森西　洋平 平成28年4月 流体力学Ⅰ 兼担 教授 森西　洋平 平成28年4月 流体力学Ⅰ

専任 教授 長谷川　豊 平成28年4月 機械製図Ⅰ 専任 教授 長谷川　豊 平成28年4月 機械製図Ⅰ 兼担 教授 北村　憲彦 平成29年4月 機械製図Ⅰ 兼担 教授 北村　憲彦 平成29年4月 機械製図Ⅰ

専任 准教授 田中　由浩 平成28年4月 機械製図Ⅰ 専任 准教授 田中　由浩 平成28年4月 機械製図Ⅰ

兼担 教授 中村　隆 平成28年4月 機械製図Ⅰ 兼担 教授 中村　隆 平成28年4月 機械製図Ⅰ

兼担 助教 牧野　武彦 平成28年4月 機械製図Ⅰ 兼担 助教 牧野　武彦 平成28年4月 機械製図Ⅰ 兼担 准教授 牧野　武彦 平成28年4月 機械製図Ⅰ 兼担 准教授 牧野　武彦 平成28年4月 機械製図Ⅰ

兼担 准教授 西田　政弘 平成28年4月 機械製図Ⅰ 兼担 准教授 西田　政弘 平成28年4月 機械製図Ⅰ

専任 教授 井門　康司 平成28年4月 工業力学 専任 教授 井門　康司 平成28年4月 工業力学 専任 教授 井門　康司 平成28年4月 工業力学 専任 教授 井門　康司 平成28年4月 工業力学

兼担 教授 神谷　庄司 平成28年4月 材料力学Ⅰ 兼担 教授 神谷　庄司 平成28年4月 材料力学Ⅰ

兼担 准教授 伊藤　智啓 平成28年4月 材料力学Ⅰ 兼担 准教授 伊藤　智啓 平成28年4月 材料力学Ⅰ 兼担 准教授 伊藤　智啓 平成28年4月 材料力学Ⅰ 兼担 准教授 伊藤　智啓 平成28年4月 材料力学Ⅰ

兼担 准教授 西田　政弘 平成28年4月 機械力学 兼担 准教授 西田　政弘 平成28年4月 機械力学 兼担 准教授 西田　政弘 平成28年4月 機械力学 兼担 教授 西田　政弘 平成28年4月 機械力学

専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 材料科学 専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 材料科学 専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 材料科学 専任 准教授 佐藤　尚 平成28年4月 材料科学

兼担 准教授 牧野　武彦 平成30年4月 材料科学

兼担 准教授 保浦　知也 平成28年4月 伝熱学Ⅰ 兼担 准教授 保浦　知也 平成28年4月 伝熱学Ⅰ

兼担 准教授 飯田　雄章 平成28年4月 伝熱学Ⅰ 兼担 准教授 飯田　雄章 平成28年4月 伝熱学Ⅰ 兼担 准教授 飯田　雄章 平成28年4月 伝熱学Ⅰ 兼担 准教授 飯田　雄章 平成28年4月 伝熱学Ⅰ

兼担 准教授 伊藤　智啓 平成28年4月 材料力学Ⅱ 兼担 准教授 伊藤　智啓 平成28年4月 材料力学Ⅱ 兼担 准教授 伊藤　智啓 平成28年4月 材料力学Ⅱ 兼担 准教授 伊藤　智啓 平成28年4月 材料力学Ⅱ

兼担 准教授 出口　真次 平成28年4月 材料力学Ⅱ 兼担 准教授 出口　真次 平成28年4月 材料力学Ⅱ

兼担 教授 山田　学 平成28年4月 制御工学Ⅰ 兼担 教授 山田　学 平成28年4月 制御工学Ⅰ 兼担 教授 山田　学 平成28年4月 制御工学Ⅰ 兼担 教授 山田　学 平成28年4月 制御工学Ⅰ

兼担 教授 森西　洋平 平成28年4月 流体力学Ⅱ 兼担 教授 森西　洋平 平成28年4月 流体力学Ⅱ

兼担 准教授 土田　陽一 平成28年4月 流体力学Ⅱ 兼担 准教授 土田　陽一 平成28年4月 流体力学Ⅱ 兼担 准教授 土田　陽一 平成28年4月 流体力学Ⅱ 専任 准教授 牛島　達夫 平成30年4月 流体力学Ⅱ

専任 教授 井門　康司 平成28年4月 機械工学実験 専任 教授 井門　康司 平成28年4月 機械工学実験 専任 教授 井門　康司 平成28年4月 機械工学実験 専任 教授 井門　康司 平成28年4月 機械工学実験

専任 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 機械工学実験 専任 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 機械工学実験 専任 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 機械工学実験 専任 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 機械工学実験

専任 教授 長谷川　豊 平成28年4月 機械工学実験 専任 教授 長谷川　豊 平成28年4月 機械工学実験 専任 教授 長谷川　豊 平成28年4月 機械工学実験 専任 教授 長谷川　豊 平成28年4月 機械工学実験

専任 准教授 田中　由浩 平成28年4月 機械工学実験 専任 准教授 田中　由浩 平成28年4月 機械工学実験 専任 准教授 田中　由浩 平成28年4月 機械工学実験 専任 准教授 田中　由浩 平成28年4月 機械工学実験

専任 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 機械工学実験 専任 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 機械工学実験 専任 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 機械工学実験 専任 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 機械工学実験

兼担 教授 石野　洋二郎 平成28年4月 機械工学実験 兼担 教授 石野　洋二郎 平成28年4月 機械工学実験 兼担 教授 石野　洋二郎 平成28年4月 機械工学実験 兼担 教授 石野　洋二郎 平成28年4月 機械工学実験

兼担 教授 神谷　庄司 平成28年4月 機械工学実験 兼担 教授 神谷　庄司 平成28年4月 機械工学実験 兼担 教授 神谷　庄司 平成28年4月 機械工学実験 兼担 教授 神谷　庄司 平成28年4月 機械工学実験

兼担 教授 北村　憲彦 平成28年4月 機械工学実験 兼担 教授 北村　憲彦 平成28年4月 機械工学実験 兼担 教授 北村　憲彦 平成28年4月 機械工学実験 兼担 教授 北村　憲彦 平成28年4月 機械工学実験

兼担 教授 佐野　明人 平成28年4月 機械工学実験 兼担 教授 佐野　明人 平成28年4月 機械工学実験 兼担 教授 佐野　明人 平成28年4月 機械工学実験 兼担 教授 佐野　明人 平成28年4月 機械工学実験

兼担 教授 田川　正人 平成28年4月 機械工学実験 兼担 教授 田川　正人 平成28年4月 機械工学実験 兼担 教授 田川　正人 平成28年4月 機械工学実験 兼担 教授 田川　正人 平成28年4月 機械工学実験

兼担 教授 萩原　正弥 平成28年4月 機械工学実験 兼担 教授 萩原　正弥 平成28年4月 機械工学実験 兼担 教授 萩原　正弥 平成28年4月 機械工学実験 兼担 教授 萩原　正弥 平成28年4月 機械工学実験

兼担 教授 水野　直樹 平成28年4月 機械工学実験 兼担 教授 水野　直樹 平成28年4月 機械工学実験 兼担 教授 水野　直樹 平成28年4月 機械工学実験 兼担 教授 水野　直樹 平成28年4月 機械工学実験

兼担 教授 森西　洋平 平成28年4月 機械工学実験 兼担 教授 森西　洋平 平成28年4月 機械工学実験 兼担 教授 森西　洋平 平成28年4月 機械工学実験 兼担 教授 森西　洋平 平成28年4月 機械工学実験

兼担 教授 山田　学 平成28年4月 機械工学実験 兼担 教授 山田　学 平成28年4月 機械工学実験 兼担 教授 山田　学 平成28年4月 機械工学実験 兼担 教授 山田　学 平成28年4月 機械工学実験

兼担 教授 松本　健郎 平成28年4月 機械工学実験 兼担 教授 松本　健郎 平成28年4月 機械工学実験 専任 助教 岩本　悠宏 平成29年4月 機械工学実験 専任 助教 岩本　悠宏 平成29年4月 機械工学実験

兼担 准教授 飯田　雄章 平成28年4月 機械工学実験 兼担 准教授 飯田　雄章 平成28年4月 機械工学実験 兼担 准教授 飯田　雄章 平成28年4月 機械工学実験 兼担 准教授 飯田　雄章 平成28年4月 機械工学実験

兼担 准教授 坂口　正道 平成28年4月 機械工学実験 兼担 准教授 坂口　正道 平成28年4月 機械工学実験 兼担 准教授 坂口　正道 平成28年4月 機械工学実験 兼担 准教授 坂口　正道 平成28年4月 機械工学実験

兼担 准教授 玉野　真司 平成28年4月 機械工学実験 兼担 准教授 玉野　真司 平成28年4月 機械工学実験 兼担 准教授 玉野　真司 平成28年4月 機械工学実験 兼担 准教授 玉野　真司 平成28年4月 機械工学実験

兼担 准教授 西田　政弘 平成28年4月 機械工学実験 兼担 准教授 西田　政弘 平成28年4月 機械工学実験 兼担 准教授 西田　政弘 平成28年4月 機械工学実験 兼担 教授 西田　政弘 平成28年4月 機械工学実験

兼担 准教授 早川　伸哉 平成28年4月 機械工学実験 兼担 准教授 早川　伸哉 平成28年4月 機械工学実験 兼担 准教授 早川　伸哉 平成28年4月 機械工学実験 兼担 准教授 早川　伸哉 平成28年4月 機械工学実験

兼担 准教授 古谷　正広 平成28年4月 機械工学実験 兼担 准教授 古谷　正広 平成28年4月 機械工学実験 兼担 教授 古谷　正広 平成28年4月 機械工学実験 兼担 教授 古谷　正広 平成28年4月 機械工学実験

兼担 准教授 伊藤　桂 平成28年4月 機械工学実験 兼担 准教授 伊藤　桂 平成28年4月 機械工学実験 兼担 助教 山田　格 平成29年4月 機械工学実験 兼担 助教 山田　格 平成29年4月 機械工学実験

兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 機械工学実験 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 機械工学実験 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 機械工学実験 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 機械工学実験

兼担 准教授 伊藤　智啓 平成28年4月 機械工学実験 兼担 准教授 伊藤　智啓 平成28年4月 機械工学実験 兼担 准教授 伊藤　智啓 平成28年4月 機械工学実験 兼担 准教授 伊藤　智啓 平成28年4月 機械工学実験

兼担 准教授 保浦　知也 平成28年4月 機械工学実験 兼担 准教授 保浦　知也 平成28年4月 機械工学実験 兼担 准教授 保浦　知也 平成28年4月 機械工学実験 兼担 准教授 保浦　知也 平成28年4月 機械工学実験

兼担 准教授 杉田　修啓 平成28年4月 機械工学実験 兼担 准教授 杉田　修啓 平成28年4月 機械工学実験 兼担 准教授 杉田　修啓 平成28年4月 機械工学実験 兼担 准教授 杉田　修啓 平成28年4月 機械工学実験

兼担 准教授 出口　真次 平成28年4月 機械工学実験 兼担 准教授 出口　真次 平成28年4月 機械工学実験 兼担 教授 浅野　勝宏 平成29年4月 機械工学実験 兼担 教授 浅野　勝宏 平成29年4月 機械工学実験

兼担 助教 大羽　達志 平成28年4月 機械工学実験 兼担 助教 大羽　達志 平成28年4月 機械工学実験 兼担 助教 大羽　達志 平成28年4月 機械工学実験 兼担 助教 大羽　達志 平成28年4月 機械工学実験

兼担 助教 齋木　悠 平成28年4月 機械工学実験 兼担 助教 齋木　悠 平成28年4月 機械工学実験 兼担 助教 齋木　悠 平成28年4月 機械工学実験 兼担 准教授 齋木　悠 平成28年4月 機械工学実験

兼担 助教 牧野　武彦 平成28年4月 機械工学実験 兼担 助教 牧野　武彦 平成28年4月 機械工学実験 兼担 准教授 牧野　武彦 平成28年4月 機械工学実験 兼担 准教授 牧野　武彦 平成28年4月 機械工学実験

兼担 助教 泉　隼人 平成28年4月 機械工学実験 兼担 助教 泉　隼人 平成28年4月 機械工学実験 兼担 助教 泉　隼人 平成28年4月 機械工学実験 兼担 助教 泉　隼人 平成28年4月 機械工学実験

兼担 助教 藤井　郁也 平成28年4月 機械工学実験 兼担 助教 藤井　郁也 平成28年4月 機械工学実験 兼担 助教 藤井　郁也 平成28年4月 機械工学実験 兼担 助教 藤井　郁也 平成28年4月 機械工学実験

兼担 准教授 大橋　美佐 平成28年4月 機械工学実験 兼担 准教授 大橋　美佐 平成28年4月 機械工学実験 兼担 准教授 大橋　美佐 平成28年4月 機械工学実験 兼担 准教授 大橋　美佐 平成28年4月 機械工学実験

兼担 准教授 佐伯　明洋 平成28年4月 機械工学実験 兼担 准教授 佐伯　明洋 平成28年4月 機械工学実験 兼担 准教授 佐伯　明洋 平成28年4月 機械工学実験 兼担 准教授 佐伯　明洋 平成28年4月 機械工学実験

兼担 准教授 岩下　弘一 平成28年4月 機械工学実験 兼担 准教授 岩下　弘一 平成28年4月 機械工学実験 兼担 准教授 岩下　弘一 平成28年4月 機械工学実験 兼担 准教授 岩下　弘一 平成28年4月 機械工学実験
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

職名 就任予定年月職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名 氏　　名

兼担 准教授 中村　美浩 平成28年4月 機械工学実験 兼担 准教授 中村　美浩 平成28年4月 機械工学実験 兼担 准教授 中村　美浩 平成28年4月 機械工学実験 兼担 准教授 中村　美浩 平成28年4月 機械工学実験

兼担 教授 中村　匡徳 平成29年4月 機械工学実験 兼担 教授 中村　匡徳 平成29年4月 機械工学実験

兼担 准教授 鈴木　政尋 平成29年4月 機械工学実験 兼担 准教授 鈴木　政尋 平成29年4月 機械工学実験

兼担 准教授 前川　覚 平成30年4月 機械工学実験

兼担 教授 北村　憲彦 平成28年4月 材料加工の力学 兼担 教授 北村　憲彦 平成28年4月 材料加工の力学 兼担 教授 北村　憲彦 平成28年4月 材料加工の力学 兼担 教授 北村　憲彦 平成28年4月 材料加工の力学

兼担 教授 中村　隆 平成28年4月 材料加工の力学 兼担 教授 中村　隆 平成28年4月 材料加工の力学 兼担 教授 中村　隆 平成28年4月 材料加工の力学

専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

専任 教授 井門　康司 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 専任 教授 井門　康司 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 専任 教授 井門　康司 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 専任 教授 井門　康司 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

専任 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 専任 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 専任 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 専任 教授 糸魚川　文広 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

専任 教授 長谷川　豊 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 専任 教授 長谷川　豊 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 専任 教授 長谷川　豊 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 専任 教授 長谷川　豊 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

専任 准教授 小坂　卓 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 専任 准教授 小坂　卓 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 専任 教授 小坂　卓 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 専任 教授 小坂　卓 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

専任 准教授 平田　晃正 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 専任 准教授 平田　晃正 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 専任 教授 平田　晃正 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 専任 教授 平田　晃正 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

専任 准教授 関　健太 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 専任 准教授 関　健太 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 専任 准教授 関　健太 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 専任 准教授 関　健太 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

専任 准教授 田中　由浩 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 専任 准教授 田中　由浩 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 専任 准教授 田中　由浩 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 専任 准教授 田中　由浩 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

専任 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 専任 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 専任 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 専任 准教授 牛島　達夫 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

専任 助教 安在　大祐 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 専任 助教 安在　大祐 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 専任 助教 安在　大祐 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 専任 准教授 安在　大祐 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 教授 市村　正也 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 市村　正也 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 市村　正也 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 市村　正也 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 教授 江川　孝志 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 江川　孝志 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 江川　孝志 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 江川　孝志 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 教授 王　建青 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 王　建青 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 王　建青 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 王　建青 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 教授 菊間　信良 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 菊間　信良 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 菊間　信良 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 菊間　信良 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 教授 榊原　久二男 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 榊原　久二男 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 榊原　久二男 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 榊原　久二男 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 教授 水野　幸男 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 水野　幸男 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 水野　幸男 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 水野　幸男 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 教授 三好　実人 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 三好　実人 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 三好　実人 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 三好　実人 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 教授 森田　良文 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 森田　良文 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 森田　良文 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 森田　良文 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 准教授 加藤　正史 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 加藤　正史 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 加藤　正史 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 加藤　正史 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 准教授 Ｎｉｒａｕｌａ　Ｍａｄａｎ 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 Ｎｉｒａｕｌａ　Ｍａｄａｎ 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 Ｎｉｒａｕｌａ　Ｍａｄａｎ 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 Ｎｉｒａｕｌａ　Ｍａｄａｎ 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 准教授 安井　晋示 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 安井　晋示 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 安井　晋示 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 安井　晋示 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 助教 岸　直希 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 助教 岸　直希 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 岸　直希 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 岸　直希 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 准教授 分島　彰男 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 分島　彰男 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 分島　彰男 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 分島　彰男 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 准教授 安部　功二 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 安部　功二 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 安部　功二 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 安部　功二 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 准教授 平山　裕 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 平山　裕 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 平山　裕 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 平山　裕 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 助教 北川　亘 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 助教 北川　亘 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 助教 北川　亘 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 北川　亘 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 助教 佐藤　徳孝 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 助教 佐藤　徳孝 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 助教 佐藤　徳孝 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 助教 佐藤　徳孝 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 助教 久保　俊晴 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 助教 久保　俊晴 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 助教 久保　俊晴 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 久保　俊晴 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 教授 石野　洋二郎 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 石野　洋二郎 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 石野　洋二郎 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 石野　洋二郎 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 教授 神谷　庄司 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 神谷　庄司 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 神谷　庄司 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 神谷　庄司 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 教授 北村　憲彦 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 北村　憲彦 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 北村　憲彦 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 北村　憲彦 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 教授 佐野　明人 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 佐野　明人 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 佐野　明人 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 佐野　明人 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 教授 田川　正人 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 田川　正人 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 田川　正人 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 田川　正人 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 教授 萩原　正弥 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 萩原　正弥 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 萩原　正弥 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 萩原　正弥 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 教授 水野　直樹 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 水野　直樹 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 水野　直樹 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 水野　直樹 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 教授 森西　洋平 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 森西　洋平 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 森西　洋平 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 森西　洋平 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 教授 山田　学 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 山田　学 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 山田　学 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 山田　学 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 教授 松本　健郎 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 松本　健郎 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 専任 助教 岩本　悠宏 平成29年4月 電気・機械工学入門（電気） 専任 助教 岩本　悠宏 平成29年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 准教授 飯田　雄章 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 飯田　雄章 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 飯田　雄章 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 飯田　雄章 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 准教授 坂口　正道 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 坂口　正道 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 坂口　正道 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 坂口　正道 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 准教授 玉野　真司 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 玉野　真司 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 玉野　真司 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 玉野　真司 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 准教授 西田　政弘 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 西田　政弘 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 西田　政弘 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 西田　政弘 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 准教授 早川　伸哉 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 早川　伸哉 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 早川　伸哉 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 早川　伸哉 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 准教授 古谷　正広 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 古谷　正広 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 古谷　正広 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 古谷　正広 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 准教授 伊藤　桂 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 伊藤　桂 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 前田　佳弘 平成29年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 前田　佳弘 平成29年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 准教授 伊藤　智啓 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 伊藤　智啓 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 伊藤　智啓 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 伊藤　智啓 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 准教授 保浦　知也 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 保浦　知也 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 保浦　知也 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 保浦　知也 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 准教授 杉田　修啓 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 杉田　修啓 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 杉田　修啓 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 杉田　修啓 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 准教授 出口　真次 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 出口　真次 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 助教 加藤　慎也 平成29年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 助教 加藤　慎也 平成29年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 助教 大羽　達志 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 助教 大羽　達志 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 助教 大羽　達志 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 助教 大羽　達志 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 助教 齋木　悠 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 助教 齋木　悠 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 助教 齋木　悠 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 齋木　悠 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 助教 牧野　武彦 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 助教 牧野　武彦 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 牧野　武彦 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 牧野　武彦 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 助教 泉　隼人 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 助教 泉　隼人 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 助教 泉　隼人 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 助教 泉　隼人 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 助教 藤井　郁也 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 助教 藤井　郁也 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 助教 藤井　郁也 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 助教 藤井　郁也 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 教授 平澤　美可三 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 平澤　美可三 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 平澤　美可三 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 平澤　美可三 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 准教授 林　倫弘 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 林　倫弘 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 林　倫弘 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 林　倫弘 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 准教授 大橋　美佐 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 大橋　美佐 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 大橋　美佐 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 大橋　美佐 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 准教授 佐伯　明洋 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 佐伯　明洋 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 佐伯　明洋 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 佐伯　明洋 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 准教授 岩下　弘一 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 岩下　弘一 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 岩下　弘一 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 岩下　弘一 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 准教授 中村　美浩 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 中村　美浩 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 中村　美浩 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 中村　美浩 平成28年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 准教授 若土　弘樹 平成29年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 若土　弘樹 平成29年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 助教 伊藤　孝弘 平成29年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 助教 伊藤　孝弘 平成29年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 助教 山田　格 平成29年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 助教 山田　格 平成29年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 教授 浅野　勝宏 平成29年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 浅野　勝宏 平成29年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 教授 中村　匡徳 平成29年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 教授 中村　匡徳 平成29年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 准教授 鈴木　政尋 平成29年4月 電気・機械工学入門（電気） 兼担 准教授 鈴木　政尋 平成29年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 助教 松盛　裕明 平成30年4月 電気・機械工学入門（電気）

兼担 准教授 前川　覚 平成30年4月 電気・機械工学入門（電気）

専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 電気回路Ⅰ（電気） 専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 電気回路Ⅰ（電気） 専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 電気回路Ⅰ（電気） 専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 電気回路Ⅰ（電気）

兼担 教授 森田　良文 平成28年4月 電気回路Ⅰ（電気） 兼担 教授 森田　良文 平成28年4月 電気回路Ⅰ（電気） 兼担 准教授 前田　佳弘 平成29年4月 電気回路Ⅰ（電気） 兼担 准教授 前田　佳弘 平成29年4月 電気回路Ⅰ（電気）

専任 准教授 関　健太 平成28年4月 プログラミングⅠ（電気） 専任 准教授 関　健太 平成28年4月 プログラミングⅠ（電気） 専任 准教授 関　健太 平成28年4月 プログラミングⅠ（電気） 専任 准教授 関　健太 平成28年4月 プログラミングⅠ（電気）

兼担 准教授 安井　晋示 平成28年4月 プログラミングⅠ（電気） 兼担 准教授 安井　晋示 平成28年4月 プログラミングⅠ（電気）

兼担 准教授 佐伯　明洋 平成28年4月 常微分方程式（電気） 兼担 准教授 佐伯　明洋 平成28年4月 常微分方程式（電気）

兼担 准教授 大橋　美佐 平成28年4月 常微分方程式（電気） 兼担 准教授 大橋　美佐 平成28年4月 常微分方程式（電気）

兼担 准教授 杉田　修啓 平成28年4月 常微分方程式（電気） 兼担 准教授 杉田　修啓 平成28年4月 常微分方程式（電気） 兼担 准教授 杉田　修啓 平成28年4月 常微分方程式（電気） 兼担 准教授 杉田　修啓 平成28年4月 常微分方程式（電気）

兼担 教授 田川　正人 平成28年4月 熱力学Ⅰ（電気） 兼担 教授 田川　正人 平成28年4月 熱力学Ⅰ（電気） 兼担 教授 田川　正人 平成28年4月 熱力学Ⅰ（電気） 兼担 教授 田川　正人 平成28年4月 熱力学Ⅰ（電気）

兼担 准教授 飯田　雄章 平成28年4月 熱力学Ⅰ（電気） 兼担 准教授 飯田　雄章 平成28年4月 熱力学Ⅰ（電気）
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

職名 就任予定年月職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名 氏　　名

専任 准教授 平田　晃正 平成28年4月 計算機基礎 専任 准教授 平田　晃正 平成28年4月 計算機基礎 専任 教授 平田　晃正 平成28年4月 計算機基礎 専任 教授 平田　晃正 平成28年4月 計算機基礎

兼担 教授 菊間　信良 平成28年4月 計算機基礎 兼担 教授 菊間　信良 平成28年4月 計算機基礎

兼担 教授 水野　幸男 平成28年4月 電気回路Ⅱ 兼担 教授 水野　幸男 平成28年4月 電気回路Ⅱ

兼担 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 電気回路Ⅱ 兼担 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 電気回路Ⅱ 兼担 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 電気回路Ⅱ 兼担 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 電気回路Ⅱ

兼担 教授 菊間　信良 平成28年4月 電気磁気学Ⅰ 兼担 教授 菊間　信良 平成28年4月 電気磁気学Ⅰ 兼担 教授 菊間　信良 平成28年4月 電気磁気学Ⅰ 兼担 教授 菊間　信良 平成28年4月 電気磁気学Ⅰ

兼担 教授 王　建青 平成28年4月 電気磁気学Ⅰ 兼担 教授 王　建青 平成28年4月 電気磁気学Ⅰ

専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 電気電子工学実験実習 専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 電気電子工学実験実習 兼担 准教授 Ｎｉｒａｕｌａ　Ｍａｄａｎ 平成29年4月 電気電子工学実験実習 兼担 助教 伊藤　孝弘 平成30年4月 電気電子工学実験実習

専任 助教 安在　大祐 平成28年4月 電気電子工学実験実習 専任 助教 安在　大祐 平成28年4月 電気電子工学実験実習 兼担 准教授 加藤　正史 平成29年4月 電気電子工学実験実習

兼担 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 電子回路Ⅰ 兼担 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 電子回路Ⅰ

兼担 准教授 平山　裕 平成28年4月 電子回路Ⅰ 兼担 准教授 平山　裕 平成28年4月 電子回路Ⅰ 兼担 准教授 平山　裕 平成28年4月 電子回路Ⅰ 兼担 准教授 平山　裕 平成28年4月 電子回路Ⅰ

兼担 准教授 平山　裕 平成28年4月 プログラミングⅡ（電気） 兼担 准教授 平山　裕 平成28年4月 プログラミングⅡ（電気） 兼担 准教授 平山　裕 平成28年4月 プログラミングⅡ（電気） 兼担 准教授 平山　裕 平成28年4月 プログラミングⅡ（電気）

専任 准教授 関　健太 平成28年4月 システム制御基礎 専任 准教授 関　健太 平成28年4月 システム制御基礎 専任 准教授 関　健太 平成28年4月 システム制御基礎 専任 准教授 関　健太 平成28年4月 システム制御基礎

兼担 教授 森田　良文 平成28年4月 システム制御基礎 兼担 教授 森田　良文 平成28年4月 システム制御基礎

専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 情報理論（電気） 専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 情報理論（電気） 専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 情報理論（電気） 専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 情報理論（電気）

兼担 教授 岩波　保則 平成28年4月 情報理論（電気） 兼担 教授 岩波　保則 平成28年4月 情報理論（電気）

兼担 准教授 加藤　正史 平成28年4月 電子回路Ⅱ 兼担 准教授 加藤　正史 平成28年4月 電子回路Ⅱ 兼担 准教授 加藤　正史 平成28年4月 電子回路Ⅱ 兼担 准教授 加藤　正史 平成28年4月 電子回路Ⅱ

