
平成２８年度後期時間割訂正 

学務課 

配布している後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。 

夜間コース                  更新日：平成２８年８月９日 

情報電子工学系学科 

学年 科目 教員名 変更内容 

３ 
電気電子工学実験Ⅱ 

C8709 

梶原・渡邊（浩）・

佐藤(信)・佐藤

(慎)・遠山教員 

金曜３～５時限 梶原・渡邊（浩）・

佐藤(信)・佐藤(慎)・遠山 

→金曜３～５時限 梶原・渡邊（浩）・

佐藤(信)・佐藤(慎)・遠山・髙橋 

※担当教員の追加 

昼間コース                  更新日：平成２８年９月１４日 

情報電子工学系学科(電気電子工学コース) 

学年 科目 教員名 変更内容 

２ 電気回路Ⅱ 

C4602 

鏡教員 他 木曜３・４時限 C107 

→木曜３・４時限 A333 

３ 高電圧工学 

C4707 

佐藤(孝)教員 火曜３・４時限 A333 

→火曜５・６時限 N101 

３ 送配電工学 

C4708 

佐藤(孝)教員 木曜３・４時限 A333 

→月曜１・２時限 C107 

 

情報電子工学系学科 

学年 科目 教員名 変更内容 

３ 工学演習Ⅰ 

C4607 

大鎌・遠山・堀

口教員 

水曜５・６時限 大鎌・遠山・堀口 

→水曜５・６時限 大鎌・川村(幸)・堀

口 

※担当教員の変更 

３ マルチメディア工

学 

C4724 

未定 集中講義 未定 

→集中講義 野中 

※担当教員の決定 

３ 人工知能応用演習 

C4728 

未定 集中講義 未定 

→集中講義 福多 

※担当教員の決定 

 

 

 

 



機械航空創造系学科（航空宇宙システム工学コース） 

学年 科目 教員名 変更内容 

３ 航空宇宙工学製図 

C2720 

樋口・勝又・湊・

箭原・平野教員 

金曜７～１０時限 樋口・勝又・湊・

箭原・平野 

→金曜７～１０時限 樋口・勝又・湊・

箭原 

※担当教員の変更 

 

副専門科目（応用物理コース対象） 

学年 科目 教員名 変更内容 

２ 英語コミュニケー

ションⅠ(Mクラス) 

T6633 

ハグリー 火曜９・１０時限 C307 

→削除 

※開講しない 

 

副専門科目（機械システム工学コース対象） 

学年 科目 教員名 変更内容 

２ 英語コミュニケー

ションⅠ(Mクラス) 

T6633 

ハグリー なし 

→水曜５・６時限 C306 

※Aクラスと同曜限に開講 

 

副専門科目 

学年 科目 教員名 変更内容 

２ 英語総合演習(Oク

ラス) 

T6615 

ハグリー 水曜７・８時限 C307 

→水曜７・８時限 C306 

３ 国際関係論 

T6703 

未定 木曜９・１０時限 未定 

→木曜９・１０時限 渡部(淳) 

※担当教員の決定 

 

副専門科目（環境と社会コース科目） 

学年 科目 教員名 変更内容 

３ 自然再生論 

T6705 

前田(菜) 木曜７・８時限 N205 

→木曜７・８時限 N401 

※但し、10/27(木)は N205で実施 

 

副専門科目（人間と文化コース科目） 

学年 科目 教員名 変更内容 

３ 青少年と文化 

T6710 

阿知良 水曜３・４時限 阿知良 

→水曜３・４時限 阿知良・田湯 

※担当教員の追加 

 



昼間コース                  更新日：平成２８年９月２６日 

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 電気電子工学 

C2604A 

湯浅・相津教員 月曜３・４時限 C2604 

→月曜３・４時限 C2604A 

（時間割コードの訂正） 

 

機械航空創造系学科(航空宇宙システム工学コース) 

