
対⾯授業⼀覧（理⼯学研究科（⼯学系）） 令和３年９⽉２７⽇

曜日 時限 時間割番号 科目名 開講場所（講義棟） 開講場所（教室） 担当教員名 備考

火曜日 1 28102 燃焼工学 工学部 E011 中原　真也

水曜日 2 28104 船舶操縦制御特論 工学部 E531 田中　進

火曜日 5 28114 機械工学講究Ⅱ 研究室など 中原　真也

火曜日 5 28119 機械工学講究Ⅱ 研究室など 李　在勲

火曜日 5 28121 機械工学講究Ⅱ 研究室など 川本　昌紀

火曜日 5 28122 機械工学講究Ⅱ 研究室など 松浦　一雄

火曜日 5 28128 機械工学講究Ⅱ 研究室など 岩本　幸治

火曜日 5 28129 機械工学講究Ⅱ 研究室など 田中　進

水曜日 5
環境建設工学ゼミナール
（2020年度入学生用）

環境建設工学コース
全教員

水曜日 5
環境建設工学ゼミナール
（2021年度入学生用）

環境建設工学コース
全教員

金曜日 5 18153 環境建設工学特別実験
環境建設工学コース
全教員

主指導教員および研究BCPに従う
9/27修正

月曜日 5 28140 社会基盤デザイン原理 共通講義棟Ｃ EL13(共通講義棟C) 安原・木下
9/27修正

火曜日
木曜日

4
3～4

18205 研究教育能力開発実習
平岡・小林・山室・
板垣・斎藤・全・松
本・佐々木・阪本

講義室は利用しません。

金曜日 3 18208 機能材料工学セミナー 井堀・西岡（宜） 講義室は利用しません。

月曜日 4 28201 金属材料工学特論 共通講義棟Ｃ EL21(共通講義棟C) 水口・佐々木

月曜日 5 28202 化学材料工学特論 共通講義棟Ｃ EL21(共通講義棟C) 青野・板垣

火曜日 5 28203 先端機能材料工学特論 共通講義棟Ｃ EL15(共通講義棟C) 平岡　耕一

月曜日 3 28204 接合工学特論 共通講義棟Ｃ EL21(共通講義棟C) 水口　隆

集中
28205
28255

繊維・高分子材料評価特論 共通講義棟Ｃ EL22(共通講義棟C) 薮谷　智規
感染状況によっては遠隔（同期）、対面と遠
隔（同期）の併用授業に切り替える可能性が
あります。

集中 28208 機能材料工学特別講義 青野　宏通 １２月の開講を予定している。

火曜日 1～2 28209
技術英語プレゼンテーショ
ン

共通講義棟Ｃ EL22(共通講義棟C) 武部　博倫
終的に英語のプレゼン能力を高めるために

は、一堂に集まった上で、原稿を読まずに発
表することが不可欠である。

水曜日 4 18261
専門総合化学（2020年度入
学生用）

研究室など
応用化学コース全教
員

実験は対面で実施する必要があるが、議論に
ついては資料を共有し、Zoom等で参加できる
ようにする。

金曜日 4 18262
応用化学ゼミナール（2020
年度入学生用）

研究室など
応用化学コース全教
員

各研究室ごとに個別に対応する。

火曜日 5 18263 応用化学セミナーⅠ 共通講義棟Ｃ EL45(共通講義棟C)
応用化学コース全教
員

対面授業の際に参加できない学生には、授業
の資料（未発表の研究データを除いたもの）
をMoodleで提供し、学生が講師に質問できる
機会を設け、授業の到達目標を学生が達成で
きるようにする。

水曜日 4 18275
専門総合化学（2021年度入
学生用）

研究室など
応用化学コース全教
員

実験は対面で実施する必要があるが、議論に
ついては資料を共有し、Zoom等で参加できる
ようにする。

金曜日 4 18276
応用化学ゼミナール（2021
年度入学生用）

研究室など
応用化学コース全教
員

各研究室ごとに個別に対応する。

月曜日 1～2 28303 電気電子材料特論 共通講義棟Ｃ EL21(共通講義棟C) 下村　哲

金曜日 1～2
28304
28372

情報通信システム特論 共通講義棟Ｃ
EL23(共通講義棟
C)、メディアセン
ター第6演習室

都築　伸二

火曜日 5 28307 電気電子工学特別演習Ⅱ
電気電子工学コース
全教員

月曜日 4～5 28365
ネットワークシステム特論
Ⅱ

5号館 9-7 野口・杉野

火曜日 5 28111 機械工学講究Ⅱ 研究室など 柴田　論
moodle等を用いて遠隔でも同じ指導を行う
9/27追加

火曜日 5 28112 機械工学講究Ⅱ 研究室など 野村　信福 9/27追加

火曜日 5 28124 機械工学講究Ⅱ 研究室など 向笠　忍 9/27追加

火曜日 5 28126 機械工学講究Ⅱ 研究室など 水上　孝一 9/27追加

火曜日 5 28127 機械工学講究Ⅱ 研究室など 玉男木　隆之 9/27追加

金曜日 5 28250 有機化学特論Ⅱ 共通講義棟Ｃ EL13(共通講義棟C) 林・太田 個別に対応する。9/27追加

火曜日 1 28251 化学工学特論 共通講義棟Ｃ EL13(共通講義棟C) 川﨑　健二 個別に対応する。9/27追加

水曜日 5 28253
Introduction to Applied
Chemistry

共通講義棟Ｃ EL13(共通講義棟C)
応用化学コース全教
員

資料を共有し、Zoom等で参加できるようにす
る。9/27追加

火曜日 3～4
28373
28378

発展的ICT総合科目Ⅱ 5号館 9-7 小林・遠藤 9/27追加


