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No. 講義コード 講義名称 講義期間 曜日・時限 キャンパス 成績担当教員

授業形態

・ハイフレックス型
同じ授業内容を対面とオンラインで同時に行
う授業方法
・ブレンド型
対面が望ましい回を対面で実施，それ以外
はオンラインで実施する授業方法

教室

1 20252502 工業倫理・工業経営（B） 冬学期 火１ 伊都地区 篠原　巨司馬 遠隔
2 20253803 テクノロジー・マーケティング 冬学期 水４・水５ 伊都地区 牧野　恵美 遠隔
3 20251508 コンパイラB 冬学期 月１ 伊都地区 鵜林　尚靖 遠隔
4 20251618 超伝導基礎論B 冬学期 月２ 伊都地区 岩熊　成卓 遠隔
5 20251812 技術表現法B 冬学期 月４ 伊都地区 趙　建軍 遠隔
6 20251813 通信工学通論B 冬学期 月４ 伊都地区 岡村　耕二 遠隔
7 20252615 コンピュータシステムⅡB 冬学期 火２ 伊都地区 天野　浩文 遠隔
8 20252620 計算機プログラミング演習Ⅱ（B） 冬学期 火２・金２ 伊都地区 山本　薫 対面 創作工房７（W2-316）
9 20252719 コンピュータシステム通論B 冬学期 火３ 伊都地区 小出　洋 遠隔
10 20252721 計算機プログラミング演習Ⅱ（A） 冬学期 火３・金１ 伊都地区 山本　薫 対面 創作工房７（W2-316）
11 20253513 アルゴリズム論B 冬学期 水１ 伊都地区 川崎　洋 ブレンド 工学部第１４講義室
12 20253615 通信ネットワークB 冬学期 水２ 伊都地区 小野　貴継 遠隔
13 20253715 光エレクトロニクスⅡ 冬学期 水３ 伊都地区 浜本　貴一 遠隔
14 20253716 形式言語とオートマトンB 冬学期 水３ 伊都地区 櫻井　幸一 遠隔
15 20253717 電磁気学Ⅱ（A） 冬学期 水３・金４ 伊都地区 末廣　純也 遠隔
16 20253718 電磁気学Ⅱ（B） 冬学期 水３・金４ 伊都地区 湯浅　裕美 遠隔
17 20255607 制御工学B 冬学期 金２ 伊都地区 村田　純一 ハイフレックス 工学部第８講義室
18 20251724 反応工学第二 冬学期 月３・月４ 伊都地区 岸田　昌浩 ブレンド 工学部第２講義室
19 20251726 物質移動工学 冬学期 月３・月４ 伊都地区 梶原　稔尚 遠隔
20 20251809 化工情報処理演習 冬学期 木１・木２ 伊都地区 山本　剛 対面 工学部第２講義室
21 20252720 基礎流体工学 冬学期 火３・火４ 伊都地区 渡辺　隆行 ブレンド 工学部第１講義室
22 20252808 生物化学工学 冬学期 火４・火５ 伊都地区 水本　博 遠隔
23 20253516 プロセスシステム工学 冬学期 水１・水２ 伊都地区 柘植　義文 遠隔
24 20255518 工業化学基礎第二 冬学期 金１・金２ 伊都地区 林　潤一郎 遠隔
25 20255608 物質科学工学実験第三 冬学期 金２・金３・金４・金５ 伊都地区 堺　裕輔 遠隔
26 20251512 量子化学第一 冬学期 月１・水２ 伊都地区 吉澤　一成 対面 工学部第１講義室
27 20252614 表面化学 冬学期 火２・水２ 伊都地区 高原　淳 遠隔
28 20253512 無機化学第四 冬学期 水１・木１ 伊都地区 高垣　敦 ブレンド 工学部第１２講義室
29 20255515 量子化学演習 冬学期 金１・金２ 伊都地区 塩田　淑仁 遠隔
30 20251510 分析化学第三および演習 冬学期 月１・月２ 伊都地区 藤ヶ谷　剛彦 対面 工学部第３講義室
31 20251613 無機化学第二 冬学期 月２・木１ 伊都地区 嶌越　恒 ブレンド 工学部第５・６講義室
