
群馬大学理工学部　授業時間割表 令和2年度　後期　３年

13～14

13～14

TB8255 　西田　進一

集中講義
　ＣＡＤ／ＣＡＭ／ＣＡＥ演習

〔教職科目〕

※　入門科目、集中講義、教職科目、再履修科目（科目名の後ろに再履修とつく科目で1年次荒牧開講専門科目の再履修科目）は、履修登録の上限である30単位には含まれません。

TB8481
データベースシステム

11～12

浜名　誠

９～10

TB8476
電気電子工学特別講義Ⅰ
石川・橋本・高井・高橋（俊）

桑名 加藤　毅
前期より移動

TB8477
機械工学 構造解析学 環境エネルギー実験Ⅲ ・栗田・尹・川口 羽賀 ・  加田 人工知能

石川 ・ 佐藤 花泉 ・ 本島

７～８

TB8162 TB8245 （時間割番号木曜日と同じ） 橋本 ・ 高橋（俊） 小林 ・ 高井

安藤　嘉則 岩崎　篤

金
電気化学 機械知能総合演習Ⅱ 電気電子工学

実験Ⅳ
電気電子工学

実験Ⅴ

コンピュータセキュリティ
奥津　哲夫 山口誉夫・山田功 山本　潮

（３年ＥＩ と合同） （３年CB と合同）

５～６

TB8161 TB8254 TB8467 TB8469 TB8444

山本　隆夫 天谷・舩津・松原・鈴木良・小林・西田 大嶋　孝之 山本　隆夫３～４

TB8160 TB8253 TB8351 TB8473
統計力学 機械知能総合演習Ⅰ 生物プロセス工学 統計力学

安川　美智子堀内　宏明 吉場　一真 武野　宏之 村上　岩範 金井　昌信
化学・生物化学演習Ⅳ ロボティクス 防災計画 ソフトウェア演習Ⅱ

TB8159 TB8252 TB8355 TB8460

11～12

13～14

１～２

TB8156 TB8157 TB8158
化学・生物化学演習Ⅳ 化学・生物化学演習Ⅳ 化学・生物化学演習Ⅳ

吉原　利忠

荒木　徹・宮田　洋行
各教員

前期より移動

９～10

TB8472
電気化学

奥津　哲夫

橋本 ・ 高橋（俊） TB8471
生物物理学 TB8259 環境エネルギー実験Ⅲ 羽賀 ・  加田   ・栗田・尹・川口 情報科学実験Ⅱ

７～８

TB8155 TB8356 小林 ・  高井

大澤　研二 ・ 園山　正史 機械知能システム理工学実験 各教員 桑名

各教員 社会基盤工学実験Ⅱ
前期に移動 蔡 ・ 松本 ・ 伊藤 ・ 小澤 花泉 ・ 本島 石川 ・  佐藤

木
高分子化学Ⅱ TB8251 電気電子工学

実験Ⅴ

電気電子工学

実験Ⅳ

コンピュータグラフィックス
山延　健 機械知能システム理工学ゼミ TB8349 奥　寛雅５～６

TB8145 TB8468 TB8466 TB8470

ソフトウェア工学
若松　馨 海野雅史 奥　浩之 高橋　剛 古畑　朋彦 菅野　研一郎 佐藤　守彦 藤田　憲悦

TB8348 TB8442 TB8465
専門英語Ⅱ 専門英語Ⅱ 専門英語Ⅱ 専門英語Ⅱ エネルギー変換と環境 有機化学Ⅲ プラズマエレクトロニクス

３～４

TB8163 TB8164 TB8165 TB8166 TB8250

山崎　浩一

TB8463
無機物性化学 熱流体計測工学 高周波回路工学 アルゴリズムⅡ

13～14

１～２

TB8153 TB8243 TB8462

白石　壮志 ゴンザレス ファン 本島　邦行

11～12

LB2841　〔日本語・日本事情〕　
　桐生日本語中級Ⅱ

舩橋　瑞貴

通信方式
マチャコン 高田　和正

９～10

                                         TB8031
                                     知的財産専門講座 TB8354 TB8461

                                         佐藤　和浩 専門英語Ⅱ

７～８

                      　　　　LB２８１１（総合科目群）
