
日時 曜日 時限 授業科目名 担当教員所属 担当教員氏名 講義室 難易度

生物化学 物質化学科 天野　良彦 C3棟　3F　300 B

熱力学Ⅰ 機械システム工学科 杉岡　秀行 C3棟　1F　103 B

3 電子情報システム専門英語 電子情報システム工学科 ASANO DAVID KEN C3棟　3F　300 C

応用数学Ⅱ(物化) 工学基礎部門 岡本　葵 C3棟　1F　102 B

応用数学Ⅱ(建築) 工学基礎部門 大野　博道 C3棟　1F　101 B

地盤の力学 水環境・土木工学科 河村　隆 C3棟　3F　300 B

交通インフラ安全工学特論 航空機システム共同研究講座 柳原 正明
南信州・飯田サテライト
キャンパス 2F 講義室

Ｂ

応用数学Ⅱ(水土) 工学基礎部門 岡本　葵 C3棟　1F　100 B

機械力学Ⅰ 機械システム工学科 辺見　信彦 C3棟　1F　102 B

建築環境工学Ⅱ 建築学科 中谷　岳史 W5棟　2F　23 B

橋梁工学 水環境・土木工学科 近広 雄希 E9棟　2F　21 C

交通インフラ安全工学特論 航空機システム共同研究講座 柳原 正明
南信州・飯田サテライト
キャンパス 2F 講義室

Ｂ

工業材料学Ⅱ 機械システム工学科 牛　立斌 C3棟　1F　102 C

建築構造力学Ⅱ 建築学科 田守　伸一郎 C3棟　2F　200 B

ディジタル通信システム 電子情報システム工学科 笹森 文仁 C3棟　1F　103 B

通信工学 電子情報システム工学科 ASANO DAVID KEN C3棟　3F　300 B

応用数学II 工学基礎部門 鈴木 章斗 C3棟　1F　103 Ｂ

空間情報学 水環境・土木工学科 豊田　政史 C3棟　3F　300 A

解析力学(電情) 工学基礎部門 榮岩　哲二 C3棟　1F　101 B

4 土木計画学 水環境・土木工学科 髙瀨　達夫 C3棟　3F　301 B

有機化学Ⅱ 物質化学科 菅　博幸 C3棟　3F　300 B

計測工学 機械システム工学科 髙山　潤也 C3棟　1F　102 B

信号処理 電子情報システム工学科 白井 啓一郎 C3棟　3F　301 B

生物化学演習 物質化学科 天野　良彦 C3棟　3F　300 B

地下水工学 水環境・土木工学科 中屋　眞司 E9棟　2F　21 C

熱力学Ⅰ 機械システム工学科 杉岡　秀行 C3棟　1F　103 B

建築材料 建築学科 松田　昌洋 C3棟　2F　203 B

データベース 電子情報システム工学科 新村 正明 W2棟　1F　101 B

無機化学Ⅱ 物質化学科 樽田 誠一 C3棟　3F　301 B

確率・統計 工学基礎部門 河邊 淳 C3棟　1F　101 Ｂ

確率・統計 工学基礎部門 鈴木 章斗 C3棟　2F　202 Ｂ

物理化学Ⅱ 物質化学科 酒井　俊郎 C3棟　1F　101 B

応用水理学 水環境・土木工学科 豊田　政史 C3棟　3F　300 B

建築エネルギーマネジメント 建築学科 高村　秀紀 C3棟　2F　203 B

データベース 電子情報システム工学科 新村 正明 W2棟　1F　101 B

統計熱力学 工学基礎部門 澤田　圭司 C3棟　3F　301 B

構造力学Ⅱ 水環境・土木工学科 大上　俊之 C3棟　2F　200 B

機械力学Ⅰ 機械システム工学科 辺見　信彦 C3棟　1F　102 B

西洋建築史 建築学科 土本　俊和 C3棟　2F　203 B

熱流体数値計算法 機械システム工学科 吉野　正人 C3棟　1F　103 C

アルゴリズムとデータ構造 電子情報システム工学科 宮尾 秀俊 C3棟　3F　301 B

4 都市･地域計画 水環境・土木工学科 藤居　良夫 E9棟　2F　21 B
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2019年度　授業公開科目　長野（工学）キャンパス
10月７日（月）～10月11日（金） 

