
２０２０２０２０１０１０１０１０年度年度年度年度    春学期春学期春学期春学期    東海大学東海大学東海大学東海大学    工学部工学部工学部工学部    機械工学科機械工学科機械工学科機械工学科    時間割時間割時間割時間割    

注注注注）「）「）「）「○×○×○×○×」」」」ははははコースコースコースコースによってによってによってによって必修必修必修必修とととと選択選択選択選択になりますになりますになりますになります    

１ セメスター ３ セメスター ５ セメスター ７セメスター以上  

Ⅰクラス Ⅱクラス Ⅰクラス Ⅱクラス Ⅰクラス Ⅱクラス  
線形代数（再） ×4[木 1]（藤田） 

１ 
基礎情報処理 

×2（新井） 
 

ファクトリオートメーション 

×2（神田） 

 
基礎情報処理 

×2（山下） ２ 

基礎物理 A ×1（ベンツヴォルフガング） 

機械工学実験 1 

○2（服部，他） 
 

 
システムと制御 

○×4［木 2］（甲斐） 

問題発見ゼミナール， 

卒業研究Ⅰ，Ⅱは他曜日

他時限で開講 

教科教育法Ⅰ（工業） ※2 
工科の線形代数 1 

×2（飯塚） 

工科の線形代数 1 

×2（原） 

微分方程式 

×4[木 3]（後藤） 

微分方程式 

×4[木 3]（丸山） ３ 

基礎数学 A ×1（小川） 線形代数（再） ×4[木 3]（山口） 

統計学 

○×2（山本） 

 

プログラミングⅠ 

×2（谷口） 

プログラミングⅠ 

×2（山下） ４ 物理学演習 ×2（河内） 

微分方程式（再） ×4[木 4]（松山） 

機械工学実験Ⅱ 

○×2 神崎，他） 

  

機械基礎力学（再） ×4[木 5]（服部） 

月 

５  
MM 物理学 ×4[木 5]（笠利） 

     

文理融合科目 ×2 振動学 ×2（服部） 
１ 文理共通科目 ×2 

材料力学（再） ×4[金 1]（岩森） 流れ学（再） ×4[木 1]（青木） 
 

英語 C ライティング ○2[金 2] 
２ 

物理実験 

×2（櫛田，他） 
 

線形代数（再） ×4[金 2]（飯田） 
トライボロジー ×2（橋本）  

３ 英語リスニング＆スピーキング 1 ○2［金 3］ 熱工学 ×4[金 3]（畔津，笹沼） 
総合英語力基礎講座 

○×2[金 3]（伊藤，関口） 
職業指導 ※4［金3］ 

化学 ×4[金 4]（伊藤） 科学英語（再） ○×2[金 4]（伊藤） 

線形代数（再） ×4[金 4]（ﾄﾙｼﾝ･ｲｺﾞｰﾙ） 
４ 健康・フィットネス理論実習 ○1 

機械材料 

×4[金 4]（森下） 
 

エネルギー変換工学 ×2（畔津） 
職業指導 ※4［金4］ 

 
加工プロセス通論 

×4[金 5]（神崎） 

火 

５  

物理学基礎（再） ×4[金 5]（小栗） 

  

１    

微積分（再）⑤ ×4[土 2]（李） 
２ 

 

入門ゼミナール 1 

○2（岡永， 落合， 

     甲斐，笹沼，服部） 微分方程式（再） ×4[土 2]（渡邊） 
先端材料 ×2（神崎） 

マイクロマシン 

×2（槌谷） 

３  現代教養科目（再） ×2  
インダストリアルデ

ザイン  ×2（広川） 

物理学 A ×4［土 1］（西村） 
４ 

物理学 B ×4［土 1］（遠藤） 
現代教養科目（再） ×2   

水 

５  MM 物理数学 ×4[土 3]（西村）   

１ 流れ学（再） ×4[火 1]（青木） 

２ 

入門ゼミナール 1 

○2（小金澤， 畔津， 

       岩森，神崎，梅津） 

物理実験 

×2（喜多，他） 
機械要素設計 ○2（笹沼，他） 

 
システムと制御 

○×4［月 2］（甲斐） 

 