学年 科目 教員名 変更内容 

２ 電気電子工学 

C2604B 

湊・上羽・新任

教員 

月曜５・６時限 C2604 

→月曜５・６時限 C2604B 

（時間割コードの訂正） 

夜間コース                   

副専門科目 

学年 科目 教員名 変更内容 

１ 
日本近現代史Ｂ 

T9204 
一瀬教員 

火曜夜１・２時限 T9604 

→火曜夜１・２時限 T9204 

（時間割コードの訂正） 

昼間コース                  更新日：平成２８年９月２７日 

副専門科目（総合科目） 

学年 科目 教員名 変更内容 

１ 日本文学 

T6649A 

佐々木(寛)教員 水曜５・６時限 T6649 

→水曜５・６時限 T6649A 

（時間割コードの訂正） 

 

副専門科目（総合科目） 

学年 科目 教員名 変更内容 

２ 日本文学 

T6649B 

佐々木(寛)教員 水曜９・１０時限 T6649 

→水曜９・１０時限 T6649B 

（時間割コードの訂正） 

昼間コース                   更新日：平成２８年９月２９日 

機械航空創造系学科 

学年 科目 教員名 変更内容 

３ 熱機関 C2708 河合教員 金曜３・４時限 C305 

→金曜３・４時限 N103 

※初回(10/7(金))のみ J205 

 



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 

２ 
電磁気学Ⅱ 

C8601 
川口教員 

水曜１・２時限 松田 

→水曜１・２時限 川口 

※担当教員の変更 

副専門科目 

学年 科目 教員名 変更内容 

２ 
認知心理学の諸問題 

T6709B 
前田(潤)教員 

記載なし 

→集中講義（授業の追加） 

 

夜間コース                  更新日：平成２８年９月３０日 

情報電子工学系学科 

学年 科目 教員名 変更内容 

３ 
電子物性論 

C8704 
川村(幸)教員 

水曜１・２時限 福田 

→水曜１・２時限 川村(幸) 

※担当教員の変更 

昼間コース                  更新日：平成２８年１０月３日 

情報電子工学系学科 

学年 科目 教員名 変更内容 

３ 認識と学習 

C4722 

倉重教員 月曜３・４時限 N209 

→月曜３・４時限 N405 

昼間コース                  更新日：平成２８年１０月５日 

副専門科目 

学年 科目 教員名 変更内容 

２ 英語コミュニケー

ションⅠ(Dクラス) 

T6622 

ゲイナー教員 水曜５・６時限 Ｃ１０４ 

→水曜５・６時限 Ｎ４０３ 

※１０月１９日(水)以降変更 

２ 英語総合演習 

(Mクラス) 

T6613 

ゲイナー教員 水曜７・８時限 Ｎ４０４ 

→水曜７・８時限 Ｎ４０３ 

※１０月１９日(水)以降変更 

昼間コース                  更新日：平成２８年１０月１１日 

副専門科目 

学年 科目 教員名 変更内容 

３ 地方自治論 

T6647 

永井(真)教員 水曜９・１０時限 Ａ３０４ 

→水曜９・１０時限 Ｎ１０４ 



昼間コース                  更新日：平成２８年１０月１３日 

建築社会基盤系学科 

学年 科目 教員名 変更内容 

１ 解析Ｂ 

C1501 

黒木場教員 水曜２～４時限 Ｃ１０７ 

→水曜２～４時限 Ｎ２０５ 

応用理化学系学科 

学年 科目 教員名 変更内容 

２ 反応速度論 

B3209 

中野(英)教員 水曜３・４時限 Ｎ２０５ 

→水曜３・４時限 Ｎ２０７ 

情報電子工学系学科 

学年 科目 教員名 変更内容 

３ 認識と学習 

C4722 

倉重教員 月曜３・４時限 Ｎ４０５ 

→月曜３・４時限 Ｎ３０２ 

※再度教室変更 

 


