
平成３０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３０年２月２０日 

建築社会基盤系学科 

学年 科目 教員名 変更内容 

３ コンクリート構造学Ⅰ 

C1718 

菅田教員  月曜８・９・１０時限 C107 

→月曜８・９・１０時限 C108 

応用理化学系学科 

学年 科目 教員名 変更内容 

３ 生物物理 

B3316 

澤田(研)教員 月曜１・２時限 Y104 

→月曜１・２時限 Y103 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

昼間コース                   更新日：平成３０年３月１２日 

機械航空創造系学科 

学年 科目 教員名 変更内容 

２ 物理学実験 

B2203 

雨海教員 

飯島教員 

 雨海、飯島 

→雨海、飯島、野村 

３ 機械システム工学セミナー 

B2306 

寺本教員 

他 

月曜７・８時限 A211、Y402、N103、N104 

→月曜７・８時限 A211、Y402、C204、C205 

３ 飛行力学Ⅱ 

B2319 

溝端教員 

上羽教員 

 溝端、上羽 

→溝端、高久 

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 スポーツ実習 a 

T6147 

上村教員 上村 

→大口 

副専門科目（情報電子工学系学科） 

学年 科目 教員名 変更内容 

１ スポーツ実習 a 

T6149 

上村教員 未定（上村） 

→大口 

１ スポーツ実習 a 

T6176 

未定(上村)教

員 

未定（上村） 

→上村 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 



昼間コース                   更新日：平成３０年３月１３日 

副専門科目 

学年 科目 教員名 変更内容 

２ 中国語Ⅲ 

T6223 

曲名教員 木曜３・４時限 C205 

→木曜３・４時限 N405 

夜間主コース                    

副専門科目 

学年 科目 教員名 変更内容 

１ フレッシュマン英語演習 

T9101 

未定 未定 

→渡邊 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

昼間コース                   更新日：平成３０年３月１６日 

機械航空創造系学科 

学年 科目 教員名 変更内容 

２ 航空宇宙機械力学 

B2220 

勝又教員 木曜３・４時限 C208 

→木曜１・２時限 C208 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

夜間主コース                  更新日：平成３０年３月２２日 

機械航空創造系学科 

学年 科目 教員名 変更内容 

２ 機械製図 

B7207 

成田教員 水曜夜３・４・５時限 A303、C305 

→水曜夜３・４・５時限 A303、C306 

副専門科目 

学年 科目 教員名 変更内容 

２・３ 環境生物学 

T6729 

岩佐教員 木曜夜５・６時限 Y103 

→木曜夜５・６時限 C107 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

昼間コース                   更新日：平成３０年４月４日 

建築社会基盤系学科 

学年 科目 教員名 変更内容 

３ 建築法規 

C1705 

真境名教員 

永井(宏)教員 

火曜５・６時限 C108 

→火曜５・６時限 A304 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 



昼間コース                   更新日：平成３０年４月６日 

建築社会基盤系学科 

学年 科目 教員名 変更内容 

１ (全科目対象) ― 
学籍番号１番～５５番 

→学籍番号１番～６７番 

学籍番号５６番以降 

→学籍番号６８番以降 

 (学籍番号クラス分けの変更) 

夜間主コース                

機械航空創造系学科 

学年 科目 教員名 変更内容 

１ 基礎化学 

B7105A 

太田(勝)教員 月曜夜１・２時限 N403 

→月曜夜１・２時限 N307 

情報電子工学系学科 

学年 科目 教員名 変更内容 

１ 基礎化学 

B7105B 

太田(勝)教員 月曜夜１・２時限 N403 

→月曜夜１・２時限 N307 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

昼間コース                   更新日：平成３０年４月１０日 

機械航空創造系学科 

学年 科目 教員名 変更内容 

１ 基礎物理 A 

B2106 

小野寺教員 

(窓口：桃野教員) 

小野寺(桃野) 

→小野寺(髙野) 

２ 機構学 

B2215 

寺本教員 月曜３・４時限 N404 

→月曜３・４時限 N306 

３ ジェットエンジン 

B2341 

湊教員 火曜７・８時限 N403 

→火曜７・８時限 N405 

応用理化学系学科 

学年 科目 教員名 変更内容 

３ 機械的単位操作 

C3612 

吉田教員 月曜９・１０時限 N209 

→月曜９・１０時限 N208 

 

副専門科目 

学年 科目 教員名 変更内容 

１ ドイツ語Ⅰ（Ａクラス） 

T6119 

クラウゼ教員 火曜３・４時限 N103 

→火曜３・４時限 N104 

１ ドイツ語Ⅰ（Ｂクラス） 

T6120 

クラウゼ教員 火曜５・６時限 N103 

→火曜５・６時限 N104 

１ ドイツ語Ⅰ（Ｃクラス） 

T6121 

クラウゼ教員 火曜７・８時限 N103 

→火曜７・８時限 N104 



２ 英語リーディング演習Ｂ

(Ａクラス、Ｄクラス) 

T6201、Ｔ6204 

島田教員、 

高久(裕)教員 

火曜１・２時限 N103 

→火曜１・２時限 N306 

２ 英語リーディング演習Ｂ

(Ｇクラス、Ｊクラス) 

T6207、Ｔ6210 

島田教員 

高久(裕)教員 

火曜５・６時限 N209 

→火曜５・６時限 N306 

２ 英語リーディング演習Ｂ

(Ｈクラス、Ｋクラス) 

T6208、Ｔ6211 

岸本教員 

三村教員 

火曜５・６時限 N404 

→火曜５・６時限 C207 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

昼間コース                   更新日：平成３０年４月１１日 

副専門科目 

学年 科目 教員名 変更内容 

１ 社会思想論 

T6180 

松本(ま)教員 水曜９・１０時限 N207 

→水曜９・１０時限 N308 

夜間主コース                

副専門科目 

学年 科目 教員名 変更内容 

１・２ 日本近現代史 B 

T9204 

一瀬教員 水曜夜１・２時限 N404 

→水曜夜１・２時限 C108 

３ ・ ４ 現代心理学 

T6731 

前田教員 水曜夜５・６時限 Y103 

→水曜夜５・６時限 C107 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

昼間コース                   更新日：平成３０年４月１９日 

応用理化学系学科 

学年 科目 教員名 変更内容 

３ 応用光学 

B3319 

矢野教員 水曜３・４時限 N103 

→水曜３・４時限 N101 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

昼間コース                   更新日：平成３０年５月１０日 

建築社会基盤系学科 

学年 科目 教員名 変更内容 

１ 基礎物理Ａ 

B1103 

伊土教員 木曜５・６時限 N207 

→木曜５・６時限 N308 

２ 解析Ｃ 

B1201 

黒木場教員 木曜５・６時限 N308 

→木曜５・６時限 N207 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 


