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No. 講義コード 科目名 講義期間 曜日・時限 キャンパス 担当教員

教室
（記載のない科目は，各実
験室や部門の講義室で実
施する。）

備考

1 20251230 建築構造材料実験演習 秋学期 水１～２・水５・木３～５ 伊都地区 小山　智幸 可能なものは遠隔

2 20251742 建築設計基礎演習C 秋学期 月３～５・木３～５ 伊都地区 坂井　猛 講評会・一部作業のみ対面

3 20251743 都市・建築設計演習B 秋学期 月３～５・木３～５ 伊都地区 菊地　成朋 月曜のみ対面

4 20251745 建築環境設備実験演習 秋学期 月３～５・木３～５ 伊都地区 古賀　靖子 一部作業のみ対面

5 20251747 建築設計基礎演習D 冬学期 月３～５・木３～５ 伊都地区 菊地　成朋 講評会・一部作業のみ対面

6 20251748 都市・建築設計演習C 冬学期 月３～５・木３～５ 伊都地区 趙　世晨 月曜のみ対面

7 20252829 情報処理概論 冬学期 火４ 伊都地区 三橋　建 一部遠隔予定

8 20254627 建築計画C 秋学期 木２ 伊都地区 末廣　香織 一部講義のみ対面

9 20252315 建築概論 通年 火４ 伊都地区 小山　智幸 一部遠隔予定

10 20259001 建築学研究 通年集中 伊都地区 黒瀬　武史 発表会のみ対面

11 20251732 電気情報工学基礎実験 後期 月３～４・木３～４ 伊都地区 船木　亮平 人数調整有

12 20252621 プラズマ工学 後期 火２ 伊都地区 白谷　正治 工学部第３講義室 10/13, 12/22のみ対面

13 20252818 電気情報工学実験Ⅱ（C） 後期 火４・金４ 伊都地区 廣瀬　信之

14 20253513 アルゴリズム論B 冬学期 水１ 伊都地区 川崎　洋 1コマを対面（日程未定）

15 20253621 電気電子工学設計 後期 水２ 伊都地区 笹山　瑛由 1回目の講義のみ対面授業予定

16 20253709 電磁気学Ⅰ（B） 秋学期 水３・金４ 伊都地区 白谷　正治 工学部第２講義室 11/25のみ対面

17 20253809 電気情報工学実験Ⅲ 後期 水４・木４ 伊都地区 峯　恒憲

18 20251809 化工情報処理演習 冬学期 木１～２ 伊都地区 山本　剛 工学部第２講義室

19 20253726 物質科学工学実験第一 後期 水３～５・木３～５ 伊都地区 弘中　秀至

20 20254107 物質科学工学実験第二 秋学期 金２～５ 伊都地区 堺　裕輔

21 20255608 物質科学工学実験第三 冬学期 金２～５ 伊都地区 堺　裕輔

22 20252729 物質科学工学実験第三 後期
火３～５・水３～水５
木３～５・金３～５

伊都地区 加地　範匡 人数調整有

23 20253725 物質科学工学実験第一 後期 水３～５・木３～５ 伊都地区 加地　範匡 人数調整有

24 20259011 産業活動実習 後期集中 伊都地区 加地　範匡

25 20252730 物質科学工学実験第三 後期
火３～５・水３～水５
木３～５・金３～５

伊都地区 久枝　良雄

26 20253728 物質科学工学実験第一 後期 水３～５・木３～５ 伊都地区 久枝　良雄

27 20259004 物質科学工学卒業研究 通年集中 伊都地区 小江　誠司

28 20251818 物質科学工学実験第一 後期
秋（月４～５・火４～５・水３～４）
冬（月４～５・火４～５・金３～４）

伊都地区 寺西　亮 工学部第７～９講義室

29 20251819 物質科学工学実験第三 後期 月４～５・火４～５・水３～５・木３～５ 伊都地区 土山　聡宏

30 20254710 材料設計製図 後期 木３～４ 伊都地区 石丸　良平 工学部第３講義室

31 20251729 土木実践教室１ 後期 月３～５ 伊都地区 佐川　康貴

32 20251733 土木実践教室２ 後期 月３～５ 伊都地区 山城　賢 工学部第３講義室

33 20252812 地球環境工学入門Ⅱ 後期 火４ 伊都地区 中山　裕文 工学部第２～４講義室 対面・遠隔複合

34 20252813 土木工学総合演習 後期 火４～５ 伊都地区 佐川　康貴 工学部第５・６講義室

35 20253303 合意形成論 後期集中 伊都地区 清野　聡子

36 20253721 プロジェクト・まちづくり 後期 水３～５ 伊都地区 樋口　明彦 工学部３・４講義室

37 20253722 プロジェクト・ものづくり 後期 水３～５ 伊都地区 佐川　康貴

38 20254806 土木と社会セミナー1 後期 木４～５ 伊都地区 樋口　明彦 工学部４講義室 対面40名・遠隔40名で隔週交代

39 20254807 土木と社会セミナー3 後期 木４～５ 伊都地区 樋口　明彦 工学部４講義室 対面40名・遠隔40名で隔週交代

40 20255809 土木と社会セミナー2 後期 金４～５ 伊都地区 樋口　明彦 工学部３講義室 対面40名・遠隔40名で隔週交代

41 20251730 地球工学実験第二 後期 月３～４ 伊都地区 ＿

42 20251808 地球環境化学 冬学期 月４・水２ 伊都地区 笹木　圭子 工学部第４講義室

43 20252608 資源微生物工学 秋学期 火２・木３ 伊都地区 沖部　奈緒子

44 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
基本的には遠隔
２回ほど物理探査の紹介を屋外で行う

