
学

（週２時間科目）

（エネ） 中国語 英語 倫理と

エネルギーと 制御工学ⅡＡ スポーツ科学Ⅴ （エネ） 機械設計法Ⅱ 泊 ５Ｓ－Ｍ （設計、エネ、回路、ＩＴＳ） 材料試験法 機械力学 演習Ⅱ 社会

資源 浜 ★水野勝 電気法規 山田誠 ロシア語 卒業研究 （エネ） 古俣 鈴木 奥崎 菅原

下町 下町 ＣＡＤ ★イリイン 中 エネルギー 語１

ｴﾈﾙｷﾞｰ ｴﾈﾙｷﾞｰ フランス語 （ロボ） システム （設計、エネ、回路、ＩＴＳ、ＧＭ）

タケ 大 三島 科学 卒業研究

（ロボ） 倫理と 英語 （回路） （ロボ） 森谷 ゼミ Engineering ｴﾈﾙｷﾞｰ システム工学 ヒューマン 応用 パワー 技術

材料学Ⅱ 社会 演習Ⅱ 電子回路Ⅲ 卒業制作 制御工学ⅡＢ 卒業制作（３・４時限目） EnglishⅡ 浜、丸山、倉山 インタフェースⅠ スポーツ科学Ⅴ プログラミングＢ エレクトロニクス 英語 （ロボ）

