
博士課程
時限

曜日 ｺｰﾄﾞ 科　目　名 期 教 員 教室 ｺｰﾄﾞ 科　目　名 期 教 員 教室 ｺｰﾄﾞ 科　目　名 期 教 員 教室 ｺｰﾄﾞ 科　目　名 期 教 員 教室 ｺｰﾄﾞ 科　目　名 期 教 員 教室 ｺｰﾄﾞ 科　目　名 期 教 員 教室 ｺｰﾄﾞ 科　目　名 期 教 員 教室

276 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅰ 山　坂 研究室 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅰ 山　坂 研究室 276 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅲ 本　田 研究室 276 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅰ 大　橋 研究室 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅲ 秋 大　髙 研究室

277 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅰ 橋　本 研究室 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅰ 橋　本 研究室 277 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅲ 秋 大　髙 研究室 277 マイクロ波応用工学特別研究講義 秋 二　川 研究室 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅲ 津　野 研究室

278 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅰ 九　鬼 研究室 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅰ 九　鬼 研究室 278 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅲ 横　内 研究室 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究（講究）Ⅱ 本　田 研究室 277 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅲ 中　嶌 研究室

電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究（講究）Ⅰ 二　川 研究室 276 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅲ 津　野 研究室 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅲ 秋 大　髙 研究室 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究（講究）Ⅲ 　 佐　藤 研究室

279 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅲ 乾(昭) 研究室 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究（講究）Ⅱ 富　樫 研究室 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅲ 横　内 研究室

280 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅰ 秋 大　髙 研究室 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅰ 秋 大　髙 研究室

生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究（講究）Ⅰ 横　内 研究室

276 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅱ 中　嶌 研究室 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅱ 中　嶌 研究室 276 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅰ 大　浦 研究室 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅰ 大　浦 研究室

277 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅱ 横　内 研究室 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅱ 横　内 研究室 277 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究（講究）Ⅰ 和　田 研究室 276 河道と河床の安定特別研究講義 秋 山　坂 研究室

278 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅲ 橋　本 研究室 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅲ 橋　本 研究室

生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究（講究）Ⅰ 寺　内 研究室

276 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅰ 寺　内 研究室 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅰ 寺　内 研究室 276 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅰ 横　内 研究室 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅰ 横　内 研究室 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅱ 秋 大　髙 研究室

277 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅱ 大　屋 研究室 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅱ 秋 大　髙 研究室 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅱ 大　屋 研究室 276 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅱ 九　鬼 研究室 276 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅲ 大　橋 研究室

電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅲ 乾(昭) 研究室 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅲ 本　田 研究室 277 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅲ 高　橋 研究室 277 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅲ 大　屋 研究室 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅱ 九　鬼 研究室

278 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅲ 二　川 研究室 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅲ 高　橋 研究室 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅲ 大　屋 研究室

279 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅱ 秋 大　髙 研究室 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究（講究）Ⅰ 大　浦 研究室

電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究（講究）Ⅰ 高　橋 研究室

276 都市交通計画学特別研究講義 秋 寺　内 276 地盤耐震工学特別研究講義 秋 橋  本 研究室 276 非線形振動工学特別研究講義 秋 本　田 研究室 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究（講究）Ⅰ 山　坂 研究室 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅱ 秋 大　髙 研究室 276 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅲ 　 和　田 研究室 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅲ 　 和　田 研究室

277 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅲ 神　野 研究室 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅲ 神　野 研究室 277 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅱ 寺　内 研究室 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅱ 寺　内 研究室 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅲ 大　橋 研究室

生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究（講究）Ⅰ 津　野 研究室 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅲ 秋 大　髙 研究室

生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究(講究)Ⅱ 山　口 研究室

276 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅲ 山　坂 研究室 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅲ 山　坂 研究室 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究（講究）Ⅰ 原 研究室 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究（講究）Ⅰ 地　神 研究室

277 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅲ 原 研究室 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅲ 原 研究室 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究（講究）Ⅱ 神　野 研究室

電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅲ 二　川 研究室 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究（講究）Ⅰ 乾(昭) 研究室 276 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究（講究）Ⅲ 大　橋 研究室

277 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅲ 富　樫 研究室

生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅰ 秋 大　髙 研究室 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅰ 秋 大　髙 研究室 276 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅱ 大　橋 研究室 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅱ 大　橋 研究室 生産開発システム工学特別研究（講究）Ⅲ モフィディ 研究室 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅲ 地　神 研究室

