
※試験時間の終始はチャイムにより，下記時間で実施する。

　　ただし、１校時からの９０分テストは　　　８：４０～１０：１０とする。
　　　　　　２校時からの９０分テストは　　　９：５０～１１：２０とする。
　　　　　　３校時からの９０分テストは　　１１：００～１２：３０とする。
　　　　　　４校時からの９０分テストは　　１３：００～１４：３０とする。
　　また、斜体・下線で表示した時間にはチャイムは鳴らない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

1 2 3 昼 4 1 2 3 昼 4 1 2 3 昼 4

8:40 9:50 11:00 11:50 13:00 8:40 9:50 11:00 11:50 13:00 8:40 9:50 11:00 11:50 13:00
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

9:30 10:40 11:50 12:40 13:50 9:30 10:40 11:50 12:40 13:50 9:30 10:40 11:50 12:40 13:50

機械

小倉 英語ⅠＢ 英語ⅠＡ 化　学 物　理 国　語 数学ⅠB

B501 （原） (小倉) （内田） （鈴木三） （髙野） （西浦）

電気

大岩 英語ⅠＢ 英語ⅠＡ 化　学 物　理 国　語 数学ⅠB

B401 （原） （宮澤） （内田） （鈴木三） （髙野） （西浦）

化学

澤田 英語ⅠＢ 英語ⅠＡ 化　学 物　理 国　語 数学ⅠB

B301 （本田） (宮澤) (森) （鈴木三） （髙野） （西浦）

都市

吉村 英語ⅠＢ 英語ⅠＡ 化　学 物　理 国　語 数学ⅠB

B201 （原） （宮澤） (森) （鈴木三） （髙野） （西浦）

ビジコミ

川崎 英語ⅠＢ 数　学 英語ⅠＡ 化　学 国　語

3階東 （上野代） （渡辺俊） (小倉) （車田） （髙橋宏）

機械

根本昌 英語ⅡＢ 英語ⅡＡ 国　語 化　学 物　理 線形代数Ⅰ

B502 （原） （泉類） （廣瀬航） (三上) （千葉） （廣瀬大）

電気

廣瀬大 英語ⅡＢ 英語ⅡＡ 国　語 化　学 物　理 線形代数Ⅰ

B402 （勅使河原） （泉類） （髙橋宏） (三上) （千葉） （廣瀬大）

化学

小田 英語ⅡＢ 英語ⅡＡ 国　語 化　学 物　理 線形代数Ⅰ

B302 （勅使河原） （泉類） （廣瀬航） (三上) （小田） （廣瀬大）

都市

布施 英語ⅡＢ 英語ⅡＡ 国　語 化　学 物　理 線形代数Ⅰ

B202 （勅使河原） （泉類） （髙橋宏） (三上) (小田) （廣瀬大）

ビジコミ

飯田 英語ⅡＢ 数　学 経営情報入門Ⅰ 英語ⅡＡ 国　語 物　理

3階西 （原） （渡辺俊） （ペレライン） （小倉） （廣瀬航） （鈴木三）

機械

髙橋章 微積分ⅡB 応用物理Ⅰ 線形代数Ⅱ 英語Ⅲ 微積分ⅡA

B503 （人見） （千葉） (西浦) （上野代） （伊野）

電気

植 微積分ⅡB 応用物理Ⅰ 線形代数Ⅱ 英語Ⅲ 微積分ⅡA 電気機器Ⅰ

B403 （人見） （小田） (西浦) （泉類） （伊野） （山本 橋本）

化学

内田 微積分ⅡB 応用物理Ⅰ 線形代数Ⅱ 英語Ⅲ 微積分ⅡA

B303 （人見） (小田) (廣瀬大) （本田） （伊野）

都市

丹野 微積分ⅡB 応用物理 線形代数Ⅱ 英語Ⅲ 微積分ⅡA

B203 (西浦) （千葉） (澤田) （本田） （伊野）

ビジコミ

安部 生　物 経営入門Ⅰ 経営情報演習 英語Ⅲ 英語特論Ⅰ 言語文化

2階東 （伊藤和） （栗林） （ペレライン） （本田） （泉類） （松江）

機械

鄭 応用物理Ⅱ 英語Ⅳ 数理解析学Ⅰ

A201 （小峰） （鳥居） （宮本）

電気

山田 応用物理Ⅱ 電気回路Ⅱ 英語Ⅳ 通信工学Ⅰ 数理解析学Ⅰ 電子回路Ⅱ

A202 （小峰） （豊島） （鳥居） （小泉） （宮本） （豊島）

化学

押手 応用物理Ⅱ 高分子化学 英語Ⅳ 数理解析学Ⅰ

A203 （中尾） （市川） （鳥居） （宮本）

都市

菊地 英語Ⅳ 数理解析学Ⅰ

A303 （鳥居） （飯田）

ビジコミ

若林 英語特論Ⅱ 英語Ⅳ 文学

1階西 （上野代） （小倉） （廣瀬航）

機械

松尾 知的財産権 生産工学 英語Ⅴ 機械力学Ⅱ 材料強度学 数理解析学Ⅱ エネルギー工学

A101 （稲穂） （小松） （勅使河原） (小出) (赤尾) （宮本） (篠木)

電気

橋本 知的財産権 電力工学 英語Ⅴ 電子工学Ⅱ 数理解析学Ⅱ

A102 （稲穂） （藤田） （勅使河原） （豊島） （宮本）

化学

車田 知的財産権 環境工学 生物資源化学 英語Ⅴ 化学プロセス概論 数理解析学Ⅱ 天然物有機化学

A103 （草野） （内田 梅澤） （池田） （勅使河原） （伊藤） （宮本） (梅村)

都市

齊藤 知的財産権 英語Ⅴ 数理解析学Ⅱ

A302 （草野） （勅使河原） （宮本）

ビジコミ

高木 知的財産権 国際経営論 英語Ⅴ 日本語特論Ⅱ

1階東 （草野） （栗林） （勅使河原） （髙野）

5

微積分Ⅰ

（飯田）

3

4

構造のｼﾋﾞｯｸﾃﾞｻﾞｲﾝⅢ

（山ノ内）

2

数学ⅠＡ

（澤田）

数学ⅠＡ

（澤田）

微積分Ⅰ

（宮本）

微積分Ⅰ

（飯田）

微積分Ⅰ

（飯田）

学
年

学科

1

数学ⅠＡ

（澤田）

数学ⅠＡ

（伊野）

本　　科　　令　和　４　年　度　【前　期】　中　　間　　試　　験　　時　　間　　割　　表

区分
６月１日（水） ６月６日（月） ６月７日（火）