32 20251718 化学工学第一 冬学期 月３・木２ 伊都地区 神谷　典穂 ブレンド（月３：遠隔　木２：対面） 工学部第１講義室（木２のみ）
33 20251727 物理化学演習 冬学期 月３・月４ 伊都地区 後藤　雅宏 対面 工学部第１講義室
34 20251507 凝固及び結晶成長 冬学期 月１・水１ 伊都地区 宮原　広郁 遠隔
35 20251610 金属製錬学第一 冬学期 月２・水２ 伊都地区 中島　邦彦 遠隔
36 20251611 材料電気化学 冬学期 月２・木２ 伊都地区 中野　博昭 遠隔
37 20252612 デバイス物理学 冬学期 火２・火３ 伊都地区 向田　昌志 遠隔
38 20252716 弾性・塑性変形工学 冬学期 火３ 伊都地区 田中　將己 遠隔
39 20253511 超伝導材料工学 冬学期 水１・水３ 伊都地区 寺西　亮 遠隔
40 20254510 電解工学 冬学期 木１・金４ 伊都地区 中野　博昭 遠隔
41 20255514 回折結晶学 冬学期 金１・金２ 伊都地区 金子　賢治 遠隔
42 20255605 セラミックス材料学 冬学期 金２・金３ 伊都地区 齊藤　敬高 遠隔
43 20251509 上下水道および水資源工学Ⅰ 冬学期 月１ 伊都地区 広城　吉成 遠隔
44 20251616 上下水道および水資源工学Ⅱ 冬学期 月２ 伊都地区 広城　吉成 遠隔
45 20251617 水理学Ⅱ 冬学期 月２ 伊都地区 矢野　真一郎 遠隔
46 20252616 地盤力学Ⅱ 冬学期 火２ 伊都地区 安福　規之 遠隔
47 20252618 鋼構造工学 冬学期 火２・３ 伊都地区 貝沼　重信 遠隔
48 20252809 土木材料学Ⅰ 冬学期 火４ 伊都地区 濱田　秀則 遠隔
49 20252901 土木材料学Ⅱ 冬学期 火５ 伊都地区 濱田　秀則 遠隔
50 20253508 まちづくり・地域づくり概論Ⅱ 冬学期 水１ 伊都地区 樋口　明彦 遠隔
51 20253613 海岸水理学Ⅱ 冬学期 水２ 伊都地区 山城　賢 遠隔
52 20253614 構造力学Ⅱ 冬学期 水２ 伊都地区 園田　佳巨 遠隔
53 20254613 構造解析学 冬学期 木２・木３ 伊都地区 梶田　幸秀 遠隔
54 20254615 社会基盤計画学Ⅱ 冬学期 木２ 伊都地区 塚原　健一 遠隔
55 20255511 環境と防災２ 冬学期 金１ 伊都地区 梶田　幸秀 遠隔
56 20255519 都市計画 冬学期 金１・金２ 伊都地区 馬奈木　俊介 遠隔
57 20255806 河川工学Ⅱ 冬学期 金４ 伊都地区 島谷　幸宏 遠隔
58 20251612 地圏開発システム工学 冬学期 月２・火２ 伊都地区 笹岡　孝司 遠隔
59 20251717 地球システム学概論 冬学期 月３・水３ 伊都地区 今井　亮 対面 工学部中講義室
60 20251808 地球環境化学 冬学期 月４・水２ 伊都地区 笹木　圭子 対面 工学部第４講義室
61 20252503 地熱貯留層工学 冬学期 火３・金１ 伊都地区 藤光　康宏 ブレンド 工学部第５・６講義室
62 20252714 地球熱学 冬学期 火３・金２ 伊都地区 西島　潤 対面 工学部中講義室
63 20252807 地球環境のイメージング 冬学期 火４・水４ 伊都地区 辻　健 対面 工学部中講義室
64 20253609 環境地球物理学 冬学期 水２・水３ 伊都地区 水永　秀樹 遠隔
65 20254612 資源流体工学 冬学期 木２・金２ 伊都地区 菅井　裕一 遠隔
66 20254614 資源工学倫理及びマネージメントⅡ 冬学期 木２ 伊都地区 島田　英樹 遠隔
67 20251609 システム設計工学 冬学期 月２・金２ 伊都地区 木村　元 遠隔
68 20251714 運動制御工学 冬学期 月３・水２ 伊都地区 古川　芳孝 遠隔
