
平成２８年度前期時間割訂正 

教務グループ 

配布している前期時間割に訂正があります。 

間違いのないよう，必ず確認してください。 

昼間コース                   更新日：平成２８年４月７日 

建築社会基盤系学科 

学年 科目 教員名 変更内容 

２ TOEIC英語演習Ⅱ 

 (B ｸﾗｽ) T6214 

岸本(宜)教員  岸本(宜)（担当教員） 

→島田 

２ TOEIC英語演習Ⅱ 

 (C ｸﾗｽ) T6215 

島田教員  島田（担当教員） 

→岸本(宜) 

４ 土木施工 B1410 木幡教員  月曜７・８時限 C305 

→月曜７・８時限 C206 

機械航空創造系学科 

学年 科目 教員名 変更内容 

２ 材料力学 B2213 藤木教員 月曜３・４時限 N302 

→月曜３・４時限 A304 

２ 化学実験 B2204 松山教員 他 金曜７～１０時限 松山・神田・飯

森 

→金曜７～１０時限 松山・澤田・飯

森 

応用理化学系学科 

学年 科目 教員名 変更内容 

１ 基礎化学  

B3107・B3108 

上道教員 上道（担当教員） 

→神田・上道 

１ ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ英語演習 

(Q ｸﾗｽ) T6117 

トムソン教員  水曜５・６時限 C310  

→水曜５・６時限 C207 

 

情報電子工学系学科 

学年 科目 教員名 変更内容 

１ ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ PBL ｾﾐﾅｰ 

B4110  

鏡教員 他 月曜１・２時限  N401,C208,R205,VR

ｼｱﾀｰ 

→月曜７・８時限 N401,A333,R205,VR

ｼｱﾀｰ    

１ 基礎化学 B4107 庭山教員 月曜７・８時限 N401  

→月曜５・６時限 N308 

１ ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ英語演習 

(H ｸﾗｽ) T6108 

トムソン教員  火曜９・１０時限 C310  

→火曜９・１０時限 C207 



１ 情報ﾘﾃﾗｼｰ演習 

B4112 

工藤・柴田教員 木曜５・６時限  

→金曜９・１０時限 

２ TOEIC英語演習Ⅱ 

 (B ｸﾗｽ) T6214 

岸本(宜)教員  岸本(宜)（担当教員） 

→島田 

２ TOEIC英語演習Ⅱ 

 (C ｸﾗｽ) T6215 

島田教員  島田（担当教員） 

→岸本(宜) 

２ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ応用演

習 B4205 

大鎌・加野教員  水曜７～９時限 C309,C310  

→水曜７～９時限 C307,C309,C310  

３ 確率・統計応用演習 

B4323 

倉重教員 火曜５～７時限 R205 

→火曜５～７時限 R105 

夜間コース 

情報電子工学系学科 

学年 科目 教員名 変更内容 

１ ﾌﾚｯｼｭﾏﾝｾﾐﾅｰ(後

半８週) B8107 

梶原教員 月曜夜５－６時限 A219,C307 

→月曜夜５－６時限 A219 

 

昼間コース                   更新日：平成２８年４月８日 

全学科 

学年 科目 教員名 変更内容 

１ 情報ﾒﾃﾞｨｱ基礎 桑田教員 他  桑田・石坂・早坂・新任 

→桑田・石坂・早坂・小川 

（担当教員名の追加） 

建築社会基盤系学科（建築学コース） 

学年 科目 教員名 変更内容 

２ 建築構造力学Ⅰ 

 B1204 

新任教員  新任（担当教員） 

→髙瀬 

３ 建築鉄筋コンクリ

ート構造 B1303 

新任教員  新任（担当教員） 

→髙瀬 

３ 建築構造解析Ⅰ 

B1306 

新任教員  新任（担当教員） 

→髙瀬 

機械航空創造系学科 

学年 科目 教員名 変更内容 

３ 機械システム工学

セミナー B2306 

寺本教員 他 寺本・相津・風間 

→寺本・相津・風間・大石 

（担当教員の追加） 

応用理化学系学科 

学年 科目 教員名 変更内容 

２ ドイツ語Ⅲ 

 (Ｄｸﾗｽ) T6732 

山藤教員  T6733（時間割コード） 

→T6732 

 



