
2019/4/10 現在

曜日 教室名
PC1 信号処理及び演習 星芝 情報技術と職業-演習 松永他5名 統計学 徂徠
PC2 航空宇宙情報処理 藤田・有吉 ゼミナールⅡA 卓 情報技術と職業-演習 松永他5名

PC3 情報システム回路入門 鈴木秀 社会参画入門（情メ） 赤星他4名 タイピング練習 本村
PC4 Ｃ言語プログラミング（4510と併用） 吉森 社会参画入門 鈴木照

25613（旧PC5） 別科 清田 社会参画入門 栗延
25614（旧PC6） 社会参画入門 吉本
医療PC（旧CALL1） 医療 医療 医療 医療 医療
PC5（旧CALL2） ゼミナールⅣ 泉 社会参画入門 本村 Javaプログラミング 星芝

CAD1 機械要素設計2（535と併用） 冨田眞 ゼミナールⅡA 武田 ＣＡＤ2 菅
CAD2
18A12 ゼミナールⅡA 本村 社会参画入門 今西

25303（Ｉ/Ｏ）
ELC 社会参画入門 高橋
PC1 情報リテラシー1（経経） 安田 情報リテラシー1（情・航） 星芝 ゼミナールⅢ 今西 ゼミナールⅣ 卓
PC2 タイピング練習 本村 情報リテラシー1（情・航） 高 ゼミナールⅣ 河村 ゼミナールⅣ 今西
PC3 情報リテラシー1（経経） 今西 情報リテラシー1（情・航） 坂井 ゼミナールⅢ 卓 ゼミナールⅣ 泉
PC4 コンピュータ基礎 星芝・吉森 Ｃ言語プログラミング（4510と併用） 吉森 アルゴリズム（4510と併用） 赤星 データベース基礎 濵田 情報リテラシー1（再履修2年） 本村

25613（旧PC5） 基礎学力講座・国語 渕上 英語３ 吉川 別科 清田
25614（旧PC6） 基礎学力講座・国語 東寺 英語３ ｴﾊﾞﾝｽﾞ ゼミナールⅣ 山本
医療PC（旧CALL1） 医療 医療 医療
PC5（旧CALL2） 製造マネジメント 泉 ゼミナールⅢ 泉 ゼミナールⅣ 山城

CAD1 自動車実験・実習2（6号館と併用） 冨田眞・高山 自動車実験・実習2（6号館と併用） 冨田眞・高山 ゼミナールⅢ 徂徠 ゼミナールⅣ 武田 3Ｄ　ＣＡＤ基礎 足立
CAD2 ゼミナールⅢ 武田
18A12 プログラミング入門 本村 ゼミナールⅢ 本村 ゼミナールⅣ 本村

25303（Ｉ/Ｏ）
ELC 英語３ ｺﾘﾝｽﾞ 別科 平野
PC1 Webアニメーション 坪倉 情報リテラシー1（建・機） 高 ゼミナールⅢ 河村 電気回路1 島元
PC2 タイピング練習 本村 情報リテラシー1（建・機） 安田
PC3 情報リテラシー1（経経） 松永 情報リテラシー1（建・機） 坂井
PC4 情報リテラシー1（経経） 今西 アルゴリズム（4510と併用） 赤星 情報メディア入門 赤星他11名

25613（旧PC5） 基礎学力講座・国語 渕上 英語３ 吉川
25614（旧PC6） 基礎学力講座・国語 東寺
医療PC（旧CALL1） 医療 医療 医療
PC5（旧CALL2） eビジネスマーケティング論 泉 コンピュータミュージック応用 星芝 音楽情報学特論（大学院） 星芝

CAD1 3Ｄ　ＣＡＤ基礎 足立 ＣＡＤ基礎（作図） 岡崎 ＣＡＤ基礎（作図） 岡崎
CAD2
18A12 データ解析演習/データ解析Ａ 本村 統計理論 本村

25303（Ｉ/Ｏ）
ELC 日本語 平野
PC1 信号処理及び演習 星芝 社会福祉援助技術現場実習指導 坂口・河村 社会福祉援助技術現場実習指導 坂口・河村 情報リテラシー1（再履修3・4年） 本村
PC2 タイピング練習 本村 ゼミナールⅡA 山城 社会参画応用（5/23～6/20） 鈴木照 航空宇宙数値解析 有吉
PC3 情報リテラシー1（経経） 坂井 データ解析及び演習 坂井 社会参画応用（5/23～6/20） 鈴木照
PC4 情報リテラシー1（経経） 徂徠 コンピュータ基礎 星芝・吉森 社会参画応用 福島他3名

25613（旧PC5） 別科 清田 英語５ 佐藤ミ 別科 吉川
25614（旧PC6） 英語３ ｴﾊﾞﾝｽﾞ 英語５ ｺﾘﾝｽﾞ 別科 平野
医療PC（旧CALL1） 医療 医療 医療 医療 医療
PC5（旧CALL2） ゼミナールⅡA 今西 社会参画応用（5/23～6/20） 鈴木照

CAD1 設計基礎（535と併用） 冨田眞、高山 ゼミナールⅣ 徂徠
CAD2 ゼミナールⅡA 徂徠 誘導工学特論Ａ（大学院） 藤田
18A12 経済統計Ａ 本村 システム分析論 本村

25303（Ｉ/Ｏ） 教育方法論 石橋
ELC 英語５ 吉川
PC1
PC2 ＣＡＤ1 菅 ＣＡＤ1 園田一
PC3 データ解析及び演習 坂井
PC4 インターネット基礎 福島 情報技術と職業-実践 星芝他11名 インターネット実践 福島

25613（旧PC5） 基礎学力講座・国語 渕上 基礎学力講座・国語 渕上
25614（旧PC6） 基礎学力講座・国語 東寺 基礎学力講座・国語 東寺
医療PC（旧CALL1） 医療 医療 医療 医療 医療
PC5（旧CALL2） Javaプログラミング 星芝

CAD1 設計基礎 高山 航空機ＣＡＤ応用 稲富 航空機ＣＡＤ応用 稲富
CAD2 システム解析学特論（大学院） 鈴木秀
18A12 社会福祉援助技術演習Ⅱ 坂口・河村 社会福祉援助技術演習Ⅱ 坂口・河村

25303（Ｉ/Ｏ） ゼミナールⅣ 坂元
ELC 別科 瀬川 別科 平野 日本語 平野

メンテナンス

メンテナンス

2019年度　前期　情報センターPC教室　利用予定表

1限（8：50～10：20） 2限（10：30～12：00） 3限（13：00～14：30） 4限（14：40～16：10） 5限（16：20～17：50）

メンテナンス

メンテナンス

金

9：20～12：30　　　　　安東・矢野・平木

9：20～12：30　　　　　安東・矢野・平木

月

火

水

メンテナンス

木