専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 電気回路Ⅲ 専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 電気回路Ⅲ

専任 准教授 小坂　卓 平成28年4月 電気回路Ⅲ 専任 准教授 小坂　卓 平成28年4月 電気回路Ⅲ 専任 教授 小坂　卓 平成28年4月 電気回路Ⅲ 専任 教授 小坂　卓 平成28年4月 電気回路Ⅲ

専任 准教授 平田　晃正 平成28年4月 電気磁気学Ⅱ 専任 准教授 平田　晃正 平成28年4月 電気磁気学Ⅱ 専任 教授 平田　晃正 平成28年4月 電気磁気学Ⅱ 専任 教授 平田　晃正 平成28年4月 電気磁気学Ⅱ

兼担 教授 菊間　信良 平成28年4月 電気磁気学Ⅱ 兼担 教授 菊間　信良 平成28年4月 電気磁気学Ⅱ

専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

専任 准教授 小坂　卓 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 准教授 小坂　卓 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 教授 小坂　卓 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 教授 小坂　卓 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

専任 准教授 平田　晃正 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 准教授 平田　晃正 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 教授 平田　晃正 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 教授 平田　晃正 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

専任 准教授 関　健太 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 准教授 関　健太 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 准教授 関　健太 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 准教授 関　健太 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

専任 助教 安在　大祐 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 助教 安在　大祐 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 助教 安在　大祐 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 専任 准教授 安在　大祐 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

兼担 教授 市村　正也 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 教授 市村　正也 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 教授 市村　正也 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 教授 市村　正也 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

兼担 教授 江川　孝志 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 教授 江川　孝志 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 教授 江川　孝志 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 教授 江川　孝志 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

兼担 教授 王　建青 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 教授 王　建青 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 教授 王　建青 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 教授 王　建青 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

兼担 教授 菊間　信良 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 教授 菊間　信良 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 教授 菊間　信良 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 教授 菊間　信良 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

兼担 教授 榊原　久二男 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 教授 榊原　久二男 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 教授 榊原　久二男 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 教授 榊原　久二男 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

兼担 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

兼担 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

兼担 教授 水野　幸男 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 教授 水野　幸男 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 教授 水野　幸男 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 教授 水野　幸男 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

兼担 教授 三好　実人 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 教授 三好　実人 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 教授 三好　実人 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 教授 三好　実人 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

兼担 教授 森田　良文 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 教授 森田　良文 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 教授 森田　良文 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 教授 森田　良文 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

兼担 准教授 加藤　正史 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 准教授 加藤　正史 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 准教授 加藤　正史 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 准教授 加藤　正史 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

兼担 准教授 Ｎｉｒａｕｌａ　Ｍａｄａｎ 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 准教授 Ｎｉｒａｕｌａ　Ｍａｄａｎ 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 准教授 Ｎｉｒａｕｌａ　Ｍａｄａｎ 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 教授 Ｎｉｒａｕｌａ　Ｍａｄａｎ 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

兼担 准教授 安井　晋示 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 准教授 安井　晋示 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 教授 安井　晋示 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 教授 安井　晋示 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

兼担 助教 岸　直希 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 助教 岸　直希 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 准教授 岸　直希 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 准教授 岸　直希 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

兼担 准教授 分島　彰男 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 准教授 分島　彰男 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 准教授 分島　彰男 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 准教授 分島　彰男 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

兼担 准教授 安部　功二 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 准教授 安部　功二 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 准教授 安部　功二 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 准教授 安部　功二 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

兼担 准教授 平山　裕 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 准教授 平山　裕 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 准教授 平山　裕 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 准教授 平山　裕 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

兼担 助教 北川　亘 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 助教 北川　亘 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 助教 北川　亘 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 准教授 北川　亘 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

兼担 助教 佐藤　徳孝 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 助教 佐藤　徳孝 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 助教 佐藤　徳孝 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 助教 佐藤　徳孝 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

兼担 助教 久保　俊晴 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 助教 久保　俊晴 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 助教 久保　俊晴 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 准教授 久保　俊晴 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

兼担 教授 平澤　美可三 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 教授 平澤　美可三 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 教授 平澤　美可三 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 教授 平澤　美可三 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

兼担 准教授 林　倫弘 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 准教授 林　倫弘 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 准教授 林　倫弘 平成28年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 准教授 林　倫弘 平成28年4月 電気電子工学基礎実験

兼担 准教授 前田　佳弘 平成29年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 准教授 前田　佳弘 平成29年4月 電気電子工学基礎実験

兼担 助教 加藤　慎也 平成29年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 助教 加藤　慎也 平成29年4月 電気電子工学基礎実験

兼担 准教授 若土　弘樹 平成29年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 准教授 若土　弘樹 平成29年4月 電気電子工学基礎実験

兼担 助教 伊藤　孝弘 平成29年4月 電気電子工学基礎実験 兼担 助教 伊藤　孝弘 平成29年4月 電気電子工学基礎実験

兼担 助教 松盛　裕明 平成30年4月 電気電子工学基礎実験

兼担 准教授 安部　功二 平成28年4月 電子物性 兼担 准教授 安部　功二 平成28年4月 電子物性 兼担 准教授 安部　功二 平成28年4月 電子物性 兼担 准教授 安部　功二 平成28年4月 電子物性

専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 電気電子工学応用実験

専任 准教授 小坂　卓 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 准教授 小坂　卓 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 教授 小坂　卓 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 教授 小坂　卓 平成28年4月 電気電子工学応用実験

専任 准教授 平田　晃正 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 准教授 平田　晃正 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 教授 平田　晃正 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 教授 平田　晃正 平成28年4月 電気電子工学応用実験

専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 電気電子工学応用実験

専任 准教授 関　健太 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 准教授 関　健太 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 准教授 関　健太 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 准教授 関　健太 平成28年4月 電気電子工学応用実験

専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 電気電子工学応用実験

専任 助教 安在　大祐 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 助教 安在　大祐 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 助教 安在　大祐 平成28年4月 電気電子工学応用実験 専任 准教授 安在　大祐 平成28年4月 電気電子工学応用実験

兼担 教授 市村　正也 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 教授 市村　正也 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 教授 市村　正也 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 教授 市村　正也 平成28年4月 電気電子工学応用実験

兼担 教授 江川　孝志 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 教授 江川　孝志 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 教授 江川　孝志 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 教授 江川　孝志 平成28年4月 電気電子工学応用実験

兼担 教授 王　建青 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 教授 王　建青 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 教授 王　建青 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 教授 王　建青 平成28年4月 電気電子工学応用実験

兼担 教授 菊間　信良 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 教授 菊間　信良 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 教授 菊間　信良 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 教授 菊間　信良 平成28年4月 電気電子工学応用実験

兼担 教授 榊原　久二男 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 教授 榊原　久二男 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 教授 榊原　久二男 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 教授 榊原　久二男 平成28年4月 電気電子工学応用実験

兼担 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 電気電子工学応用実験

兼担 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 電気電子工学応用実験

兼担 教授 水野　幸男 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 教授 水野　幸男 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 教授 水野　幸男 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 教授 水野　幸男 平成28年4月 電気電子工学応用実験

兼担 教授 三好　実人 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 教授 三好　実人 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 教授 三好　実人 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 教授 三好　実人 平成28年4月 電気電子工学応用実験

兼担 教授 森田　良文 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 教授 森田　良文 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 教授 森田　良文 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 教授 森田　良文 平成28年4月 電気電子工学応用実験

兼担 准教授 加藤　正史 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 准教授 加藤　正史 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 准教授 加藤　正史 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 准教授 加藤　正史 平成28年4月 電気電子工学応用実験

兼担 准教授 Ｎｉｒａｕｌａ　Ｍａｄａｎ 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 准教授 Ｎｉｒａｕｌａ　Ｍａｄａｎ 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 准教授 Ｎｉｒａｕｌａ　Ｍａｄａｎ 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 教授 Ｎｉｒａｕｌａ　Ｍａｄａｎ 平成28年4月 電気電子工学応用実験

兼担 准教授 安井　晋示 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 准教授 安井　晋示 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 教授 安井　晋示 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 教授 安井　晋示 平成28年4月 電気電子工学応用実験

兼担 助教 岸　直希 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 助教 岸　直希 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 准教授 岸　直希 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 准教授 岸　直希 平成28年4月 電気電子工学応用実験

兼担 准教授 分島　彰男 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 准教授 分島　彰男 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 准教授 分島　彰男 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 准教授 分島　彰男 平成28年4月 電気電子工学応用実験

兼担 准教授 安部　功二 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 准教授 安部　功二 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 准教授 安部　功二 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 准教授 安部　功二 平成28年4月 電気電子工学応用実験

兼担 准教授 平山　裕 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 准教授 平山　裕 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 准教授 平山　裕 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 准教授 平山　裕 平成28年4月 電気電子工学応用実験

兼担 助教 北川　亘 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 助教 北川　亘 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 助教 北川　亘 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 准教授 北川　亘 平成28年4月 電気電子工学応用実験

兼担 助教 佐藤　徳孝 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 助教 佐藤　徳孝 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 助教 佐藤　徳孝 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 助教 佐藤　徳孝 平成28年4月 電気電子工学応用実験

兼担 助教 久保　俊晴 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 助教 久保　俊晴 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 助教 久保　俊晴 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 准教授 久保　俊晴 平成28年4月 電気電子工学応用実験

兼担 教授 平澤　美可三 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 教授 平澤　美可三 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 教授 平澤　美可三 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 教授 平澤　美可三 平成28年4月 電気電子工学応用実験

兼担 准教授 林　倫弘 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 准教授 林　倫弘 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 准教授 林　倫弘 平成28年4月 電気電子工学応用実験 兼担 准教授 林　倫弘 平成28年4月 電気電子工学応用実験

兼担 准教授 前田　佳弘 平成29年4月 電気電子工学応用実験 兼担 准教授 前田　佳弘 平成29年4月 電気電子工学応用実験

兼担 助教 加藤　慎也 平成29年4月 電気電子工学応用実験 兼担 助教 加藤　慎也 平成29年4月 電気電子工学応用実験

兼担 准教授 若土　弘樹 平成29年4月 電気電子工学応用実験 兼担 准教授 若土　弘樹 平成29年4月 電気電子工学応用実験

兼担 助教 伊藤　孝弘 平成29年4月 電気電子工学応用実験 兼担 助教 伊藤　孝弘 平成29年4月 電気電子工学応用実験
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

職名 就任予定年月職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名 氏　　名

兼担 助教 松盛　裕明 平成30年4月 電気電子工学応用実験

専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 教授 岩崎　誠 平成28年4月 電気電子工学専門実験

専任 准教授 小坂　卓 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 准教授 小坂　卓 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 教授 小坂　卓 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 教授 小坂　卓 平成28年4月 電気電子工学専門実験

専任 准教授 平田　晃正 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 准教授 平田　晃正 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 教授 平田　晃正 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 教授 平田　晃正 平成28年4月 電気電子工学専門実験

専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 准教授 岡本　英二 平成28年4月 電気電子工学専門実験

専任 准教授 関　健太 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 准教授 関　健太 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 准教授 関　健太 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 准教授 関　健太 平成28年4月 電気電子工学専門実験

専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 准教授 青木　睦 平成28年4月 電気電子工学専門実験

専任 助教 安在　大祐 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 助教 安在　大祐 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 助教 安在　大祐 平成28年4月 電気電子工学専門実験 専任 准教授 安在　大祐 平成28年4月 電気電子工学専門実験

兼担 教授 市村　正也 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 教授 市村　正也 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 教授 市村　正也 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 教授 市村　正也 平成28年4月 電気電子工学専門実験

兼担 教授 江川　孝志 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 教授 江川　孝志 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 教授 江川　孝志 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 教授 江川　孝志 平成28年4月 電気電子工学専門実験

兼担 教授 王　建青 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 教授 王　建青 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 教授 王　建青 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 教授 王　建青 平成28年4月 電気電子工学専門実験

兼担 教授 菊間　信良 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 教授 菊間　信良 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 教授 菊間　信良 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 教授 菊間　信良 平成28年4月 電気電子工学専門実験

兼担 教授 榊原　久二男 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 教授 榊原　久二男 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 教授 榊原　久二男 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 教授 榊原　久二男 平成28年4月 電気電子工学専門実験

兼担 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 教授 曾我　哲夫 平成28年4月 電気電子工学専門実験

兼担 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 教授 竹下　隆晴 平成28年4月 電気電子工学専門実験

兼担 教授 水野　幸男 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 教授 水野　幸男 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 教授 水野　幸男 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 教授 水野　幸男 平成28年4月 電気電子工学専門実験

兼担 教授 三好　実人 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 教授 三好　実人 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 教授 三好　実人 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 教授 三好　実人 平成28年4月 電気電子工学専門実験

兼担 教授 森田　良文 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 教授 森田　良文 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 教授 森田　良文 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 教授 森田　良文 平成28年4月 電気電子工学専門実験

兼担 准教授 加藤　正史 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 准教授 加藤　正史 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 准教授 加藤　正史 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 准教授 加藤　正史 平成28年4月 電気電子工学専門実験

兼担 准教授 Ｎｉｒａｕｌａ　Ｍａｄａｎ 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 准教授 Ｎｉｒａｕｌａ　Ｍａｄａｎ 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 准教授 Ｎｉｒａｕｌａ　Ｍａｄａｎ 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 教授 Ｎｉｒａｕｌａ　Ｍａｄａｎ 平成28年4月 電気電子工学専門実験

兼担 准教授 安井　晋示 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 准教授 安井　晋示 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 教授 安井　晋示 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 教授 安井　晋示 平成28年4月 電気電子工学専門実験

兼担 助教 岸　直希 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 助教 岸　直希 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 准教授 岸　直希 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 准教授 岸　直希 平成28年4月 電気電子工学専門実験

兼担 准教授 分島　彰男 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 准教授 分島　彰男 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 准教授 分島　彰男 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 准教授 分島　彰男 平成28年4月 電気電子工学専門実験

兼担 准教授 安部　功二 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 准教授 安部　功二 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 准教授 安部　功二 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 准教授 安部　功二 平成28年4月 電気電子工学専門実験

兼担 准教授 平山　裕 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 准教授 平山　裕 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 准教授 平山　裕 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 准教授 平山　裕 平成28年4月 電気電子工学専門実験

兼担 助教 北川　亘 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 助教 北川　亘 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 助教 北川　亘 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 准教授 北川　亘 平成28年4月 電気電子工学専門実験

兼担 助教 佐藤　徳孝 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 助教 佐藤　徳孝 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 助教 佐藤　徳孝 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 助教 佐藤　徳孝 平成28年4月 電気電子工学専門実験

兼担 助教 久保　俊晴 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 助教 久保　俊晴 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 助教 久保　俊晴 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 准教授 久保　俊晴 平成28年4月 電気電子工学専門実験

兼担 教授 平澤　美可三 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 教授 平澤　美可三 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 教授 平澤　美可三 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 教授 平澤　美可三 平成28年4月 電気電子工学専門実験

兼担 准教授 林　倫弘 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 准教授 林　倫弘 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 准教授 林　倫弘 平成28年4月 電気電子工学専門実験 兼担 准教授 林　倫弘 平成29年4月 電気電子工学専門実験

兼担 准教授 前田　佳弘 平成29年4月 電気電子工学専門実験 兼担 准教授 前田　佳弘 平成29年4月 電気電子工学専門実験

兼担 助教 加藤　慎也 平成29年4月 電気電子工学専門実験 兼担 助教 加藤　慎也 平成29年4月 電気電子工学専門実験

兼担 准教授 若土　弘樹 平成29年4月 電気電子工学専門実験 兼担 准教授 若土　弘樹 平成29年4月 電気電子工学専門実験

兼担 助教 伊藤　孝弘 平成29年4月 電気電子工学専門実験 兼担 助教 伊藤　孝弘 平成29年4月 電気電子工学専門実験

兼担 助教 松盛　裕明 平成30年4月 電気電子工学専門実験

兼担 教授 内匠　逸 平成28年4月 コンピュータ入門（ネット） 兼担 教授 内匠　逸 平成28年4月 コンピュータ入門（ネット） 兼担 准教授 武藤　敦子 平成29年4月 コンピュータ入門（ネット） 兼担 准教授 武藤　敦子 平成29年4月 コンピュータ入門（ネット）

兼担 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 コンピュータ入門（ネット） 兼担 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 コンピュータ入門（ネット）

兼担 准教授 黒柳　奨 平成28年4月 コンピュータ入門（ネット） 兼担 准教授 黒柳　奨 平成28年4月 コンピュータ入門（ネット）

兼担 教授 松添　博 平成28年4月 確率（ネット） 兼担 教授 松添　博 平成28年4月 確率（ネット）

兼担 准教授 山岸　正和 平成28年4月 確率（ネット） 兼担 准教授 山岸　正和 平成28年4月 確率（ネット） 兼担 准教授 山岸　正和 平成28年4月 確率（ネット） 兼担 准教授 中島　規博 平成30年4月 確率（ネット）

兼担 准教授 水澤　靖 平成28年4月 確率（ネット） 兼担 准教授 水澤　靖 平成28年4月 確率（ネット） 兼担 准教授 水澤　靖 平成28年4月 確率（ネット） 兼担 准教授 水澤　靖 平成28年4月 確率（ネット）

専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 情報数学Ⅰ（ネット） 専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 情報数学Ⅰ（ネット） 専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 情報数学Ⅰ（ネット） 専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 情報数学Ⅰ（ネット）

専任 准教授 白松　俊 平成28年4月 情報数学Ⅰ（ネット） 専任 准教授 白松　俊 平成28年4月 情報数学Ⅰ（ネット）

兼担 教授 片山　喜章 平成28年4月 情報数学Ⅰ（ネット） 兼担 教授 片山　喜章 平成28年4月 情報数学Ⅰ（ネット）

専任 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 プログラミングⅠ（ネット） 専任 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 プログラミングⅠ（ネット） 兼担 准教授 森山　甲一 平成29年4月 プログラミングⅠ（ネット） 兼担 准教授 森山　甲一 平成29年4月 プログラミングⅠ（ネット）

兼担 教授 松尾　啓志 平成28年4月 プログラミングⅠ（ネット） 兼担 教授 松尾　啓志 平成28年4月 プログラミングⅠ（ネット）

兼担 准教授 舟橋　健司 平成28年4月 プログラミングⅠ（ネット） 兼担 准教授 舟橋　健司 平成28年4月 プログラミングⅠ（ネット）

兼担 教授 和田山　正 平成28年4月 情報数学Ⅱ（ネット） 兼担 教授 和田山　正 平成28年4月 情報数学Ⅱ（ネット） 兼担 教授 和田山　正 平成28年4月 情報数学Ⅱ（ネット） 兼担 教授 和田山　正 平成28年4月 情報数学Ⅱ（ネット）

兼担 准教授 泉　泰介 平成28年4月 情報数学Ⅱ（ネット） 兼担 准教授 泉　泰介 平成28年4月 情報数学Ⅱ（ネット）

専任 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 情報理論（ネット） 専任 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 情報理論（ネット）

兼担 教授 和田山　正 平成28年4月 情報理論（ネット） 兼担 教授 和田山　正 平成28年4月 情報理論（ネット） 兼担 教授 和田山　正 平成28年4月 情報理論（ネット） 兼担 教授 和田山　正 平成28年4月 情報理論（ネット）

兼担 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 情報理論（ネット） 兼担 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 情報理論（ネット）

兼担 教授 片山　喜章 平成28年4月 データ構造とアルゴリズム（ネット） 兼担 教授 片山　喜章 平成28年4月 データ構造とアルゴリズム（ネット） 兼担 教授 片山　喜章 平成28年4月 データ構造とアルゴリズム（ネット） 兼担 教授 片山　喜章 平成28年4月 データ構造とアルゴリズム（ネット）

兼担 准教授 泉　泰介 平成28年4月 データ構造とアルゴリズム（ネット） 兼担 准教授 泉　泰介 平成28年4月 データ構造とアルゴリズム（ネット）

専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 情報工学概論（ネット） 専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 情報工学概論（ネット） 兼担 教授 石橋　豊 平成28年4月 情報工学概論（ネット） 兼担 教授 石橋　豊 平成28年4月 情報工学概論（ネット）

兼担 教授 佐藤　淳 平成28年4月 情報工学概論（ネット） 兼担 教授 佐藤　淳 平成28年4月 情報工学概論（ネット） 兼担 教授 佐藤　淳 平成28年4月 情報工学概論（ネット） 兼担 教授 佐藤　淳 平成28年4月 情報工学概論（ネット）

兼担 教授 新谷　虎松 平成28年4月 情報工学概論（ネット） 兼担 教授 新谷　虎松 平成28年4月 情報工学概論（ネット） 兼担 教授 新谷　虎松 平成28年4月 情報工学概論（ネット） 兼担 教授 新谷　虎松 平成28年4月 情報工学概論（ネット）

専任 教授 梅崎　太造 平成28年4月 ディジタル回路（ネット） 専任 教授 梅崎　太造 平成28年4月 ディジタル回路（ネット）

兼担 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 ディジタル回路（ネット） 兼担 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 ディジタル回路（ネット）

兼担 准教授 平野　智 平成28年4月 ディジタル回路（ネット） 兼担 准教授 平野　智 平成28年4月 ディジタル回路（ネット） 兼担 准教授 平野　智 平成28年4月 ディジタル回路（ネット） 兼担 准教授 平野　智 平成28年4月 ディジタル回路（ネット）

専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（ネット） 専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（ネット）

兼担 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（ネット） 兼担 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（ネット） 兼担 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（ネット） 兼担 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（ネット）

兼担 准教授 中村　剛士 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（ネット） 兼担 准教授 中村　剛士 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（ネット）

兼担 教授 足立　俊明 平成28年4月 フーリエ解析（ネット） 兼担 教授 足立　俊明 平成28年4月 フーリエ解析（ネット）

兼担 准教授 上野　一男 平成28年4月 フーリエ解析（ネット） 兼担 准教授 上野　一男 平成28年4月 フーリエ解析（ネット） 兼担 准教授 上野　一男 平成28年4月 フーリエ解析（ネット） 兼担 准教授 上野　一男 平成28年4月 フーリエ解析（ネット）

専任 教授 徳田　恵一 平成28年4月 プログラミングⅡ（ネット） 専任 教授 徳田　恵一 平成28年4月 プログラミングⅡ（ネット） 兼担 教授 李　晃伸 平成29年4月 プログラミングⅡ（ネット） 兼担 教授 李　晃伸 平成29年4月 プログラミングⅡ（ネット）

専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 プログラミングⅡ（ネット） 専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 プログラミングⅡ（ネット）

兼担 教授 竹内　一郎 平成28年4月 プログラミングⅡ（ネット） 兼担 教授 竹内　一郎 平成28年4月 プログラミングⅡ（ネット）

専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 形式言語とオートマトン（ネット） 専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 形式言語とオートマトン（ネット）

兼担 准教授 李　晃伸 平成28年4月 形式言語とオートマトン（ネット） 兼担 准教授 李　晃伸 平成28年4月 形式言語とオートマトン（ネット）

兼担 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 形式言語とオートマトン（ネット） 兼担 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 形式言語とオートマトン（ネット） 兼担 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 形式言語とオートマトン（ネット） 兼担 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 形式言語とオートマトン（ネット）

兼担 教授 内匠　逸 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅡ（ネット） 兼担 教授 内匠　逸 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅡ（ネット）

兼担 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅡ（ネット） 兼担 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅡ（ネット） 兼担 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅡ（ネット） 兼担 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅡ（ネット）

専任 教授 徳田　恵一 平成28年4月 信号処理（ネット） 専任 教授 徳田　恵一 平成28年4月 信号処理（ネット） 兼担 准教授 平野　智 平成29年4月 信号処理（ネット） 専任 教授 徳田　恵一 平成30年4月 信号処理（ネット）

兼担 教授 松尾　啓志 平成28年4月 オペレーティングシステム（ネット） 兼担 教授 松尾　啓志 平成28年4月 オペレーティングシステム（ネット） 兼担 教授 松尾　啓志 平成28年4月 オペレーティングシステム（ネット） 兼担 教授 松尾　啓志 平成28年4月 オペレーティングシステム（ネット）

専任 教授 梅崎　太造 平成28年4月 プログラミングⅢ（ネット） 専任 教授 梅崎　太造 平成28年4月 プログラミングⅢ（ネット） 専任 准教授 南角　吉彦 平成29年4月 プログラミングⅢ（ネット） 専任 准教授 南角　吉彦 平成29年4月 プログラミングⅢ（ネット）

兼担 准教授 中村　剛士 平成28年4月 プログラミングⅢ（ネット） 兼担 准教授 中村　剛士 平成28年4月 プログラミングⅢ（ネット）

兼担 准教授 松井　俊浩 平成28年4月 プログラミングⅢ（ネット） 兼担 准教授 松井　俊浩 平成28年4月 プログラミングⅢ（ネット）

兼担 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 情報ネットワーク（ネット） 兼担 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 情報ネットワーク（ネット） 兼担 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 情報ネットワーク（ネット） 兼担 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 情報ネットワーク（ネット）

兼担 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 情報ネットワーク（ネット） 兼担 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 情報ネットワーク（ネット） 兼担 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 情報ネットワーク（ネット） 兼担 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 情報ネットワーク（ネット）

専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 教授 石橋　豊 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 教授 石橋　豊 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ

専任 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ

兼担 教授 片山　喜章 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 教授 片山　喜章 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 教授 片山　喜章 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 教授 片山　喜章 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ

兼担 教授 松尾　啓志 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 教授 松尾　啓志 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 教授 松尾　啓志 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 教授 松尾　啓志 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ

兼担 教授 和田山　正 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 教授 和田山　正 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 教授 和田山　正 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 教授 和田山　正 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ

兼担 准教授 齋藤　彰一 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 准教授 齋藤　彰一 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 教授 齋藤　彰一 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 教授 齋藤　彰一 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ

兼担 教授 内匠　逸 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 教授 内匠　逸 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 助教 高邉　賢史 平成29年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 助教 高邉　賢史 平成29年4月 ネットワーク系演習Ⅰ

兼担 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

職名 就任予定年月職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名 氏　　名

兼担 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ

兼担 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ

兼担 助教 立岩　佑一郎 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 助教 立岩　佑一郎 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 助教 立岩　佑一郎 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 助教 立岩　佑一郎 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ

兼担 助教 梶岡　慎輔 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 助教 梶岡　慎輔 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 助教 梶岡　慎輔 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 助教 梶岡　慎輔 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ

兼担 助教 川島　龍太 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 助教 川島　龍太 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 助教 川島　龍太 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 助教 川島　龍太 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ

兼担 助教 金　鎔煥 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 助教 金　鎔煥 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 助教 金　鎔煥 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 助教 金　鎔煥 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ

兼担 准教授 水澤　靖 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 准教授 水澤　靖 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 准教授 水澤　靖 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 准教授 水澤　靖 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ

兼担 准教授 上野　一男 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 准教授 上野　一男 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 准教授 上野　一男 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 准教授 上野　一男 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ

兼担 准教授 泉　泰介 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 准教授 泉　泰介 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 准教授 泉　泰介 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 准教授 泉　泰介 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ

兼担 准教授 打矢　隆弘 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 兼担 准教授 打矢　隆弘 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 准教授 打矢　隆弘 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ 専任 准教授 打矢　隆弘 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅰ

専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 データベース論（ネット） 専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 データベース論（ネット） 兼担 教授 石橋　豊 平成28年4月 データベース論（ネット） 兼担 教授 石橋　豊 平成28年4月 データベース論（ネット）

