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利用期間 利用教室 所属学部 授業名 教員氏名

 4月5日（火）  10:30～12:00 第４A+B 工学部機械工学科 新入生履修登録 学内教員他

 4月5日（火）  13:00～15:00 第４A+B 工学部電気電子工学科 新入生履修登録 学内教員他

 4月5日（火）  13:30～15:00 第１ 工学部物理工学科 新入生履修登録 学内教員他

 4月5日（火）  14:00～15:00 第２ 工学部建築学科 新入生履修登録 学内教員他

 4月6日（水）  13:30～14:30 第４A+B 人文学部文化学科 新入生履修登録 学内教員他

 4月6日（水）  16:00～17:00 第４A+B 生物資源学部生命圏生命科学科 新入生履修登録 学内教員他

 4月6日（水）  14:00～15:00
　　　　　　　　　16:00～17:00

第１・第２ 生物資源学部資源循環学科 新入生履修登録 学内教員他

 4月6日（水）  16:00～17:00 第１・第２ 生物資源学部共生環境学科 新入生履修登録 学内教員他

 4月6日（水）  15:00～16:00
第１・第４

A+B
人文学部法律経済学科 新入生履修登録 学内教員他

 4月７日（木）  10:00～12:00 第４A+B 工学部分子素材工学科 新入生履修登録 学内教員他

  4月19日（火），26日(火)
　　　　　　　　　　8:50～10:20

第４B 教養教育機構 スタートアップセミナー 堀内　義隆

  4月20日（水），27日(水)
　　　　　　　　　　13:00～14:30

第１・第２ 総合情報処理センター 機械工学ﾌﾚｯｼｭﾏﾝｾﾞﾐﾅｰﾙ
総情ｾﾝﾀｰ教
員

  4月27日（水） 14:40～19:30 第1 総合情報処理センター ＩＴ講習会 近藤　利夫

  4月28日（木） 13:00～14:30 第３ 人文学部 アジア・オセアニア地誌演習Ｃ 安食　和宏

  5月9日（月），16日（月），23(月)
　　　　　　　　　　　8:50～10:20

第３ 教育学部 特別支援教育特別研究 菊池　紀彦

  5月10日（火）  8:50～10:20 第４A+B 教養教育機構 スタートアップセミナー 堀内　義隆

  5月10日（火）  16:20～17:50
　　　 11日（水）　13:00～14:30

第１
学術情報部情報・図書館ﾁｰ
ﾑ

国内文献検索講習会
情報リテラ
シー担当

  5月19日（木）  16:20～17:50
　　　 26日（水）　16:20～17:50

第５ 人文学部 地域経済　ゼミ 朝日　幸代

  6月2日（木）  16:20～17:50 第５
学術情報部情報・図書館ﾁｰ
ﾑ

国内文献検索講習会　他
利用者サー
ビス担当

6月3日（金），10日（金），17日
（金），7月29日（金），　　８月5日
（金）　　　 10:30～12:00

第４A 教育学部　学校教育講座 心理統計法 中西　良文

6月７日・14日（火）14：40～16：10
　 　9日（木）        　8：:50～10：
20

第３
教育学部　特別支援教育講
座

特別支援教育持論演習 菊池　紀彦

  6月 19日（日）  8:50～17:50 第４B 教員免許状更新講習
携帯タブレット端末を利用した
音声付きスライドショーの作成

須曽野　仁
志

  6月24日（金）　　 10:30～12:00 第４A 教育学部　学校教育講座 心理統計法 中西　良文

  6月30日（金）　　 10:30～12:00 第４A 教育学部　情報教育講座 コンピュータの基礎 山守　一徳

  7月　1日（金） 　13:00～14:30
　7月　8日（金） 　13:00～14:30
　7月15日（金） 　13:00～14:30

第４Ａ 教育学部 心理データ解析 松浦　均

  7月　4日（月） 　16:20～19:30
　7月11日（月） 　16:20～19:30

第１ 総合情報処理センター
Visual  Basic 入門 - Visual  Basic
を使ってみよう

白井　伸宙

  7月７日（木） 　13:00～16:10 第２ 総合情報処理センター
新採用者向け情報セキュリティ講
習会

白井　伸宙

  7月８日（金）   8:50～12:00
　　　　　　　　　14：40～16：10

第２ 教養教育機構 英語Ⅰコミュニケーション 田中　秀治

  7月 9日（土）  8:50～17:50 第４B 教員免許状更新講習
学習者のための
デジタルストーリーテリング

須曽野　仁
志

  7月１１日（月） 　13:00～
16:10

第１ 総合情報処理センター
新採用者向け情報セキュリティ講
習会

白井　伸宙

  7月17日（日），10月1日(土)
　　　　　　　　　　8:50～17:50

第４B 教員免許状更新講習
参加型アクティブラーニングのた
めのICT学習利用

須曽野　仁
志

  7月23日（土）  8:50～17:50 第４B 教員免許状更新講習 Webプログラミング 奥村　晴彦

平成２８年度総合情報処理センター・随時教育端末室利用状況



  7月31日（日）  8:50～17:50 第４B 教員免許状更新講習
ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞにおけるICT(情
報通信技術）の活用

下村　勉

  8月19日（金）  8:50～17:50 第４B 教員免許状更新講習
ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞにつながるプレゼン
テーションの技

