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理
工
学
部

曜日
月 火

時限
（時間） 科目 登録

コード
開
講
期

科目名 担当
教員名 教室 登録

コード
開
講
期

科目名 担当
教員名 教室

1
（9：15～ 10：45）

SEE62709 春 エネルギー工学 髙尾 3-124 SEE51309 春 電磁気学演習Ⅰ 藤井 9-454
SEE403B9 春 卒業研究及び講究Ⅰ 和保 9-358
SEE404B9 春 卒業研究及び講究Ⅰ 岸野・菊池・野村 研究室
SEE405B9 春 卒業研究及び講究Ⅰ 川中 研究室
SEE407B9 春 卒業研究及び講究Ⅰ 下村 9-354

2
（11：00～ 12：30）

SEE50609 春 物理学Ⅰ 炭 4-175 SEE51809 春 化学 梶谷 8-307
SEE52109 春 電気回路Ⅱ 髙尾 COM-A SEE52809 春 デバイス基礎 和保 3-448

COM-B SEE412B9 春 卒業研究及び講究Ⅰ 山中 研究室
SEE53009 春 信号基礎論 服部 AV2

3
（13：30～ 15：00）

SEE50119 春 微積分学Ⅰ 後藤 9-353 SEE50319 春 線形代数 田原 3-325
SEE61509 春 情報システム工学 伊呂原 3-221 SEE51209 春 電磁気学Ⅰ 藤井 9-249
SEE62409 春 音声・音響工学 荒井 8-208 SEE62009 春 数値解析 曽我部 3-248

SEE406B9 春 卒業研究及び講究Ⅰ 田中（昌） 研究室
SEE409B9 春 卒業研究及び講究Ⅰ 荒井 11-325
SEE413B9 春 卒業研究及び講究Ⅰ 矢入 研究室

4
（15：15～ 16：45）

SEE40209 春 輪講 服部 （※２）
SEE40309 春 輪講 田中（衛）（※２）
SEE40409 春 輪講 和保 （※２）
SEE40509 春 輪講 岸野・菊池・野村 （※２）
SEE40609 春 輪講 川中 （※２）
SEE40709 春 輪講 田中（昌）（※２）
SEE40809 春 輪講 下村 （※２）
SEE40909 春 輪講 髙尾 （※２）
SEE41009 春 輪講 荒井 （※２）
SEE41109 春 輪講 炭 （※２）
SEE41209 春 輪講 宮武 （※２）
SEE41309 春 輪講 山中 （※２）
SEE41409 春 輪講 矢入 （※２）
SEE41509 春 輪講 高岡 （※２）
SEE41609 春 輪講 澁谷 （※２）
SEE41610 春 輪講 藤井 （※２）
SEE60309 春 応用数学Ⅱ 平田 3-221
SEE61709 春 電力システム 申・中村 11-305

5
（17：00～ 18：30）

SEE52209 春 電磁気測定Ⅰ 炭 11-321 SEE62609 春 電力工学設計及び製図 阿曽 2-508
（135 分授業）

6
（18：45～ 20：15）

【その他の科目】
登録コード 開講期 科目名 担当教員名 備考
SEE51509 春 基礎科目演習Ⅰ 川中・他 夏期集中
SEE60409 春 電磁気測定Ⅱ 炭　親良 夏期集中
SEE61109 春 機械工学概論 末益・他 輪講、夏期集中

※１　卒業研究及び講究Ⅱを履修する場合は、学科長に相談すること。
※２　輪講の教室は、電気・電子工学科掲示板で確認すること。
※３　教室については、ガイダンスで確認すること。



181

＜ 2010 年度　通年・春学期　理工学部電気・電子工学科　時間表＞

水 木 金

登録
コード

開
講
期

科目名 担当
教員名 教室 登録

コード
開
講
期

科目名 担当
教員名 教室 登録

コード
開
講
期

科目名 担当
教員名 教室

SEE408B9 春 卒業研究及び講究Ⅰ 髙尾 研究室 SEE60609 春 情報論 澁谷 9-249 SEE61309 春 集積回路 和保 9-249
SEE410B9 春 卒業研究及び講究Ⅰ 炭 研究室
SEE465B9 春 卒業研究及び講究Ⅰ 藤井 研究室

SEE52309 春 確率統計 菊池 3-248 SEE401B9 春 卒業研究及び講究Ⅰ 服部 研究室
SEE60909 春 電子物性 野村 4-184 SEE411B9 春 卒業研究及び講究Ⅰ 宮武 3-248

SEE10309 春 化学実験 幸田・他 4-195 SEE10109 春 物理学実験A 黒江・他 12-401 SEE20209 春 電気工学実験Ⅰ 鈴木（隆）・他 9-249
SEE30309 春 電気工学実験Ⅲ 電気・電子工学科各教員 （※３）
SEE61609 春 制御工学 田中（昌） 11-411
SEE61809 春 光デバイス 岸野 3-221
SEE460B9 春 卒業研究及び講究Ⅰ 澁谷 研究室