69 20251715 計算工学演習第一 冬学期 月３・月４ 伊都地区 木村　元 遠隔
70 20251807 船舶海洋振動学第二 冬学期 月４・水１ 伊都地区 安澤　幸隆 遠隔
71 20252715 船舶復原性および同演習 冬学期 火３・木３ 伊都地区 古川　芳孝 遠隔
72 20253711 環境設計工学 冬学期 水３・水４ 伊都地区 篠田　岳思 遠隔
73 20254508 技術者倫理 冬学期 木１・木２ 伊都地区 篠田　岳思 遠隔
74 20255513 流体力学第二 冬学期 金１・金２ 伊都地区 安東　潤 遠隔
75 20251614 有機材料科学Ⅱ 冬学期 月２ 伊都地区 菊池　裕嗣 ブレンド ３２３エネ科講義室
76 20251716 固体物理学Ⅱ 冬学期 月３・月４ 伊都地区 橋爪　健一 遠隔
77 20251719 量子力学Ⅱ（24クラス） 冬学期 月３ 伊都地区 河江　達也 遠隔
78 20251720 量子力学Ⅱ（25クラス） 冬学期 月３ 伊都地区 伊豫本　直子 遠隔
79 20252613 相転移論Ⅱ 冬学期 火２ 伊都地区 松村　晶 遠隔
80 20252713 材料計測学Ⅱ 冬学期 火３ 伊都地区 稲垣　八穂広 ブレンド ７０１エネルギー科学科ゼミ室１
81 20252806 基礎プラズマ物理Ⅱ 冬学期 火４ 伊都地区 羽田　亨 遠隔
82 20253509 輸送現象論Ⅱ（24クラス） 冬学期 水１ 伊都地区 劉　維 遠隔
83 20253510 輸送現象論Ⅱ（25クラス） 冬学期 水１ 伊都地区 池谷　直樹 遠隔
84 20253610 電気回路Ⅱ 冬学期 水２ 伊都地区 魚住　裕介 遠隔
85 20253611 プロセス化学工学Ⅱ 冬学期 水２ 伊都地区 片山　一成 遠隔
86 20253612 有機物質科学Ⅱ 冬学期 水２ 伊都地区 新藤　充 遠隔
87 20253712 流体力学Ⅲ 冬学期 水３ 伊都地区 萩島　理 遠隔
88 20254509 連続体力学 冬学期 木１・木２ 伊都地区 杉原　裕司 遠隔
89 20254610 原子核物理学Ⅲ 冬学期 木２ 伊都地区 池田　伸夫 遠隔
90 20254611 材料物性学Ⅱ 冬学期 木２ 筑紫地区 波多　聰 対面 筑紫地区第２講義室
91 20254704 無機材料科学Ⅰ 冬学期 木３・木４ 伊都地区 永長　久寛 遠隔
92 20255512 原子炉物理学Ⅱ 冬学期 金１ 伊都地区 藤本　望 遠隔
93 20255604 構造材料学Ⅱ 冬学期 金２ 伊都地区 光原　昌寿 遠隔
94 20255606 結晶回折学 冬学期 金２ 伊都地区 水野　清義 遠隔
95 20255710 応用物理化学Ⅱ 冬学期 金３ 伊都地区 島ノ江　憲剛 遠隔
96 20255711 金属材料学Ⅱ 冬学期 金３ 伊都地区 西田　稔 遠隔
97 20255805 化学反応論Ⅱ 冬学期 金４ 伊都地区 島ノ江　憲剛 遠隔
98 20251511 流体力学Ⅱ(Aクラス） 冬学期 月１・水３ 伊都地区 古川　雅人 遠隔
99 20251615 機械力学Ⅲ(Aクラス） 冬学期 月２・金５ 伊都地区 雉本　信哉 遠隔
100 20251722 弾性力学A(Aクラス） 冬学期 月３ 伊都地区 髙桑　脩 遠隔
101 20251723 弾性力学A(Bクラス） 冬学期 月３ 伊都地区 濱田　繁 遠隔
102 20251811 材料力学Ⅰ 冬学期 月４ 伊都地区 戸田　裕之 遠隔
103 20252617 伝熱学Ⅱ(Bクラス） 冬学期 火２・木１ 伊都地区 髙松　洋 遠隔
104 20252717 機械工作実習Ⅱ(A-Ⅰ） 冬学期 火４・火５ 伊都地区 黒河　周平 ブレンド 工学部第１２講義室
105 20252718 機械力学Ⅲ(Bクラス） 冬学期 月１・火３ 伊都地区 近藤　孝広 遠隔