情報電子工学系学科 

学年 科目 教員名 変更内容 

２ ドイツ語Ⅲ 

 (Ｅｸﾗｽ) T6733 

山藤教員  T6220（時間割コード） 

→T6733 

夜間コース 

全学科 

学年 科目 教員名 変更内容 

１ 情報ﾒﾃﾞｨｱ基礎 桑田教員 他  桑田・石坂・早坂・新任 

→桑田・石坂・早坂・小川 

（担当教員名の追加） 

２ 環境生物学 岩佐教員 T6729B（時間割コード） 

→T6729A 

 

昼間コース                   更新日：平成２８年４月１１日 

応用理化学系学科 

学年 科目 教員名 変更内容 

２ 有機化学Ｂ 

 B3204 

上井教員  月曜１－２時限 Ｎ２０９ 

→月曜１－２時限 Ｎ４０５ 

 

情報電子工学系学科 

学年 科目 教員名 変更内容 

２ 計算機工学Ⅰ 

B4206 

長谷川(弘)教員  水曜１－２時限 Ａ３３３ 

→水曜１－２時限 Ｎ４０１ 

 

昼間コース                   更新日：平成２８年４月１２日 

応用理化学系学科 

学年 科目 教員名 変更内容 

３ 統計熱力学 

 B3318 

近澤教員  火曜５－６時限 Ｎ３０３ 

→火曜５－６時限 Ｎ４０５ 

 

昼間コース                   更新日：平成２８年４月１３日 

副専門コース別科目（人間と文化コース） 

学年 科目 教員名 変更内容 

２ アジアの文化 

 T6239 

松本(ま)教員  水曜３－４時限 Ｎ３０２ 

→水曜３－４時限 Ｎ２０７ 



昼間コース                   更新日：平成２８年４月１４日 

応用理化学系学科 

学年 科目 教員名 変更内容 

３ プロセス設計 

 C3714 

吉田(雅)教員  木曜３－４時限 Ｎ２０９ 

→木曜３－４時限 Ｎ２０５ 

昼間コース                   更新日：平成２８年４月１８日 

応用理化学系学科 

学年 科目 教員名 変更内容 

２ 分析化学 

 B3210 

上道教員  月曜７－８時限 Ｃ２０８ 

→月曜７－８時限 Ｎ３０２ 

昼間コース                   更新日：平成２８年４月１９日 

機械航空創造系学科 

学年 科目 教員名 変更内容 

３ ジェットエンジン 

 B2341 

湊教員  火曜７－８時限 Ｎ４０４ 

→火曜７－８時限 Ｎ４０３ 

昼間コース                   更新日：平成２８年４月２０日 

機械航空創造系学科 

学年 科目 教員名 変更内容 

１ 地域社会概論 

 T6720A 

永野教員 他  水曜３－４時限 Ｎ４０１ 

→水曜３－４時限 Ａ３０４ 

応用理化学系学科 

学年 科目 教員名 変更内容 

１ 地域社会概論 

 T6720B 

永野教員 他  水曜３－４時限 Ａ３０４ 

→水曜３－４時限 Ｎ４０１ 

昼間コース                   更新日：平成２８年４月２１日 

副専門科目 

学年 科目 教員名 変更内容 

２ 中国語Ⅲ 

 （全クラス） 

曲明教員  木曜３－８時限 C203または C205 

→木曜３－８時限 N303 

機械航空創造系学科（材料工学コース） 

学年 科目 教員名 変更内容 

４ 材料生産技術 

 B2415 

平井・葛谷教員  火曜３－４時限 Ｎ３０８ 

→火曜３－４時限 Ｋ６１３ 



機械航空創造系学科（機械システム工学コース） 

学年 科目 教員名 変更内容 

２ 機械工作法実習Ⅰ 

B2205 

寺本・長船教員  月曜火曜５－８時限 B2205 

→月曜５－８時限 B2205A 

２ 機械工作法実習Ⅰ 

B2205 

寺本・長船教員  月曜火曜５－８時限 B2205 

→火曜５－８時限 B2205B 

２ 機械工作法実習Ⅱ 

B2205 

寺本・長船教員  月曜火曜５－８時限 B2205 

→月曜５－８時限 B2209A 

２ 機械工作法実習Ⅱ 

B2205 

寺本・長船教員  月曜火曜５－８時限 B2205 

→火曜５－８時限 B2209B 

 


