
月日 曜日時限 時限 科目名 担当教員名 試験室（試験定員） 持込・必携品
物理化学 上村　忍 3202（60） 電卓、手書きノート、筆記用具のみ持込可
光材料物性 山口　堅三 3303（68） 持込不可
オブジェクト指向言語 香川　考司 3303（68） 持込不可
電子回路Ⅱ 淺野　裕俊 3202（60） 定規のみ持込可
数理演習Ⅱ（安全） 岡﨑　慎一郎 3102（77） 関数電卓のみ持込可
力学 鶴町　徳昭 6201（90） 持込不可
数理シミュレーション 井面　仁志 3101（96） 関数電卓必携

1 固体物理学Ⅰ 宮川　勇人 6201（90） 自筆ノート、教科書、電卓のみ持込可
建設材料学 岡﨑　慎一郎 6201（90） 持込不可
流体力学入門 若林　利明 3102（77） 自筆参考資料（A4用紙、両面記入可、1枚のみ）、電卓のみ持込可

流れの科学Ⅱ 末永　慶寛 3102（77） 電卓、筆記用具のみ持込可
技術英語（知能） 寺尾　京平 3101（96） 持込不可
固体電子論 須崎　嘉文 3303（68） 筆記用具のみ持込可
構造力学Ⅰ 吉田　秀典 3301（155） 電卓、筆記用具のみ持込可
計測工学 山口　順一 6201（90） 筆記用具のみ持込可
ソフトウェア工学Ⅱ 八重樫　理人 3303（68） 持込不可
通信工学 生越　重章 3101（96） 電卓、筆記用具のみ持込可（携帯電話等の計算機能は不可）
確率・統計（知能） 井上　恒 3201（49） 自筆ノートのみ持込可
応用統計解析 淺野　裕俊 3301（155） 手書きのA4用紙のみ持込可
工業力学 寺尾　京平 6201（90） 持込不可
電気電子計測 神野　正彦 3302（48） 持込不可
伝熱工学 平田　英之 3102（77） 持込不可、電卓必携　※試験時に公式集を配付
情報通信システムⅡ 石井　光治 3304（48） 持込不可
計算機入門Ⅱ 林　敏浩 3101（96） 持込不可
工業数学 高橋　悟 6201（90） 持込不可
熱力学 田中　康弘 3102（77） 自筆ノート、関数電卓のみ持込可
水空間生態学 角道　弘文 3304（48） 電卓必携
生物工学入門 掛川　寿夫 3303（68） 持込不可
機能性薄膜材料 磯田　恭佑 3302（48） 持込不可

4 基礎加工学 石塚　裕己 3301（155） 持込不可
建築計画学 中島　美登子 3102（77） 持込不可
ベクトル解析（電子・情報） 石井　光治 3301（155） 持込不可
鉄筋コンクリート構造 松島　学 6201（90） 電卓、教科書のみ持込可
環境工学 石塚　正秀 3102（77） 関数電卓必携、それ以外は持込不可
情報数学　　→８/２（水）４，５コマ　６２０１教室へ移動 富永　浩之 3101（96） 持込不可
無機化学Ⅰ 馮　旗 6201（90） 持込不可
海域環境マネジメント 末永　慶寛 3201（49） 電卓、筆記用具のみ持込可
インターネットⅡ 最所　圭三 3301（155） 持込不可
フィードバック制御 高橋　悟 3302（48） 関数電卓、定規のみ持込可
光学（材料） 鶴町　徳昭 3303（68） 持込不可
地質工学 寺林　優 6201（90） 持込可
電気電子回路 下川　房男 3101（96） 持込不可
電磁気学（知能） 石丸　伊知郎 3102（77） 持込不可
情報リテラシ－（電子・情報） 高木　智彦 3101（96） 授業で通知
基礎数学演習 伊藤　寛 6201（90）　→3102 持込不可
情報数学 富永　浩之 6201（90） 持込不可
設計工学 郭　書祥 3301（155） A4用紙2枚持込可、電卓必携
流体力学Ⅰ 寺尾　京平 3101（96） 持込不可
情報数学 富永　浩之 6201（90） 持込不可
材料強度学Ⅰ 楠瀬　尚史 3102（77） 電卓のみ持込可
土質力学Ⅰ 山中　稔 3101（96） 電卓のみ持込可
機械材料 平田　英之 3301（155） 持込不可、電卓必携
数理演習Ⅱ（材料） 松本　洋明 3102（77） 持込不可
構造解析 吉村　英徳 3303（68） 持込不可
確率・統計（安全・材料） 岡﨑　慎一郎 6201（90）、6202（60） 関数電卓のみ持込可
コンテンツ編集 垂水　浩幸 3101（96） 持込不可
材料力学Ⅱ 吉村　英徳 3301（155） 持込不可
ランドスケープデザイン 増田　拓朗 3303（68） 持込不可
電磁気学Ⅱ、電磁気学演習Ⅱ 三木　信彦 3202（60） 持込不可
コンパイラ 香川　考司 3102（77） 持込不可
精密加工 下川　房男 3304（48） 持込不可
測量学 守屋　均 6201（90） 関数電卓のみ持込可
地震工学 野田　茂 3201（49） 配付資料持込可
機械力学Ⅰ 鈴木　桂輔 3101（96） 電卓、筆記用具のみ持込可
情報関連法規 垂水　浩幸 3202（60） 持込可
測量学 守屋　均 6201（90） 関数電卓のみ持込可
電子・情報工学プログラミング（安藤先生担当分） 安藤　一秋 3301（155） 持込不可
材料力学（材料） 松田　伸也 3101（96） 持込不可、関数電卓・定規必携
データベース 最所　圭三 3102（77） 持込不可
ディジタル信号処理 丸　浩一 3304（48） 授業中に指示あり

5 数理演習Ⅰ（電子・情報） 淺野　裕俊 教331 持込不可
２ 電磁気学Ⅰ（材料） 中西　俊介 3101（96） ノート、教科書のみ持込可

フーリエ解析 堀川　洋 3301（155） 持込可　ただし、PC・電卓・携帯電話等の電子機器は不可
環境分析化学 上村　忍 3202（60） 電卓、筆記用具のみ持込可

8月9日 水 3 量子力学Ⅱ 石井　知彦 3303（68） 持込不可
8月10日 木 3 有機化学Ⅰ 掛川　寿夫 3301（155） 持込不可
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