
平成20年度 創造性育成科目リスト
学科／専攻等 創造性育成授業科目名 単　　位 推奨学期 担当教員

全学科目(学部） コラムランド 1-1-0 1 山室　恭子

全学科目(学部) コラムキングダム 1-1-0 2 山室　恭子

全学科目(学部) 大江戸講 2-0-0 2 山室　恭子

全学科目(学部) 文系ゼミ 2-0-0 1～8 武藤　滋夫

全学科目(学部) ものつくり 0-0-2 2 井上　剛良

物理学科 物理学実験 0-0-4 5,6 山本　直紀

化学科 化学総合実験第一 0-0-2 6 北島　昌史

情報科学科 情報科学総合演習・実験 0-1-1 6 小島　定吉

金属工学科 金属工学創成実験 0-0-4 5 金澤　幸

有機材料工学科 有機材料工学コロキウム第１ 0-2-0 5 石川　謙

有機材料工学科 有機材料工学コロキウム第２ 0-2-0 6 石川　謙

無機材料工学科 セラミックス実験第一 0-0-4 5 櫻井　修

化学工学科(化工コース) 化学工学実験 0-0-2 6 吉川　史郎

化学工学科(化工コース) 化工プロセス設計実習 0-2-0 6 渕野　哲郎

化学工学科(応化コース） 応用化学実験 0-0-4 6 和田　雄二

４類 機械工学系リテラシー 2-1-1 1,2 岩附　信行

第一：0-1-1 第一：5

第二：0-0-3 第二：6

機械知能システム学科 プロジェクト研究 0-2-1 5 中村　春夫

機械知能システム学科 機械知能システム創造 0-0-4 6 中村　春夫

機械宇宙学科 機械創造基礎 1-0-1 3 松永　三郎

機械宇宙学科 機械創造 1-0-2 5 広瀬　茂男

機械宇宙学科 機械宇宙学ゼミ 2-0-0 6 天谷　賢治

制御システム工学科 創造設計第一 2-0-2 3 平田　敦

制御システム工学科 メカトロニクスラボ 1-0-3 4 塚越　秀行

制御システム工学科 制御システム工学ラボ研修 1-0-2 5 小酒　英範

制御システム工学科 創造設計第二 2-0-2 6 倉林　大輔

経営システム工学科 情報システム基礎実験 1-0-1.5 4 妹尾　大

電機電子工学科 電機電子工学創造実験 0-0-1 5 水本　哲弥

情報工学科 情報工学創作実習 0-0-2 5 金子　晴彦

土木・環境工学科 環境計画演習 0-0-1.5 3 赤堀　良介

土木･環境工学科 空間デザイン 1-1-0 4 二羽　淳一郎

土木・環境工学科 コンクリート実験 0-0-1 5 二羽　淳一郎

土木･環境工学科 地盤工学実験 0-0-1 5 竹村　次朗

土木・環境工学科 構造力学実験 0-0-1 6 田辺　篤史

土木･環境工学科 水理学実験 0-0-1 6 稲垣　厚至

機械科学科 独創機械設計プロジェクト第一，第二 村上　碩哉



土木・環境工学科

開発ｼｽﾃﾑ工学科(土木ｺｰｽ)

建築学科 建築設計製図第一 0-0-2 3 塚本　由晴

建築学科 建築設計製図第二 0-0-2 4 青木　義次

建築学科 建築意匠 1-1-0 4 塚本　由晴

建築学科 建築設計製図第三 0-0-3 5 八木　幸二

建築学科 建築設計製図第四 0-0-3 6 塚本　由晴

社会工学科 社会工学計画演習 0-1-2 6 十代田　朗

社会工学科 コラムiランド 0-1-0 4 山室　恭子

生命理工学部・７類 バイオ創造設計Ⅰ 0-2-0 2 太田　啓之

生命理工学部 バイオ創造設計Ⅱ 0-4-0 5,6 太田　啓之

全学科目(大学院) 産学連携実習 0-0-1 M 廣瀬　幸夫

物質科学専攻
グローバルＣＯＥ化学・特別コロキウ
ム１～６

1-0-0 D 森　健彦

有機・高分子物質専攻 有機・高分子物質講究第一 0-1-0 M1前 石川　謙

有機・高分子物質専攻 有機・高分子物質講究第二 0-1-0 M1後 石川　謙

有機・高分子物質専攻 有機・高分子物質講究第三 0-1-0 M2前 石川　謙

有機・高分子物質専攻 有機・高分子物質講究第四 0-1-0 M2後 石川　謙

機械宇宙システム専攻 宇宙システム工学特論 2-0-0 前期 松永　三郎

集積システム専攻
次世代ＶＬＳＩ設計プロジェクト実習第
一，第二

0-0-3 M1,D1 國枝　博昭

原子核工学専攻 原子力教材開発特論 2-0-0 後期 小栗　慶之

原子核工学専攻 原子核工学実験第１ 0-0-2 M1 松本　義久

三原　久和，

梶原　将

人間環境システム専攻 人間環境システム特別実験第一 0-0-1 M1前 中村　芳樹

創造エネルギー専攻
エネルギーサイエンス創成プロジェク
ト

0-2-0 M 河村　徹

化学環境学専攻 化学環境学特論第二 1-3-0 後期 中野　義夫

知能システム科学専攻 システムモデリング 2-1-0 M1前 寺野　隆雄

情報環境学専攻 情報環境プロジェクト 0-1-2 M1後 早川　朋久

経営工学専攻 ビジネス情報システムプロジェクト 2-0-0 M1 妹尾　大

経営工学専攻 横断型分野協同プラクティス 2-0-0 M2 妹尾　大

社会工学専攻 文章表現論 1-1-0 後期 山室　恭子

生命理工学研究科５専攻 科学技術創造設計 2-0-0 後期

インフラストラクチャーの計画と設計 0-0-1.5 4 屋井　鉄雄


