
令和３年度　第１学期末（第２Q末）定期試験持込・必需品一覧表（創造工学部）

日時 曜日 時限 科目名 担当教員名 試験室
持込の可否・
必携品等

確率・統計 井面　仁志 3301 関数電卓もしくはルートの計算できる電卓（）

土質力学Ⅰ 山中　稔 3101, 3201 電卓可

オブジェクト指向言語 香川　考司 3102 不可

産学協創工学 荒川　雅生 オンライン

災害史 野々村　敦子 DRI棟32講義室

オペレーティング・システム 亀井　仁志 3101 不可

ベクトル解析 小柴　俊 6201 担当教員と相談

電気回路Ⅰ(情報通信コース) 北島　博之 4301 持込不可

精密加工 下川  房男 3304 持込否

確率・統計 荒川　雅生 オンライン

建築設備 山本　高広 3303 筆記用具のみ可, マークシートのため鉛筆（B以上）消しゴム必須

機械力学I 鈴木　桂輔 3102 関数電卓

有機化学Ⅰ 磯田　恭佑 3101 否（こちらで指示します）

造形・メディアデザインプロジェクトベースドラーニング 荒川　雅生 オンライン

非線形計画法 荒川　雅生 オンライン

電磁気学Ⅰ(先端マテリアル科学コース） 鶴町　徳昭 3102 教科書、ノート持ち込み可

ディジタル信号処理 丸　浩一 6202 授業中に指示あり

環境分析化学 上村　忍 3302 筆記具，消しゴム，関数電卓

プロトタイプ演習 荒川　雅生 オンライン

5 量子力学Ⅱ 石井　知彦 3303 全て不可

1 材料力学Ⅰ（先端マテリアル科学コース） 松田　伸也 3101 持込不可・関数電卓必携

色彩学 石塚　昭彦 教621 否

電気回路Ⅱ 丹治　裕一 3202 持ち込み不可

3 力学 鶴町　徳昭 3102 持ち込み不可

4 信頼性工学 井面　仁志 3301 関数電卓

5 信頼性工学演習 井面　仁志 3301 関数電卓

固体物理学Ⅰ 宮川　勇人 6201 自筆ノート、教科書、電卓

材料組織制御学 若林　利明 3102 テキスト，配付資料，自筆ノート，電卓　持込可

水空間生態学 角道　弘文 3303 電卓必携

流体力学入門 若林　利明 3102 自筆参考資料（A4，両面記入可，1枚のみ），電卓　持込可

水理学Ⅱ 石塚　正秀 3202 授業中に指示します

応用電気電子回路 須崎　嘉文 3303 筆記具、関数電卓持込可

6 電磁気学Ⅱ(情報通信コース) 三木　信彦 3101 なし

空間情報解析学 野々村　敦子 3303 持ち込み不可

計測工学 石原　秀則 3102 持ち込み可（講義資料、ノート）

デザインとリスク 平見　尚隆 教332 持ち込みなし

構造力学Ⅰ 吉田　秀典 3301 場合によっては電卓

オートマトン 香川　考司 3101 不可

対人コミュニケーション 荒川　雅生 オンライン

確率・統計 井上　恒 Ｍｏｏｄｌｅ

電気電子計測 神野　正彦 3302 筆記用具以外持ち込み不可

インターネットI 最所　圭三 3301 不可

工業力学 寺尾  京平 3102 持込不可

伝熱工学 奥村　幸彦 6202 電卓、筆記用具のみ。

建設材料学 岡﨑　慎一郎 3101 否

概念展開論演習 荒川　雅生 オンライン

気象災害科学 松村　伸二 6301 電卓のみ持込可

フーリエ変換・ラプラス変換 髙橋　悟 6201 持ち込み不可

ロボット工学 佐々木　大輔 3202 持込不可

熱力学（先端マテリアル科学コース） 田中　康弘 6202 自筆ノート、関数電卓

生物工学入門 掛川　寿夫 3303 持ち込み不可

フィードバック制御 石原　秀則 3303 持ち込み可（講義資料、ノート）

情報通信システム 石井　光治 6301 不可

リスクマネジメント 梶谷　義雄 3301 A4：1枚（自由記入）、電卓

電気回路Ⅰ(機械システムコース) 下川  房男 3101 持込否

環境工学 山本　高広 6201 筆記用具のみ可, マークシートのため鉛筆（B以上）消しゴム必須

海域環境マネジメント 末永　慶寛 3302 電卓の持込可

地震・津波災害科学 地元　孝輔 6302 持ち込み不可

電磁気学Ⅱ(機械システムコース) 石丸　伊知郎 3202 不可

ベクトル解析 竹内　謙善 教522 テキスト，ノート，講義資料の印刷物　持込可

光学（先端マテリアル科学コース） 鶴町　徳昭 3202 持ち込み不可

設計工学 郭　書祥 3201 2枚自筆まとめA4持ち込み可; 電卓必携品

鉄筋コンクリート構造 岡﨑　慎一郎 6201 計算機，A4カンニングペーパー1枚まで可

ベクトル解析 石井　光治 3301 不可

建築計画学 中島  美登子 3102 持ち込み不可

無機化学Ⅰ 馮　旗 6202 持ち込み不可、電卓可

物理化学 上村　忍 3304 筆記具，消しゴム，手書きノート及び関数電卓

流体力学I 奥村　幸彦 3202 電卓、筆記用具のみ。

中級プログラミング 安藤　一秋 3301 持込不可

基礎数学演習 須崎　嘉文 6201 不可

材料強度学Ⅰ 楠瀬　尚史 3202 関数電卓

マルチメディアクリエイティブ入門 柴田　悠基 オンライン
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