兼担 教授 世木　博久 平成28年4月 データベース論（ネット） 兼担 教授 世木　博久 平成28年4月 データベース論（ネット） 兼担 教授 世木　博久 平成28年4月 データベース論（ネット） 兼担 教授 世木　博久 平成28年4月 データベース論（ネット）

兼担 教授 内匠　逸 平成28年4月 情報セキュリティ（ネット） 兼担 教授 内匠　逸 平成28年4月 情報セキュリティ（ネット） 兼担 教授 内匠　逸 平成28年4月 情報セキュリティ（ネット） 兼担 教授 齋藤　彰一 平成30年4月 情報セキュリティ（ネット）

兼担 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 情報セキュリティ（ネット） 兼担 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 情報セキュリティ（ネット） 兼担 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 情報セキュリティ（ネット）

専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 教授 石橋　豊 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 教授 石橋　豊 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ

専任 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 准教授 福嶋　慶繁 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ

兼担 教授 片山　喜章 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 教授 片山　喜章 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 教授 片山　喜章 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 教授 片山　喜章 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ

兼担 教授 松尾　啓志 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 教授 松尾　啓志 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 教授 松尾　啓志 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 教授 松尾　啓志 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ

兼担 教授 和田山　正 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 教授 和田山　正 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 教授 和田山　正 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 教授 和田山　正 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ

兼担 准教授 齋藤　彰一 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 准教授 齋藤　彰一 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 教授 齋藤　彰一 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 教授 齋藤　彰一 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ

兼担 教授 内匠　逸 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 教授 内匠　逸 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 助教 高邉　賢史 平成29年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 助教 高邉　賢史 平成29年4月 ネットワーク系演習Ⅱ

兼担 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ

兼担 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ

兼担 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ

兼担 助教 立岩　佑一郎 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 助教 立岩　佑一郎 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 助教 立岩　佑一郎 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 助教 立岩　佑一郎 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ

兼担 助教 梶岡　慎輔 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 助教 梶岡　慎輔 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 助教 梶岡　慎輔 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 助教 梶岡　慎輔 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ

兼担 助教 川島　龍太 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 助教 川島　龍太 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 助教 川島　龍太 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 助教 川島　龍太 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ

兼担 助教 金　鎔煥 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 助教 金　鎔煥 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 助教 金　鎔煥 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 助教 金　鎔煥 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ

兼担 准教授 水澤　靖 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 准教授 水澤　靖 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 准教授 水澤　靖 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 准教授 水澤　靖 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ

兼担 准教授 上野　一男 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 准教授 上野　一男 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 准教授 上野　一男 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 准教授 上野　一男 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ

兼担 准教授 泉　泰介 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 准教授 泉　泰介 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 准教授 泉　泰介 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 准教授 泉　泰介 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ

兼担 准教授 打矢　隆弘 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 兼担 准教授 打矢　隆弘 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 准教授 打矢　隆弘 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ 専任 准教授 打矢　隆弘 平成28年4月 ネットワーク系演習Ⅱ

兼担 教授 内匠　逸 平成28年4月 コンピュータ入門（知能） 兼担 教授 内匠　逸 平成28年4月 コンピュータ入門（知能） 兼担 准教授 武藤　敦子 平成29年4月 コンピュータ入門（知能） 兼担 准教授 武藤　敦子 平成29年4月 コンピュータ入門（知能）

兼担 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 コンピュータ入門（知能） 兼担 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 コンピュータ入門（知能）

兼担 准教授 黒柳　奨 平成28年4月 コンピュータ入門（知能） 兼担 准教授 黒柳　奨 平成28年4月 コンピュータ入門（知能）

兼担 教授 松添　博 平成28年4月 確率（知能） 兼担 教授 松添　博 平成28年4月 確率（知能）

兼担 准教授 山岸　正和 平成28年4月 確率（知能） 兼担 准教授 山岸　正和 平成28年4月 確率（知能） 兼担 准教授 山岸　正和 平成28年4月 確率（知能） 兼担 准教授 中島　規博 平成30年4月 確率（知能）

兼担 准教授 水澤　靖 平成28年4月 確率（知能） 兼担 准教授 水澤　靖 平成28年4月 確率（知能） 兼担 准教授 水澤　靖 平成28年4月 確率（知能） 兼担 准教授 水澤　靖 平成28年4月 確率（知能）

専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 情報数学Ⅰ（知能） 専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 情報数学Ⅰ（知能） 専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 情報数学Ⅰ（知能） 専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 情報数学Ⅰ（知能）

専任 准教授 白松　俊 平成28年4月 情報数学Ⅰ（知能） 専任 准教授 白松　俊 平成28年4月 情報数学Ⅰ（知能）

兼担 教授 片山　喜章 平成28年4月 情報数学Ⅰ（知能） 兼担 教授 片山　喜章 平成28年4月 情報数学Ⅰ（知能）

専任 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 プログラミングⅠ（知能） 専任 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 プログラミングⅠ（知能） 兼担 准教授 森山　甲一 平成29年4月 プログラミングⅠ（知能） 兼担 准教授 森山　甲一 平成29年4月 プログラミングⅠ（知能）

兼担 教授 松尾　啓志 平成28年4月 プログラミングⅠ（知能） 兼担 教授 松尾　啓志 平成28年4月 プログラミングⅠ（知能）

兼担 准教授 舟橋　健司 平成28年4月 プログラミングⅠ（知能） 兼担 准教授 舟橋　健司 平成28年4月 プログラミングⅠ（知能）

兼担 教授 和田山　正 平成28年4月 情報数学Ⅱ（知能） 兼担 教授 和田山　正 平成28年4月 情報数学Ⅱ（知能） 兼担 教授 和田山　正 平成28年4月 情報数学Ⅱ（知能） 兼担 教授 和田山　正 平成28年4月 情報数学Ⅱ（知能）

兼担 准教授 泉　泰介 平成28年4月 情報数学Ⅱ（知能） 兼担 准教授 泉　泰介 平成28年4月 情報数学Ⅱ（知能）

専任 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 情報理論（知能） 専任 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 情報理論（知能）

兼担 教授 和田山　正 平成28年4月 情報理論（知能） 兼担 教授 和田山　正 平成28年4月 情報理論（知能） 兼担 教授 和田山　正 平成28年4月 情報理論（知能） 兼担 教授 和田山　正 平成28年4月 情報理論（知能）

兼担 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 情報理論（知能） 兼担 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 情報理論（知能）

兼担 教授 片山　喜章 平成28年4月 データ構造とアルゴリズム（知能） 兼担 教授 片山　喜章 平成28年4月 データ構造とアルゴリズム（知能） 兼担 教授 片山　喜章 平成28年4月 データ構造とアルゴリズム（知能） 兼担 教授 片山　喜章 平成28年4月 データ構造とアルゴリズム（知能）

兼担 准教授 泉　泰介 平成28年4月 データ構造とアルゴリズム（知能） 兼担 准教授 泉　泰介 平成28年4月 データ構造とアルゴリズム（知能）

専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 情報工学概論（知能） 専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 情報工学概論（知能） 兼担 教授 石橋　豊 平成28年4月 情報工学概論（知能） 兼担 教授 石橋　豊 平成28年4月 情報工学概論（知能）

兼担 教授 佐藤　淳 平成28年4月 情報工学概論（知能） 兼担 教授 佐藤　淳 平成28年4月 情報工学概論（知能） 兼担 教授 佐藤　淳 平成28年4月 情報工学概論（知能） 兼担 教授 佐藤　淳 平成28年4月 情報工学概論（知能）

兼担 教授 新谷　虎松 平成28年4月 情報工学概論（知能） 兼担 教授 新谷　虎松 平成28年4月 情報工学概論（知能） 兼担 教授 新谷　虎松 平成28年4月 情報工学概論（知能） 兼担 教授 新谷　虎松 平成28年4月 情報工学概論（知能）

専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（知能） 専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（知能） 専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（知能） 専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（知能）

兼担 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（知能） 兼担 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（知能） 兼担 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（知能） 兼担 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（知能）

兼担 准教授 中村　剛士 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（知能） 兼担 准教授 中村　剛士 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（知能） 兼担 准教授 中村　剛士 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（知能） 兼担 准教授 中村　剛士 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（知能）

専任 教授 梅崎　太造 平成28年4月 ディジタル回路（知能） 専任 教授 梅崎　太造 平成28年4月 ディジタル回路（知能）

兼担 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 ディジタル回路（知能） 兼担 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 ディジタル回路（知能）

兼担 准教授 平野　智 平成28年4月 ディジタル回路（知能） 兼担 准教授 平野　智 平成28年4月 ディジタル回路（知能） 兼担 准教授 平野　智 平成29年4月 ディジタル回路（知能） 兼担 准教授 平野　智 平成29年4月 ディジタル回路（知能）

兼担 教授 足立　俊明 平成28年4月 フーリエ解析（知能） 兼担 教授 足立　俊明 平成28年4月 フーリエ解析（知能） 兼担 教授 足立　俊明 平成28年4月 フーリエ解析（知能） 兼担 教授 足立　俊明 平成28年4月 フーリエ解析（知能）

兼担 准教授 上野　一男 平成28年4月 フーリエ解析（知能） 兼担 准教授 上野　一男 平成28年4月 フーリエ解析（知能）

専任 教授 徳田　恵一 平成28年4月 プログラミングⅡ（知能） 専任 教授 徳田　恵一 平成28年4月 プログラミングⅡ（知能） 兼担 教授 李　晃伸 平成29年4月 プログラミングⅡ（知能） 兼担 教授 李　晃伸 平成29年4月 プログラミングⅡ（知能）

専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 プログラミングⅡ（知能） 専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 プログラミングⅡ（知能）

兼担 教授 竹内　一郎 平成28年4月 プログラミングⅡ（知能） 兼担 教授 竹内　一郎 平成28年4月 プログラミングⅡ（知能）

専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 形式言語とオートマトン（知能） 専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 形式言語とオートマトン（知能）

兼担 准教授 李　晃伸 平成28年4月 形式言語とオートマトン（知能） 兼担 准教授 李　晃伸 平成28年4月 形式言語とオートマトン（知能）

兼担 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 形式言語とオートマトン（知能） 兼担 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 形式言語とオートマトン（知能） 兼担 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 形式言語とオートマトン（知能） 兼担 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 形式言語とオートマトン（知能）

兼担 教授 内匠　逸 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅡ（知能） 兼担 教授 内匠　逸 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅡ（知能）

兼担 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅡ（知能） 兼担 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅡ（知能） 兼担 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅡ（知能） 兼担 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅡ（知能）

専任 教授 徳田　恵一 平成28年4月 信号処理（知能） 専任 教授 徳田　恵一 平成28年4月 信号処理（知能） 兼担 准教授 平野　智 平成29年4月 信号処理（知能） 専任 教授 徳田　恵一 平成30年4月 信号処理（知能）

兼担 教授 松尾　啓志 平成28年4月 オペレーティングシステム（知能） 兼担 教授 松尾　啓志 平成28年4月 オペレーティングシステム（知能） 兼担 教授 松尾　啓志 平成28年4月 オペレーティングシステム（知能） 兼担 教授 松尾　啓志 平成28年4月 オペレーティングシステム（知能）

専任 教授 梅崎　太造 平成28年4月 プログラミングⅢ（知能） 専任 教授 梅崎　太造 平成28年4月 プログラミングⅢ（知能） 専任 准教授 南角　吉彦 平成29年4月 プログラミングⅢ（知能） 専任 准教授 南角　吉彦 平成29年4月 プログラミングⅢ（知能）

兼担 准教授 中村　剛士 平成28年4月 プログラミングⅢ（知能） 兼担 准教授 中村　剛士 平成28年4月 プログラミングⅢ（知能）

兼担 准教授 松井　俊浩 平成28年4月 プログラミングⅢ（知能） 兼担 准教授 松井　俊浩 平成28年4月 プログラミングⅢ（知能）

兼担 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 情報ネットワーク（知能） 兼担 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 情報ネットワーク（知能） 兼担 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 情報ネットワーク（知能） 兼担 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 情報ネットワーク（知能）

兼担 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 情報ネットワーク（知能） 兼担 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 情報ネットワーク（知能） 兼担 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 情報ネットワーク（知能） 兼担 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 情報ネットワーク（知能）

専任 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 専任 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 専任 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 専任 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ

専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ

専任 教授 加藤　昇平 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 専任 教授 加藤　昇平 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 専任 教授 加藤　昇平 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 専任 教授 加藤　昇平 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ

専任 准教授 白松　俊 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 専任 准教授 白松　俊 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 専任 准教授 白松　俊 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 専任 准教授 白松　俊 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ

専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ

兼担 教授 新谷　虎松 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 兼担 教授 新谷　虎松 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 兼担 教授 新谷　虎松 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 兼担 教授 新谷　虎松 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ

兼担 教授 世木　博久 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 兼担 教授 世木　博久 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 兼担 教授 世木　博久 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 兼担 教授 世木　博久 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ

兼担 教授 竹内　一郎 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 兼担 教授 竹内　一郎 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 兼担 教授 竹内　一郎 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 兼担 教授 竹内　一郎 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ

兼担 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 兼担 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 兼担 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 兼担 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ

兼担 准教授 中村　剛士 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 兼担 准教授 中村　剛士 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 兼担 准教授 中村　剛士 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 兼担 准教授 中村　剛士 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ

兼担 准教授 松井　俊浩 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 兼担 准教授 松井　俊浩 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 兼担 准教授 松井　俊浩 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 兼担 准教授 松井　俊浩 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

職名 就任予定年月職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名 氏　　名

兼担 助教 武藤　敦子 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 兼担 助教 武藤　敦子 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 兼担 准教授 武藤　敦子 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 兼担 准教授 武藤　敦子 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ

兼担 助教 伊藤　宏隆 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 兼担 助教 伊藤　宏隆 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 兼担 助教 伊藤　宏隆 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 兼担 助教 伊藤　宏隆 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ

兼担 助教 烏山　昌幸 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 兼担 助教 烏山　昌幸 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 兼担 准教授 烏山　昌幸 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 兼担 准教授 烏山　昌幸 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ

兼担 教授 足立　俊明 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 兼担 教授 足立　俊明 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 兼担 教授 足立　俊明 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 兼担 教授 足立　俊明 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ

兼担 准教授 山岸　正和 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 兼担 准教授 山岸　正和 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 兼担 准教授 山岸　正和 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 兼担 教授 山岸　正和 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅰ

兼担 准教授 森山　甲一 平成29年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 兼担 准教授 森山　甲一 平成29年4月 知能プログラミング演習Ⅰ

兼担 助教 梅津　佑太 平成29年4月 知能プログラミング演習Ⅰ 兼担 助教 梅津　佑太 平成29年4月 知能プログラミング演習Ⅰ

兼担 准教授 大塚　孝信 平成30年4月 知能プログラミング演習Ⅰ

専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 データベース論（知能） 専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 データベース論（知能） 兼担 教授 石橋　豊 平成28年4月 データベース論（知能） 兼担 教授 石橋　豊 平成28年4月 データベース論（知能）

兼担 教授 世木　博久 平成28年4月 データベース論（知能） 兼担 教授 世木　博久 平成28年4月 データベース論（知能） 兼担 教授 世木　博久 平成28年4月 データベース論（知能） 兼担 教授 世木　博久 平成28年4月 データベース論（知能）

兼担 教授 内匠　逸 平成28年4月 情報セキュリティ（知能） 兼担 教授 内匠　逸 平成28年4月 情報セキュリティ（知能） 兼担 教授 内匠　逸 平成28年4月 情報セキュリティ（知能） 兼担 教授 齋藤　彰一 平成30年4月 情報セキュリティ（知能）

兼担 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 情報セキュリティ（知能） 兼担 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 情報セキュリティ（知能） 兼担 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 情報セキュリティ（知能）

専任 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 専任 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 専任 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 専任 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ

専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ

専任 教授 加藤　昇平 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 専任 教授 加藤　昇平 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 専任 教授 加藤　昇平 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 専任 教授 加藤　昇平 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ

専任 准教授 白松　俊 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 専任 准教授 白松　俊 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 専任 准教授 白松　俊 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 専任 准教授 白松　俊 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ

専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ

兼担 教授 新谷　虎松 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 兼担 教授 新谷　虎松 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 兼担 教授 新谷　虎松 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 兼担 教授 新谷　虎松 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ

兼担 教授 世木　博久 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 兼担 教授 世木　博久 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 兼担 教授 世木　博久 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 兼担 教授 世木　博久 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ

兼担 教授 竹内　一郎 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 兼担 教授 竹内　一郎 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 兼担 教授 竹内　一郎 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 兼担 教授 竹内　一郎 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ

兼担 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 兼担 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 兼担 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 兼担 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ

兼担 准教授 中村　剛士 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 兼担 准教授 中村　剛士 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 兼担 准教授 中村　剛士 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 兼担 准教授 中村　剛士 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ

兼担 准教授 松井　俊浩 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 兼担 准教授 松井　俊浩 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 兼担 准教授 松井　俊浩 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 兼担 准教授 松井　俊浩 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ

兼担 助教 武藤　敦子 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 兼担 助教 武藤　敦子 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 兼担 准教授 武藤　敦子 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 兼担 准教授 武藤　敦子 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ

兼担 助教 伊藤　宏隆 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 兼担 助教 伊藤　宏隆 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 兼担 助教 伊藤　宏隆 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 兼担 助教 伊藤　宏隆 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ

兼担 助教 烏山　昌幸 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 兼担 助教 烏山　昌幸 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 兼担 准教授 烏山　昌幸 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 兼担 准教授 烏山　昌幸 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ

兼担 教授 足立　俊明 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 兼担 教授 足立　俊明 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 兼担 教授 足立　俊明 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 兼担 教授 足立　俊明 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ

兼担 准教授 山岸　正和 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 兼担 准教授 山岸　正和 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 兼担 准教授 山岸　正和 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 兼担 教授 山岸　正和 平成28年4月 知能プログラミング演習Ⅱ

兼担 准教授 森山　甲一 平成29年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 兼担 准教授 森山　甲一 平成29年4月 知能プログラミング演習Ⅱ

兼担 助教 梅津　佑太 平成29年4月 知能プログラミング演習Ⅱ 兼担 助教 梅津　佑太 平成29年4月 知能プログラミング演習Ⅱ

兼担 准教授 大塚　孝信 平成30年4月 知能プログラミング演習Ⅱ

兼担 教授 内匠　逸 平成28年4月 コンピュータ入門（メディア） 兼担 教授 内匠　逸 平成28年4月 コンピュータ入門（メディア） 兼担 准教授 武藤　敦子 平成29年4月 コンピュータ入門（メディア） 兼担 准教授 武藤　敦子 平成29年4月 コンピュータ入門（メディア）

兼担 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 コンピュータ入門（メディア） 兼担 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 コンピュータ入門（メディア）

兼担 准教授 黒柳　奨 平成28年4月 コンピュータ入門（メディア） 兼担 准教授 黒柳　奨 平成28年4月 コンピュータ入門（メディア）

兼担 教授 松添　博 平成28年4月 確率（メディア） 兼担 教授 松添　博 平成28年4月 確率（メディア）

兼担 准教授 山岸　正和 平成28年4月 確率（メディア） 兼担 准教授 山岸　正和 平成28年4月 確率（メディア） 兼担 准教授 山岸　正和 平成28年4月 確率（メディア） 兼担 准教授 中島　規博 平成30年4月 確率（メディア）

兼担 准教授 水澤　靖 平成28年4月 確率（メディア） 兼担 准教授 水澤　靖 平成28年4月 確率（メディア） 兼担 准教授 水澤　靖 平成28年4月 確率（メディア） 兼担 准教授 水澤　靖 平成28年4月 確率（メディア）

専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 情報数学Ⅰ（メディア） 専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 情報数学Ⅰ（メディア） 専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 情報数学Ⅰ（メディア） 専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 情報数学Ⅰ（メディア）

専任 准教授 白松　俊 平成28年4月 情報数学Ⅰ（メディア） 専任 准教授 白松　俊 平成28年4月 情報数学Ⅰ（メディア）

兼担 教授 片山　喜章 平成28年4月 情報数学Ⅰ（メディア） 兼担 教授 片山　喜章 平成28年4月 情報数学Ⅰ（メディア）

専任 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 プログラミングⅠ（メディア） 専任 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 プログラミングⅠ（メディア） 兼担 准教授 森山　甲一 平成29年4月 プログラミングⅠ（メディア） 兼担 准教授 森山　甲一 平成29年4月 プログラミングⅠ（メディア）

兼担 教授 松尾　啓志 平成28年4月 プログラミングⅠ（メディア） 兼担 教授 松尾　啓志 平成28年4月 プログラミングⅠ（メディア）

兼担 准教授 舟橋　健司 平成28年4月 プログラミングⅠ（メディア） 兼担 准教授 舟橋　健司 平成28年4月 プログラミングⅠ（メディア）

兼担 教授 和田山　正 平成28年4月 情報数学Ⅱ（メディア） 兼担 教授 和田山　正 平成28年4月 情報数学Ⅱ（メディア） 兼担 教授 和田山　正 平成28年4月 情報数学Ⅱ（メディア） 兼担 教授 和田山　正 平成28年4月 情報数学Ⅱ（メディア）

兼担 准教授 泉　泰介 平成28年4月 情報数学Ⅱ（メディア） 兼担 准教授 泉　泰介 平成28年4月 情報数学Ⅱ（メディア）

専任 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 情報理論（メディア） 専任 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 情報理論（メディア）

兼担 教授 和田山　正 平成28年4月 情報理論（メディア） 兼担 教授 和田山　正 平成28年4月 情報理論（メディア） 兼担 教授 和田山　正 平成28年4月 情報理論（メディア） 兼担 教授 和田山　正 平成28年4月 情報理論（メディア）

兼担 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 情報理論（メディア） 兼担 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 情報理論（メディア）

兼担 教授 片山　喜章 平成28年4月 データ構造とアルゴリズム（メディア） 兼担 教授 片山　喜章 平成28年4月 データ構造とアルゴリズム（メディア） 兼担 教授 片山　喜章 平成28年4月 データ構造とアルゴリズム（メディア） 兼担 教授 片山　喜章 平成28年4月 データ構造とアルゴリズム（メディア）

兼担 准教授 泉　泰介 平成28年4月 データ構造とアルゴリズム（メディア） 兼担 准教授 泉　泰介 平成28年4月 データ構造とアルゴリズム（メディア）

専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 情報工学概論（メディア） 専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 情報工学概論（メディア） 兼担 教授 石橋　豊 平成28年4月 情報工学概論（メディア） 兼担 教授 石橋　豊 平成28年4月 情報工学概論（メディア）

兼担 教授 佐藤　淳 平成28年4月 情報工学概論（メディア） 兼担 教授 佐藤　淳 平成28年4月 情報工学概論（メディア） 兼担 教授 佐藤　淳 平成28年4月 情報工学概論（メディア） 兼担 教授 佐藤　淳 平成28年4月 情報工学概論（メディア）

兼担 教授 新谷　虎松 平成28年4月 情報工学概論（メディア） 兼担 教授 新谷　虎松 平成28年4月 情報工学概論（メディア） 兼担 教授 新谷　虎松 平成28年4月 情報工学概論（メディア） 兼担 教授 新谷　虎松 平成28年4月 情報工学概論（メディア）

専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（メディア） 専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（メディア） 専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（メディア） 専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（メディア）

兼担 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（メディア） 兼担 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（メディア） 兼担 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（メディア） 兼担 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（メディア）

兼担 准教授 中村　剛士 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（メディア） 兼担 准教授 中村　剛士 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（メディア） 兼担 准教授 中村　剛士 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（メディア） 兼担 准教授 中村　剛士 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅠ（メディア）

専任 教授 梅崎　太造 平成28年4月 ディジタル回路（メディア） 専任 教授 梅崎　太造 平成28年4月 ディジタル回路（メディア）

兼担 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 ディジタル回路（メディア） 兼担 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 ディジタル回路（メディア）

兼担 准教授 平野　智 平成28年4月 ディジタル回路（メディア） 兼担 准教授 平野　智 平成28年4月 ディジタル回路（メディア） 兼担 准教授 平野　智 平成28年4月 ディジタル回路（メディア） 兼担 准教授 平野　智 平成28年4月 ディジタル回路（メディア）

兼担 教授 足立　俊明 平成28年4月 フーリエ解析（メディア） 兼担 教授 足立　俊明 平成28年4月 フーリエ解析（メディア） 兼担 教授 松添　博 平成29年4月 フーリエ解析（メディア） 兼担 教授 松添　博 平成29年4月 フーリエ解析（メディア）

兼担 准教授 上野　一男 平成28年4月 フーリエ解析（メディア） 兼担 准教授 上野　一男 平成28年4月 フーリエ解析（メディア）

専任 教授 徳田　恵一 平成28年4月 プログラミングⅡ（メディア） 専任 教授 徳田　恵一 平成28年4月 プログラミングⅡ（メディア） 兼担 教授 李　晃伸 平成29年4月 プログラミングⅡ（メディア） 兼担 教授 李　晃伸 平成29年4月 プログラミングⅡ（メディア）

専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 プログラミングⅡ（メディア） 専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 プログラミングⅡ（メディア）

兼担 教授 竹内　一郎 平成28年4月 プログラミングⅡ（メディア） 兼担 教授 竹内　一郎 平成28年4月 プログラミングⅡ（メディア）

専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 形式言語とオートマトン（メディア） 専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 形式言語とオートマトン（メディア）

兼担 准教授 李　晃伸 平成28年4月 形式言語とオートマトン（メディア） 兼担 准教授 李　晃伸 平成28年4月 形式言語とオートマトン（メディア）

兼担 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 形式言語とオートマトン（メディア） 兼担 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 形式言語とオートマトン（メディア） 兼担 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 形式言語とオートマトン（メディア） 兼担 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 形式言語とオートマトン（メディア）

兼担 教授 内匠　逸 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅡ（メディア） 兼担 教授 内匠　逸 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅡ（メディア）

兼担 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅡ（メディア） 兼担 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅡ（メディア） 兼担 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅡ（メディア） 兼担 准教授 津邑　公暁 平成28年4月 コンピュータアーキテクチャⅡ（メディア）

専任 教授 徳田　恵一 平成28年4月 信号処理（メディア） 専任 教授 徳田　恵一 平成28年4月 信号処理（メディア） 兼担 准教授 平野　智 平成29年4月 信号処理（メディア） 専任 教授 徳田　恵一 平成30年4月 信号処理（メディア）

兼担 教授 松尾　啓志 平成28年4月 オペレーティングシステム（メディア） 兼担 教授 松尾　啓志 平成28年4月 オペレーティングシステム（メディア） 兼担 教授 松尾　啓志 平成28年4月 オペレーティングシステム（メディア） 兼担 教授 松尾　啓志 平成28年4月 オペレーティングシステム（メディア）

専任 教授 梅崎　太造 平成28年4月 プログラミングⅢ（メディア） 専任 教授 梅崎　太造 平成28年4月 プログラミングⅢ（メディア） 専任 准教授 南角　吉彦 平成29年4月 プログラミングⅢ（メディア） 専任 准教授 南角　吉彦 平成29年4月 プログラミングⅢ（メディア）

兼担 准教授 中村　剛士 平成28年4月 プログラミングⅢ（メディア） 兼担 准教授 中村　剛士 平成28年4月 プログラミングⅢ（メディア）

兼担 准教授 松井　俊浩 平成28年4月 プログラミングⅢ（メディア） 兼担 准教授 松井　俊浩 平成28年4月 プログラミングⅢ（メディア）

兼担 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 情報ネットワーク（メディア） 兼担 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 情報ネットワーク（メディア） 兼担 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 情報ネットワーク（メディア） 兼担 准教授 布目　敏郎 平成28年4月 情報ネットワーク（メディア）

