
平成２９年度前期時間割訂正 

学務課 

配布している前期時間割に下記のとおり訂正があります。 

再訂正があれば更新されますので、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２９年３月１３日 

建築社会基盤系学科 

学年 科目 教員名 変更内容 

３ 建築鋼構造演習 

B1307 

溝口教員  金曜１・２時限 C104 

→木曜１・２時限 C104 

４ 建築構造設計演習 

B1405 

溝口教員 水曜１～４時限 C206 

→金曜１～４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  水曜７・８時限 A304 

→木曜９・１０時限 A304 

応用理化学系学科 

学年 科目 教員名 変更内容 

３ 安全管理工学 

B3308 

大平教員 水曜３・４時限 A304 

→水曜３・４時限 N208 

情報電子工学系学科 

学年 科目 教員名 変更内容 

４ 電気関係法規・電気施設

管理 B4402 

佐藤(孝)教員 集中講義 B4403 

→集中講義 B4402（時間割コードの訂正） 

副専門科目（建築社会基盤系学科） 

学年 科目 教員名 変更内容 

１ 地域社会概論 

（前半８週）T6719A 

小室教員 他 水曜３・４時限 N401 

→水曜３・４時限 N308 

副専門科目（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 

（後半８週）T6720A 

小室教員 他 水曜３・４時限 N308 

→水曜３・４時限 N401 

副専門科目 

学年 科目 教員名 変更内容 

１ 現代の社会 A 

（前半８週）T6555 

平川教員 水曜９・１０時限 T6555A 

→水曜９・１０時限 T6555 

（時間割コードの訂正） 

２ 環境生物学 

T6231 

本村教員 水曜５・６時限 A333 

→金曜１・２時限 N205 

 



副専門科目（土木工学コース対象） 

学年 科目 教員名 変更内容 

３ 英語コミュニケーショ

ンⅠ(Dクラス) 