古俣 菅原 奥崎、 高田 生産、実 藤原亮 近代文学講読 生産、実 タケ、臼田、 小山 ★水野勝 丸山 下町 卒業制作

５Ｓ－Ｍ 須藤 （３時限目） 高橋眞 生産 大 プロ 鈴木、

語１ 松代 ５Ｓ－Ｅ （ＧＭ） 語１ 森谷、

人間と文明Ⅱ 倉山他

（３時限目） 水野章 特 倫理と 英語

システム スポーツ科学Ⅴ 中村和 ５Ｚ 社会 演習Ⅱ

佐藤 ★水野勝 英語特別演習Ⅰ 菅 ５Ｓ－Ｍ 菅原 奥崎

情４ （３時限目） 語１

須藤 語２

（材料） （材料） （材料）

有機材料工学Ⅱ 無機構造化学 材料物性工学実験 倫理と 英語

計算科学 （材料、バイオ） 清野晃 特 人間と文明Ⅲ 鹿野 ５Ｃ スポーツ科学Ⅴ 清野晃、寺門 物理化学Ⅲ （材料、バイオ） 有機工業化学 社会 演習Ⅱ

寺門 卒業研究 （バイオ） （４時限目） （バイオ） ★水野勝 （バイオ） 小原 卒業研究 小原 菅原 奥崎

ＣＡＤ 環境工学Ⅱ 中村和 ５Ｓ－Ｅ 応用微生物化学 環境工学実験 語１

伊藤 中 スポーツ科学 上野 中 伊藤、松永

機械工学 機械 材料創製 英語 現代 機械

自動制御 スポーツ科学Ⅴ 総合演習 機械工学実験 卒業研究 システム工学 プロセス工学 機械力学 演習 社会 英語 卒業研究

浜 ★水野勝 山田誠 近藤、古俣、鈴木、川合 浜 古俣 鈴木 奥崎 菅原 演習

ＣＡＤ （週２時間科目） 生産 生産 語１ 鈴木

中国語

泊 ５Ｓ－Ｍ

現代 英語 パワー 科学

社会 演習 電子回路Ⅲ 制御工学 工学応用実験Ⅱ 卒業研究 工学応用実験Ⅱ コンピュータ工学 スポーツ科学Ⅴ プログラミングⅢ エレクトロニクス 技術 卒業研究

菅原 奥崎 高田 藤原亮 高田、湊 丸山 小山 ★水野勝 丸山 下町 英語

語１ 近代文学講読 生産 生産 大 プロ 森谷

（３時限目）

松代 ５Ｓ－Ｅ

ヒューマン 現代 英語 情報

システム スポーツ科学Ⅴ 情報工学実験Ⅳ 卒業研究 数理計画法 インタフェース 社会 演習 英語 卒業研究

佐藤 ★水野勝 高橋直。河合、今野、藤田 倉山 小山 菅原 奥崎 演習

情４ 情３、情４ 生産 大 語１ 倉山

人間と文明Ⅲ

（４時限目）

中村和 ５Ｓ－Ｅ 現代 英語

計算科学 卒業研究 有機材料工学 セラミックス特論 スポーツ科学Ⅴ 応用物質工学実験Ⅰ 物理化学Ⅲ 卒業研究 有機工業化学 社会 演習

寺門 清野晃 鹿野 ★水野勝 清野晃、寺門 小原 小原 菅原 奥崎

ＣＡＤ 特 ５Ｃ 語１

★は非常勤講師
（　　）は履修コース　　設計：設計加工　エネ：エネルギー　回路：回路エレクトロニクス　ＩＴＳ：ＩＴ・ソフトウェア　ロボ：ロボティクス　材料：材料物性　バイオ：バイオ・環境　都市：都市デザイン　建設：建設設計　　ＧＭ：グローバルマネジメント　

　　

機械
(鈴木)

オペレーティング

第
　
五
　
学
　
年

物質
(清野晃)

（設計）
機械工学実験Ⅱ
近藤、古俣、鈴木、川合
　　　　　　　　　　　　　　　生産
（エネ）
エネルギー応用実験
本村、剱地、柳谷、三島、下町
　　　　　　　　　　　　　　　ｴﾈﾙｷﾞｰ
（回路）
エレクトロニクス応用実験
高田、湊
　　　　　　　　　　　　　　　生産
（ＩＴＳ）
情報工学実験Ⅴ
高橋直、河合、今野、藤田
　　　　　　　　　　　　　　情３、情４
（ロボ）
マイクロコントローラ（５・６時限目）
圓山
　　　　　　　　　　　　　　　生産
（ＧＭ）
応用物理特講Ⅱ（５・６時限目）
宮崎
　　　　　　　　　　　　　　　ゼミ
（ＧＭ）
応用生物特講Ⅱ（７・８時限目）
小原、上野、藤本
　　　　　　　　　　　　　　　ゼミ

応用数学特講（３・４時限目）

（週１時間科目Ｂ群）

（週１時間科目Ａ群）

医用福祉工学概論（１・２時限目）

応用化学特講Ⅱ（１・２時限目）

10:35 11:30 12:20 13:55 14:45 15:3514:45

第
　
五
　
学
　
年

生産システム
機械
(鈴木)

生産システム
電気電子
(森谷)

生産システム
情報
(倉山)

物質環境
(清野晃)

18:0512:20 13:55 14:45 15:35 16:25 17:1516:25 17:15 18:05 9:45 10:35 11:3015:35 16:25 17:15 18:05 9:4518:05 9:45 10:35 11:30 12:20 13:5512:20 13:55 14:45 15:35 16:25 17:1516:25 17:15 18:05 9:45 10:35 11:30
15:40～ 16:30～ 17:20～

9:45 10:35 11:30 12:20 13:55 14:45 15:35
9:50～ 10:45～ 11:35～ 13:10～ 14:00～ 14:50～14:00～ 14:50～ 15:40～ 16:30～ 17:20～ 9:00～17:20～ 9:00～ 9:50～ 10:45～ 11:35～ 13:10～11:35～ 13:10～ 14:00～ 14:50～ 15:40～ 16:30～15:40～ 16:30～ 17:20～ 9:00～ 9:50～ 10:45～9:50～ 10:45～ 11:35～ 13:10～ 14:00～ 14:50～14:50～ 15:40～ 16:30～ 17:20～ 9:00～年 9:00～ 9:50～ 10:45～ 11:35～ 13:10～ 14:00～

5 6 7 8 9 109 10 1 2 3 487 8 9 10 1 2 5 6 73 45 6 7

平　成　２９　年　度　前　期　授　業　時　間　割

4 5 68 1 2 35 6 7 8 9 10

（週１時間科目Ｂ群）

（週１時間科目Ａ群）

電気電子
(森谷)

情報
(倉山)

オペレーティング

函館工業高等専門学校

学科・コース
(担任)

月 火 水 木 金

1 2 9 10 1 2 3 43 4