兼担 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 情報ネットワーク（メディア） 兼担 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 情報ネットワーク（メディア） 兼担 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 情報ネットワーク（メディア） 兼担 准教授 伊藤　嘉浩 平成28年4月 情報ネットワーク（メディア）

専任 教授 梅崎　太造 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 専任 教授 梅崎　太造 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 専任 教授 梅崎　太造 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 専任 教授 梅崎　太造 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ

専任 教授 徳田　恵一 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 専任 教授 徳田　恵一 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 専任 教授 徳田　恵一 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 専任 教授 徳田　恵一 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ

専任 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 専任 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 専任 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 専任 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ

専任 准教授 山本　大介 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 専任 准教授 山本　大介 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 専任 准教授 山本　大介 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 専任 准教授 山本　大介 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ

専任 助教 田口　亮 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 専任 助教 田口　亮 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 専任 助教 田口　亮 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 専任 准教授 田口　亮 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ

兼担 教授 佐藤　淳 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 兼担 教授 佐藤　淳 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 兼担 教授 佐藤　淳 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 兼担 教授 佐藤　淳 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ

兼担 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 兼担 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 兼担 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 兼担 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ

兼担 准教授 李　晃伸 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 兼担 准教授 李　晃伸 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 兼担 教授 李　晃伸 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 兼担 教授 李　晃伸 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ

兼担 准教授 小田　亮 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 兼担 准教授 小田　亮 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 兼担 教授 小田　亮 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 兼担 教授 小田　亮 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ

兼担 准教授 舟橋　健司 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 兼担 准教授 舟橋　健司 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 兼担 准教授 舟橋　健司 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 兼担 准教授 舟橋　健司 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ

兼担 准教授 黒柳　奨 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 兼担 准教授 黒柳　奨 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 兼担 准教授 黒柳　奨 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 兼担 准教授 黒柳　奨 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ

兼担 准教授 平野　智 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 兼担 准教授 平野　智 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 兼担 准教授 平野　智 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 兼担 准教授 平野　智 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

職名 就任予定年月職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名 氏　　名

兼担 助教 Ｋｕｇｌｅｒ　Ｍａｕｒｉｃｉｏ 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 兼担 助教 Ｋｕｇｌｅｒ　Ｍａｕｒｉｃｉｏ 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 兼担 助教 Ｋｕｇｌｅｒ　Ｍａｕｒｉｃｉｏ 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 兼担 助教 Ｋｕｇｌｅｒ　Ｍａｕｒｉｃｉｏ 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ

兼担 助教 後藤　富朗 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 兼担 助教 後藤　富朗 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 兼担 助教 後藤　富朗 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 兼担 准教授 後藤　富朗 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ

兼担 助教 坂上　文彦 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 兼担 助教 坂上　文彦 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 兼担 准教授 坂上　文彦 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 兼担 准教授 坂上　文彦 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ

兼担 助教 酒向　慎司 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 兼担 助教 酒向　慎司 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 兼担 准教授 酒向　慎司 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 兼担 准教授 酒向　慎司 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ

兼担 教授 松添　博 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 兼担 教授 松添　博 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 兼担 教授 松添　博 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ 兼担 教授 松添　博 平成28年4月 メディア系演習Ⅰ

兼担 助教 横田　達也 平成29年4月 メディア系演習Ⅰ 兼担 助教 横田　達也 平成29年4月 メディア系演習Ⅰ

兼担 准教授 中島　規博 平成30年4月 メディア系演習Ⅰ

専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 データベース論（メディア） 専任 教授 石橋　豊 平成28年4月 データベース論（メディア） 兼担 教授 石橋　豊 平成28年4月 データベース論（メディア） 兼担 教授 石橋　豊 平成28年4月 データベース論（メディア）

兼担 教授 世木　博久 平成28年4月 データベース論（メディア） 兼担 教授 世木　博久 平成28年4月 データベース論（メディア） 兼担 教授 世木　博久 平成28年4月 データベース論（メディア） 兼担 教授 世木　博久 平成28年4月 データベース論（メディア）

兼担 教授 内匠　逸 平成28年4月 情報セキュリティ（メディア） 兼担 教授 内匠　逸 平成28年4月 情報セキュリティ（メディア） 兼担 教授 内匠　逸 平成28年4月 情報セキュリティ（メディア） 兼担 教授 齋藤　彰一 平成30年4月 情報セキュリティ（メディア）

兼担 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 情報セキュリティ（メディア） 兼担 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 情報セキュリティ（メディア） 兼担 准教授 大囿　忠親 平成28年4月 情報セキュリティ（メディア）

専任 教授 梅崎　太造 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 専任 教授 梅崎　太造 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 専任 教授 梅崎　太造 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 専任 教授 梅崎　太造 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ

専任 教授 徳田　恵一 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 専任 教授 徳田　恵一 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 専任 教授 徳田　恵一 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 専任 教授 徳田　恵一 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ

専任 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 専任 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 専任 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 専任 准教授 南角　吉彦 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ

専任 准教授 山本　大介 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 専任 准教授 山本　大介 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 専任 准教授 山本　大介 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 専任 准教授 山本　大介 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ

専任 助教 田口　亮 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 専任 助教 田口　亮 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 専任 助教 田口　亮 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 専任 准教授 田口　亮 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ

兼担 教授 佐藤　淳 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 兼担 教授 佐藤　淳 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 兼担 教授 佐藤　淳 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 兼担 教授 佐藤　淳 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ

兼担 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 兼担 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 兼担 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 兼担 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ

兼担 准教授 李　晃伸 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 兼担 准教授 李　晃伸 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 兼担 教授 李　晃伸 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 兼担 教授 李　晃伸 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ

兼担 准教授 小田　亮 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 兼担 准教授 小田　亮 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 兼担 教授 小田　亮 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 兼担 教授 小田　亮 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ

兼担 准教授 舟橋　健司 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 兼担 准教授 舟橋　健司 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 兼担 准教授 舟橋　健司 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 兼担 准教授 舟橋　健司 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ

兼担 准教授 黒柳　奨 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 兼担 准教授 黒柳　奨 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 兼担 准教授 黒柳　奨 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 兼担 准教授 黒柳　奨 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ

兼担 准教授 平野　智 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 兼担 准教授 平野　智 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 兼担 准教授 平野　智 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 兼担 准教授 平野　智 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ

兼担 助教 Ｋｕｇｌｅｒ　Ｍａｕｒｉｃｉｏ 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 兼担 助教 Ｋｕｇｌｅｒ　Ｍａｕｒｉｃｉｏ 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 兼担 助教 Ｋｕｇｌｅｒ　Ｍａｕｒｉｃｉｏ 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 兼担 助教 Ｋｕｇｌｅｒ　Ｍａｕｒｉｃｉｏ 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ

兼担 助教 後藤　富朗 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 兼担 助教 後藤　富朗 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 兼担 助教 後藤　富朗 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 兼担 准教授 後藤　富朗 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ

兼担 助教 坂上　文彦 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 兼担 助教 坂上　文彦 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 兼担 准教授 坂上　文彦 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 兼担 准教授 坂上　文彦 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ

兼担 助教 酒向　慎司 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 兼担 助教 酒向　慎司 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 兼担 准教授 酒向　慎司 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 兼担 准教授 酒向　慎司 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ

兼担 教授 松添　博 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 兼担 教授 松添　博 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 兼担 教授 松添　博 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ 兼担 教授 松添　博 平成28年4月 メディア系演習Ⅱ

兼担 助教 横田　達也 平成29年4月 メディア系演習Ⅱ 兼担 助教 横田　達也 平成29年4月 メディア系演習Ⅱ

兼担 准教授 中島　規博 平成30年4月 メディア系演習Ⅱ

専任 准教授 北川　啓介 平成28年4月 社会工学基礎Ⅱ（建築） 専任 准教授 北川　啓介 平成28年4月 社会工学基礎Ⅱ（建築） 専任 准教授 北川　啓介 平成28年4月 社会工学基礎Ⅱ（建築） 専任 教授 北川　啓介 平成28年4月 社会工学基礎Ⅱ（建築）

兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 社会工学基礎Ⅱ（建築） 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 社会工学基礎Ⅱ（建築） 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 社会工学基礎Ⅱ（建築） 兼担 准教授 川村　大伸 平成30年4月 社会工学基礎Ⅱ（建築）

兼担 准教授 北野　利一 平成28年4月 社会工学基礎Ⅱ（建築） 兼担 准教授 北野　利一 平成28年4月 社会工学基礎Ⅱ（建築） 兼担 教授 北野　利一 平成28年4月 社会工学基礎Ⅱ（建築） 兼担 教授 加茂　紀和子 平成30年4月 社会工学基礎Ⅱ（建築）

兼担 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 社会工学基礎Ⅱ（建築） 兼担 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 社会工学基礎Ⅱ（建築） 兼担 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 社会工学基礎Ⅱ（建築） 兼担 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 社会工学基礎Ⅱ（建築）

専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ（建築） 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ（建築） 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ（建築） 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ（建築）

専任 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ（建築） 専任 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ（建築） 専任 教授 石松　丈佳 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ（建築） 専任 教授 石松　丈佳 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ（建築）

兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ（建築） 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ（建築） 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ（建築） 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ（建築）

兼担 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ（建築） 兼担 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ（建築） 兼担 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ（建築） 兼担 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ（建築）

兼担 教授 河田　克博 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ（建築） 兼担 教授 河田　克博 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ（建築）

兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ（建築） 兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ（建築） 兼担 助教 岩井　裕正 平成29年4月 社会工学基礎Ⅳ（建築） 兼担 助教 岩井　裕正 平成29年4月 社会工学基礎Ⅳ（建築）

兼担 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ（建築） 兼担 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ（建築） 兼担 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ（建築） 兼担 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ（建築）

兼担 助教 庄　建治朗 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ（建築） 兼担 助教 庄　建治朗 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ（建築） 兼担 助教 庄　建治朗 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ（建築） 兼担 准教授 庄　建治朗 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ（建築）

兼担 助教 Wisetjindawat Wisinee 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ（建築） 兼担 助教 Wisetjindawat Wisinee 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ（建築） 兼担 助教 Wisetjindawat Wisinee 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ（建築） 兼担 准教授 須藤　美音 平成30年4月 社会工学基礎Ⅳ（建築）

専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 構造デザイン学Ⅰ 専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 構造デザイン学Ⅰ 専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 構造デザイン学Ⅰ 専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 構造デザイン学Ⅰ

兼担 教授 麓　和善 平成28年4月 表現製図 兼担 教授 麓　和善 平成28年4月 表現製図 兼担 教授 麓　和善 平成28年4月 表現製図 兼担 教授 麓　和善 平成28年4月 表現製図

兼担 教授 河田　克博 平成28年4月 表現製図 兼担 教授 河田　克博 平成28年4月 表現製図 兼担 教授 河田　克博 平成28年4月 表現製図

専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 社会工学概論（建築） 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 社会工学概論（建築） 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 社会工学概論（建築） 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 社会工学概論（建築）

専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 社会工学概論（建築） 専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 社会工学概論（建築） 兼担 助教 青山　友美 平成29年4月 社会工学概論（建築） 兼担 助教 青山　友美 平成29年4月 社会工学概論（建築）

専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 社会工学概論（建築） 専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 社会工学概論（建築） 兼担 助教 石井　成 平成29年4月 社会工学概論（建築） 兼担 助教 石井　成 平成29年4月 社会工学概論（建築）

専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 社会工学概論（建築） 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 社会工学概論（建築）

専任 准教授 横山　淳一 平成28年4月 社会工学概論（建築） 専任 准教授 横山　淳一 平成28年4月 社会工学概論（建築） 専任 教授 横山　淳一 平成28年4月 社会工学概論（建築） 専任 教授 横山　淳一 平成28年4月 社会工学概論（建築）

専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 社会工学概論（建築） 専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 社会工学概論（建築）

専任 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 社会工学概論（建築） 専任 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 社会工学概論（建築）

専任 准教授 増田　理子 平成28年4月 社会工学概論（建築） 専任 准教授 増田　理子 平成28年4月 社会工学概論（建築）

専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 社会工学概論（建築） 専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 社会工学概論（建築）

専任 准教授 北川　啓介 平成28年4月 社会工学概論（建築） 専任 准教授 北川　啓介 平成28年4月 社会工学概論（建築） 専任 准教授 北川　啓介 平成28年4月 社会工学概論（建築） 専任 教授 北川　啓介 平成28年4月 社会工学概論（建築）

兼担 准教授 川村　大伸 平成28年4月 社会工学概論（建築） 兼担 准教授 川村　大伸 平成28年4月 社会工学概論（建築） 兼担 准教授 川村　大伸 平成28年4月 社会工学概論（建築） 兼担 准教授 川村　大伸 平成28年4月 社会工学概論（建築）

兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 社会工学概論（建築） 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 社会工学概論（建築） 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 社会工学概論（建築） 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 社会工学概論（建築）

兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 社会工学概論（建築） 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 社会工学概論（建築） 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 社会工学概論（建築） 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 社会工学概論（建築）

兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 社会工学概論（建築） 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 社会工学概論（建築） 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 社会工学概論（建築） 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 社会工学概論（建築）

兼担 助教 浜口　孝司 平成28年4月 社会工学概論（建築） 兼担 助教 浜口　孝司 平成28年4月 社会工学概論（建築） 兼担 助教 浜口　孝司 平成28年4月 社会工学概論（建築） 兼担 准教授 浜口　孝司 平成28年4月 社会工学概論（建築）

兼担 准教授 北野　利一 平成28年4月 社会工学概論（建築） 兼担 准教授 北野　利一 平成28年4月 社会工学概論（建築） 兼担 教授 北野　利一 平成28年4月 社会工学概論（建築） 兼担 教授 北野　利一 平成28年4月 社会工学概論（建築）

兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 社会工学概論（建築） 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 社会工学概論（建築） 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 社会工学概論（建築） 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 社会工学概論（建築）

兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 社会工学概論（建築） 兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 社会工学概論（建築） 兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 社会工学概論（建築） 兼任 非常勤講師 仁科　健 平成28年4月 社会工学概論（建築）

兼担 教授 越島　一郎 平成28年4月 社会工学概論（建築） 兼担 教授 越島　一郎 平成28年4月 社会工学概論（建築） 兼担 教授 越島　一郎 平成28年4月 社会工学概論（建築） 兼担 教授 越島　一郎 平成28年4月 社会工学概論（建築）

兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 社会工学概論（建築） 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 社会工学概論（建築） 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 社会工学概論（建築） 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 社会工学概論（建築）

兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 社会工学概論（建築） 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 社会工学概論（建築） 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 社会工学概論（建築） 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 社会工学概論（建築）

専任 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 社会工学基礎Ⅰ（建築） 専任 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 社会工学基礎Ⅰ（建築） 専任 教授 石松　丈佳 平成28年4月 社会工学基礎Ⅰ（建築） 専任 教授 石松　丈佳 平成28年4月 社会工学基礎Ⅰ（建築）

専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 社会工学基礎Ⅰ（建築） 専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 社会工学基礎Ⅰ（建築） 兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成29年4月 社会工学基礎Ⅰ（建築） 兼担 准教授 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成29年4月 社会工学基礎Ⅰ（建築）

兼担 教授 前田　健一 平成28年4月 社会工学基礎Ⅰ（建築） 兼担 教授 前田　健一 平成28年4月 社会工学基礎Ⅰ（建築） 専任 教授 横山　淳一 平成29年4月 社会工学基礎Ⅰ（建築） 専任 教授 横山　淳一 平成29年4月 社会工学基礎Ⅰ（建築）

兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 社会工学基礎Ⅰ（建築） 兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 社会工学基礎Ⅰ（建築） 兼担 准教授 神田　幸治 平成29年4月 社会工学基礎Ⅰ（建築） 兼担 准教授 神田　幸治 平成29年4月 社会工学基礎Ⅰ（建築）

兼担 助教 石井　成 平成29年4月 社会工学基礎Ⅰ（建築） 兼担 助教 石井　成 平成29年4月 社会工学基礎Ⅰ（建築）

兼担 教授 北野　利一 平成29年4月 社会工学基礎Ⅰ（建築） 兼担 教授 北野　利一 平成29年4月 社会工学基礎Ⅰ（建築）

兼担 教授 麓　和善 平成28年4月 建築・デザイン史Ⅰ 兼担 教授 麓　和善 平成28年4月 建築・デザイン史Ⅰ 兼担 教授 麓　和善 平成28年4月 建築・デザイン史Ⅰ 兼担 教授 麓　和善 平成28年4月 建築・デザイン史Ⅰ

兼担 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 建築・デザイン史Ⅰ 兼担 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 建築・デザイン史Ⅰ 兼担 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 建築・デザイン史Ⅰ 兼担 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 建築・デザイン史Ⅰ

兼担 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 建築・デザイン計画学 兼担 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 建築・デザイン計画学 兼担 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 建築・デザイン計画学 兼担 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 建築・デザイン計画学

兼担 准教授 須藤　正時 平成28年4月 建築・デザイン計画学 兼担 准教授 須藤　正時 平成28年4月 建築・デザイン計画学 兼担 准教授 須藤　正時 平成28年4月 建築・デザイン計画学 兼担 准教授 須藤　正時 平成28年4月 建築・デザイン計画学

兼担 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 環境デザイン学Ⅰ 兼担 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 環境デザイン学Ⅰ 兼担 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 環境デザイン学Ⅰ 兼担 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 環境デザイン学Ⅰ

兼担 教授 水谷　章夫 平成28年4月 環境デザイン学Ⅰ 兼担 教授 水谷　章夫 平成28年4月 環境デザイン学Ⅰ 兼担 准教授 小松　義典 平成29年4月 環境デザイン学Ⅰ 兼担 准教授 小松　義典 平成29年4月 環境デザイン学Ⅰ

兼担 准教授 須藤　美音 平成29年4月 環境デザイン学Ⅰ 兼担 准教授 須藤　美音 平成29年4月 環境デザイン学Ⅰ

兼担 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 構造デザイン学Ⅱ 兼担 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 構造デザイン学Ⅱ 兼担 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 構造デザイン学Ⅱ 兼担 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 構造デザイン学Ⅱ

専任 教授 石松　丈佳 平成30年4月 構造デザイン学Ⅱ

兼担 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 建築構法学 兼担 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 建築構法学 兼担 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 建築構法学 兼担 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 建築構法学

兼担 教授 水谷　章夫 平成28年4月 建築構法学 兼担 教授 水谷　章夫 平成28年4月 建築構法学 専任 教授 石松　丈佳 平成29年4月 建築構法学

専任 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 建築材料デザイン学 専任 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 建築材料デザイン学 専任 教授 石松　丈佳 平成28年4月 建築材料デザイン学 専任 教授 石松　丈佳 平成28年4月 建築材料デザイン学

兼担 教授 河邊　伸二 平成28年4月 建築材料デザイン学 兼担 教授 河邊　伸二 平成28年4月 建築材料デザイン学 兼担 教授 河邊　伸二 平成28年4月 建築材料デザイン学 兼担 教授 河邊　伸二 平成28年4月 建築材料デザイン学

兼担 准教授 須藤　正時 平成28年4月 建築材料デザイン学 兼担 准教授 須藤　正時 平成28年4月 建築材料デザイン学 兼担 准教授 須藤　正時 平成28年4月 建築材料デザイン学 兼担 准教授 須藤　正時 平成28年4月 建築材料デザイン学

兼担 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 構造・デザイン演習Ⅰ 兼担 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 構造・デザイン演習Ⅰ 兼担 准教授 佐藤　篤司 平成30年4月 構造・デザイン演習Ⅰ
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兼担 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 構造・デザイン演習Ⅰ 兼担 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 構造・デザイン演習Ⅰ 兼担 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 構造・デザイン演習Ⅰ

兼担 助教 高橋　之 平成28年4月 構造・デザイン演習Ⅰ 兼担 助教 高橋　之 平成28年4月 構造・デザイン演習Ⅰ 兼担 准教授 楠原　文雄 平成30年4月 構造・デザイン演習Ⅰ

兼担 助教 寺田　勝三 平成28年4月 構造・デザイン演習Ⅰ 兼担 助教 寺田　勝三 平成28年4月 構造・デザイン演習Ⅰ 兼担 助教 寺田　勝三 平成28年4月 構造・デザイン演習Ⅰ 兼担 助教 寺田　勝三 平成28年4月 構造・デザイン演習Ⅰ

兼担 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 構造・デザイン演習Ⅰ 兼担 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 構造・デザイン演習Ⅰ 兼任 非常勤講師 和田　義行 平成30年4月 構造・デザイン演習Ⅰ

専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 都市デザイン学 専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 都市デザイン学 専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 都市デザイン学 専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 都市デザイン学

兼担 教授 河田　克博 平成28年4月 都市デザイン学 兼担 教授 河田　克博 平成28年4月 都市デザイン学 兼担 教授 河田　克博 平成28年4月 都市デザイン学

兼担 准教授 小松　義典 平成28年4月 環境デザイン学Ⅱ 兼担 准教授 小松　義典 平成28年4月 環境デザイン学Ⅱ 兼担 准教授 小松　義典 平成28年4月 環境デザイン学Ⅱ 兼担 准教授 小松　義典 平成28年4月 環境デザイン学Ⅱ

兼担 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 環境デザイン学Ⅱ 兼担 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 環境デザイン学Ⅱ 兼担 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 環境デザイン学Ⅱ 兼担 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 環境デザイン学Ⅱ

兼担 教授 河田　克博 平成28年4月 建築・デザイン史Ⅱ 兼担 教授 河田　克博 平成28年4月 建築・デザイン史Ⅱ 兼担 教授 河田　克博 平成28年4月 建築・デザイン史Ⅱ 兼担 教授 麓　和善 平成30年4月 建築・デザイン史Ⅱ

兼担 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 建築・デザイン史Ⅱ 兼担 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 建築・デザイン史Ⅱ 兼担 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 建築・デザイン史Ⅱ 兼担 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 建築・デザイン史Ⅱ

専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 建築設計・デザイン制作 Ⅰ 専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 建築設計・デザイン制作 Ⅰ 専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 建築設計・デザイン制作 Ⅰ 専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 建築設計・デザイン制作 Ⅰ

兼担 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 建築設計・デザイン制作 Ⅰ 兼担 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 建築設計・デザイン制作 Ⅰ 兼担 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 建築設計・デザイン制作 Ⅰ 兼担 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 建築設計・デザイン制作 Ⅰ

兼担 准教授 小松　義典 平成28年4月 建築設計・デザイン制作 Ⅰ 兼担 准教授 小松　義典 平成28年4月 建築設計・デザイン制作 Ⅰ 兼担 准教授 小松　義典 平成28年4月 建築設計・デザイン制作 Ⅰ 兼担 准教授 小松　義典 平成28年4月 建築設計・デザイン制作 Ⅰ

兼担 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 建築設計・デザイン制作 Ⅰ 兼担 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 建築設計・デザイン制作 Ⅰ 兼担 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 建築設計・デザイン制作 Ⅰ 兼担 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 建築設計・デザイン制作 Ⅰ

兼担 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 建築設計・デザイン制作 Ⅰ 兼担 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 建築設計・デザイン制作 Ⅰ 兼担 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 建築設計・デザイン制作 Ⅰ 兼担 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 建築設計・デザイン制作 Ⅰ

兼担 助教 須藤　美音 平成28年4月 建築設計・デザイン制作 Ⅰ 兼担 助教 須藤　美音 平成28年4月 建築設計・デザイン制作 Ⅰ 兼担 准教授 須藤　美音 平成28年4月 建築設計・デザイン制作 Ⅰ 兼担 准教授 楠原　文雄 平成28年4月 建築設計・デザイン制作 Ⅰ

兼担 教授 井上　雅弘 平成28年4月 建築設計・デザイン制作 Ⅰ 兼担 教授 井上　雅弘 平成28年4月 建築設計・デザイン制作 Ⅰ 兼担 教授 井上　雅弘 平成28年4月 建築設計・デザイン制作 Ⅰ 兼担 教授 井上　雅弘 平成28年4月 建築設計・デザイン制作 Ⅰ

兼担 助教 伊藤　洋介 平成30年4月 建築設計・デザイン制作 Ⅰ

専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 建築環境実験 専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 建築環境実験 兼担 准教授 小松　義典 平成29年4月 建築環境実験 兼担 准教授 小松　義典 平成29年4月 建築環境実験

専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 建築環境実験 専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 建築環境実験 兼担 助教 寺田　勝三 平成29年4月 建築環境実験 兼担 助教 寺田　勝三 平成29年4月 建築環境実験

専任 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 建築環境実験 専任 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 建築環境実験 兼担 准教授 須藤　美音 平成29年4月 建築環境実験 兼担 准教授 須藤　美音 平成29年4月 建築環境実験

専任 准教授 北川　啓介 平成28年4月 建築環境実験 専任 准教授 北川　啓介 平成28年4月 建築環境実験

専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 建築材料実験 専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 建築材料実験 専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 建築材料実験 兼担 助教 伊藤　洋介 平成30年4月 建築材料実験

専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 建築材料実験 専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 建築材料実験 専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 建築材料実験 兼担 教授 河邊　伸二 平成30年4月 建築材料実験

専任 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 建築材料実験 専任 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 建築材料実験 専任 教授 石松　丈佳 平成28年4月 建築材料実験 兼担 准教授 佐藤　篤司 平成30年4月 建築材料実験

専任 准教授 北川　啓介 平成28年4月 建築材料実験 専任 准教授 北川　啓介 平成28年4月 建築材料実験 専任 准教授 北川　啓介 平成28年4月 建築材料実験 兼担 教授 市之瀬　敏勝 平成30年4月 建築材料実験

兼担 助教 高橋　之 平成28年4月 建築材料実験 兼担 助教 高橋　之 平成28年4月 建築材料実験 兼担 准教授 楠原　文雄 平成29年4月 建築材料実験 兼担 准教授 楠原　文雄 平成29年4月 建築材料実験

兼担 准教授 梅村　恒 平成30年4月 建築材料実験

兼任 非常勤講師 大西　俊次 平成28年4月 測量学 兼任 非常勤講師 大西　俊次 平成28年4月 測量学 兼任 非常勤講師 大西　俊次 平成28年4月 測量学 兼任 非常勤講師 上野　正晴 平成30年4月 測量学

専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 測量実習 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 測量実習 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 測量実習 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 測量実習

専任 准教授 増田　理子 平成28年4月 測量実習 専任 准教授 増田　理子 平成28年4月 測量実習 専任 教授 増田　理子 平成28年4月 測量実習 専任 教授 増田　理子 平成28年4月 測量実習

専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 測量実習 専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 測量実習 専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 測量実習 専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 測量実習

兼担 教授 小畑　誠 平成28年4月 測量実習 兼担 教授 小畑　誠 平成28年4月 測量実習 兼担 教授 小畑　誠 平成28年4月 測量実習 兼担 教授 小畑　誠 平成28年4月 測量実習

兼担 教授 張　鋒 平成28年4月 測量実習 兼担 教授 張　鋒 平成28年4月 測量実習 兼担 教授 張　鋒 平成28年4月 測量実習 兼担 教授 張　鋒 平成28年4月 測量実習

兼担 教授 冨永　晃宏 平成28年4月 測量実習 兼担 教授 冨永　晃宏 平成28年4月 測量実習 兼担 教授 冨永　晃宏 平成28年4月 測量実習 兼担 教授 冨永　晃宏 平成28年4月 測量実習

兼担 教授 藤田　素弘 平成28年4月 測量実習 兼担 教授 藤田　素弘 平成28年4月 測量実習 兼担 教授 藤田　素弘 平成28年4月 測量実習 兼担 教授 藤田　素弘 平成28年4月 測量実習