（受付時間　各日16:00まで）

1限 9:00～10:30 　２限　10:40～12:10　３限 13:00～14:30 　４限14:40～16:10　 5限　16:20～17:50
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信州大学 工学部
高校生のための授業公開

信州⼤学⼯学部へようこそ。私たちは皆様に信州⼤学⼯

学部の特⾊を理解していただき，進路決定の参考となるように，⼤学で通常
⾏われている授業を⾼校⽣・受験⽣に⼀般公開いたします。「⼤学の授業と
はどんなものなのか」，「⾃分の興味がどの分野にあるのか」などについて
考える機会として、どんどんご参加ください！

時 限 時 間

１ 9:00～10:30

２ 10:40～12:10

３ 13:00～14:30

４ 14:40～16:10

５ 16:20～17:50

令和元年 １０⽉７⽇（⽉）〜１１⽇（⾦）
※５⽇間開催

⾒学の⼿順
①⾒学したい授業の前に事務棟（Ｅ３棟１Ｆ）で受付をしてく
ださい。（授業公開科⽬は次のページに掲載しています）
②⻩⾊いリボンを分かりやすい場所につけて
⾒学してください。
③お帰りの際に⻩⾊いリボンとアンケートを受付の回収箱にお
返しください。

途中入退場可能 事前申込不要

信州⼤学⼯学部をもっと知るために…
◆図書館、国際科学イノベーションセンター２Ｆ展⽰室をご⾃由に⾒学で
きます（イベント開催⽇を除く） 。図書館では⼊⼝ゲート前でスタッフ
に受付で配付した⼯学部のバッグをご提⽰ください。
◆学⽣⾷堂・売店（Ｃ７棟）をご利⽤できます。（8:00-19:00 ※時間に
より提供内容が異なります）
◆⼊試・⼤学⽣活についてのご質問を希望される場合は受付でお申し出く
ださい。（窓⼝④）

◆授業を公開している教室以外には⽴⼊らないでください。
◆講義室及び建物内では静穏な環境保持にご協⼒ください。
◆期間内で他の⽇に再度来学する場合でも，改めて受付へお越しください。

授業公開を楽しむためのお願い…

▲国際科学イノベーションセンター ２Ｆ
展⽰室



◆授業を公開している教室以外には⽴⼊らないでください。
◆講義室及び建物内では静穏な環境保持にご協⼒ください。
◆⻑野（⼯学）キャンパスで公開される授業は、信州⼤学
ホームページ ⼊試情報ポータブルに掲載しております。

信州⼤学⼯学部 飯⽥サテライトキャンパス
⾼校⽣のための授業公開のご案内

南信州・飯⽥サテライトキャンパス
〒395-0001 飯⽥市座光寺3349-1 （旧飯⽥⼯業⾼校 中校舎２階）
JR飯⽥線元善光寺駅より徒歩10分 飯⽥ICより⾞で約20分 駐⾞場あり
TEL 0265-49-0296

階段
出⼊⼝EV

１F

2F 階段
EV

講義室

信州⼤学⼯学部では令和元年10⽉7⽇（⽉）から10⽉11⽇（⾦）までの平
⽇5⽇間、⾼校⽣のための授業公開を⾏います。飯⽥サテライトキャンパスに
おいても以下の授業を公開いたします。 ⼤学で通常⾏われている授業をご覧
いただき、「⼤学の授業とはどんなものなのか」，「⾃分の興味がどの分野に
あるのか」などについて考える機会として、どんどんご参加ください。

⽇ 時間 授業科⽬名 担当教員所属・⽒名

１0⽉8⽇（⽕） 9：00〜10：30
10：40〜12：10 交通インフラ安全⼯学特論 航空機システム共同研究講座・

柳原 正明

 授業開始時間になりましたら、直接教室にお⼊りください。⼊退場⾃由です。

キャンパスのご案内

２F

エントランス
↓

飯⽥サテライトキャンパス

座光寺

駐⾞場
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