276 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅰ 原 研究室 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅰ 原 研究室 277 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅱ 原 研究室 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅱ 原 研究室 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅲ 富　樫 研究室

277 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅰ 津　野 研究室 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅰ 津　野 研究室 278 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅱ 津　野 研究室 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅱ 津　野 研究室 276 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅲ 地　神 研究室

278 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅰ 富　樫 研究室 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅰ 富　樫 研究室 279 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅱ 　 神　野 研究室 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅱ 　 神　野 研究室

279 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅰ 　 神　野 研究室 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅰ 　 神　野 研究室 280 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅱ 富　樫 研究室 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅱ 富　樫 研究室

生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅰ 大　橋 研究室 282 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅱ 大　浦 研究室 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅱ 大　浦 研究室

280 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅱ 山　坂 研究室 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅱ 山　坂 研究室 283 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅱ 二　川 研究室 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅱ 二　川 研究室

281 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅱ 本　田 研究室 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅱ 本　田 研究室 284 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅱ 地　神 研究室 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅱ 地　神 研究室

282 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅱ 橋　本 研究室 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅱ 橋　本 研究室 285 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅱ 和　田 研究室 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅱ 和　田 研究室

283 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅲ 寺　内 研究室 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅲ 寺　内 研究室 286 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅱ 高　橋 研究室 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅱ 高　橋 研究室

284 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅰ 二　川 研究室 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅰ 二　川 研究室 287 電子システム工学特別研究演習Ⅲ 九 鬼 研究室 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅲ 九　鬼 研究室

285 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅰ 大　屋 研究室 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅰ 大　屋 研究室 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究（講究）Ⅱ 中　嶌 研究室 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅲ 中　嶌 研究室

286 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅰ 中　嶌 研究室 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅰ 中　嶌 研究室 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究（講究）Ⅱ 大　屋 研究室 276 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究（講究）Ⅰ 橋　本 研究室

287 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅰ 　 和　田 研究室 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅰ 和　田 研究室 277 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究（講究）Ⅱ 秋 大　髙 研究室

288 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅰ 地　神 研究室 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅰ 地　神 研究室 生産開発ｼｽﾃﾑ工学特別研究（講究）Ⅱ 堀　井 研究室

289 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅰ 高　橋 研究室 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅰ 高　橋 研究室

290 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅲ 大　浦 研究室 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究演習Ⅲ 大　浦 研究室

276 電子ｼｽﾃﾑ工学特別研究（講究）Ⅱ 九　鬼 研究室

（注1） 春・秋・集中以外は通年科目となります。

（注2） 特別研究演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲは２コマ開講となります。 曜日 時限 ｺｰﾄﾞ 科　目　名 期 教 員 教室

8 8 276 特別研修 集中 大　髙 研究室

8 8 277 特別研修 集中 大　橋 研究室

8 8 278 特別研修 集中 本　田 研究室

8 8 279 特別研修 集中 乾(昭) 研究室

8 8 280 特別研修 集中 大　浦 研究室

8 8 281 特別研修 集中 大　屋 研究室

8 8 282 特別研修 集中 中　嶌 研究室

8 8 283 特別研修 集中 二　川 研究室

8 8 284 特別研修 集中 寺　内 研究室

8 8 285 特別研修 集中 山　坂 研究室

8 8 286 特別研修 集中 原 研究室

8 8 287 特別研修 集中 橋　本 研究室

8 8 288 特別研修 集中 津　野 研究室

8 8 289 特別研修 集中 横　内 研究室

8 8 290 特別研修 集中 九　鬼 研究室

8 8 291 特別研修 集中 神　野 研究室

8 8 292 特別研修 集中 富　樫 研究室

8 8 293 特別研修 集中 和　田 研究室

8 8 294 特別研修 集中 地　神 研究室

8 8 295 特別研修 集中 高　橋 研究室

教授会・研究科委員会

土

教授会・研究科委員会

※次の科目は集中講義となる。

月

火

水

木

金

令和5年4月1日

  　　第７時限　（19:45～21:15）  　　第６時限　（18:05～19:35）

令和5年度　大学院　工学研究科　応用ｼｽﾃﾑ工学専攻 時間割表

   　　第１時限　（09:00～10:30）   　 第２時限　（10:45～12:15）    　　第３時限　（12:55～14:25）   　　 第４時限　（14:40～16:10）   　　第５時限　（16:25～17:55）