兼担 教授 前田　健一 平成28年4月 測量実習 兼担 教授 前田　健一 平成28年4月 測量実習 兼担 教授 前田　健一 平成28年4月 測量実習 兼担 教授 前田　健一 平成28年4月 測量実習

兼担 准教授 上原　匠 平成28年4月 測量実習 兼担 准教授 上原　匠 平成28年4月 測量実習 兼担 准教授 上原　匠 平成28年4月 測量実習 兼担 准教授 上原　匠 平成28年4月 測量実習

兼担 准教授 北野　利一 平成28年4月 測量実習 兼担 准教授 北野　利一 平成28年4月 測量実習 兼担 教授 北野　利一 平成28年4月 測量実習 兼担 教授 北野　利一 平成28年4月 測量実習

兼担 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 測量実習 兼担 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 測量実習 兼担 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 測量実習 兼担 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 測量実習

兼担 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 測量実習 兼担 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 測量実習 兼担 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 測量実習 兼担 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 測量実習

兼担 助教 岩井　裕正 平成28年4月 測量実習 兼担 助教 岩井　裕正 平成28年4月 測量実習 兼担 助教 岩井　裕正 平成28年4月 測量実習 兼担 助教 岩井　裕正 平成28年4月 測量実習

兼担 助教 Wisetjindawat Wisinee 平成28年4月 測量実習 兼担 助教 Wisetjindawat Wisinee 平成28年4月 測量実習 兼担 助教 Wisetjindawat Wisinee 平成28年4月 測量実習 兼担 助教 中居　楓子 平成30年4月 測量実習

兼担 助教 海老澤　健正 平成28年4月 測量実習 兼担 助教 海老澤　健正 平成28年4月 測量実習 兼担 助教 海老澤　健正 平成28年4月 測量実習 兼担 助教 海老澤　健正 平成28年4月 測量実習

兼担 助教 庄　建治朗 平成28年4月 測量実習 兼担 助教 庄　建治朗 平成28年4月 測量実習 兼担 助教 庄　建治朗 平成28年4月 測量実習 兼担 准教授 庄　建治朗 平成28年4月 測量実習

兼担 助教 森河　由紀弘 平成28年4月 測量実習 兼担 助教 森河　由紀弘 平成28年4月 測量実習 兼担 助教 森河　由紀弘 平成28年4月 測量実習 兼担 助教 森河　由紀弘 平成28年4月 測量実習

兼担 助教 吉田　亮 平成28年4月 測量実習 兼担 助教 吉田　亮 平成28年4月 測量実習 兼担 助教 吉田　亮 平成28年4月 測量実習 兼担 准教授 吉田　亮 平成28年4月 測量実習

兼担 教授 野中　哲也 平成29年4月 測量実習 兼担 教授 野中　哲也 平成29年4月 測量実習

兼担 准教授 吉田　奈央子 平成29年4月 測量実習 兼担 准教授 吉田　奈央子 平成29年4月 測量実習

兼担 助教 武田　健太 平成29年4月 測量実習 兼担 助教 武田　健太 平成29年4月 測量実習

専任 准教授 北川　啓介 平成28年4月 社会工学基礎Ⅱ（都市） 専任 准教授 北川　啓介 平成28年4月 社会工学基礎Ⅱ（都市） 専任 准教授 北川　啓介 平成28年4月 社会工学基礎Ⅱ（都市） 専任 教授 北川　啓介 平成28年4月 社会工学基礎Ⅱ（都市）

兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 社会工学基礎Ⅱ（都市） 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 社会工学基礎Ⅱ（都市） 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 社会工学基礎Ⅱ（都市） 兼担 准教授 川村　大伸 平成30年4月 社会工学基礎Ⅱ（都市）

兼担 准教授 北野　利一 平成28年4月 社会工学基礎Ⅱ（都市） 兼担 准教授 北野　利一 平成28年4月 社会工学基礎Ⅱ（都市） 兼担 教授 北野　利一 平成28年4月 社会工学基礎Ⅱ（都市） 兼担 教授 加茂　紀和子 平成30年4月 社会工学基礎Ⅱ（都市）

兼担 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 社会工学基礎Ⅱ（都市） 兼担 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 社会工学基礎Ⅱ（都市） 兼担 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 社会工学基礎Ⅱ（都市） 兼担 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 社会工学基礎Ⅱ（都市）

専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ（都市） 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ（都市） 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ（都市） 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ（都市）

専任 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ（都市） 専任 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ（都市） 専任 教授 石松　丈佳 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ（都市） 専任 教授 石松　丈佳 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ（都市）

兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ（都市） 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ（都市） 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ（都市） 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ（都市）

兼担 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ（都市） 兼担 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ（都市） 兼担 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ（都市） 兼担 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ（都市）

兼担 教授 河田　克博 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ（都市） 兼担 教授 河田　克博 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ（都市）

兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ（都市） 兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ（都市） 兼担 助教 岩井　裕正 平成29年4月 社会工学基礎Ⅳ（都市） 兼担 助教 岩井　裕正 平成29年4月 社会工学基礎Ⅳ（都市）

兼担 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ（都市） 兼担 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ（都市） 兼担 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ（都市） 兼担 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ（都市）

兼担 助教 庄　建治朗 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ（都市） 兼担 助教 庄　建治朗 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ（都市） 兼担 助教 庄　建治朗 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ（都市） 兼担 准教授 庄　建治朗 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ（都市）

兼担 助教 Wisetjindawat Wisinee 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ（都市） 兼担 助教 Wisetjindawat Wisinee 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ（都市） 兼担 助教 Wisetjindawat Wisinee 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ（都市） 兼担 准教授 須藤　美音 平成30年4月 社会工学基礎Ⅳ（都市）

専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 社会工学概論（都市） 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 社会工学概論（都市） 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 社会工学概論（都市） 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 社会工学概論（都市）

専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 社会工学概論（都市） 専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 社会工学概論（都市） 兼担 助教 青山　友美 平成29年4月 社会工学概論（都市） 兼担 助教 青山　友美 平成29年4月 社会工学概論（都市）

専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 社会工学概論（都市） 専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 社会工学概論（都市） 兼担 助教 石井　成 平成29年4月 社会工学概論（都市） 兼担 助教 石井　成 平成29年4月 社会工学概論（都市）

専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 社会工学概論（都市） 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 社会工学概論（都市）

専任 准教授 横山　淳一 平成28年4月 社会工学概論（都市） 専任 准教授 横山　淳一 平成28年4月 社会工学概論（都市） 専任 教授 横山　淳一 平成28年4月 社会工学概論（都市） 専任 教授 横山　淳一 平成28年4月 社会工学概論（都市）

専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 社会工学概論（都市） 専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 社会工学概論（都市）

専任 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 社会工学概論（都市） 専任 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 社会工学概論（都市）

専任 准教授 増田　理子 平成28年4月 社会工学概論（都市） 専任 准教授 増田　理子 平成28年4月 社会工学概論（都市）

専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 社会工学概論（都市） 専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 社会工学概論（都市）

専任 准教授 北川　啓介 平成28年4月 社会工学概論（都市） 専任 准教授 北川　啓介 平成28年4月 社会工学概論（都市） 専任 准教授 北川　啓介 平成28年4月 社会工学概論（都市） 専任 教授 北川　啓介 平成28年4月 社会工学概論（都市）

兼担 准教授 川村　大伸 平成28年4月 社会工学概論（都市） 兼担 准教授 川村　大伸 平成28年4月 社会工学概論（都市） 兼担 准教授 川村　大伸 平成28年4月 社会工学概論（都市） 兼担 准教授 川村　大伸 平成28年4月 社会工学概論（都市）

兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 社会工学概論（都市） 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 社会工学概論（都市） 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 社会工学概論（都市） 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 社会工学概論（都市）

兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 社会工学概論（都市） 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 社会工学概論（都市） 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 社会工学概論（都市） 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 社会工学概論（都市）

兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 社会工学概論（都市） 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 社会工学概論（都市） 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 社会工学概論（都市） 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 社会工学概論（都市）

兼担 助教 浜口　孝司 平成28年4月 社会工学概論（都市） 兼担 助教 浜口　孝司 平成28年4月 社会工学概論（都市） 兼担 助教 浜口　孝司 平成28年4月 社会工学概論（都市） 兼担 准教授 浜口　孝司 平成28年4月 社会工学概論（都市）

兼担 准教授 北野　利一 平成28年4月 社会工学概論（都市） 兼担 准教授 北野　利一 平成28年4月 社会工学概論（都市） 兼担 教授 北野　利一 平成28年4月 社会工学概論（都市） 兼担 教授 北野　利一 平成28年4月 社会工学概論（都市）

兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 社会工学概論（都市） 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 社会工学概論（都市） 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 社会工学概論（都市） 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 社会工学概論（都市）

兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 社会工学概論（都市） 兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 社会工学概論（都市） 兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 社会工学概論（都市） 兼任 非常勤講師 仁科　健 平成28年4月 社会工学概論（都市）

兼担 教授 越島　一郎 平成28年4月 社会工学概論（都市） 兼担 教授 越島　一郎 平成28年4月 社会工学概論（都市） 兼担 教授 越島　一郎 平成28年4月 社会工学概論（都市） 兼担 教授 越島　一郎 平成28年4月 社会工学概論（都市）

兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 社会工学概論（都市） 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 社会工学概論（都市） 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 社会工学概論（都市） 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 社会工学概論（都市）

兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 社会工学概論（都市） 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 社会工学概論（都市） 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 社会工学概論（都市） 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 社会工学概論（都市）

専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 社会工学基礎Ⅰ（都市） 専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 社会工学基礎Ⅰ（都市） 兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成29年4月 社会工学基礎Ⅰ（都市） 兼担 准教授 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成29年4月 社会工学基礎Ⅰ（都市）

専任 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 社会工学基礎Ⅰ（都市） 専任 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 社会工学基礎Ⅰ（都市） 専任 教授 石松　丈佳 平成28年4月 社会工学基礎Ⅰ（都市） 専任 教授 石松　丈佳 平成28年4月 社会工学基礎Ⅰ（都市）

兼担 教授 前田　健一 平成28年4月 社会工学基礎Ⅰ（都市） 兼担 教授 前田　健一 平成28年4月 社会工学基礎Ⅰ（都市） 専任 教授 横山　淳一 平成29年4月 社会工学基礎Ⅰ（都市） 専任 教授 横山　淳一 平成29年4月 社会工学基礎Ⅰ（都市）

兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 社会工学基礎Ⅰ（都市） 兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 社会工学基礎Ⅰ（都市） 兼担 准教授 神田　幸治 平成29年4月 社会工学基礎Ⅰ（都市） 兼担 准教授 神田　幸治 平成29年4月 社会工学基礎Ⅰ（都市）
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兼担 助教 石井　成 平成29年4月 社会工学基礎Ⅰ（都市） 兼担 助教 石井　成 平成29年4月 社会工学基礎Ⅰ（都市）

兼担 教授 北野　利一 平成29年4月 社会工学基礎Ⅰ（都市） 兼担 教授 北野　利一 平成29年4月 社会工学基礎Ⅰ（都市）

兼担 教授 小畑　誠 平成28年4月 構造力学Ⅰ 兼担 教授 小畑　誠 平成28年4月 構造力学Ⅰ 専任 准教授 永田　和寿 平成29年4月 構造力学Ⅰ 専任 准教授 永田　和寿 平成29年4月 構造力学Ⅰ

兼担 助教 海老澤　健正 平成28年4月 構造力学Ⅰ 兼担 助教 海老澤　健正 平成28年4月 構造力学Ⅰ

兼担 准教授 上原　匠 平成28年4月 構築材質学 兼担 准教授 上原　匠 平成28年4月 構築材質学 兼担 准教授 上原　匠 平成28年4月 構築材質学 兼担 准教授 上原　匠 平成28年4月 構築材質学

兼担 教授 前田　健一 平成28年4月 地盤力学 兼担 教授 前田　健一 平成28年4月 地盤力学 兼担 教授 前田　健一 平成28年4月 地盤力学 兼担 教授 前田　健一 平成28年4月 地盤力学

兼担 教授 冨永　晃宏 平成28年4月 環境水理学Ⅰ 兼担 教授 冨永　晃宏 平成28年4月 環境水理学Ⅰ 兼担 教授 冨永　晃宏 平成28年4月 環境水理学Ⅰ 兼担 教授 冨永　晃宏 平成28年4月 環境水理学Ⅰ

兼担 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 社会基盤計画学 兼担 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 社会基盤計画学 兼担 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 社会基盤計画学 兼担 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 社会基盤計画学

兼担 教授 藤田　素弘 平成28年4月 環境都市情報技術 兼担 教授 藤田　素弘 平成28年4月 環境都市情報技術 兼担 教授 藤田　素弘 平成28年4月 環境都市情報技術 兼担 教授 藤田　素弘 平成28年4月 環境都市情報技術

兼担 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 環境都市情報技術 兼担 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 環境都市情報技術 兼担 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 環境都市情報技術 兼担 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 環境都市情報技術

専任 准教授 増田　理子 平成28年4月 環境生態学 専任 准教授 増田　理子 平成28年4月 環境生態学 専任 教授 増田　理子 平成28年4月 環境生態学 専任 教授 増田　理子 平成28年4月 環境生態学

兼担 教授 小畑　誠 平成28年4月 構造力学Ⅱ 兼担 教授 小畑　誠 平成28年4月 構造力学Ⅱ 兼担 教授 小畑　誠 平成28年4月 構造力学Ⅱ 兼担 教授 小畑　誠 平成28年4月 構造力学Ⅱ

兼担 教授 喜岡　渉 平成28年4月 環境水理学Ⅱ 兼担 教授 喜岡　渉 平成28年4月 環境水理学Ⅱ

兼担 准教授 北野　利一 平成28年4月 環境水理学Ⅱ 兼担 准教授 北野　利一 平成28年4月 環境水理学Ⅱ 兼担 教授 北野　利一 平成28年4月 環境水理学Ⅱ 兼担 教授 北野　利一 平成28年4月 環境水理学Ⅱ

兼担 教授 張　鋒 平成28年4月 地盤解析学 兼担 教授 張　鋒 平成28年4月 地盤解析学 兼担 教授 張　鋒 平成28年4月 地盤解析学 兼担 教授 張　鋒 平成28年4月 地盤解析学

専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 環境都市創造実験 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 環境都市創造実験 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 環境都市創造実験 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 環境都市創造実験

専任 准教授 増田　理子 平成28年4月 環境都市創造実験 専任 准教授 増田　理子 平成28年4月 環境都市創造実験 専任 教授 増田　理子 平成28年4月 環境都市創造実験 専任 教授 増田　理子 平成28年4月 環境都市創造実験

専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 環境都市創造実験 専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 環境都市創造実験 専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 環境都市創造実験 専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 環境都市創造実験

専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 構造シミュレーション 専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 構造シミュレーション 専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 構造シミュレーション 兼担 助教 海老澤　健正 平成30年4月 構造シミュレーション

兼担 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 構造シミュレーション 兼担 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 構造シミュレーション 兼担 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 構造シミュレーション 兼担 教授 野中　哲也 平成30年4月 構造シミュレーション

兼担 教授 張　鋒 平成28年4月 環境地盤工学 兼担 教授 張　鋒 平成28年4月 環境地盤工学 兼担 教授 張　鋒 平成28年4月 環境地盤工学

兼担 教授 前田　健一 平成28年4月 環境地盤工学 兼担 教授 前田　健一 平成28年4月 環境地盤工学 兼担 教授 前田　健一 平成28年4月 環境地盤工学 兼担 教授 前田　健一 平成28年4月 環境地盤工学

兼任 非常勤講師 Hossain Md. Shahin 平成28年4月 環境地盤工学 兼任 非常勤講師 Hossain Md. Shahin 平成28年4月 環境地盤工学 兼任 非常勤講師 Hossain Md. Shahin 平成28年4月 環境地盤工学

専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 都市・地域計画学 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 都市・地域計画学 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 都市・地域計画学 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 都市・地域計画学

兼担 教授 冨永　晃宏 平成28年4月 都市・地域計画学 兼担 教授 冨永　晃宏 平成28年4月 都市・地域計画学 兼担 教授 冨永　晃宏 平成28年4月 都市・地域計画学

兼担 准教授 上原　匠 平成28年4月 維持管理工学 兼担 准教授 上原　匠 平成28年4月 維持管理工学 兼担 准教授 上原　匠 平成28年4月 維持管理工学 兼担 准教授 上原　匠 平成28年4月 維持管理工学

専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 建設マネジメント 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 建設マネジメント 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 建設マネジメント 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 建設マネジメント

兼担 准教授 上原　匠 平成28年4月 建設マネジメント 兼担 准教授 上原　匠 平成28年4月 建設マネジメント 兼担 准教授 上原　匠 平成28年4月 建設マネジメント

兼担 准教授 北野　利一 平成28年4月 建設マネジメント 兼担 准教授 北野　利一 平成28年4月 建設マネジメント 兼担 教授 北野　利一 平成28年4月 建設マネジメント

兼担 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 建設マネジメント 兼担 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 建設マネジメント 兼担 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 建設マネジメント

兼担 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 建設マネジメント 兼担 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 建設マネジメント 兼担 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 建設マネジメント

兼担 助教 岩井　裕正 平成28年4月 建設マネジメント 兼担 助教 岩井　裕正 平成28年4月 建設マネジメント 兼担 助教 岩井　裕正 平成28年4月 建設マネジメント

兼担 助教 Wisetjindawat Wisinee 平成28年4月 建設マネジメント 兼担 助教 Wisetjindawat Wisinee 平成28年4月 建設マネジメント 兼担 助教 Wisetjindawat Wisinee 平成28年4月 建設マネジメント

兼担 助教 海老澤　健正 平成28年4月 建設マネジメント 兼担 助教 海老澤　健正 平成28年4月 建設マネジメント 兼担 助教 海老澤　健正 平成28年4月 建設マネジメント

兼担 助教 庄　建治朗 平成28年4月 建設マネジメント 兼担 助教 庄　建治朗 平成28年4月 建設マネジメント 兼担 助教 庄　建治朗 平成28年4月 建設マネジメント

兼担 助教 森河　由紀弘 平成28年4月 建設マネジメント 兼担 助教 森河　由紀弘 平成28年4月 建設マネジメント 兼担 助教 森河　由紀弘 平成28年4月 建設マネジメント

兼担 助教 吉田　亮 平成28年4月 建設マネジメント 兼担 助教 吉田　亮 平成28年4月 建設マネジメント 兼担 助教 吉田　亮 平成28年4月 建設マネジメント

専任 准教授 北川　啓介 平成28年4月 社会工学基礎Ⅱ（経営） 専任 准教授 北川　啓介 平成28年4月 社会工学基礎Ⅱ（経営） 専任 准教授 北川　啓介 平成28年4月 社会工学基礎Ⅱ（経営） 専任 教授 北川　啓介 平成28年4月 社会工学基礎Ⅱ（経営）

兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 社会工学基礎Ⅱ（経営） 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 社会工学基礎Ⅱ（経営） 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 社会工学基礎Ⅱ（経営） 兼担 准教授 川村　大伸 平成30年4月 社会工学基礎Ⅱ（経営）

兼担 准教授 北野　利一 平成28年4月 社会工学基礎Ⅱ（経営） 兼担 准教授 北野　利一 平成28年4月 社会工学基礎Ⅱ（経営） 兼担 教授 北野　利一 平成28年4月 社会工学基礎Ⅱ（経営） 兼担 教授 加茂　紀和子 平成30年4月 社会工学基礎Ⅱ（経営）

兼担 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 社会工学基礎Ⅱ（経営） 兼担 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 社会工学基礎Ⅱ（経営） 兼担 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 社会工学基礎Ⅱ（経営） 兼担 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 社会工学基礎Ⅱ（経営）

専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ（経営） 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ（経営） 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ（経営） 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ（経営）

専任 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ（経営） 専任 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ（経営） 専任 教授 石松　丈佳 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ（経営） 専任 教授 石松　丈佳 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ（経営）

兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ（経営） 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ（経営） 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ（経営） 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ（経営）

兼担 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ（経営） 兼担 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ（経営） 兼担 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ（経営） 兼担 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 社会工学基礎Ⅲ（経営）

兼担 教授 河田　克博 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ（経営） 兼担 教授 河田　克博 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ（経営）

兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ（経営） 兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ（経営） 兼担 助教 岩井　裕正 平成29年4月 社会工学基礎Ⅳ（経営） 兼担 助教 岩井　裕正 平成29年4月 社会工学基礎Ⅳ（経営）

兼担 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ（経営） 兼担 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ（経営） 兼担 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ（経営） 兼担 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ（経営）

兼担 助教 庄　建治朗 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ（経営） 兼担 助教 庄　建治朗 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ（経営） 兼担 助教 庄　建治朗 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ（経営） 兼担 准教授 庄　建治朗 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ（経営）

兼担 助教 Wisetjindawat Wisinee 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ（経営） 兼担 助教 Wisetjindawat Wisinee 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ（経営） 兼担 助教 Wisetjindawat Wisinee 平成28年4月 社会工学基礎Ⅳ（経営） 兼担 准教授 須藤　美音 平成30年4月 社会工学基礎Ⅳ（経営）

専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 社会工学概論（経営） 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 社会工学概論（経営） 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 社会工学概論（経営） 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 社会工学概論（経営）

専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 社会工学概論（経営） 専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 社会工学概論（経営） 兼担 助教 青山　友美 平成29年4月 社会工学概論（経営） 兼担 助教 青山　友美 平成29年4月 社会工学概論（経営）

専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 社会工学概論（経営） 専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 社会工学概論（経営） 兼担 助教 石井　成 平成29年4月 社会工学概論（経営） 兼担 助教 石井　成 平成29年4月 社会工学概論（経営）

専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 社会工学概論（経営） 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 社会工学概論（経営）

専任 准教授 横山　淳一 平成28年4月 社会工学概論（経営） 専任 准教授 横山　淳一 平成28年4月 社会工学概論（経営） 専任 教授 横山　淳一 平成28年4月 社会工学概論（経営） 専任 教授 横山　淳一 平成28年4月 社会工学概論（経営）

専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 社会工学概論（経営） 専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 社会工学概論（経営）

専任 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 社会工学概論（経営） 専任 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 社会工学概論（経営）

専任 准教授 増田　理子 平成28年4月 社会工学概論（経営） 専任 准教授 増田　理子 平成28年4月 社会工学概論（経営）

専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 社会工学概論（経営） 専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 社会工学概論（経営）

専任 准教授 北川　啓介 平成28年4月 社会工学概論（経営） 専任 准教授 北川　啓介 平成28年4月 社会工学概論（経営） 専任 准教授 北川　啓介 平成28年4月 社会工学概論（経営） 専任 教授 北川　啓介 平成28年4月 社会工学概論（経営）

兼担 准教授 川村　大伸 平成28年4月 社会工学概論（経営） 兼担 准教授 川村　大伸 平成28年4月 社会工学概論（経営） 兼担 准教授 川村　大伸 平成28年4月 社会工学概論（経営） 兼担 准教授 川村　大伸 平成28年4月 社会工学概論（経営）

兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 社会工学概論（経営） 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 社会工学概論（経営） 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 社会工学概論（経営） 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 社会工学概論（経営）

兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 社会工学概論（経営） 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 社会工学概論（経営） 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 社会工学概論（経営） 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 社会工学概論（経営）

兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 社会工学概論（経営） 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 社会工学概論（経営） 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 社会工学概論（経営） 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 社会工学概論（経営）

兼担 助教 浜口　孝司 平成28年4月 社会工学概論（経営） 兼担 助教 浜口　孝司 平成28年4月 社会工学概論（経営） 兼担 助教 浜口　孝司 平成28年4月 社会工学概論（経営） 兼担 准教授 浜口　孝司 平成28年4月 社会工学概論（経営）

兼担 准教授 北野　利一 平成28年4月 社会工学概論（経営） 兼担 准教授 北野　利一 平成28年4月 社会工学概論（経営） 兼担 教授 北野　利一 平成28年4月 社会工学概論（経営） 兼担 教授 荒川　雅裕 平成30年4月 社会工学概論（経営）

兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 社会工学概論（経営） 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 社会工学概論（経営） 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 社会工学概論（経営） 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 社会工学概論（経営）

兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 社会工学概論（経営） 兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 社会工学概論（経営） 兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 社会工学概論（経営） 兼担 准教授 上原　匠 平成30年4月 社会工学概論（経営）

兼担 教授 越島　一郎 平成28年4月 社会工学概論（経営） 兼担 教授 越島　一郎 平成28年4月 社会工学概論（経営） 兼担 教授 越島　一郎 平成28年4月 社会工学概論（経営） 兼担 教授 越島　一郎 平成28年4月 社会工学概論（経営）

兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 社会工学概論（経営） 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 社会工学概論（経営） 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 社会工学概論（経営） 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 社会工学概論（経営）

兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 社会工学概論（経営） 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 社会工学概論（経営） 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 社会工学概論（経営） 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 社会工学概論（経営）

兼担 准教授 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成30年4月 社会工学概論（経営）

専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 社会工学基礎Ⅰ（経営） 専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 社会工学基礎Ⅰ（経営） 兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成29年4月 社会工学基礎Ⅰ（経営） 兼担 准教授 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成29年4月 社会工学基礎Ⅰ（経営）

専任 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 社会工学基礎Ⅰ（経営） 専任 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 社会工学基礎Ⅰ（経営） 専任 教授 石松　丈佳 平成28年4月 社会工学基礎Ⅰ（経営） 専任 教授 石松　丈佳 平成28年4月 社会工学基礎Ⅰ（経営）

兼担 教授 前田　健一 平成28年4月 社会工学基礎Ⅰ（経営） 兼担 教授 前田　健一 平成28年4月 社会工学基礎Ⅰ（経営） 専任 教授 横山　淳一 平成29年4月 社会工学基礎Ⅰ（経営） 専任 教授 横山　淳一 平成29年4月 社会工学基礎Ⅰ（経営）

兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 社会工学基礎Ⅰ（経営） 兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 社会工学基礎Ⅰ（経営） 兼担 准教授 神田　幸治 平成29年4月 社会工学基礎Ⅰ（経営） 兼担 准教授 神田　幸治 平成29年4月 社会工学基礎Ⅰ（経営）

兼担 助教 石井　成 平成29年4月 社会工学基礎Ⅰ（経営） 兼担 助教 石井　成 平成29年4月 社会工学基礎Ⅰ（経営）

兼担 教授 北野　利一 平成29年4月 社会工学基礎Ⅰ（経営） 兼担 教授 北野　利一 平成29年4月 社会工学基礎Ⅰ（経営）

専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA

専任 准教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 専任 准教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 専任 教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 専任 教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA

専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 専任 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA

兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA

兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA

兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA

兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA

兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA

兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA

兼担 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 兼担 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 専任 教授 藤原　愼太郎 平成29年4月 経営システム工学演習ⅠA 専任 教授 藤原　愼太郎 平成29年4月 経営システム工学演習ⅠA
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

職名 就任予定年月職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名 氏　　名

兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA

兼担 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA

兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 兼担 准教授 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA

兼担 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 兼担 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 兼担 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA 兼担 准教授 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠA

兼担 准教授 川村　大伸 平成29年4月 経営システム工学演習ⅠA 兼担 准教授 川村　大伸 平成29年4月 経営システム工学演習ⅠA

兼担 助教 青山　友美 平成29年4月 経営システム工学演習ⅠA 兼担 助教 青山　友美 平成29年4月 経営システム工学演習ⅠA

兼担 教授 林　篤裕 平成29年4月 経営システム工学演習ⅠA 兼担 教授 林　篤裕 平成29年4月 経営システム工学演習ⅠA

専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB

専任 准教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 専任 准教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 専任 教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 専任 教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB

