
 ２０２２年度理工学部・小金井共通・小金井教職　オンライン実施科目一覧　（2022年4月1日18時更新）

※今後変更の可能性がありますので、随時情報更新します。

代表授業コード 授業コード 開講期名称 曜時名称 授業名称 代表教員氏名 配付時間割区分

H5682 H5682 年間授業 集中・その他 卒業論文 山内　潤治 理工_電気（2019~）
H5682 H5633 年間授業 集中・その他 卒業研究 山内　潤治 理工_電気（2015~2018）

H5619 H5619 春学期授業 月曜2時限 電磁気学演習 山内　潤治 理工_電気（2015~）
H5619 H5509 春学期授業 月曜2時限 電磁気学演習 山内　潤治 理工_電気（~2014）
H6010 H6010 春学期授業 月曜2時限 計算機アーキテクチャ 和田　幸一 理工_情報
H6066 H6066 春学期授業 月曜2時限 検索技術 藤井　章博 理工_情報
H3100 H3100 春学期授業 月曜3時限 音楽芸術 竹内　誠 教養
H3308 H3308 春学期授業 月曜3時限 物理学基礎Ｉ 篠原　俊二郎 理工_機械
H3499 H3499 春学期授業 月曜3時限 アカデミック・ライティング 磯部　芳恵 理工_経営
H6011 H6011 春学期授業 月曜3時限 計算機アーキテクチャ演習 和田　幸一 理工_情報
H6820 H6820 春学期授業 月曜3時限 多変量解析（経営） 髙澤　兼二郎 理工_経営（2019~）
H6820 H6556 春学期授業 月曜3時限 多変量解析 髙澤　兼二郎 理工_経営（~2018）
H3011 H3011 春学期授業 月曜4時限 コミュニケーション・ストラテジー 磯部　芳恵 理工_電気
H3309 H3309 春学期授業 月曜4時限 物理学基礎Ｉ 篠原　俊二郎 理工_機械
H5020 H5020 春学期授業 火曜1時限 力学演習 平野　元久 理工_機械
H5020 H5020 春学期授業 火曜1時限 力学演習 平野　元久 理工_機械
H5516 H5516 春学期授業 火曜2時限 基礎電気電子材料工学 笠原　崇史 理工_電気
H3123 H3123 春学期授業 火曜4時限 環境と資源 中嶋　吉弘 教養
H5086 H5086 春学期授業 火曜4時限 バイオメカニクス 藤江　裕道 理工_機械
H6014 H6014 春学期授業 水曜1時限 情報理論 尾川　浩一 理工_情報
H3120 H3120 春学期授業 水曜2時限 先端技術・社会論 原　昌己 教養
H9018 H9018 春学期授業 水曜2時限 統計技法 塩谷　勇 理工_創生
H9269 H9269 春学期授業 水曜2時限 科学実験リテラシー 田中　幹人 理工_創生（2015~）
H9269 H9036 春学期授業 水曜2時限 システム思考論 田中　幹人 理工_創生（~2014）
H3247 H3247 春学期授業 水曜3時限 情報リテラシーと表現技術 若林　哲 理工_情報/理工_経営
H3086 H3086 春学期授業 水曜5時限 哲学入門 沖本　龍哉 教養
H3104 H3104 春学期授業 木曜2時限 知的所有権 武生　昌士 教養
H5502 H5502 春学期授業 木曜2時限 基礎電磁気学 佐々木　秀徳 理工_電気
H5542 H5542 春学期授業 木曜2時限 光伝送工学 山内　潤治 理工_電気
H5542 H5542 春学期授業 木曜2時限 光伝送工学 山内　潤治 理工_電気
H5149 H5149 春学期授業 木曜3時限 応用数学（機械） 清水　朝雄 理工_機械（2019~）
H5149 H4027 春学期授業 木曜3時限 応用数学 清水　朝雄 理工_機械（~2018）
H5149 H0536 春学期授業 木曜3時限 解析学（１） 清水　朝雄 理工_機械（~2014）
H3087 H3087 春学期授業 金曜1時限 哲学入門 美頭　千不美 教養
H3097 H3097 春学期授業 金曜3時限 映像芸術 佐藤　正和 教養
H3107 H3107 春学期授業 金曜3時限 基礎経済学 呉　暁林 教養
H3126 H3126 春学期授業 金曜5時限 宇宙と地球 石川　壮一 教養
H3382 H3382 春学期授業 土曜1時限 生物学基礎Ｉ 細谷　茂生 理工_機械/理工_電気/理工_情報/理工_経営/理工_創生
H3108 H3108 春学期授業 集中・その他 応用経済学 明城　聡 教養

H6511 H6511 春学期集中授業 集中・その他 経営史 佐々木　聡 理工_経営

H5508 H5508 秋学期授業 月曜2時限 電磁気学 山内　潤治 理工_電気
H3318 H3318 秋学期授業 月曜3時限 物理学基礎ＩＩ 篠原　俊二郎 理工_機械
H3012 H3012 秋学期授業 月曜4時限 コミュニケーション・ストラテジー 磯部　芳恵 理工_電気
H3319 H3319 秋学期授業 月曜4時限 物理学基礎ＩＩ 篠原　俊二郎 理工_機械
H5669 H5669 秋学期授業 火曜3時限 プラズマエネルギー理工学 篠原　俊二郎 理工_電気（2019~）
H5556 H5556 秋学期授業 木曜2時限 光デバイス工学 山内　潤治 理工_電気
H5150 H5150 秋学期授業 木曜3時限 応用解析（機械） 清水　朝雄 理工_機械（2019~）
H5150 H4031 秋学期授業 木曜3時限 応用解析 清水　朝雄 理工_機械（~2018）
H5150 H0537 秋学期授業 木曜3時限 解析学（２） 清水　朝雄 理工_機械（~2014）
H3386 H3386 秋学期授業 土曜1時限 生物学基礎ＩＩ 細谷　茂生 理工_機械/理工_電気/理工_情報/理工_経営/理工_創生
H6186 H6186 秋学期授業 土曜2時限 アプリケーション開発演習 荒谷　光 理工_情報（2019~）
H5646 H5646 秋学期授業 集中・その他 卒業研究ゼミナール 山内　潤治 理工_電気（2015~）

H5040 H6533 秋学期集中授業 集中・その他 福祉工学 井上　淳 理工_経営（~2011）
H5040 H5040 秋学期集中授業 集中・その他 医療福祉工学 井上　淳 理工_機械