                            　　　　　技術者原論

TB8148 工業化学概論                           　　　　　　　林　偉民
奥　浩之

横内　寛文

TB8458

水
物性物理化学 基礎量子論 専門英語Ⅱ 高電界工学 プログラミング言語処理

武野　宏之 守田　佳史５～６

TB8147 TB8248 TB8353 TB8459

マチャコン 佐藤　守彦

神谷　富裕 安川・荒木・天野

（２コース合同）

TB8441
生物有機化学 専門英語Ⅱ 環境修復科学 電子物性工学Ⅱ 情報科学特別講義Ⅱ

３～４

TB8146 TB8258 TB8341 TB8457

 森口　朋尚 ・ 尾崎広明 山口 ・井上・潮見・マチャコン 板橋　英之 ・ 渡邉　智秀

動的回路解析 専門英語Ⅱ
佐藤　記一 山口 ・井上・潮見・マチャコン 若井　明彦 三輪　空司 野中　博雄

TB8257 TB8347 TB8478 TB844A
分析化学Ⅱ 専門英語Ⅱ 耐震工学

１～２

TB8154

小林春夫・崔通・源代裕治・飯野俊雄

11～12

(通年開講) 電気電子工学特別講義Ⅱ 情報と職業
（集積電子回路） 各教員

社会基盤工学実験Ⅰ
窪田 ・ 小澤 ・ 松本 ・ 蔡

９～10

TB8455 TB8448

機械工学（前半）
TB7351 天谷  賢児

尾崎　俊二 太田　直哉

７～８

（時間割番号月曜日と同じ）

５～６

（時間割番号月曜日と同じ）

化学・生物化学実験Ⅳ

TB8345 TB8452 TB8453

火
基礎量子論 電気電子材料 画像処理
守田　佳史

中村　洋介 藤井　雄作 桂　進司 山越　芳樹 奥　寛雅
有機構造化学 応用計測学 電子応用計測 画像工学 ディジタルシステム設計

建設設計製図

３～４

TB8144 TB8244 TB8346 藤谷　英孝 TB8450 TB8451

カマル 曾根　逸人 奥　寛雅
TB8344

１～２

TB8143 TB8256 TB8464 TB8470
基礎量子論 制御工学Ⅱ 電子物理計測 コンピュータグラフィックス

高橋　学

11～12

13～14

石間　経章 山本　潮

TB8447 TB8475
機械工学（後半） ネットワークプログラミング

コンピュータネットワーク
山田　功 野田　佳雅 花泉　修 河西　憲一

（２コース合同）

７～８

TB8246 TB8350 TB8445 TB8446
人工知能 化学工学設計製図 光回路工学

TB8474

月
ヒューマンインタフェース 数値解法 パワーエレクトロニクス 計算機システムⅡ

中沢　信明 中川 ・  斎藤 ・  鵜﨑 ・ 蔡 石川　赴夫 天野　一幸５～６

TB8142

化学・生物化学実験Ⅳ

行木　信一・佐伯　俊彦

TB8241 TB8342 TB8443

９～10

野中　博雄 安藤　崇央

TB8454
化学生物学 熱処理技術 専門英語Ⅱ プログラミング言語Ⅳ

３～４

TB8141 TB8242 TB8480

松尾　一郎 ・ 武田　茂樹 ・ 高橋　剛 秋元　清隆

電気化学 専門英語Ⅱ ネットワークプログラミング
黒田　真一 野中　博雄 山本　潮

総合理工学科
化学・生物専門教育プログラム

総合理工学科
機械知能システム専門教育プログラム

総合理工学科
環境創生専門教育プログラム

総合理工学科

電子情報専門教育プログラム

１～２

TB8352 TB8479 TB8475

ＣＢ－Ａ ＣＢ－Ｂ ＣＢ－Ｃ MS1 MS2 MS3

MS-Ａ MS-B ES-A
環境エネルギーコース

ES-B
社会基盤・防災コース

電気電子コース
情報科学コース

EL1 EL2

EI-A EI-B

曜日　　　学年
時限　　　学科
等

理　工　学　部　　　３年　　後期

化学・生物化学 機械知能システム 環境創生 電子情報
ＣＢ１ ＣＢ２ ＣＢ３ ＣＢ４