工科の微積分 1 

×2（渡邊） 

工科の微積分 1 

×2（川内） 

微分方程式 

×4[月 3]（後藤） 

微分方程式 

×4[月 3]（丸山） ３ 

基礎数学 B ×1（田鎖） 線形代数（再） ×4[月 3]（山口） 

基礎数値解析 ×2（岡永) 
ロボット制御 

×2（甲斐） 

電子工学 ×2（平田） 
４ 機械工学概論 ×2（岡永，他） 

微分方程式（再） ×4[月 4]（松山） 
  

機械基礎力学（再) ×4[月 5]（服部） 

木 

５  
MM 物理学 ×4[月 5]（笠利） 

科学と倫理 ×2（菊川，他）  

１ 基礎物理 B ×1（藤城） 材料力学（再） ×4[火 1]（岩森）  

英語 C ライティング ○2[火 2] 
２ 現代文明論 1 ○2 

線形代数（再） ×4[火 2]（飯田） 

機械デザインⅠ ○×2（岡永，他） 
 

職業指導 ※4［火3］ 
３ 英語リスニング＆スピーキング 1 ○2［火 3］ 熱工学 ×4[火 3]（畔津，笹沼） 

総合英語力基礎講座 

○×2[火]（伊藤，関口） 

化学 ×4[火 4]（伊藤） 

線形代数（再） ×4[火 4]（ﾄﾙｼﾝ･ｲｺﾞｰﾙ） 
科学英語（再） ○×2[火 4]（伊藤） 

CAE（隔週） 

×2（武山，他） 

４  
機械材料 

×4[火 4]（森下） 
 流体力学 ×2（青木，岡永） 職業指導 ※4［火4］ 

 
加工プロセス通論 

×4[火 5]（神崎） 

金 

５  

物理学基礎（再） ×4[火 5]（小栗） 

  

物理学 A ×4［水 4］（西村） 現代教養科目（再） ×2 

物理学 B ×4［水 4］（遠藤） 基礎数学（再） ×2（李） １ 

日本国憲法 ＊2  

 職業指導 ※4［土2］ 

現代教養科目（再） ×2 特許戦略 ×2（菊池） 

微積分（再）⑤ ×4[水 2]（李） ２  

微分方程式（再） ×4[水 2]（渡邊） 

 
職業指導 ※4［土1］ 

土 

３  MM 物理数学 ×4[水 5]（西村）   



２０２０２０２０１０１０１０１０年度年度年度年度    秋秋秋秋学期学期学期学期    東海大学東海大学東海大学東海大学    工学部工学部工学部工学部    機械工学科機械工学科機械工学科機械工学科    時間割時間割時間割時間割    

注）「○×」はコースによって必修と選択になります 

２ セメスター ４ セメスター ６ セメスター ８セメスター以上  

Ⅰクラス Ⅱクラス Ⅰクラス Ⅱクラス Ⅰクラス Ⅱクラス  
線形代数（再） ×4[木 1]（山本） 

１ 工科の線形代数 1（再） ×2（川内） 構造力学 ×2（北澤） 

材料力学 1 

×2（岩森） 

材料力学 1 

×2（落合） 

 
機械工学実験 1 

○2（服部，他） 
２ 

物理学 A（再） ×4[木 2]（小野） 線形代数（再） ×4[木 2]（小川） 

システムと制御 
○×4［木 2］（小金澤） 

 

卒業研究Ⅰ，Ⅱは他曜日

他時限で開講 

教科教育法Ⅱ（工業） ※2 

３  微分方程式 ×4[木 3]（藤田） 統計学 

○×2（山本） 

 

微分方程式（再） ×4[木 4]（川内） 

４ 工科の微積分 2（B） ×2（堀江） 
 

機械材料 

×4[木 4]（森下） 

 