須曽野　仁
志

8月22日（月）　10：30～16：10
　　23日（火）　8：50～17：50
　　24日（水）　8：50～17：50
　　25日（木）　8：50～12：00

第２ 人文学部 経済統計 渡邉　隆俊

  8月23日（火）  8:50～17:50 第４B 教員免許状更新講習
楽しく思考力・表現力を養うスクラッ
チプログラミング

下村　勉

  8月 26日（金）  8:50～17:50 第４A+B 工学研究科 知的財産権概論・特別講義Ⅱ 八神　寿徳

  8月30日（火），9月1日（木）
                     8:50～17:50

第４A+B 工学研究科 知的財産権出願特論 八神　寿徳

  9月 8日（木）  13:00～17:50 第１ 総合情報処理センター 「Excel」講座初級編 堀川　慎一

  9月 9日（金）  13:00～17:50 第１ 医学研究科看護学科 はじめてのＲ 谷村　晋
9月12日（月），13日（火），14
日（水），15日（木） 10:30～
16:10

第1，第2，
第4A＋B

教養教育機構 英語ⅠTOEIC集中再履修クラス
木田　悟史
他

  9月 16日（金）  13:00～17:50 第１
医学部附属病院
Ｉ Ｔ ・広報センター

「Excel」講座中級編-すぐに使える
Excelテクニック

坂本　良太

  9月 23日（金）  13:00～17:50 第１ 総合情報処理センター 今日からはじめるPython 白井　伸宙

  9月 27日（火）  13:00～17:50 第１ 工学研究科
SPSS講習会ー地域分析から
学ぶ多変量解析の基礎

浦山　益郎

  9月 28日（水）  13:00～17:50 第１ 総合情報処理センター
ＩＴ講習会２０１６夏
「SAS  Studio 入門セミナー」

白井　伸宙

  9月 29日（木）  8:50～12:30 第２ 生物資源学部 フィールドサイエンス総論実習 佐藤　邦夫

  9月 30日（金）  13:00～17:50 第１ MathWorks  Japan
ＩＴ講習会「MATLAB／Simulink セミ
ナー＆技術相談会」

張　　　莉

  9月30日（金）  8:50～17:50 第５ 医学・病院管理部　学務課 共用試験ＣＢＴ動作確認 新貝　庄吾

 10月7日（金）  14:40～16:10 第２ 人文学部 産業経済論総論演習 豊福　裕二

 10月13日（木） 　13:00～14:30
 　    20日（木） 　13:00～14:30

第２ 人文学部 アジア・オセアニア地誌演習Ｄ 安食　和宏

 10月14日（金）  8:50～17:50 第４A+B 医学・病院管理部　学務課 共用試験ＣＢＴ動作確認 新貝　庄吾

  11月11日（金） 13:00～14:30 第１
学術情報部情報・図書館ﾁｰ
ﾑ

Web of Science & EndNote講習会
紀伊國屋書店
安部　順二

  11月 25日（金） 13:00～17:50 第４A+B 医学部 共用試験CBT体験試験 成田　正明

  11月 29日（火） 13:00～16:10
第1又は

第5
総合情報処理センター Ｍｏｏｄｌｅ講習会（仮） 森尾　吉成

  12月 1日（木）  16:20～19:30 第４A+B 医学部 共用試験CBT本試験設営 成田　正明

  12月 2日（金）  8:50～17:50 第４A+B 医学部 共用試験CBT本試験 成田　正明

  12月 7日（水）  8:50～10:20 第２ 教育学部特別支援教育講座 障害者心理演習 菊池　紀彦

  12月 8日（木）  14:40～19:30 第１ 総合情報処理センター
総情センタークラウド系サービス
講習会

杉浦　徳宏

  12月 8日（木）  14:40～19:30 第３ 総合情報処理センター
総情センタークラウド系サービス
講習会

杉浦　徳宏

  12月 9日（金）  14:40～19:30 第１ 総合情報処理センター
パソコンの仕組みとチューニン
グ法

近藤　利夫

12月13日（火）　10：30～12：00
　　　20日（火）　10：30～12：00
 1月10日（火）  10：30～12：00

第１＋第２
教育学部　特別支援教育講
座

障がい学生支援実践 栗田　季佳

  12月 21日（水） 13:00～17:50 第５ 医学・病院管理部　学務課 共用試験ＣＢＴ動作確認 新貝　庄吾

  12月 22日（木）  8:50～17:50 第５ 医学部 共用試験CBT追再試験 成田　正明

  12月 22日（木）  8:50～12:00
                      14:40～16：10

第４Ａ 教養教育機構 英語Ⅰコミュニケーション 田中　秀治

  1月25日（水） 16:20～17:50 第４A+B 工学部 プログラミング演習Ⅱ 北　英彦



  1月30日（月） 8:50～10:20 第１ 生物資源学研究科 海洋個体群動態学 金岩　　 稔

3月6日（月）　13：00～16：10
　 　7日（火）　13：00～16：10
     8日（水）  13：00～16：10

第４Ａ＋Ｂ 人文学部 英語 Ⅰ　TOEIC 集中再履修 木田　悟史

  3月7日（火）  10:30～14:30 第３ 工学部 Mathmaticaの使い方 松井　博和

3月15日（水）　13：00～17：50
　 　16日（木）　13：00～17：50

第３ 総合情報処理センター ラズベリーパイを始めてみよう！ 杉浦　徳宏

  3月30日（木）  13:00～17:50 第１ 総合情報処理センター 機械学習への誘い 大山　航

  3月31日（金）  13:00～17:50 第１ 総合情報処理センター
ＥｘｃｅｌユーザのためのRと統計
入門

奥村　晴彦