専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 専任 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB

兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB

兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB

兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB

兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB

兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB

兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB

兼担 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 兼担 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 専任 教授 藤原　愼太郎 平成29年4月 経営システム工学演習ⅠB 専任 教授 藤原　愼太郎 平成29年4月 経営システム工学演習ⅠB

兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB

兼担 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB

兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 兼担 准教授 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB

兼担 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 兼担 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 兼担 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB 兼担 准教授 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅠB

兼担 准教授 川村　大伸 平成29年4月 経営システム工学演習ⅠB 兼担 准教授 川村　大伸 平成29年4月 経営システム工学演習ⅠB

兼担 助教 青山　友美 平成29年4月 経営システム工学演習ⅠB 兼担 助教 青山　友美 平成29年4月 経営システム工学演習ⅠB

兼担 教授 林　篤裕 平成29年4月 経営システム工学演習ⅠB 兼担 教授 林　篤裕 平成29年4月 経営システム工学演習ⅠB

兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 システムマネジメント論 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 システムマネジメント論 専任 教授 横山　淳一 平成29年4月 システムマネジメント論 専任 教授 横山　淳一 平成29年4月 システムマネジメント論

兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 数理計画 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 数理計画 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 数理計画 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 数理計画

兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 プログラムデザイン 兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 プログラムデザイン 兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 プログラムデザイン 兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 プログラムデザイン

兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 確率・統計 兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 確率・統計 兼担 准教授 川村　大伸 平成29年4月 確率・統計 兼担 准教授 川村　大伸 平成29年4月 確率・統計

兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 確率・統計 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 確率・統計 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 確率・統計 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 確率・統計

専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ

専任 准教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 専任 准教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 専任 教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 専任 教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ

専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 専任 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ

兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ

兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ

兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ

兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ

兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ

兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ

兼担 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 兼担 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 専任 教授 藤原　愼太郎 平成29年4月 経営システム工学演習Ⅱ 専任 教授 藤原　愼太郎 平成29年4月 経営システム工学演習Ⅱ

兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ

兼担 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ

兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 兼担 准教授 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ

兼担 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 兼担 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 兼担 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ 兼担 准教授 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅱ

兼担 准教授 川村　大伸 平成29年4月 経営システム工学演習Ⅱ 兼担 准教授 川村　大伸 平成29年4月 経営システム工学演習Ⅱ

兼担 助教 青山　友美 平成29年4月 経営システム工学演習Ⅱ 兼担 助教 青山　友美 平成29年4月 経営システム工学演習Ⅱ

兼担 教授 林　篤裕 平成29年4月 経営システム工学演習Ⅱ 兼担 教授 林　篤裕 平成29年4月 経営システム工学演習Ⅱ

兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 生産管理 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 生産管理 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 生産管理 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 生産管理

兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 生産管理 兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 生産管理 兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 生産管理 兼担 准教授 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 生産管理

兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 品質管理 兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 品質管理 兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 品質管理 兼任 非常勤講師 仁科　健 平成28年4月 品質管理

専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 マーケティング戦略 専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 マーケティング戦略 兼担 准教授 川村　大伸 平成29年4月 マーケティング戦略 兼担 准教授 川村　大伸 平成29年4月 マーケティング戦略

兼担 准教授 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成30年4月 マーケティング戦略

兼担 教授 越島　一郎 平成30年4月 マーケティング戦略

兼担 教授 荒川　雅裕 平成30年4月 マーケティング戦略

専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営環境 専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営環境 専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営環境 専任 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営環境

兼担 教授 小竹　暢隆 平成28年4月 経営環境 兼担 教授 小竹　暢隆 平成28年4月 経営環境 兼任 非常勤講師 小竹　暢隆 平成28年4月 経営環境

兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営環境 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営環境 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営環境 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営環境

専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA

専任 准教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 専任 准教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 専任 教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 専任 教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA

専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 専任 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA

兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA

兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA

兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA

兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA

兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA

兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA

兼担 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 兼担 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 専任 教授 藤原　愼太郎 平成29年4月 経営システム工学演習ⅢA 専任 教授 藤原　愼太郎 平成29年4月 経営システム工学演習ⅢA

兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA

兼担 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA

兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 兼担 准教授 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA

兼担 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 兼担 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 兼担 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA 兼担 准教授 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢA

兼担 准教授 川村　大伸 平成29年4月 経営システム工学演習ⅢA 兼担 准教授 川村　大伸 平成29年4月 経営システム工学演習ⅢA

兼担 助教 青山　友美 平成29年4月 経営システム工学演習ⅢA 兼担 助教 青山　友美 平成29年4月 経営システム工学演習ⅢA

兼担 教授 林　篤裕 平成29年4月 経営システム工学演習ⅢA 兼担 教授 林　篤裕 平成29年4月 経営システム工学演習ⅢA

専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB

専任 准教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 専任 准教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 専任 教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 専任 教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB

専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 専任 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB

兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB

兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB

兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB

兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB

兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB

兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB

兼担 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 兼担 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 専任 教授 藤原　愼太郎 平成29年4月 経営システム工学演習ⅢB 専任 教授 藤原　愼太郎 平成29年4月 経営システム工学演習ⅢB

兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB

兼担 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB

兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 兼担 准教授 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB

兼担 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 兼担 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 兼担 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB 兼担 准教授 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学演習ⅢB

兼担 准教授 川村　大伸 平成29年4月 経営システム工学演習ⅢB 兼担 准教授 川村　大伸 平成29年4月 経営システム工学演習ⅢB
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

職名 就任予定年月職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名 氏　　名

兼担 助教 青山　友美 平成29年4月 経営システム工学演習ⅢB 兼担 助教 青山　友美 平成29年4月 経営システム工学演習ⅢB

兼担 教授 林　篤裕 平成29年4月 経営システム工学演習ⅢB 兼担 教授 林　篤裕 平成29年4月 経営システム工学演習ⅢB

兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営心理行動科学 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営心理行動科学 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営心理行動科学 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営心理行動科学

兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営心理行動科学 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営心理行動科学 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営心理行動科学 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営心理行動科学

専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 社会セキュリティマネジメント 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 社会セキュリティマネジメント 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 社会セキュリティマネジメント 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 社会セキュリティマネジメント

兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 社会セキュリティマネジメント 兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 社会セキュリティマネジメント 兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 社会セキュリティマネジメント 専任 教授 横山　淳一 平成28年4月 社会セキュリティマネジメント

専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学応用演習 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学応用演習 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学応用演習 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学応用演習

専任 准教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学応用演習 専任 准教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学応用演習 専任 教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学応用演習 専任 教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学応用演習

専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学応用演習 専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学応用演習 専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学応用演習 専任 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学応用演習

兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学応用演習 兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学応用演習 兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学応用演習 兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学応用演習

兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学応用演習 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学応用演習 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学応用演習 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学応用演習

兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学応用演習 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学応用演習 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学応用演習 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学応用演習

兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学応用演習 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学応用演習 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学応用演習 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学応用演習

兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学応用演習 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学応用演習 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学応用演習 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学応用演習

兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学応用演習 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学応用演習 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学応用演習 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学応用演習

兼担 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 経営システム工学応用演習 兼担 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 経営システム工学応用演習 専任 教授 藤原　愼太郎 平成29年4月 経営システム工学応用演習 専任 教授 藤原　愼太郎 平成29年4月 経営システム工学応用演習

兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学応用演習 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学応用演習 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学応用演習 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学応用演習

兼担 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学応用演習 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学応用演習 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学応用演習 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学応用演習

兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学応用演習 兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学応用演習 兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学応用演習 兼担 准教授 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学応用演習

兼担 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学応用演習 兼担 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学応用演習 兼担 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学応用演習 兼担 准教授 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学応用演習

兼担 准教授 川村　大伸 平成29年4月 経営システム工学応用演習 兼担 准教授 川村　大伸 平成29年4月 経営システム工学応用演習

兼担 助教 青山　友美 平成29年4月 経営システム工学応用演習 兼担 助教 青山　友美 平成29年4月 経営システム工学応用演習

兼担 教授 林　篤裕 平成29年4月 経営システム工学応用演習 兼担 教授 林　篤裕 平成29年4月 経営システム工学応用演習

専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ

専任 准教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 専任 准教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 専任 教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 専任 教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ

専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 専任 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ

兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ

兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ

兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ

兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ

兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ

兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ

兼担 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 兼担 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 専任 教授 藤原　愼太郎 平成29年4月 経営システム工学演習Ⅳ 専任 教授 藤原　愼太郎 平成29年4月 経営システム工学演習Ⅳ

兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ

兼担 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ

兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 兼担 准教授 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ

兼担 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 兼担 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 兼担 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ 兼担 准教授 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学演習Ⅳ

兼担 准教授 川村　大伸 平成29年4月 経営システム工学演習Ⅳ 兼担 准教授 川村　大伸 平成29年4月 経営システム工学演習Ⅳ

兼担 助教 青山　友美 平成29年4月 経営システム工学演習Ⅳ 兼担 助教 青山　友美 平成29年4月 経営システム工学演習Ⅳ

兼担 教授 林　篤裕 平成29年4月 経営システム工学演習Ⅳ 兼担 教授 林　篤裕 平成29年4月 経営システム工学演習Ⅳ

専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ

専任 准教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 専任 准教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 専任 教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 専任 教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ

専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 専任 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ

兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ

兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ

兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ

兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ

兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ

兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ

兼担 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 兼担 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 専任 教授 藤原　愼太郎 平成29年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 専任 教授 藤原　愼太郎 平成29年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ

兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ

兼担 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ

兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 兼担 准教授 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ

兼担 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 兼担 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 兼担 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 兼担 准教授 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ

兼担 准教授 川村　大伸 平成29年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 兼担 准教授 川村　大伸 平成29年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ

兼担 助教 青山　友美 平成29年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 兼担 助教 青山　友美 平成29年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ

兼担 教授 林　篤裕 平成29年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ 兼担 教授 林　篤裕 平成29年4月 経営システム工学総合演習Ⅰ

専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ

専任 准教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 専任 准教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 専任 教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 専任 教授 横山　淳一 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ

専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 専任 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ

兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ

兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ

兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ

兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ

兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ

兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ

兼担 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 兼担 准教授 加藤　雄一郎 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 専任 教授 藤原　愼太郎 平成29年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 専任 教授 藤原　愼太郎 平成29年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ

兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ

兼担 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ

兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 兼担 准教授 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ

兼担 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 兼担 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 兼担 助教 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 兼担 准教授 浜口　孝司 平成28年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ

兼担 准教授 川村　大伸 平成29年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 兼担 准教授 川村　大伸 平成29年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ

兼担 助教 青山　友美 平成29年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 兼担 助教 青山　友美 平成29年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ

兼担 教授 林　篤裕 平成29年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ 兼担 教授 林　篤裕 平成29年4月 経営システム工学総合演習Ⅱ

専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 教授 犬塚　信博 平成28年4月 フレッシュマンセミナー

専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 フレッシュマンセミナー

専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 准教授 舟橋　健司 平成29年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 准教授 舟橋　健司 平成29年4月 フレッシュマンセミナー

専任 准教授 増田　理子 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 准教授 増田　理子 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 教授 増田　理子 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 専任 教授 増田　理子 平成28年4月 フレッシュマンセミナー

兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 フレッシュマンセミナー

兼担 教授 大原　繁男 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 大原　繁男 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 大原　繁男 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 特任教員 桑原　容子 平成30年4月 フレッシュマンセミナー

兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 フレッシュマンセミナー

兼担 教授 藤本　温 平成28年4月 フレッシュマンセミナー 兼担 教授 藤本　温 平成28年4月 フレッシュマンセミナー

兼担 教授 川橋　範子 平成28年4月 異文化理解 兼担 教授 川橋　範子 平成28年4月 異文化理解 兼担 教授 川橋　範子 平成28年4月 異文化理解 兼担 教授 川橋　範子 平成28年4月 異文化理解

兼任 非常勤講師 萩尾　生 平成28年4月 異文化理解 兼任 非常勤講師 萩尾　生 平成28年4月 異文化理解 兼担 准教授 金　銀珠 平成30年4月 異文化理解

兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 感性と社会 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 感性と社会 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 感性と社会 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 感性と社会

兼担 准教授 田中　優子 平成28年4月 心理学 兼担 准教授 田中　優子 平成28年4月 心理学 兼担 准教授 田中　優子 平成28年4月 心理学 兼担 准教授 田中　優子 平成28年4月 心理学

専任 准教授 増田　理子 平成28年4月 生物と環境 専任 准教授 増田　理子 平成28年4月 生物と環境 専任 教授 増田　理子 平成28年4月 生物と環境 専任 教授 増田　理子 平成28年4月 生物と環境

兼担 准教授 小田　亮 平成28年4月 生物と環境 兼担 准教授 小田　亮 平成28年4月 生物と環境 兼担 教授 小田　亮 平成28年4月 生物と環境 兼担 教授 小田　亮 平成28年4月 生物と環境
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

職名 就任予定年月職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名 氏　　名

兼担 准教授 田中　優子 平成28年4月 対人コミュニケーション論 兼担 准教授 田中　優子 平成28年4月 対人コミュニケーション論 兼担 准教授 田中　優子 平成28年4月 対人コミュニケーション論 兼担 准教授 田中　優子 平成28年4月 対人コミュニケーション論

兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本文化論 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本文化論 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本文化論 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本文化論

兼担 准教授 小田　亮 平成28年4月 人間行動学 兼担 准教授 小田　亮 平成28年4月 人間行動学 兼担 教授 小田　亮 平成28年4月 人間行動学 兼担 教授 小田　亮 平成28年4月 人間行動学

兼任 非常勤講師 池田　功毅 平成28年4月 人間行動学 兼任 非常勤講師 池田　功毅 平成28年4月 人間行動学 兼任 非常勤講師 池田　功毅 平成28年4月 人間行動学 兼任 非常勤講師 池田　功毅 平成28年4月 人間行動学

兼担 教授 永渕　康之 平成28年4月 人間社会ゼミナール 兼担 教授 永渕　康之 平成28年4月 人間社会ゼミナール 兼担 教授 永渕　康之 平成28年4月 人間社会ゼミナール 兼担 教授 川橋　範子 平成30年4月 人間社会ゼミナール

兼任 非常勤講師 磯部　美里 平成28年4月 アジア・太平洋史 兼任 非常勤講師 磯部　美里 平成28年4月 アジア・太平洋史 兼任 非常勤講師 磯部　美里 平成28年4月 アジア・太平洋史 兼任 非常勤講師 磯部　美里 平成28年4月 アジア・太平洋史

兼任 非常勤講師 秋元　悦子 平成30年4月 アジア・太平洋史

兼担 教授 川島　慶子 平成28年4月 科学技術史 兼担 教授 川島　慶子 平成28年4月 科学技術史 兼担 教授 川島　慶子 平成28年4月 科学技術史 兼担 教授 川島　慶子 平成28年4月 科学技術史

兼担 教授 川島　慶子 平成28年4月 科学思想史 兼担 教授 川島　慶子 平成28年4月 科学思想史 兼担 教授 川島　慶子 平成28年4月 科学思想史 兼担 教授 川島　慶子 平成28年4月 科学思想史

兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 科学と哲学 兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 科学と哲学 兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 科学と哲学 兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 科学と哲学

兼担 教授 永渕　康之 平成28年4月 共生社会論 兼担 教授 永渕　康之 平成28年4月 共生社会論 兼担 教授 永渕　康之 平成28年4月 共生社会論 兼任 非常勤講師 齋藤　典子 平成30年4月 共生社会論

兼任 非常勤講師 加藤　里紗 平成30年4月 共生社会論

兼任 非常勤講師 松波　京子 平成28年4月 近現代史 兼任 非常勤講師 松波　京子 平成28年4月 近現代史 兼任 非常勤講師 松波　京子 平成28年4月 近現代史 兼任 非常勤講師 松波　京子 平成28年4月 近現代史

兼担 教授 藤本　温 平成28年4月 公共の哲学 兼担 教授 藤本　温 平成28年4月 公共の哲学 兼担 教授 藤本　温 平成28年4月 公共の哲学 兼担 教授 藤本　温 平成28年4月 公共の哲学

兼担 教授 川橋　範子 平成28年4月 宗教文化論 兼担 教授 川橋　範子 平成28年4月 宗教文化論 兼担 教授 川橋　範子 平成28年4月 宗教文化論 兼担 教授 川橋　範子 平成28年4月 宗教文化論

専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経済学 専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経済学 専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経済学 専任 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経済学

兼任 非常勤講師 齋藤　典子 平成28年4月 現代社会論 兼任 非常勤講師 齋藤　典子 平成28年4月 現代社会論 兼任 非常勤講師 齋藤　典子 平成28年4月 現代社会論 兼任 非常勤講師 齋藤　典子 平成28年4月 現代社会論

兼任 非常勤講師 安武　裕和 平成28年4月 現代政治論 兼任 非常勤講師 安武　裕和 平成28年4月 現代政治論 兼任 非常勤講師 安武　裕和 平成28年4月 現代政治論 兼任 非常勤講師 安武　裕和 平成28年4月 現代政治論

兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 公共政策論 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 公共政策論 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 公共政策論 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 公共政策論

兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 生涯学習論 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 生涯学習論 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 生涯学習論 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 生涯学習論

兼担 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 情報社会論 兼担 教授 本谷　秀堅 平成28年4月 情報社会論

兼担 助教 武藤　敦子 平成28年4月 情報社会論 兼担 助教 武藤　敦子 平成28年4月 情報社会論 兼担 准教授 武藤　敦子 平成28年4月 情報社会論 専任 准教授 打矢　隆弘 平成30年4月 情報社会論

兼担 准教授 齋藤　彰一 平成28年4月 情報社会論 兼担 准教授 齋藤　彰一 平成28年4月 情報社会論 兼担 教授 齋藤　彰一 平成28年4月 情報社会論 兼担 教授 齋藤　彰一 平成28年4月 情報社会論

兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 地域研究Ⅰ 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 地域研究Ⅰ 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 地域研究Ⅰ 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 地域研究Ⅰ

兼任 非常勤講師 金　銀珠 平成28年4月 地域研究Ⅰ 兼任 非常勤講師 金　銀珠 平成28年4月 地域研究Ⅰ 兼担 准教授 金　銀珠 平成28年4月 地域研究Ⅰ 兼担 准教授 金　銀珠 平成28年4月 地域研究Ⅰ

兼任 非常勤講師 磯部　美里 平成29年4月 地域研究Ⅰ 兼任 非常勤講師 磯部　美里 平成29年4月 地域研究Ⅰ

兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 地域研究Ⅱ 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 地域研究Ⅱ 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 地域研究Ⅱ 兼担 教授 武田　竜弥 平成28年4月 地域研究Ⅱ

兼任 非常勤講師 金　銀珠 平成28年4月 地域研究Ⅱ 兼任 非常勤講師 金　銀珠 平成28年4月 地域研究Ⅱ 兼担 准教授 金　銀珠 平成28年4月 地域研究Ⅱ 兼担 准教授 金　銀珠 平成28年4月 地域研究Ⅱ

兼任 非常勤講師 磯部　美里 平成29年4月 地域研究Ⅱ 兼任 非常勤講師 吉田　仁 平成30年4月 地域研究Ⅱ

兼任 非常勤講師 小林　正嗣 平成28年4月 日本国憲法 兼任 非常勤講師 小林　正嗣 平成28年4月 日本国憲法 兼任 非常勤講師 小林　正嗣 平成28年4月 日本国憲法 兼任 非常勤講師 小林　正嗣 平成28年4月 日本国憲法

兼担 准教授 岩下　弘一 平成28年4月 線形代数Ⅰ 兼担 准教授 岩下　弘一 平成28年4月 線形代数Ⅰ 兼任 非常勤講師 新倉　保夫 平成29年4月 線形代数Ⅰ 兼担 教授 山岸　正和 平成30年4月 線形代数Ⅰ

兼担 准教授 上野　一男 平成28年4月 線形代数Ⅰ 兼担 准教授 上野　一男 平成28年4月 線形代数Ⅰ 兼担 准教授 中村　美浩 平成29年4月 線形代数Ⅰ 兼担 教授 南　範彦 平成30年4月 線形代数Ⅰ

兼担 准教授 岩下　弘一 平成28年4月 線形代数Ⅱ 兼担 准教授 岩下　弘一 平成28年4月 線形代数Ⅱ 兼任 非常勤講師 新倉　保夫 平成29年4月 線形代数Ⅱ 兼担 教授 山岸　正和 平成30年4月 線形代数Ⅱ

兼担 准教授 上野　一男 平成28年4月 線形代数Ⅱ 兼担 准教授 上野　一男 平成28年4月 線形代数Ⅱ 兼担 准教授 中村　美浩 平成29年4月 線形代数Ⅱ 兼担 教授 南　範彦 平成30年4月 線形代数Ⅱ

兼任 非常勤講師 丹羽　伸二 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習 兼任 非常勤講師 丹羽　伸二 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習 兼任 非常勤講師 丹羽　伸二 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習 兼任 非常勤講師 寺西　鎮男 平成30年4月 微分積分Ⅰ及び演習

兼担 教授 平澤　美可三 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習 兼担 教授 平澤　美可三 平成28年4月 微分積分Ⅰ及び演習 兼担 教授 南　範彦 平成29年4月 微分積分Ⅰ及び演習 兼担 教授 南　範彦 平成29年4月 微分積分Ⅰ及び演習

兼任 非常勤講師 丹羽　伸二 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習 兼任 非常勤講師 丹羽　伸二 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習 兼任 非常勤講師 丹羽　伸二 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習 兼任 非常勤講師 寺西　鎮男 平成30年4月 微分積分Ⅱ及び演習

兼担 教授 平澤　美可三 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習 兼担 教授 平澤　美可三 平成28年4月 微分積分Ⅱ及び演習 兼担 教授 南　範彦 平成29年4月 微分積分Ⅱ及び演習 兼担 教授 南　範彦 平成29年4月 微分積分Ⅱ及び演習

兼担 教授 大原　繁男 平成28年4月 力学 兼担 教授 大原　繁男 平成28年4月 力学 兼担 准教授 伊藤　桂 平成29年4月 力学 兼担 准教授 伊藤　桂 平成29年4月 力学

兼担 教授 壬生　攻 平成28年4月 力学 兼担 教授 壬生　攻 平成28年4月 力学 専任 准教授 濱中　泰 平成29年4月 力学 専任 教授 濱中　泰 平成29年4月 力学

兼担 准教授 内藤　隆 平成28年4月 物理学演習Ⅰ 兼担 准教授 内藤　隆 平成28年4月 物理学演習Ⅰ 専任 助教 岩本　悠宏 平成29年4月 物理学演習Ⅰ 専任 助教 岩本　悠宏 平成29年4月 物理学演習Ⅰ

兼担 教授 大原　繁男 平成28年4月 物理学演習Ⅰ 兼担 教授 大原　繁男 平成28年4月 物理学演習Ⅰ 兼担 教授 大原　繁男 平成28年4月 物理学演習Ⅰ 兼担 教授 大原　繁男 平成28年4月 物理学演習Ⅰ

兼担 准教授 伊藤　桂 平成28年4月 電磁気学 兼担 准教授 伊藤　桂 平成28年4月 電磁気学 兼担 准教授 伊藤　桂 平成28年4月 電磁気学 兼担 准教授 伊藤　桂 平成28年4月 電磁気学

兼担 准教授 在田　謙一郎 平成28年4月 物理学演習Ⅱ 兼担 准教授 在田　謙一郎 平成28年4月 物理学演習Ⅱ 兼担 准教授 在田　謙一郎 平成28年4月 物理学演習Ⅱ 兼担 准教授 在田　謙一郎 平成28年4月 物理学演習Ⅱ

兼担 教授 大原　繁男 平成28年4月 物理学演習Ⅱ 兼担 教授 大原　繁男 平成28年4月 物理学演習Ⅱ 兼担 教授 大原　繁男 平成28年4月 物理学演習Ⅱ 兼担 教授 大原　繁男 平成28年4月 物理学演習Ⅱ

兼担 助教 松本　裕司 平成28年4月 物理学実験 兼担 助教 松本　裕司 平成28年4月 物理学実験 専任 助教 岩本　悠宏 平成29年4月 物理学実験 専任 助教 岩本　悠宏 平成29年4月 物理学実験

兼担 助教 高柳　真司 平成28年4月 物理学実験 兼担 助教 高柳　真司 平成28年4月 物理学実験 兼担 助教 高柳　真司 平成28年4月 物理学実験 兼担 助教 高柳　真司 平成28年4月 物理学実験

兼担 助教 小林　亮 平成29年4月 物理学実験 兼担 助教 小林　亮 平成29年4月 物理学実験

兼担 助教 北川　亘 平成29年4月 物理学実験 兼担 准教授 北川　亘 平成29年4月 物理学実験

兼担 助教 木村　耕治 平成29年4月 物理学実験 兼担 助教 木村　耕治 平成29年4月 物理学実験

兼担 助教 金　鎔煥 平成29年4月 物理学実験 兼担 助教 金　鎔煥 平成29年4月 物理学実験

兼担 助教 庄　建治朗 平成29年4月 物理学実験 兼担 助教 武田　健太 平成30年4月 物理学実験

専任 助教 田口　亮 平成29年4月 物理学実験 専任 准教授 田口　亮 平成29年4月 物理学実験

兼担 助教 浜口　孝司 平成29年4月 物理学実験 兼担 准教授 浜口　孝司 平成29年4月 物理学実験

兼担 教授 多賀　圭次郎 平成28年4月 基礎化学 兼担 教授 多賀　圭次郎 平成28年4月 基礎化学 兼担 准教授 園山　範之 平成29年4月 基礎化学 兼担 准教授 園山　範之 平成29年4月 基礎化学

専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 化学結合論 専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 化学結合論 専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 化学結合論 専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 化学結合論

専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 化学実験 専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 化学実験 専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 化学実験 専任 教授 猪股　克弘 平成28年4月 化学実験

専任 教授 高須　昭則 平成28年4月 化学実験 専任 教授 高須　昭則 平成28年4月 化学実験 専任 教授 高須　昭則 平成28年4月 化学実験 専任 教授 高須　昭則 平成28年4月 化学実験

専任 教授 柿本　健一 平成28年4月 化学実験 専任 教授 柿本　健一 平成28年4月 化学実験 専任 教授 柿本　健一 平成28年4月 化学実験 専任 教授 柿本　健一 平成28年4月 化学実験

専任 教授 春日　敏宏 平成28年4月 化学実験 専任 教授 春日　敏宏 平成28年4月 化学実験 専任 教授 春日　敏宏 平成28年4月 化学実験 専任 教授 春日　敏宏 平成28年4月 化学実験

専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 小野　克彦 平成28年4月 化学実験

専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 化学実験

専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 前田　浩孝 平成28年4月 化学実験

専任 准教授 横田　壮司 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 横田　壮司 平成28年4月 化学実験 専任 助教 渕上　輝顕 平成29年4月 化学実験 専任 助教 渕上　輝顕 平成29年4月 化学実験

専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 化学実験 専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 化学実験 専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 化学実験 専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 化学実験

専任 助教 松岡　真一 平成28年4月 化学実験 専任 助教 松岡　真一 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 松岡　真一 平成28年4月 化学実験 専任 准教授 松岡　真一 平成28年4月 化学実験

兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 化学実験 兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 化学実験 兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 化学実験 兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 化学実験

兼担 准教授 安井　孝志 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 安井　孝志 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 安井　孝志 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 安井　孝志 平成28年4月 化学実験

兼担 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 小笠原　理紀 平成29年4月 化学実験 兼担 准教授 小笠原　理紀 平成29年4月 化学実験