機械工学実験Ⅱ 

○×2（神崎，他） 
技術史 ×2（廣政） 

月 

５   問題発見ゼミナール ○2（落合，他）  

文理融合科目 ×2 

 １ 文理共通科目 ×2 
微分方程式（再） ×4[金 1]（田中） 

ロボット機構・運動学 ×2（小金澤）  

２ 
機械基礎力学 1 

×2（甲斐） 

機械基礎力学 1 

×2（服部） 
英語 C リーディング ○2[金 2] 計算工学 ×2（岡永）  

流れ学 ×4[金 3]（青木，岡永） 
３ 英語リーディング＆ライティング 1 ○2［金 3］ 

微積分（再）⑤ ×4[金 3]（下村） 

科学英語 

○×2[金 3]（伊藤，今井） 
職業指導 ※4［金3］ 

物理学基礎（再） ×4[金 4]（八木原） 

４ 生涯スポーツ理論実習 ○1 加工プロセス通論 

×4[金 4]（神崎） 
 

総合英語力基礎講座（再） 

×2[金 4]（伊藤） 
職業指導 ※4［金4］ 

火 

５  熱工学（再） ×4[金 5]（梅津）   

基礎物理 A ×1（喜多） 
１ 

基礎数学 A ×1（土屋） 
応用数学 ×2（服部，小金澤）   

２ 現代文明論 2 ○2 
プログラミングⅡ 

×2（堀澤） 

プログラミングⅡ 

×2（小林） 
  

電磁気学基礎 ×2（遠藤） 現代教養科目（再） ×2 
３ 

物理学 B（再） ×4［土 2］（江川） 
  

CAD/CAM ×2 （山内） 

水 

４  
現代教養科目（再） ×2 

  

センサー及びセンシング ×2（小金澤） 
１ 

線形代数（再） ×4[月 1]（山本） 
機械の信頼性 ×2（北澤）  

機械力学 ×2（服部） 
基礎製図 ○2（笹沼，他） 

線形代数（再） ×4[月 2]（小川） ２ 

物理学 A（再） ×4[月 2]（小野） 基礎数学（再） ×2（中本） 

システムと制御 
○×4［月 2］（小金澤） 

  

入門ゼミナール 2 ○2（小金澤，他） 微分方程式 ×4[月 3]（藤田） 
３ 

木 5に移動：工科の微積分 1（再）  

先端加工法 ×2（安永）  

微分方程式（再） ×4[月 4]（川内） 

４ 工科の線形代数 2 ×2（白柳） 
 

機械材料 

×4[月 4]（森下） 

流体機械 ×2（太田）  

木 

５ 工科の微積分 1（再） ×2（近藤） 機械工学ゼミナール ×2（梅津，他）   

１ 電気工学 ×2（森本）  微分方程式（再） ×4[火 1]（田中） 
マンマシンシステム 

 ×2（香川） 

英語 C リーディング ○2[火 2] 
２ 文理共通科目 ×2 

文理融合科目 ×2 

機械デザインⅡ ○×2（畔津，他） 

 

流れ学 ×4[火 3]（青木，岡永） 
３ 英語リーディング＆ライティング 1 ○2［火 3］ 

微積分（再）⑤ ×4[火 3]（下村） 

科学英語 

○×2[火 3]（伊藤，今井） 
職業指導 ※4［火3］ 

物理学基礎（再） ×4[火 4]（八木原） 

４ 
熱工学 1 

×2（畔津） 

熱工学 1 

×2（笹沼） 加工プロセス通論 

×4[火 4]（神崎） 
 

総合英語力基礎講座（再） 

×2[火 4]（伊藤） 
職業指導 ※4［火4］ 

金 

５  熱工学（再） ×4[火 5]（梅津）   

物理学演習（再） ×2（江川） 職業指導 ※4［土2］ 
１ 

基礎数学 B（再） ×1（渡邊） 
現代教養科目（再） ×2  

基礎物理 B（再） ×1（西村） 

先端技術と機械システム

（隔週） ×2（岡永，他） 
２ 

物理学 B（再） ×4［水 3］（江川） 
現代教養科目（再） ×2  

職業指導 ※4［土1］ 
土 

３   環境とエネルギー ×2（土屋）  