T6308 

ニマ教員 水曜９・１０時限 C205 

→水曜９・１０時限 C204 

※ただし 4/12(水)のみ C205 

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 

３ 機械航空創造系セミ

ナーＡ B7302 

船水教員 金曜夜３－４時限  

→金曜夜３－４時限 C205（教室記載追加） 

副専門科目 

学年 科目 教員名 変更内容 

３ 国際関係論 

T9145 

渡部(淳)教員 木曜夜３・４時限、渡部(淳)教員 

→集中講義に変更、担当教員未定 

夜間コース                    更新日：平成２９年３月３１日 

情報電子工学系学科 

学年 科目 教員名 変更内容 

２ 電気回路Ⅰ 

B7206 

関根教員 水曜夜３－４時限 A249 

→水曜夜３－４時限 Y103,Y104 

昼間コース                     更新日：平成２９年４月６日 

副専門科目 

学年 科目 教員名 変更内容 

２ ドイツ語Ⅲ 

(Ａクラス) T6219 

クラウゼ教員 木曜３・４時限 N303 

→木曜３・４時限 C104 

２ ドイツ語Ⅲ 

(Ｂクラス) T6220 

クラウゼ教員 木曜５・６時限 N303 

→木曜５・６時限 C205 

２ ドイツ語Ⅲ 

(Ｃクラス) T6221 

クラウゼ教員 木曜７・８時限 N303 

→木曜７・８時限 C104 

２ 中国語Ⅲ 

(Ａクラス) T6223 

曲明教員 木曜３・４時限 C104 

→木曜３・４時限 N303 

２ 中国語Ⅲ 

(Ｂクラス) T6224 

曲明教員 木曜５・６時限 C205 

→木曜５・６時限 N303 

２ 中国語Ⅲ 

(Ｃクラス) T6225 

曲明教員 木曜７・８時限 C104 

→木曜７・８時限 N303 

昼間コース                    更新日：平成２９年４月１０日 

副専門科目（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 

（後半８週）T6720A 

小室教員 他 水曜３・４時限 N401 

→水曜３・４時限 N308（教室の再変更） 



副専門科目（応用理科学系学科） 

学年 科目 教員名 変更内容 

１ 地域社会概論 

（後半８週）T6720B 

小室教員 他 水曜３・４時限 N308 

→水曜３・４時限 N401 

昼間コース                    更新日：平成２９年４月１１日 

建築社会基盤系学科 

学年 科目 教員名 変更内容 

３ 地盤防災工学 

B1321 

木幡教員  火曜３・４時限 N303 

→火曜３・４時限 C205 

※4/18(火)以降教室変更 

副専門科目 

学年 科目 教員名 変更内容 

２ 英語リーディング演習Ｂ 

（Ｇ・Ｊクラス） 

T6207・T6210 

島田教員 火曜５・６時限 島田 

→火曜５・６時限 高久・島田 

（担当教員の追加） 

２ 英語リーディング演習Ｂ 

（Ｈ・Ｋクラス） 

T6208・T6211 

三村教員 火曜５・６時限 三村 

→火曜５・６時限 深澤・三村 

（担当教員の追加） 

２ 英語リーディング演習Ｂ 

（Ⅰ・Ｌクラス） 

T6209・T6212 

岸本(宜)教員 火曜５・６時限 岸本(宜) 

→火曜５・６時限 佐藤(明)・岸本(宜)  

（担当教員の追加） 

２ 英語コミュニケーション

Ⅰ（Ｃクラス） 

T6246 

ポラード教員 月曜９・１０時限 未定 

→月曜９・１０時限 ポラード・シェーン・

デイビッド 

（担当教員の決定） 

２ 英語コミュニケーション

Ⅰ（Ｅクラス） 

T6248 

ポラード教員 木曜９・１０時限 未定 

→木曜９・１０時限 ポラード・シェーン・

デイビッド 

（担当教員の決定） 

昼間コース                    更新日：平成２９年４月１３日 

副専門科目 

学年 科目 教員名 変更内容 

２ ドイツ語Ⅲ 

(Ｂクラス) T6220 

クラウゼ教員 木曜５・６時限 C205 

→木曜５・６時限 C203（教室の再変更） 

２ 中国語Ⅲ 

(Ｂクラス) T6224 

曲明教員 木曜５・６時限 N303 

→木曜５・６時限 C205（教室の再変更） 

２ からだの科学 

T6237 

谷口教員 水曜３・４時限 A333 

→水曜３・４時限 A304 

 

 



昼間コース                    更新日：平成２９年４月１７日 

副専門科目 

学年 科目 教員名 変更内容 

１ 日本の憲法 

T6177 

清末教員 水曜９・１０時限 N401 

→水曜９・１０時限 N308 

１ 現代の社会Ａ 

T6555 

平川教員 水曜９・１０時限 N308 

→水曜９・１０時限 N401 

昼間コース                    更新日：平成２９年４月１９日 

建築社会基盤系学科 

学年 科目 教員名 変更内容 

４ 建築構造設計演習 

B1405 

溝口教員 金曜１～４時限 C206 

→金曜１～４時限 C203 

４ 港工学 

B1413 

木村教員 月曜５・６時限 N101 

→木曜３・４時限 C203 

 ※4/27(木)以降変更 

応用理化学系学科 

学年 科目 教員名 変更内容 

３ 微生物科学 

B3313 

チャン教員 水曜９・１０時限 N302 

→水曜９・１０時限 N403 

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 電気回路Ⅰ 

B7206 

長谷川(弘) 

教員 

水曜夜３－４時限 関根 

→水曜夜３－４時限 長谷川(弘) 

（担当教員の訂正） 

昼間コース                    更新日：平成２９年４月２１日 

建築社会基盤系学科 

学年 科目 教員名 変更内容 

３ 建築鋼構造演習 

B1307 

溝口教員 木曜１・２時限 C104 

→木曜１・２時限 J205 

副専門科目 

学年 科目 教員名 変更内容 

１ 経済のしくみＡ 

T6178 

亀田教員 水曜９・１０時限 N205 

→水曜９・１０時限 N401 

２ 中国語Ⅲ 

(Ｂクラス) T6224 

曲明教員 木曜５・６時限 C205 

→木曜５・６時限 N303（教室の再変更） 

 


