
令和3年度 後学期共用教室使用状況

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
学年横断学科縦断講義室（使用不可）

図書館2Ｆ/202人

プロジェクター/スクリーン

ラーニングコモンズ 独語Ⅰ 英演B 独語Ⅰ 英演B 独語Ⅰ 比文B 英演B 英演B 創造 独語Ⅰ 独語Ⅰ 独ⅡB 文学 英演B
図書館2Ｆ/人 保坂 嵯峨原 保坂 嵯峨原 保坂 保坂 嵯峨原 嵯峨原 新徳 保坂 保坂 保坂 保坂 嵯峨原
ＤＶＤ/プロジェクター/スクリーン/ピアノ 4i 1S 4C 1M 4M 5選 1i 1E 1i 4E 4S 5選 4選 1C
製図室 製図Ⅰ 製図Ⅰ
学生共通棟C 2Ｆ 島名 小田原
製図台/スクリーン/プロジェクター 1S 2M
ICT実習室 ｺﾝ技 英ⅢB 情処Ⅰ 英ⅣB 情処Ⅱ 英ⅢB 情通ﾈ 英ⅢB 橋梁設 橋梁設 英表現 情特演 創造 情特Ⅱ 英ⅣB 英表現 英ⅤB 情処Ⅲ 英表現
図書館1Ｆ 福添 鞍掛 福添 鞍掛 渡辺 鞍掛 福添 鞍掛 川添 川添 レーマン 新徳 玉利 武田 鞍掛 鞍掛 鞍掛 福添 レーマン
ＰＣ48台 5S 3E 2S 4E 3M 3S 5S 3M 5C 5C 2E 1AEI 1i 5i 4M 2C 5選 3S 2S
情報棟PC室（使用不可）

情報工学科棟3Ｆ

ＰＣ50台

合併教室（使用不可）

情報工学科棟1Ｆ/90人

ＯＨＰ/ワイヤレスマイク/プロジェクター/スクリーン

インフォメーションラーニングルーム 電算Ⅰ 情処Ⅰ 工実Ⅱ 工実Ⅱ デ構造 情処Ⅱ 英ⅢB マルチ 情処Ⅱ 情処Ⅰ 卒研 卒研 英ⅢB 情処Ⅲ 工実Ⅱ 工実Ⅱ 多変量 情処Ⅲ 工実Ⅱ 工実Ⅱ
学生共通棟Ｃ2Ｆ 原 非原田 古川 古川 入江 豊平 曽山 古川 非中村 非中村 濱川 濱川 曽山 豊平 非芝 非芝 武田 前薗 入江 入江
ＰＣ54台 3i 1E 3i 3i 5i 2i 3i 2AEI 2C 1C 4i 4i 3C 3i 4i 4i 4i 2E 2i 2i
CAD室 構物設 製図Ⅱ 創造実/創造Ⅰ 創造実 英ⅢB 応用設 基製Ⅱ 基製Ⅱ 製図Ⅱ 英表現 創作 数値解 工実Ⅲ 工実Ⅲ 英ⅢB 英ⅢB 英ⅢB 情処Ⅰ 数解Ⅰ 英ⅢB
グローバル・アクティブラーニングセンター1Ｆ 川添敦 南金山 田畑/吉満 田畑 レーマン 椎 髙安 髙安 谷口 鞍掛 椎 鎌田 各教員 各教員 レーマン レーマン レーマン 新徳 古川 レーマン
ＰＣ55台 4C 3M 4M/3S 4M 3C 4M 2C 2C 2S 2M 1M 5S 3M 3M 3S 3i 3M 1i 4i 3E
大講義室 倫理 倫理 地球物 技倫理 社慨Ⅲ 政経 政経 社慨Ⅱ 溶接工

学生共通棟Ａ2Ｆ/199人 町 町 池田昭 町 非鮫島 熊 熊 熊 東

ワイヤレスマイク/ホワイトボード 2S/2i 2M/2E 1A 2A 5選 3i/3C 3E/3S 4選 2A

専攻科 共用教室 現代企 応用代 科技英 技責任 量子力 電子回 環プロ 環創プ 環機械 ベク解 環創講
専攻科棟2Ｆ/70人 非松田 白坂 坂元 中村 野澤 逆瀬川 非大竹 徳永 小田原 松浦 小田原
プロジェクター/スクリーン 1A 2A 1A 1A 2A 1AEI 1A 1A 2A 1A 1A
共同研究・受託研究室

地域共同テクノセンター２Ｆ（要予約・申請）

プロジェクター/スクリーン

○選択科目の教室（上記外）

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4

4年 韓文 非沈
4M教室

中文 非張
4E教室

哲学 町
4C教室

5年 法学Ⅱ 非上原 英VB 嵯峨原
5E教室 5M教室

社概Ⅳ 熊 英VB 曽山
5M教室 5C教室

英VB 國谷
5E教室

金

月 火 水 木 金

月 火 水 木