SEE10309 春 化学実験 幸田・他 4-195 SEE10109 春 物理学実験A 黒江・他 12-401 SEE20209 春 電気工学実験Ⅰ 鈴木（隆）・他 9-249
SEE30309 春 電気工学実験Ⅲ 電気・電子工学科各教員 （※３） SEE402B9 春 卒業研究及び講究Ⅰ 田中（衛） 研究室
SEE414B9 春 卒業研究及び講究Ⅰ 高岡 研究室

SEE51709 春 基礎科目演習Ⅱ 髙尾 ･野村 10-B105A SEE61409 春 計算機利用工学 伊藤 12-201
SEE52709 春 電力工学基礎 宮武 8-208
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理
工
学
部

曜日
月 火

時限
（時間） 科目 登録

コード
開
講
期

科目名 担当
教員名 教室 登録

コード
開
講
期

科目名 担当
教員名 教室

1
（9：15～ 10：45）

SEE61009 秋 ディジタル信号処理 荒井 紀 -108 SEE448B9 秋 卒業研究及び講究Ⅱ 岸野・菊池・野村 研究室
SEE449B9 秋 卒業研究及び講究Ⅱ 川中 研究室
SEE451B9 秋 卒業研究及び講究Ⅱ 下村 9-354

2
（11：00～ 12：30）

SEE52609 秋 計算機システム 田中（衛） 12-201 SEE51019 秋 計算機基礎Ⅰ 川中 12-201
SEE62509 秋 パワーエレクトロニクス 宮武 8-207 SEE60709 秋 ディジタル回路 和保 3-448

3
（13：30～ 15：00）

SEE51109 秋 計算機基礎Ⅱ 川端 11-519 SEE51609 秋 応用数学Ⅰ 平田 3-421
SEE52409 秋 電子回路Ⅰ 田中（衛） 3-448 SEE450B9 秋 卒業研究及び講究Ⅱ 田中（昌） 研究室

SEE453B9 秋 卒業研究及び講究Ⅱ 荒井 11-315
SEE457B9 秋 卒業研究及び講究Ⅱ 矢入 研究室

4
（15：15～ 16：45）

SEE51409 秋 電気回路Ⅰ 野村 3-348 SEE62209 秋 電気電子情報産業概論 藤井・菊池 3-421
SEE60209 秋 電磁気学Ⅲ 下村 9-255

5
（17：00～ 18：30）

SEE452B9 秋 卒業研究及び講究Ⅱ 髙尾 研究室

6
（18：45～ 20：15）

※　卒業研究及び講究Ⅰを履修する場合は、学科長に相談すること。
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＜ 2010 年度　通年・秋学期　理工学部電気・電子工学科　時間表＞

水 木 金

登録
コード

開
講
期

科目名 担当
教員名 教室 登録

コード
開
講
期

科目名 担当
教員名 教室 登録

コード
開
講
期

科目名 担当
教員名 教室

SEE62109 秋 情報通信工学 服部 9-249 SEE454B9 秋 卒業研究及び講究Ⅱ 炭 研究室 SEE51909 秋 電磁気学Ⅱ 黒江 3-348
SEE463B9 秋 卒業研究及び講究Ⅱ 藤井 研究室 SEE62309 秋 電気機器学 宮武 8-208

SEE62809 秋 光電磁波伝送工学 下村 9-249

SEE52009 秋 電磁気学演習Ⅱ 山中 9-458 SEE50219 秋 微積分学Ⅱ 佐藤 3-227 SEE445B9 秋 卒業研究及び講究Ⅱ 服部 研究室
SEE61209 秋 電子回路Ⅱ 田中（衛） 3-221 SEE455B9 秋 卒業研究及び講究Ⅱ 宮武 3-248

SEE30409 秋 電気工学実験Ⅳ 電気・電子工学科各教員 11-511 SEE61909 秋 光システム 工藤 1-203
SEE459B9 秋 卒業研究及び講究Ⅱ 澁谷 研究室 SEE447B9 秋 卒業研究及び講究Ⅱ 和保 9-358

SEE30409 秋 電気工学実験Ⅳ 電気・電子工学科各教員 11-511
SEE52509 秋 物性基礎 岸野 3-221
SEE52909 秋 制御基礎 武藤 3-325
SEE446B9 秋 卒業研究及び講究Ⅱ 田中（衛） 研究室
SEE458B9 秋 卒業研究及び講究Ⅱ 高岡 研究室

SEE30409 秋 電気工学実験Ⅳ 電気・電子工学科各教員 11-511 SEE20409 秋 電気工学実験Ⅱ 炭 研究室
SEE456B9 秋 卒業研究及び講究Ⅱ 山中 研究室 SEE30409 秋 電気工学実験Ⅳ 電気・電子工学科各教員 11-511
SEE20409 秋 電気工学実験Ⅱ 炭 研究室 SEE50709 秋 物理学Ⅱ 田中・伊藤（直） 12-102

SEE62909 秋 電気通信法規 魚留 9-353
SEE63009 秋 電気法規及び施設管理 森田 紀 -104
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