兼担 准教授 羽田　政明 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 羽田　政明 平成28年4月 化学実験 兼担 助教 近藤　政晴 平成29年4月 化学実験 兼担 助教 近藤　政晴 平成29年4月 化学実験

兼担 准教授 永田　謙二 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 永田　謙二 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 永田　謙二 平成28年4月 化学実験

兼担 准教授 園山　範之 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 園山　範之 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 園山　範之 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 園山　範之 平成28年4月 化学実験

兼担 准教授 岡本　茂 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 岡本　茂 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 岡本　茂 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 岡本　茂 平成28年4月 化学実験

兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 化学実験

兼担 准教授 岩田　修一 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 岩田　修一 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 岩田　修一 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 岩田　修一 平成28年4月 化学実験

兼担 准教授 吉水　広明 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 吉水　広明 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 吉水　広明 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 吉水　広明 平成28年4月 化学実験

兼担 准教授 吉野　明広 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 吉野　明広 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 吉野　明広 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 吉野　明広 平成28年4月 化学実験

兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 化学実験

兼担 准教授 橋本　忍 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 橋本　忍 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 橋本　忍 平成28年4月 化学実験

兼担 准教授 高田　主岳 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 高田　主岳 平成28年4月 化学実験 兼担 助教 住井　裕司 平成29年4月 化学実験 兼担 助教 住井　裕司 平成29年4月 化学実験

兼担 准教授 高木　幸治 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 高木　幸治 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 高木　幸治 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 高木　幸治 平成28年4月 化学実験

兼担 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 山本　勝宏 平成28年4月 化学実験

兼担 准教授 志田　典弘 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 志田　典弘 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 志田　典弘 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 志田　典弘 平成28年4月 化学実験

兼担 准教授 出羽　毅久 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 出羽　毅久 平成28年4月 化学実験 兼担 助教 前田　友梨 平成29年4月 化学実験 兼担 助教 前田　友梨 平成29年4月 化学実験

兼担 准教授 小幡　亜希子 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 小幡　亜希子 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 小幡　亜希子 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 小幡　亜希子 平成28年4月 化学実験

兼担 准教授 小澤　智宏 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 小澤　智宏 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 小澤　智宏 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 小澤　智宏 平成28年4月 化学実験

兼担 准教授 水野　稔久 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 水野　稔久 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 水野　稔久 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 水野　稔久 平成28年4月 化学実験

兼担 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 杉本　英樹 平成28年4月 化学実験
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

職名 就任予定年月職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名 氏　　名

兼担 准教授 浅香　透 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 浅香　透 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 浅香　透 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 浅香　透 平成28年4月 化学実験

兼担 准教授 早川　知克 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 早川　知克 平成28年4月 化学実験 兼担 助教 片山　耕大 平成29年4月 化学実験 兼担 助教 片山　耕大 平成29年4月 化学実験

兼担 准教授 大北　雅一 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 大北　雅一 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 大北　雅一 平成28年4月 化学実験

兼担 准教授 中山　将伸 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 中山　将伸 平成28年4月 化学実験 兼担 助教 森　万也香 平成29年4月 化学実験 兼担 助教 森　万也香 平成29年4月 化学実験

兼担 准教授 中村　修一 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 中村　修一 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 中村　修一 平成28年4月 化学実験

兼担 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 化学実験

兼担 准教授 白井　孝 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 白井　孝 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 白井　孝 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 白井　孝 平成28年4月 化学実験

兼担 准教授 迫　克也 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 迫　克也 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 迫　克也 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 迫　克也 平成28年4月 化学実験

兼担 准教授 平下　恒久 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 平下　恒久 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 平下　恒久 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 平下　恒久 平成28年4月 化学実験

兼担 准教授 北川　慎也 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 北川　慎也 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 北川　慎也 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 北川　慎也 平成28年4月 化学実験

兼担 准教授 籠宮　功 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 籠宮　功 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 籠宮　功 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 籠宮　功 平成28年4月 化学実験

兼担 助教 井上　圭一 平成28年4月 化学実験 兼担 助教 井上　圭一 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 井上　圭一 平成28年4月 化学実験

兼担 助教 塩塚　理仁 平成28年4月 化学実験 兼担 助教 塩塚　理仁 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 塩塚　理仁 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 塩塚　理仁 平成28年4月 化学実験

兼担 助教 岩田　達也 平成28年4月 化学実験 兼担 助教 岩田　達也 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 石井　大佑 平成29年4月 化学実験 兼担 准教授 石井　大佑 平成29年4月 化学実験

兼担 助教 古川　陽輝 平成28年4月 化学実験 兼担 助教 古川　陽輝 平成28年4月 化学実験 兼担 助教 古川　陽輝 平成28年4月 化学実験 兼担 助教 古川　陽輝 平成28年4月 化学実験

兼担 助教 石井　陽祐 平成28年4月 化学実験 兼担 助教 石井　陽祐 平成28年4月 化学実験 兼担 助教 石井　陽祐 平成28年4月 化学実験 兼担 助教 石井　陽祐 平成28年4月 化学実験

兼担 助教 大幸　裕介 平成28年4月 化学実験 兼担 助教 大幸　裕介 平成28年4月 化学実験 兼担 助教 大幸　裕介 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 大幸　裕介 平成28年4月 化学実験

兼担 助教 南雲　亮 平成28年4月 化学実験 兼担 助教 南雲　亮 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 南雲　亮 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 南雲　亮 平成28年4月 化学実験

兼担 助教 飯國　良規 平成28年4月 化学実験 兼担 助教 飯國　良規 平成28年4月 化学実験 兼担 助教 飯國　良規 平成28年4月 化学実験 兼担 助教 飯國　良規 平成28年4月 化学実験

兼担 助教 本多　沢雄 平成28年4月 化学実験 兼担 助教 本多　沢雄 平成28年4月 化学実験 兼担 助教 本多　沢雄 平成28年4月 化学実験 兼担 助教 本多　沢雄 平成28年4月 化学実験

兼担 助教 柳生　剛義 平成28年4月 化学実験 兼担 助教 柳生　剛義 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 柳生　剛義 平成28年4月 化学実験 兼担 准教授 柳生　剛義 平成28年4月 化学実験

兼担 助教 信川　省吾 平成29年4月 化学実験 兼担 助教 信川　省吾 平成29年4月 化学実験

兼担 助教 林　幹大 平成29年4月 化学実験 兼担 助教 林　幹大 平成29年4月 化学実験

兼担 助教 吉井　達之 平成29年4月 化学実験 兼担 助教 吉井　達之 平成29年4月 化学実験

兼担 助教 谷端　直人 平成29年4月 化学実験 兼担 助教 谷端　直人 平成29年4月 化学実験

兼担 助教 漆原　大典 平成30年4月 化学実験

兼担 教授 水谷　章夫 平成28年4月 地球科学 兼担 教授 水谷　章夫 平成28年4月 地球科学 兼担 教授 張　鋒 平成29年4月 地球科学 兼担 教授 張　鋒 平成29年4月 地球科学

兼担 教授 越島　一郎 平成28年4月 地球科学 兼担 教授 越島　一郎 平成28年4月 地球科学

兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 生体機能科学 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 生体機能科学 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 生体機能科学 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 生体機能科学

兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 生体機能科学 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 生体機能科学 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 生体機能科学 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 生体機能科学

兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 生体機能科学 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 生体機能科学 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 生体機能科学 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 生体機能科学

兼担 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 生体機能科学 兼担 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 生体機能科学 兼任 非常勤講師 関　豪 平成29年4月 生体機能科学 兼任 非常勤講師 関　豪 平成29年4月 生体機能科学

兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 生体機能科学 兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 生体機能科学 兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 生体機能科学 兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 生体機能科学

兼担 教授 佐野　明人 平成28年4月 生体機能科学 兼担 教授 佐野　明人 平成28年4月 生体機能科学 兼担 教授 佐野　明人 平成28年4月 生体機能科学 兼担 教授 佐野　明人 平成28年4月 生体機能科学

兼担 教授 松本　健郎 平成28年4月 生体機能科学 兼担 教授 松本　健郎 平成28年4月 生体機能科学 兼担 准教授 小笠原　理紀 平成29年4月 生体機能科学

兼担 准教授 吉野　明広 平成28年4月 生体機能科学 兼担 准教授 吉野　明広 平成28年4月 生体機能科学 兼担 准教授 吉野　明広 平成28年4月 生体機能科学 兼担 准教授 吉野　明広 平成28年4月 生体機能科学

兼担 教授 大桑　哲男 平成28年4月 生体機能科学 兼担 教授 大桑　哲男 平成28年4月 生体機能科学 兼担 准教授 杉田　修啓 平成29年4月 生体機能科学 兼担 准教授 杉田　修啓 平成29年4月 生体機能科学

兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 生体機能科学 兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 生体機能科学 兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 生体機能科学 兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 生体機能科学

兼担 教授 青木　純 平成28年4月 生体機能科学 兼担 教授 青木　純 平成28年4月 生体機能科学 兼担 教授 青木　純 平成28年4月 生体機能科学

兼担 准教授 出羽　毅久 平成28年4月 生体機能科学 兼担 准教授 出羽　毅久 平成28年4月 生体機能科学 兼担 教授 出羽　毅久 平成28年4月 生体機能科学

兼任 非常勤講師 村上　太郎 平成29年4月 生体機能科学 兼任 非常勤講師 村上　太郎 平成29年4月 生体機能科学

専任 教授 岩田　真 平成28年4月 産業論 専任 教授 岩田　真 平成28年4月 産業論 専任 教授 岩田　真 平成28年4月 産業論 専任 教授 岩田　真 平成28年4月 産業論

兼担 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 産業論 兼担 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 産業論 兼担 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 産業論 兼担 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 産業論

兼担 教授 壬生　攻 平成28年4月 産業論 兼担 教授 壬生　攻 平成28年4月 産業論 兼担 教授 壬生　攻 平成28年4月 産業論 兼担 教授 壬生　攻 平成28年4月 産業論

兼担 教授 北村　憲彦 平成28年4月 産業論 兼担 教授 北村　憲彦 平成28年4月 産業論 兼担 教授 北村　憲彦 平成28年4月 産業論 兼担 教授 北村　憲彦 平成28年4月 産業論

兼担 教授 片山　喜章 平成28年4月 産業論 兼担 教授 片山　喜章 平成28年4月 産業論 兼担 教授 片山　喜章 平成28年4月 産業論 兼担 教授 片山　喜章 平成28年4月 産業論

兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 産業論 兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 産業論 兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 産業論 兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 産業論

兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 金融学 兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 金融学 兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 金融学 兼担 准教授 川村　大伸 平成30年4月 金融学

兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 法工学 兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 法工学 兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 法工学 専任 教授 市川　洋 平成30年4月 法工学

専任 准教授 増田　理子 平成28年4月 法工学 専任 准教授 増田　理子 平成28年4月 法工学 専任 教授 増田　理子 平成28年4月 法工学 専任 教授 増田　理子 平成28年4月 法工学

兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 法工学 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 法工学 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 法工学 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 法工学

兼担 教授 萩原　正弥 平成28年4月 法工学 兼担 教授 萩原　正弥 平成28年4月 法工学 兼担 教授 萩原　正弥 平成28年4月 法工学 兼担 教授 萩原　正弥 平成28年4月 法工学

兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 法工学 兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 法工学 兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 法工学 専任 教授 渡辺　研司 平成30年4月 法工学

兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 法工学 兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 法工学 兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 法工学 兼担 教授 高木　繁 平成28年4月 法工学

兼担 准教授 安井　晋示 平成28年4月 法工学 兼担 准教授 安井　晋示 平成28年4月 法工学 兼担 教授 安井　晋示 平成28年4月 法工学 兼担 教授 安井　晋示 平成28年4月 法工学

兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 法工学 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 法工学 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 法工学 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 法工学

兼担 准教授 米谷　昭彦 平成28年4月 法工学 兼担 准教授 米谷　昭彦 平成28年4月 法工学 兼担 准教授 米谷　昭彦 平成28年4月 法工学 兼担 准教授 米谷　昭彦 平成28年4月 法工学

兼担 教授 水谷　章夫 平成28年4月 法工学 兼担 教授 水谷　章夫 平成28年4月 法工学 兼任 非常勤講師 水谷　章夫 平成28年4月 法工学

兼任 非常勤講師 濱田　恵美子 平成28年4月 知的財産権 兼任 非常勤講師 濱田　恵美子 平成28年4月 知的財産権 兼任 非常勤講師 濱田　恵美子 平成28年4月 知的財産権 兼任 非常勤講師 鈴木　恵美 平成30年4月 知的財産権

兼担 准教授 矢野　卓真 平成28年4月 知的財産権 兼担 准教授 矢野　卓真 平成28年4月 知的財産権 兼担 准教授 矢野　卓真 平成28年4月 知的財産権 兼担 准教授 矢野　卓真 平成28年4月 知的財産権

専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 マーケティング 専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 マーケティング 専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 マーケティング 兼担 教授 藤田　素弘 平成30年4月 マーケティング

兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 マーケティング 兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 マーケティング 兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 マーケティング 兼任 非常勤講師 小林　富雄 平成30年4月 マーケティング

兼任 非常勤講師 土屋　仁志 平成30年4月 マーケティング

専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営戦略 専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営戦略 専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営戦略 専任 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 経営戦略

兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営戦略 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営戦略 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営戦略 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 経営戦略

専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 政策科学 専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 政策科学 専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 政策科学 専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 政策科学

専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 政策科学 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 政策科学 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 政策科学 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 政策科学

兼任 非常勤講師 井澤　知旦 平成30年4月 政策科学

兼任 非常勤講師 足立　直樹 平成28年4月 会計学 兼任 非常勤講師 足立　直樹 平成28年4月 会計学 兼任 非常勤講師 足立　直樹 平成28年4月 会計学 兼任 非常勤講師 足立　直樹 平成28年4月 会計学

兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 工学倫理 兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 工学倫理 兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 工学倫理 兼担 教授 瀬口　昌久 平成28年4月 工学倫理

兼担 教授 藤本　温 平成28年4月 工学倫理 兼担 教授 藤本　温 平成28年4月 工学倫理 兼担 教授 藤本　温 平成28年4月 工学倫理 兼担 教授 藤本　温 平成28年4月 工学倫理

専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 管理工学 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 管理工学 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 管理工学 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 管理工学

専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 管理工学 専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 管理工学 専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 管理工学 専任 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 管理工学

専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 管理工学 専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 管理工学 専任 准教授 永田　和寿 平成28年4月 管理工学 専任 教授 横山　淳一 平成30年4月 管理工学

兼担 助教 吉田　亮 平成28年4月 管理工学 兼担 助教 吉田　亮 平成28年4月 管理工学 兼担 助教 吉田　亮 平成28年4月 管理工学 兼担 助教 青山　友美 平成30年4月 管理工学

兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 仁科　健 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 川村　大伸 平成30年4月 管理工学

兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 橋本　芳宏 平成28年4月 管理工学

兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 中出　康一 平成28年4月 管理工学

兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 鷲見　克典 平成28年4月 管理工学

兼担 教授 小竹　暢隆 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 小竹　暢隆 平成28年4月 管理工学 兼任 非常勤講師 小竹　暢隆 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 浜口　孝司 平成30年4月 管理工学

兼担 教授 越島　一郎 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 越島　一郎 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 越島　一郎 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 越島　一郎 平成28年4月 管理工学

兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 管理工学 兼担 教授 荒川　雅裕 平成28年4月 管理工学

兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 管理工学

兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 管理工学

兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 管理工学

兼担 助教 石井　成 平成28年4月 管理工学 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 管理工学 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 管理工学 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 管理工学

兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 管理工学 兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 管理工学 兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 管理工学 兼担 准教授 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 管理工学

兼担 准教授 武藤　敦子 平成30年4月 管理工学
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

職名 就任予定年月職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名 氏　　名

兼担 教授 中野　功 平成28年4月 労働者管理基礎論 兼担 教授 中野　功 平成28年4月 労働者管理基礎論 兼担 教授 中野　功 平成28年4月 労働者管理基礎論 兼担 教授 中野　功 平成28年4月 労働者管理基礎論

兼担 准教授 冨田　悟江 平成28年4月 労働者管理基礎論 兼担 准教授 冨田　悟江 平成28年4月 労働者管理基礎論 兼担 准教授 冨田　悟江 平成28年4月 労働者管理基礎論

兼担 助教 吉田　亮 平成28年4月 労働者管理基礎論 兼担 助教 吉田　亮 平成28年4月 労働者管理基礎論 兼担 助教 吉田　亮 平成28年4月 労働者管理基礎論

専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 教授 井戸田　秀樹 平成28年4月 ものづくりとデザイン

専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 教授 兼田　敏之 平成28年4月 ものづくりとデザイン

専任 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 准教授 石松　丈佳 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 教授 石松　丈佳 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 教授 石松　丈佳 平成28年4月 ものづくりとデザイン

専任 准教授 北川　啓介 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 准教授 北川　啓介 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 准教授 北川　啓介 平成28年4月 ものづくりとデザイン 専任 教授 北川　啓介 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 市之瀬　敏勝 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 教授 河邊　伸二 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 河邊　伸二 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 河邊　伸二 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 河邊　伸二 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 教授 麓　和善 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 麓　和善 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 麓　和善 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 麓　和善 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 教授 井上　雅弘 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 井上　雅弘 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 井上　雅弘 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 井上　雅弘 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 藤岡　伸子 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 佐藤　篤司 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 夏目　欣昇 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 助教 須藤　美音 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 助教 須藤　美音 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 須藤　美音 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 須藤　美音 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 准教授 梅村　恒 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 梅村　恒 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 梅村　恒 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 梅村　恒 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 准教授 小松　義典 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 小松　義典 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 小松　義典 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 小松　義典 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 准教授 須藤　正時 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 須藤　正時 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 須藤　正時 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 須藤　正時 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 助教 伊藤　洋介 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 助教 伊藤　洋介 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 助教 伊藤　洋介 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 助教 伊藤　洋介 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 助教 寺田　勝三 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 助教 寺田　勝三 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 助教 寺田　勝三 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 助教 寺田　勝三 平成28年4月 ものづくりとデザイン

兼担 助教 高橋　之 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 助教 高橋　之 平成28年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 加茂　紀和子 平成29年4月 ものづくりとデザイン 兼担 教授 加茂　紀和子 平成29年4月 ものづくりとデザイン

兼担 准教授 楠原　文雄 平成29年4月 ものづくりとデザイン 兼担 准教授 楠原　文雄 平成29年4月 ものづくりとデザイン

専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 自治体行政 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 自治体行政 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 自治体行政

専任 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 コミュニティと技術 専任 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 コミュニティと技術 専任 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 コミュニティと技術 専任 教授 伊藤　孝行 平成28年4月 コミュニティと技術

専任 教授 加藤　昇平 平成28年4月 コミュニティと技術 専任 教授 加藤　昇平 平成28年4月 コミュニティと技術 専任 教授 加藤　昇平 平成28年4月 コミュニティと技術 専任 教授 加藤　昇平 平成28年4月 コミュニティと技術

専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 コミュニティと技術 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 コミュニティと技術 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 コミュニティと技術 専任 教授 秀島　栄三 平成28年4月 コミュニティと技術

専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 コミュニティと技術 専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 コミュニティと技術 専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 コミュニティと技術 専任 准教授 船瀬　新王 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 助教 浜口　孝司 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 助教 浜口　孝司 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 助教 浜口　孝司 平成28年4月 コミュニティと技術 専任 教授 横山　淳一 平成30年4月 コミュニティと技術

兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 コミュニティと技術 兼任 非常勤講師 大貫　徹 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 准教授 小田　亮 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 小田　亮 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 小田　亮 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 教授 小田　亮 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 伊藤　孝紀 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 上原　直人 平成28年4月 コミュニティと技術

兼任 非常勤講師 濱田　恵美子 平成28年4月 コミュニティと技術 兼任 非常勤講師 濱田　恵美子 平成28年4月 コミュニティと技術 兼任 非常勤講師 濱田　恵美子 平成28年4月 コミュニティと技術 兼任 非常勤講師 濱田　恵美子 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 助教 石井　成 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 助教 石井　成 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 助教 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 コミュニティと技術 兼担 准教授 Ｓｕｎ　Ｊｉｎｇ 平成28年4月 コミュニティと技術

兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 男女共同参画社会論 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 男女共同参画社会論 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 男女共同参画社会論 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 男女共同参画社会論

兼任 非常勤講師 乙部　由子 平成28年4月 男女共同参画社会論 兼任 非常勤講師 乙部　由子 平成28年4月 男女共同参画社会論 兼任 非常勤講師 乙部　由子 平成28年4月 男女共同参画社会論 兼担 特任教員 乙部　由子 平成28年4月 男女共同参画社会論

兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 企業経営 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 企業経営 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 企業経営 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 企業経営

兼担 特任教員 高井　一 平成28年4月 キャリア・コミュニケーション論 兼担 特任教員 高井　一 平成28年4月 キャリア・コミュニケーション論 兼任 非常勤講師 袴田　和子 平成30年4月 キャリア・コミュニケーション論

専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 食糧工学 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 食糧工学 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 食糧工学 専任 教授 渡辺　研司 平成28年4月 食糧工学

専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 食糧工学 専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 食糧工学 専任 准教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 食糧工学 専任 教授 徳丸　宜穂 平成28年4月 食糧工学

専任 准教授 増田　理子 平成28年4月 食糧工学 専任 准教授 増田　理子 平成28年4月 食糧工学 専任 教授 増田　理子 平成28年4月 食糧工学 専任 教授 増田　理子 平成28年4月 食糧工学

兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 食糧工学

兼担 教授 多田　豊 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 多田　豊 平成28年4月 食糧工学 兼任 非常勤講師 多田　豊 平成28年4月 食糧工学 兼任 非常勤講師 多田　豊 平成28年4月 食糧工学

兼担 教授 藤　正督 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 藤　正督 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 藤　正督 平成28年4月 食糧工学 兼担 教授 藤　正督 平成28年4月 食糧工学

兼担 准教授 上原　匠 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 上原　匠 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 上原　匠 平成28年4月 食糧工学

兼担 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 鈴木　弘司 平成28年4月 食糧工学

兼担 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 岩本　政巳 平成28年4月 食糧工学

兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 神田　幸治 平成28年4月 食糧工学

兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 小島　貢利 平成28年4月 食糧工学

兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 食糧工学 兼担 准教授 竹野　忠弘 平成28年4月 食糧工学

兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 キャリアデザイン 兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 キャリアデザイン 兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 キャリアデザイン 兼担 教授 山下　啓司 平成28年4月 キャリアデザイン

兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成29年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成30年4月 Academic EnglishⅠ

兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅠ

兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 教授 大貫　徹 平成29年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成30年4月 Academic EnglishⅠ

兼担 准教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅠ

兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅠ

兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成29年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成29年4月 Academic EnglishⅠ

兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成29年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成29年4月 Academic EnglishⅠ

兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 Academic EnglishⅠ

兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅠ

兼任 非常勤講師 Ｐｕｄｗｉｌｌ　Ｌａｒｒｙ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ｐｕｄｗｉｌｌ　Ｌａｒｒｙ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ｐｕｄｗｉｌｌ　Ｌａｒｒｙ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ｐｕｄｗｉｌｌ　Ｌａｒｒｙ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ

兼任 非常勤講師 佐藤　真理 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 佐藤　真理 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 佐藤　真理 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 佐藤　真理 平成28年4月 Academic EnglishⅠ

兼任 非常勤講師 浅井　淳 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 浅井　淳 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 浅井　淳 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 浅井　淳 平成28年4月 Academic EnglishⅠ

兼任 非常勤講師 梅村フィデス　スザンヌ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 梅村フィデス　スザンヌ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 梅村フィデス　スザンヌ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 梅村フィデス　スザンヌ 平成28年4月 Academic EnglishⅠ

兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成29年4月 Academic EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成29年4月 Academic EnglishⅠ

兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成29年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成30年4月 Academic EnglishⅡ

兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅡ

兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 教授 大貫　徹 平成29年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成30年4月 Academic EnglishⅡ

兼担 准教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅡ

兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅡ

兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成29年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成29年4月 Academic EnglishⅡ

兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成29年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成29年4月 Academic EnglishⅡ

兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 Academic EnglishⅡ

兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅡ

兼任 非常勤講師 Ｐｕｄｗｉｌｌ　Ｌａｒｒｙ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ｐｕｄｗｉｌｌ　Ｌａｒｒｙ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ｐｕｄｗｉｌｌ　Ｌａｒｒｙ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ｐｕｄｗｉｌｌ　Ｌａｒｒｙ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ

兼任 非常勤講師 佐藤　真理 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 佐藤　真理 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 佐藤　真理 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 佐藤　真理 平成28年4月 Academic EnglishⅡ

兼任 非常勤講師 浅井　淳 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 浅井　淳 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 浅井　淳 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 浅井　淳 平成28年4月 Academic EnglishⅡ

兼任 非常勤講師 梅村フィデス　スザンヌ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 梅村フィデス　スザンヌ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 梅村フィデス　スザンヌ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 梅村フィデス　スザンヌ 平成28年4月 Academic EnglishⅡ

兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成29年4月 Academic EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成29年4月 Academic EnglishⅡ

兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼担 准教授 吉田　江依子 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 吉田　江依子 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 教授 吉田　江依子 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 横越　梓 平成30年4月 English SeminarⅠ

兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Binford Paul Kenneth 平成29年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Binford Paul Kenneth 平成29年4月 English SeminarⅠ

兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 English SeminarⅠ
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

職名 就任予定年月職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名 氏　　名

兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼任 非常勤講師 Parsons John Joseph 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Parsons John Joseph 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Parsons John Joseph 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Parsons John Joseph 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼任 非常勤講師 高橋　妙子 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 高橋　妙子 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 高橋　妙子 平成28年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 高橋　妙子 平成28年4月 English SeminarⅠ

兼任 非常勤講師 尾山　晋 平成29年4月 English SeminarⅠ 兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成30年4月 English SeminarⅠ

兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼担 准教授 吉田　江依子 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 吉田　江依子 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 教授 吉田　江依子 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 横越　梓 平成30年4月 English SeminarⅡ

兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Binford Paul Kenneth 平成29年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Binford Paul Kenneth 平成29年4月 English SeminarⅡ

兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｃｌａｙｄｏｎ　Ｐｅｔｅｒ 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼任 非常勤講師 Parsons John Joseph 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Parsons John Joseph 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Parsons John Joseph 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Parsons John Joseph 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼任 非常勤講師 高橋　妙子 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 高橋　妙子 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 高橋　妙子 平成28年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 高橋　妙子 平成28年4月 English SeminarⅡ

兼任 非常勤講師 尾山　晋 平成29年4月 English SeminarⅡ 兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成30年4月 English SeminarⅡ

兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 大貫　徹 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼担 准教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼任 非常勤講師 Ｃｏｎｒａｄ　Ｂｕｃｓｉｓ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｃｏｎｒａｄ　Ｂｕｃｓｉｓ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｃｏｎｒａｄ　Ｂｕｃｓｉｓ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｃｏｎｒａｄ　Ｂｕｃｓｉｓ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成30年4月 Academic EnglishⅢ

兼任 非常勤講師 石川　淳子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 石川　淳子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 石川　淳子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 石川　淳子 平成28年4月 Academic EnglishⅢ

兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成28年4月 Academic EnglishⅢ 兼任 非常勤講師 Ｔｉｍｏｔｈｙ　Ｆ．　Ｄａｙ 平成30年4月 Academic EnglishⅢ

兼担 准教授 Essertier Joseph 平成29年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成29年4月 Academic EnglishⅢ

兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成29年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成29年4月 Academic EnglishⅢ

兼担 教授 永井　正司 平成29年4月 Academic EnglishⅢ 兼担 教授 永井　正司 平成29年4月 Academic EnglishⅢ

兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 准教授 横越　梓 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 教授 吉田　江依子 平成30年4月 Academic EnglishⅣ

兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成29年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 准教授 ＱＵＩＮＮ　ＫＥＬＬＹ 平成29年4月 Academic EnglishⅣ

兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ

兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 Academic EnglishⅣ

兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 教授 石川　有香 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 教授 永井　正司 平成29年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 教授 永井　正司 平成29年4月 Academic EnglishⅣ

兼担 准教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 准教授 吉田　江依子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成29年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成29年4月 Academic EnglishⅣ

兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Landsberry Lauren 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成30年4月 Academic EnglishⅣ

兼任 非常勤講師 石川　淳子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 石川　淳子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 石川　淳子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 石川　淳子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ

兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 鈴木　繁夫 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼担 教授 石川　有香 平成30年4月 Academic EnglishⅣ

兼任 非常勤講師 Ｃｏｎｒａｄ　Ｂｕｃｓｉｓ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Ｃｏｎｒａｄ　Ｂｕｃｓｉｓ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Ｃｏｎｒａｄ　Ｂｕｃｓｉｓ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Ｃｏｎｒａｄ　Ｂｕｃｓｉｓ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ

兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Ｊｏｅ　Ｓｉｃｈｉ 平成28年4月 Academic EnglishⅣ

兼任 非常勤講師 高橋　妙子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 高橋　妙子 平成28年4月 Academic EnglishⅣ 兼任 非常勤講師 Ismail Mehboobkhan 平成30年4月 Academic EnglishⅣ

兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Global EnglishⅠ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Global EnglishⅠ 兼担 教授 永井　正司 平成28年4月 Global EnglishⅠ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成30年4月 Global EnglishⅠ

兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Global EnglishⅠ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Global EnglishⅠ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Global EnglishⅠ 兼担 准教授 ＣＵＬＬＥＮ　ＢＲＩＡＮ 平成28年4月 Global EnglishⅠ

兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 Global EnglishⅠ 兼任 非常勤講師 Ｃｈａｍｂｅｒｓ　Ｔｉｍ 平成28年4月 Global EnglishⅠ

兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 Global EnglishⅡ 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 Global EnglishⅡ 兼担 教授 大貫　徹 平成28年4月 Global EnglishⅡ 兼担 准教授 Essertier Joseph 平成30年4月 Global EnglishⅡ

兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Global EnglishⅡ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Global EnglishⅡ 兼担 准教授 松浦　千佳子 平成28年4月 Global EnglishⅡ

兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 Global EnglishⅡ 兼任 非常勤講師 Ｈｉｎｎａｎｔ　Ｒｕｄｏｌｐｈ 平成28年4月 Global EnglishⅡ

兼担 教授 大桑　哲男 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼担 教授 大桑　哲男 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼担 准教授 花井　淑晃 平成29年4月 体育実技Ⅰ 兼担 准教授 花井　淑晃 平成29年4月 体育実技Ⅰ

兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 体育実技Ⅰ

兼任 非常勤講師 関　豪 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼任 非常勤講師 関　豪 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼任 非常勤講師 関　豪 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼任 非常勤講師 関　豪 平成28年4月 体育実技Ⅰ

兼任 非常勤講師 坂田　利弘 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼任 非常勤講師 坂田　利弘 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼任 非常勤講師 坂田　利弘 平成28年4月 体育実技Ⅰ 兼任 非常勤講師 坂田　利弘 平成28年4月 体育実技Ⅰ

兼担 准教授 小笠原　理紀 平成29年4月 体育実技Ⅰ 兼担 教授 伊藤　宏 平成30年4月 体育実技Ⅰ

兼担 准教授 和坂　俊昭 平成29年4月 体育実技Ⅰ 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成29年4月 体育実技Ⅰ

兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 体育実技Ⅱ

兼担 教授 大桑　哲男 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼担 教授 大桑　哲男 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼担 教授 吉村　篤司 平成29年4月 体育実技Ⅱ 兼担 教授 吉村　篤司 平成29年4月 体育実技Ⅱ

兼任 非常勤講師 坂田　利弘 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼任 非常勤講師 坂田　利弘 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼任 非常勤講師 坂田　利弘 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼任 非常勤講師 坂田　利弘 平成28年4月 体育実技Ⅱ

兼担 准教授 小笠原　理紀 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼担 准教授 小笠原　理紀 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼担 准教授 小笠原　理紀 平成28年4月 体育実技Ⅱ 兼担 准教授 吉里　秀雄 平成30年4月 体育実技Ⅱ

兼担 准教授 和坂　俊昭 平成29年4月 体育実技Ⅱ 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成29年4月 体育実技Ⅱ

兼任 非常勤講師 関　豪 平成29年4月 体育実技Ⅱ 兼任 非常勤講師 関　豪 平成29年4月 体育実技Ⅱ

専任 教授 江龍　修 平成28年4月 健康運動科学演習A 専任 教授 江龍　修 平成28年4月 健康運動科学演習A 専任 教授 江龍　修 平成28年4月 健康運動科学演習A 専任 教授 江龍　修 平成28年4月 健康運動科学演習A

専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 健康運動科学演習A 専任 准教授 山本　靖 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成29年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成29年4月 健康運動科学演習A

専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 健康運動科学演習A 専任 助教 宮川　淳 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼任 非常勤講師 関　豪 平成29年4月 健康運動科学演習A 兼任 非常勤講師 関　豪 平成29年4月 健康運動科学演習A

兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 健康運動科学演習A

兼担 教授 大桑　哲男 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 大桑　哲男 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼任 非常勤講師 坂田　利弘 平成29年4月 健康運動科学演習A 兼任 非常勤講師 坂田　利弘 平成29年4月 健康運動科学演習A

兼担 教授 河邊　伸二 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 河邊　伸二 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 河邊　伸二 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 河邊　伸二 平成28年4月 健康運動科学演習A

兼担 教授 中西　英二 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 中西　英二 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 小笠原　理紀 平成29年4月 健康運動科学演習A 兼担 助教 古川　陽輝 平成30年4月 健康運動科学演習A

兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 健康運動科学演習A

兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 健康運動科学演習A

兼担 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 伊藤　宏 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 教授 伊藤　宏 平成30年4月 健康運動科学演習A

兼担 准教授 栗田　典明 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 栗田　典明 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 栗田　典明 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 栗田　典明 平成28年4月 健康運動科学演習A

兼担 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 猪股　智彦 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 花井　淑晃 平成29年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 花井　淑晃 平成29年4月 健康運動科学演習A

兼担 助教 飯國　良規 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 助教 飯國　良規 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 助教 飯國　良規 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 助教 飯國　良規 平成28年4月 健康運動科学演習A

兼担 准教授 打矢　隆弘 平成28年4月 健康運動科学演習A 兼担 准教授 打矢　隆弘 平成28年4月 健康運動科学演習A 専任 准教授 打矢　隆弘 平成30年4月 健康運動科学演習A

兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 教授 吉村　篤司 平成28年4月 健康運動科学演習B

兼担 教授 大桑　哲男 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 教授 大桑　哲男 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼任 非常勤講師 関　豪 平成29年4月 健康運動科学演習B 兼任 非常勤講師 関　豪 平成29年4月 健康運動科学演習B

兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 准教授 花井　淑晃 平成28年4月 健康運動科学演習B

兼担 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 准教授 伊藤　宏 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 教授 伊藤　宏 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 教授 伊藤　宏 平成28年4月 健康運動科学演習B

兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 准教授 吉里　秀雄 平成28年4月 健康運動科学演習B

兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 准教授 和坂　俊昭 平成28年4月 健康運動科学演習B

兼担 助教 田村　友幸 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 助教 田村　友幸 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 助教 田村　友幸 平成28年4月 健康運動科学演習B 兼担 助教 田村　友幸 平成28年4月 健康運動科学演習B

兼担 准教授 小笠原　理紀 平成29年4月 健康運動科学演習B
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専任・ 専任・ 専任・ 専任・

兼担・ 兼担・ 兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　 兼任　 兼任　

の別　 の別　 の別　 の別　

職名 就任予定年月職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 担当授業科目名 職名 氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名氏　　名 就任予定年月 担当授業科目名 職名 氏　　名

兼担 准教授 岩津　文夫 平成28年4月 専門基礎科学Ⅰ 兼担 准教授 岩津　文夫 平成28年4月 専門基礎科学Ⅰ 兼担 准教授 岩津　文夫 平成28年4月 専門基礎科学Ⅰ 兼担 特任教員 松野　美海 平成30年4月 専門基礎科学Ⅰ

兼担 准教授 岩津　文夫 平成28年4月 専門基礎科学Ⅱ 兼担 准教授 岩津　文夫 平成28年4月 専門基礎科学Ⅱ 兼担 准教授 岩津　文夫 平成28年4月 専門基礎科学Ⅱ 兼担 特任教員 松野　美海 平成30年4月 専門基礎科学Ⅱ

兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本語表現法 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本語表現法 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本語表現法 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本語表現法

兼任 非常勤講師 金　銀珠 平成28年4月 日本語日本文化 兼任 非常勤講師 金　銀珠 平成28年4月 日本語日本文化 兼担 准教授 金　銀珠 平成28年4月 日本語日本文化 兼担 准教授 金　銀珠 平成28年4月 日本語日本文化

兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本語日本社会 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本語日本社会 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本語日本社会 兼担 教授 山本　いずみ 平成28年4月 日本語日本社会

（注）・　申請書又は届出書の様式第３号（その２の１）に準じて作成してください。
　　　・  設置認可時又は届出時の教員全て（兼任，兼担教員を含む。）を黒字で記入してください。
　　　　その上で，認可時又は届出時から変更となっている箇所は太字の赤字としてください。
　　　・　年齢は，それぞれの年度の５月１日時点の満年齢を記入してください。
　　　・　専任、兼担、兼任の順に記入してください。
　　　・　不要な年度（平成２８年度開設であれば平成２７年度、平成２９年度開設であれば平成２７年度及び平成２８年度、
　　　　平成３０年度開設であれば平成２７年度から平成２９年度）の表は適宜削除し，詰めてください。
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【平成２８年度】

　　　　 　　　　

【平成２９年度】

　　　　 　　　　

【平成３０年度】

　　　　 　　　　

（注）・  変更内容を箇条書きで記入してください。変更がない年度は「特になし。」と記入してください。

　　　・　不要な年度（平成２８年度開設であれば平成２７年度、平成２９年度開設であれば平成２７年度及び平成２８年度、平成３０年度開設であれば平成２７年度から
　　　　平成２９年度）の表は適宜削除してください。

・尾崎芳昭准教授退職に伴い、「物理化学」について井上圭一准教授に変更。
・五味學教授退職に伴い、「固体化学基礎」について早川知克教授に変更。
・松本裕司助教退職に伴い、「物理学実験」について岩本悠宏助教に変更。
・松本健郎教授退職に伴い、「電気・機械工学入門」について前田佳弘准教授に、「生態機能科学」について小笠原理紀准教授に変更。
・出口真次准教授退職に伴い、「電気・機械工学入門」について若土弘樹准教授に変更。
・尾崎芳昭准教授退職に伴い、「物理化学」について井上圭一准教授に変更。
・横田壮司准教授退職に伴い、「ＰＢＬ演習」「研究室ローテーションⅠ～Ⅳ」「創造工学研究1～3」について打矢隆弘准教授に変更。
・水谷章夫教授退職に伴い、「環境デザイン学Ⅰ」について須藤美音准教授に変更。
・高橋之助教退職に伴い、「建築材料実験」「建築構造実験」について楠原文雄准教授に変更。
・上記の他、担当教員見直しによる変更。

・土田陽一教授退職に伴い、「流体力学Ⅱ」について牛島達夫准教授に変更。
・仁科健教授退職に伴い、「社会工学概論」についてＳｕｎ　Ｊｉｎｇ准教授に、「データサイエンス」について林篤裕教授に、
　「金融学」について川村大伸准教授に、「法工学」について渡辺研司教授に、「マーケティング」について藤田素弘教授に、
　「管理工学」について川村大伸准教授に変更。
・河田克博教授退職に伴い、「建築・デザイン史Ⅱ」について麓和善教授に変更。
・Wisetjindawat Wisinee助教退職に伴い、「測量実習」について中居楓子助教に変更。
・永渕康之教授退職に伴い、「人間社会ゼミナール」について川橋範子教授に変更。
・上記の他、担当教員見直しによる変更。

　　　・　認可で設置された学部等の専任教員を変更する場合は，当該専任教員が授業を開始する前に必ず「専任教員採用等設置計画変更書」を提出し，

　　　　大学設置・学校法人審議会による教員資格審査（AC教員審査）を受けてください。AC教員審査を受けずに専任教員として授業等を担当することは出来ません。

　　　・　「専任教員採用等変更書（ＡＣ）」を提出し「可」の教員判定を受けている場合は「○年○月教員審査済」と記入してください。なお，設置認可審査時に教員審査省略

（１）ー②担当教員表に関する変更内容
　　　　 　　　　

特になし。

　　　　となっている場合は，「教員審査省略」と記入してください。
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（注）・　大学設置基準第十三条別表第一、短期大学設置基準第二十二条別表第一イにより算出される専任教員数を記入してください。

（注）・「設置時の計画」には，設置時に予定されていた完成年度時の人数を記入するとともに，（　）内に開設時の状況を記入してください。

　　　・「現在（報告書提出時）の状況」には、報告書提出年度の５月１日の教員数（実人数）を記入してください。

　　　・「現在（報告書提出時）の完成年度時の計画」には，「現在（報告書提出時）の状況」に記入した数字に，教員審査を受審済みであり，

　　　　完成年度までに就任する教員数を加えた数を記入するとともに，［　］内に設置時の計画との増減数を記入してください。（記入例：１名減の場合：△１）

（注）・「年齢構成」には，当該学部における教員の定年に関する規定に基づく定年年齢（特例等による定年年齢ではありません），

　　　　および，平成３０年５月１日現在，定年に関する規定に基づく特例等により定年を超えて専任教員として採用されている
　　　　教員数および完成年度時に定年を超えて専任教員として採用する教員数を記入してください。
　　　・なお,職位等によって定年年齢が異なる場合には,職位ごとの定年年齢を「定年規定の定める定年年齢」に二段書きで記入
　　　　し，「定年を延長している教員数」には合算した数を記入してください。

現在（報告書提出時）の完成年度時の計画（Ｃ）
設置時の計画（Ａ）

（注）・　小数点以下第３位を切り捨て，小数点以下第２位まで表示されます。

報告書提出時の教員のうち、定年を延長して採用している教員数
現在（報告書提出時）の状況（Ｂ）

（注）・　小数点以下第３位を切り捨て，小数点以下第２位まで表示されます。

（２） 専任教員数等

　（２）－①　設置基準上の必要専任教員数

完成年度時における
設置基準上の必要専

任教員数

うち、完成年度時に
おける設置基準上の

必要教授数

9 5

名 名

　　　　

　（２）－②　専任教員数

設置時の計画 現在（報告書提出時）の状況 現在（報告書提出時）の完成年度時の計画

教　授 准教授教　授 准教授 講　師 助　教
計

（Ａ）
教　授

32 22

准教授 講　師 助　教
計

（Ｂ）

22 0

講　師 助　教
計

（Ｃ）

24 25 0 5 54 4 58

(26) (25) （0） (6) （34） [8] ［△3］ ［0］ ［△1］ ［4］

　（２）－③　年齢構成

年齢構成

0 4 58
32

定年規定の定める
定年年齢（歳）

報告書提出時（上
記（Ｂ））の教員
のうち、定年を延
長して採用してい

る教員数

完成年度時（上記
（Ｃ））の教員う
ち、定年を延長し
て採用する教員数

63 0 0

歳 名 名

　（２）－④　設置時の計画に対する教員充足率

=
58

= 107.4 ％
54

　（２）－⑤　現在（報告書提出時）の状況における定年を延長している教員構成率

=
0

= 0 ％
58
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科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

　（３）－③　上記（３）－①　・　（３）－②　の合計

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

（３）－③合計（Ｄ）+（Ｆ）
（２）－②設置時の計画（Ａ）

（注）・　小数点以下第３位を切り捨て，小数点以下第２位まで表示されます。

（３） 専任教員辞任等の理由

　（３）－①　専任教員の就任辞退（未就任）の理由及び後任補充状況

番　号 職　位 専任教員氏名 必修・選択・自由の別 担当予定科目 後任補充状況 就任辞退（未就任）の理由

１ 該当なし

２

科目 必修

合計（Ｄ） 後任補充状況の集計（Ｅ）

就任を辞退した教員数 担当科目数の合計（a）+（b）+（c） ①の合計数（a） ②の合計数（b） ③の合計数（c）

0 必修 0 必修 0

選択 0 科目 選択 0 選択 0 選択 0

自由 0 科目 自由 0 自由 0 自由 0

計 0 科目 計 0 計 0 計 0

（注）・　認可時又は届出時以降、就任を辞退した全ての専任教員の就任辞退の理由を具体的に記入してください。

　　　・　「就任辞退（未就任）」とは、認可又は届出時に就任予定としながら、実際には就任しなかった教員のことです。

　　　　　就任した後に辞任した教員は、以下「（３）－②専任教員辞任の理由及び後任補充状況」に記入してください。

　　　・　昨年度の報告後から今年度の報告時までに専任教員が新たに就任を辞退した場合，赤字にて記入するとともに，

0 人

必修 0

　　　　　「就任辞退（未就任）の理由」に就任辞退の理由等および（　）書きで報告年度を記入してください。

　　　・　また、担当予定であった科目の後任補充の状況について、各科目ごとに状況を以下「①」～「③」から選択し、

　　　　　「後任補充理由」の欄にその数字を記載してください。

・専任教員が担当する（している）場合は「①」
・兼任兼担教員が担当する（している）場合は「②」
・後任未定、科目廃止など、上記「①」「②」以外の場合は「③」

　（３）－②　専任教員辞任の理由及び後任補充状況

番　号 職　位 専任教員氏名 必修・選択・自由の別 担当予定科目 後任補充状況 辞任等の理由

１ 該当なし

２

科目 必修

合計（Ｆ） 後任補充状況の集計（Ｇ）

辞任した教員数 担当科目数の合計（a）+（b）+（c） ①の合計数（a） ②の合計数（b） ③の合計数（c）

0 必修 0 必修 0

選択 0 科目 選択 0 選択 0 選択 0

自由 0 科目 自由 0 自由 0 自由 0

計 0 科目 計 0 計 0 計 0

（注）・　一度就任した後に、定年による退職以外の理由で辞任した全ての専任教員についてに記入してください。

　　　・　昨年度の報告後から今年度の報告時までに専任教員が新たに辞任等した場合，赤字にて記入するとともに，「辞任等の理由」

　　　　　に辞任理由等および（　）書きで報告年度を記入してください。

0 人

必修 0

　　　・　また、担当予定であった科目の後任補充の状況について、各科目ごとに状況を以下「①」～「③」から選択し、

　　　　　「後任補充理由」の欄にその数字を記載してください。

・専任教員が担当する（している）場合は「①」
・兼任兼担教員が担当する（している）場合は「②」
・後任未定、科目廃止など、上記「①」「②」以外の場合は「③」

合計（Ｄ）＋（Ｆ） 後任補充状況の集計（Ｅ）＋（Ｇ）

辞任等した教員数 担当科目数の合計（a）+（b）+（c） ①の合計数（a） ②の合計数（b） ③の合計数（c）

0 人

必修 0 科目 必修 0 必修 0 必修 0

選択 0 科目 選択 0 選択 0 選択 0

自由 0 科目 自由 0 自由 0 自由 0

計 0 科目 計 0 計 0 計 0

　（３）－④　設置時の計画に対する教員辞任率

=
0

= 0 ％
54
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科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

科目 科目 科目

（４） 専任教員交代に係る「大学の所見」及び「学生への周知方法」

　（３）－⑤　定年により退職した専任教員に対する後任補充状況

番　号 職　位 専任教員氏名 必修・選択・自由の別 担当予定科目 後任補充状況 辞任等の理由

科目 必修

合計 後任補充状況の集計

辞任した教員数 担当科目数の合計（a）+（b）+（c） ①の合計数（a） ②の合計数（b） ③の合計数（c）

9 必修 0 必修 3

選択 0 科目 選択 0 選択 0 選択 0

自由 0 科目 自由 0 自由 0 自由 0

計 12 科目 計 9 計 0 計 3

（注）・　定年により退職した全ての専任教員についてに記入してください。

　　　・　昨年度の報告後から今年度の報告時までに専任教員が新たに辞任等した場合，赤字にて記入するとともに，「辞任等の理由」

　　　　　に辞任理由等および（　）書きで報告年度を記入してください。

1 人

必修 12

　　　・　また、担当予定であった科目の後任補充の状況について、各科目ごとに状況を以下「①」～「③」から選択し、

　　　　　「後任補充理由」の欄にその数字を記載してください。

・専任教員が担当する（している）場合は「①」
・兼任兼担教員が担当する（している）場合は「②」
・後任未定、科目廃止など、上記「①」「②」以外の場合は「③」

専任教員辞任等による学生の履修等への重大な影響は認められない。
各授業における担当教員情報についてはシラバスや授業時間割表にて周知している。

（注）・　上記（３）の専任教員辞任等による学生の履修等への影響に関する「大学の所見」及び「学生への周知方法」を

　　　　記入してください。

１ 准教授 横田　壮司

必修 ＰＢＬ演習 ①

死亡のため（29）

必修 研究室ローテーションⅠ ①

必修 研究室ローテーションⅡ ①

必修 研究室ローテーションⅢ ①

必修 研究室ローテーションⅣ ①

必修 創造工学研究1 ①

必修 創造工学研究2 ①

必修 創造工学研究3 ①

必修 セラミックス応用学実験Ⅰ ③

必修 セラミックス応用学演習Ⅱ ③

必修 セラミックス応用学実験Ⅱ ③

必修 化学実験 ①
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区　　　分
未履行事項について

の実施計画

設　置　時 該当なし

（２８年４月）

設置計画履行状況 該当なし

調　　 査　　 時

（２９年２月）

設置計画履行状況 該当なし

調　　 査　　 時

（３０年２月）

　　　・　「設置計画履行状況調査時」の（年月）には，調査結果を公表した月（通常２月）を記入して

　　　　ください。（実地調査や面接調査を実施した日ではありません。）

　　　　について，具体的に記入し，報告年度を（　　）書きで付記してください。

　　　・　「設置計画履行状況調査時」には，当該設置計画履行状況調査の結果，当該大学に付された意見を

　　　　全て記入するとともに，付された意見に対する履行状況等について，具体的に記入してください。

　　　　その履行状況等を裏付ける資料があれば，添付してください。

　　　・　「履行状況」では，履行途中であれば「未履行」，履行済みであれば「履行済」を選択してください。

　　　・　該当がない場合には，「該当なし」と記入してください。

（注）・　「設置時」には，当該大学等の設置時（認可時又は届出時）に付された留意事項（学校法人の

　　　　寄附行為又は寄附行為変更の認可の申請に係る留意事項を除く。） と，それに対する履行状況等

６　留意事項等に対する履行状況等

留　意　事　項　等 履　行　状　況
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設　置　時　の　計　画 変更内容・状況，今後の見通しなど

１～６の項目に記入した事項以外の変更なし

　　・　授業の英語化をデザインする　ー英文シラバスを起点としてー

　  ・　高等学校新課程『数学』・『化学』の現状について

　　　前期末及び後期末において実施している。

　ｂ　教員や学生への公開状況，方法等

　　　一般的な集計結果についてはHPにて公開し，授業科目ごとの詳細結果については個別に学内の授業評価
　　　システムにて公開している。

（注）・「①ａ　委員会の設置状況」には，関係規程等を転載又は添付すること。

　　　　「②実施状況」には，実施されている取組を全て記載すること。（記入例参照）

　ｃ　開催状況（教員の参加状況含む）

      平成29年度は「a 実施内容」の通り開催し，参加人数はそれぞれ，41名，40名，45名，40名，39名であった。

　ｄ　実施結果を踏まえた授業改善への取組状況

　　　各教員において，授業改善に取り組んでいる。

③　学生に対する授業評価アンケートの実施状況

　ａ　実施の有無及び実施時期

　　・　みんなで授業評価アンケートを考えよう

  　・　eラーニングの現状と活用方法

　　・　「わかったつもり」を「わかった」へ　主体的な学びの場の構築　等

　ｂ　実施方法

      チラシを作成し事前アナウンスを行い，時に学外講師を招いて実施している。

　　　 工学教育総合センター会議を３回，ファカルティ・ディベロップメント委員会１回実施した。（約40名の教員が参加）

　ｃ　委員会の審議事項等

　　　全学のFDに関する基本方針の策定及び活動の総括，企画・立案・実施及び評価の総括等。

②　実施状況

　ａ　実施内容

①　実施体制

　ａ　委員会の設置状況

　　　工学教育総合センターの創造教育開発オフィスにおいて，工学教育の質的向上に資することを目的として，
　　　ファカルティ・ディベロップメントの推進及び授業評価を行う教育機能開発部門を設置している。また全
　　　学的な視点からファカルティ・ディベロップメント活動の推進を図ることを目的として，平成29年11月1日
　　　より名古屋工業大学ファカルティ・ディベロップメント委員会を設置した。

　ｂ　委員会の開催状況（教員の参加状況含む）

（注）・　１～６の項目に記入した事項以外で，設置時の計画より変更のあったもの（未実施を含む。）

　　　　及び法令適合性に関して生じた留意すべき事項について記入してください。

（２） 教員の資質の維持向上の方策（ＦＤ・ＳＤ活動含む）

７　その他全般的事項

＜工学部　創造工学教育課程＞

（１） 設置計画変更事項等
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　　　　する予定の場合は，「有」にマルを記入してください。今後も公表する予定がない場合は，「無」にマルを

　　　　記入してください。

　　　・　「ｂ　公表（予定）有の場合の公表（予定）時期」には，「ａ　ホームページに公表（予定）有無」で

　　　　「有」にマルを記入した場合のみ，時期を記入してください。

　ａ　ホームページに公表（予定）の有無　　　　　（　　　有　　　・　　　無　　　）

　ｂ　公表（予定）有の場合の公表（予定）時期　　（　平成３０年６月２９日　　）

（注）・　「ａ　ホームページに公表（予定）有無」には，５月１日時点で公表している場合，もしくは，今後公表

　　　　　なお，「②　自己点検・評価報告書」については，当該調査対象の組織に関する評価内容を含む報告書につ

　　　　いて記入してください。

（４） 情報公表に関する事項

○　設置計画履行状況報告書

　　・平成３３年度に評価機関（独立行政法人大学改革支援・学位授与機構）の評価を受けるべく学内で検討中

（注）・　設置時の計画の変更（又は未実施）の有無に関わらず記入してください。

　　　　また，「①　設置の趣旨・目的の達成状況に関する総括評価・所見」については，できるだけ具体的な根拠を

　　　　含めて記入してください。

　ｂ　公表方法

　　・大学ホームページ上に公開予定（平成３０年６月末を予定）

③　認証評価を受ける計画

②　自己点検・評価報告書

　ａ　公表（予定）時期

　　・平成３０年６月末　公表予定

①　設置の趣旨・目的の達成状況に関する総括評価・所見

　現状把握と分析を行いつつ、全学評価室を中心に評価する予定である。

（３） 自己点検・評価等に関する事項
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