45 20255716 フィールド地球科学演習 後期 金３・金４ 伊都地区 米津　幸太郎 工学部第４講義室

46 20255718 資源システム工学実験第二 後期 金３～４ 伊都地区 濵中　晃弘

47 20251001 船舶海洋システム工学実験 通年集中 伊都地区 栁原 大輔

48 20251619 船舶海洋製図第二 後期
秋（月２・月４・火２・火４・水３・木４・金１）
冬（月１・火２～３・火４・木３～４・金１）

伊都地区 山口　悟
基本的には遠隔
状況次第で少人数ずつによる対面の審査を行う

49 20254003 計算工学演習第二 通年集中 伊都地区 金丸　崇

50 20252726 創造科学工学基礎実験 後期 火３～４ 伊都地区 中川　剛志

51 20253720 エネルギー物質工学実験Ⅱ 後期 水３～４ 伊都地区 中川　剛志

52 20254617 エネルギー工学演習 後期 木２ 筑紫地区 川瀬　頌一郎

53 20254706 課題集約演習 後期 木３～４ 伊都地区・筑紫地区 稲垣　八穂広

54 20259028 エネルギー科学特別講義Ⅳ 通年集中 北里　武

55 20251815 機械工学設計製図(Aクラス） 後期 月４～５ 伊都地区 藏田　耕作
基本的には遠隔
5回ほどは質問受付や図面の点検を対面にて行う

56 20251816 機械工学設計製図(Bクラス） 後期 月４～５ 伊都地区 津田　伸一
基本的には遠隔
5回ほどは質問受付や図面の点検を対面にて行う

57 20252702 機械工作実習Ⅰ(A-Ⅰ） 秋学期 火４～５ 伊都地区 黒河　周平 対面・遠隔併用

58 20252717 機械工作実習Ⅱ(A-Ⅰ） 冬学期 火４～５ 伊都地区 黒河　周平 対面・遠隔併用

59 20253806 機械工学実験第二(Aクラス） 後期 水４～５ 伊都地区 藏田　耕作
1回目のガイダンスのみ遠隔
２回目以降はそれぞれの実験室で実施

60 20254801 機械工作実習Ⅰ(A-Ⅱ） 秋学期 木４～５ 伊都地区 黒河　周平 対面・遠隔併用

61 20254802 機械工作実習Ⅰ(B-Ⅰ） 秋学期 木４～５ 伊都地区 黒河　周平 対面・遠隔併用
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62 20254803 機械工作実習Ⅱ(A-Ⅱ） 冬学期 木４～５ 伊都地区 黒河　周平 対面・遠隔併用

63 20254804 機械工作実習Ⅱ(B-Ⅰ） 冬学期 木４～５ 伊都地区 黒河　周平 対面・遠隔併用

64 20254805 機械工学実験第二(Bクラス） 後期 木４～５ 伊都地区 藏田　耕作
1回目のガイダンスのみ遠隔
２回目以降はそれぞれの実験室で実施

65 20255702 機械工作実習Ⅰ(B-Ⅱ） 秋学期 金３～４ 伊都地区 品川　一成 対面・遠隔併用

66 20255807 機械工作実習Ⅱ(B-Ⅱ） 冬学期 金４～５ 伊都地区 品川　一成 対面・遠隔併用

67 20253727 航空宇宙工学実験 後期 水３～５ 伊都地区 安倍　賢一 対面・遠隔併用

68 20254707 基礎設計製図 後期 木３～５ 伊都地区 新本　康久

69 20259009 機械航空工学卒業研究 通年集中 伊都地区 安倍　賢一

70 20259019 航空宇宙機設計生産システム 後期集中 伊都地区 ＿

71 20259020 ジェットエンジン構造設計 後期集中 伊都地区 ＿

72 20259021 航空機運用・整備 後期集中 伊都地区 ＿

73 20259032 宇宙環境制御システム 後期集中 伊都地区 ＿

74 20259050 工業マネジメント 後期集中 伊都地区 ＿

75 20259054 航空工学特別講義 後期集中 伊都地区 ＿

76 20259071 工学倫理 後期集中 伊都地区 ＿

77 20254503 データ構造とアルゴリズムⅠA（AB） 秋学期 木１ 伊都地区 川崎　洋 工学部第３講義室

78 20254603 データ構造とアルゴリズムⅠB（AB） 秋学期 木２ 伊都地区 川崎　洋 工学部第３講義室

79 20259039 地球システム工学実習 後期集中 伊都地区 米津　幸太郎

80 20254607 材料物性学Ⅰ 秋学期 木２ 筑紫地区 波多　聰

81 20254611 材料物性学Ⅱ 冬学期 木２ 筑紫地区 波多　聰
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