Page 2

No. 講義コード 講義名称 講義期間 曜日・時限 キャンパス 成績担当教員

授業形態

・ハイフレックス型
同じ授業内容を対面とオンラインで同時に行
う授業方法
・ブレンド型
対面が望ましい回を対面で実施，それ以外
はオンラインで実施する授業方法

教室

106 20252810 流体力学Ⅱ(Bクラス） 冬学期 火４・火５ 伊都地区 渡邉　聡 遠隔
107 20252811 ロボティクスⅡ 冬学期 火３ 伊都地区 田原　健二 遠隔
108 20253514 機械振動学Ⅱ 冬学期 水１ 伊都地区 井上　卓見 遠隔
109 20253515 機械製作法Ⅰ 冬学期 水１・金２ 伊都地区 品川　一成 遠隔
110 20253713 機械設計Ⅱ(Bクラス） 冬学期 水３・木２ 伊都地区 杉村　丈一 遠隔
111 20253714 システム制御Ⅱ 冬学期 月２・金２ 伊都地区 田原　健二 遠隔
112 20253804 機械要素設計製図Ⅰ(Aクラス） 冬学期 水４・水５ 伊都地区 八木　和行 遠隔
113 20253805 機械要素設計製図Ⅰ(Bクラス） 冬学期 水４・水５ 伊都地区 世良　俊博 遠隔
114 20254512 伝熱学Ⅱ(Aクラス） 冬学期 木１・木２ 伊都地区 高田　保之 遠隔
115 20254803 機械工作実習Ⅱ(A-Ⅱ） 冬学期 木４・５ 伊都地区 黒河　周平 ブレンド 工学部第１講義室
116 20254804 機械工作実習Ⅱ(B-Ⅰ） 冬学期 木４・５ 伊都地区 黒河　周平 ブレンド 工学部第２講義室
117 20255516 機械設計Ⅱ(Aクラス） 冬学期 金３・金４ 伊都地区 世良　俊博 遠隔
118 20255713 燃焼学Ⅱ 冬学期 金３ 伊都地区 北川　敏明 遠隔
119 20255807 機械工作実習Ⅱ(B-Ⅱ） 冬学期 金４・金５ 伊都地区 品川　一成 ブレンド 工学部第１講義室
120 20255808 熱エネルギー変換Ⅱ 冬学期 金４ 伊都地区 濱本　芳徳 遠隔
121 20251725 飛行力学ⅡB 冬学期 月３ 伊都地区 東野　伸一郎 遠隔
122 20251814 誘導・制御基礎論ⅡB 冬学期 月４ 伊都地区 外本　伸治 遠隔
123 20252619 航空宇宙伝熱学B 冬学期 火２ 伊都地区 井上　智博 遠隔
124 20253616 応用構造力学B 冬学期 水２ 伊都地区 矢代　茂樹 遠隔
125 20253719 航空流体力学Ⅱ 冬学期 水３・金２ 伊都地区 安倍　賢一 遠隔
126 20254616 宇宙利用学B 冬学期 木２ 伊都地区 小川　秀朗 遠隔
127 20254705 航空宇宙機振動学B 冬学期 木３ 伊都地区 矢代　茂樹 遠隔
128 20255712 航空宇宙基礎物理学B 冬学期 金３ 伊都地区 高橋　厚史 ブレンド 工学部第１４講義室
129 20251721 弾性力学Ⅰ 冬学期 月３ 伊都地区 津守　不二夫 ブレンド 工学部第４講義室
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