
○ ２５５５ 機械要素設計法
　喜納(213講義室)

　※２Ａ「機械要素設計」と合同講義

○（機械）2365　応用熱力学
板倉（131講義室）

○ ２４５１機械工作概論
　　杉安（２１３講義室）

〇2361　流体力学基礎
　古川　（242講義室）

※３Aと合同講義

〇2361　流体力学基礎
　古川　（242講義室）

※3Aと合同講義

○ ２８６１ 機械工学実験
　　板倉/大脇/中井
　　満丸/武田/喜納
　　（221/実験室)

 0917　インターンシップ事前指導
0920　インターンシップ
０９２５　地域貢献活動
0928　地域貢献演習　　　　　竹下

☆ ６５２１　技術科教育法Ⅲ
　倉元　(843研究室)

0716　電子計測Ⅰ　永石
(212講義室）　※3Eと合同講義

上　記
補　足
事　項

１　１限（０９：００～１０：３０）／２限（１０：４０～１２：１０）／　３限（１３：１０～１４：４０）／　４限（１４：５０～１６：２０）／５限（１６：３０～１８：００）
２　集中講義、追・再試験前補講及び追・再試験の時間割は、別計画で示します。
３　時間割に関する変更等があった場合は、その都度、速やかに２号館前の掲示板に掲示するとともに、Moodleに掲載しますので、必ず閲覧してください。
４　「☆教職科目」の履修は、教職課程申請者のみが受講でき、その他の者は受講できません。誤って受講した場合の評価は、卒業要件取得単位として認めないので注意してください。
５　履修登録の上限を超えて登録はできません。

集　中
講　義

0915　技術と経営　　當金 ２４６１ 精密加工学　喜納 2652　工業計測　武田

土
1

2

3

4

高☆・☆  ０２５３　日本国憲法
関口　(141講義室）

0071　日本語講座Ⅰ
（留学生のみ受講）

本田（ 133講義室 ）

☆6511　教師論
萩原　（144講義室）

○（交通） ２９７
３

 自動車実習Ⅰ
東條/板倉

(自動車実習棟)

1171電磁気学Ⅰ
　山田 (242講義室)

※1Eと合同
金

1
〇 ０３８８　基礎物理２／２

０４７８　ビジネス英語Ⅰ
ケラウェイ宏子 (133講義室)

3
○ ２１５４ 工業力学
　武田(221講義室)
　※２Ａと合同講義

○(機械・医療)２６５１ 機械制御
　　満丸(212講義室)

※３Ａと合同講義

【統一時間】※大学統一行事・講習等、若しくは各学科所定

◎（交通）２９１3　自動車工学Ⅲ
　　板倉（212講義室）Aクラス  古川

(251講義室)
Bクラス　山田
(242講義室)

Cクラス 　福永
(221講義室)

2
 〇 （スポ）2802 機能解剖・生理学
　中井（853 システム工学実験室）

5
０３１２　確率論・統計学
　近藤（141講義室）

☆ ６６４４　電気(含実習)
倉元　(843研究室)

木

1

5
０８１１　データサイエンス入門

　近藤　（141講義室）
☆ ６５２２　工業科教育法Ⅰ

 大山　(131講義室)

4

◯　（医療）2754
医療福祉機器概論　　武田（221）

2
〇（ロボ・交通）

2463応用材料工学
　大脇（212講義室）

〇（機械・医療）3395
　機械力学　古川（242講義室）

※3Aと合同講義

1

0421　Freshman　English Ⅰ　１／２

Aクラス　山元
(212講義室)

Bクラス 福永
（221講義室）

1

 〇０３７２微分積分学
1/2    ０３９２　基礎数学 １／２

０４７５　英会話入門
　徳山　(123講義室)

5

2801 スポーツ栄養学
　森園（145講義室）

○ (機械)２２５４ 応用材料力学
　　満丸(213講義室）※３Ａと合同講義

4
☆ ６５１４　教育心理学
　永田　(1４５講義室)

☆6532
特別活動論

（前半8コマ）
萩原（１４４講義室）

水

2

3

月

5
0801　AIと社会

　近藤（141講義室)
☆ ６５６４ 教育の方法と技術

倉元　（124講義室）
☆ ６５４４　事前・事後指導

 大山　(132講義室)

Cクラス　竹下
(144講義室)

5
☆ ６６４６

　情報とコンピュータ(含実習)
　　福永　（242/241講義室）

4
☆ ６５２８　教育相談
　永田　(1４５講義室)

2

☆6519　技術科教育法Ⅰ
倉元　（843研究室）

0722 情報システム工学
當金(221講義室)
※４Eと合同講義

0421　Freshman　English Ⅰ　2／２

Aクラス
ケラウェイ

(141講義室)

Bクラス 徳山
(144講義室)

Cクラス
(212講義室)

4
〇 ０３８０　（前半８コマ）

修学基礎 大脇
(213講義室)

〇 ０１５９　（後半８コマ）
コミュニケーション技術Ⅰ

大脇（213講義室）

Cクラス 　福永
(221講義室)

2
◎（交通）２９１1自動車工学Ⅰ

　　板倉（212講義室）

1
〇 ０３８８　基礎物理１／２

3

高☆・☆ ０５５１（AMC）
体育実技Ⅰ　岩元・遠矢　(体育館)

☆6533
総合的な学習の時間

（後半8コマ）
萩原　（144講義室）

火
3

Aクラス　山元
(212講義室)

Bクラス 福永
（221講義室）

☆ ６６４１　木材加工(含製図・実習)
 難波　（123講義室）Aクラス  古川

(251講義室)
Bクラス　山田
(242講義室)

Aクラス
ケラウェイ

(141講義室)

Bクラス 徳山
(144講義室)

〇　卒業研究
　　板倉（213講義室）

☆ ６６４5　栽培(含実習)
　　倉元　(843研究室)

Cクラス 竹下
(144講義室)

0423　Basic English Ⅰ
　ケラウェイ宏子  (133講義室）

６７13　総合演習応用
竹下・萩原　(144　講義室)

◯ （医療）2758　ロボット工学
　　武田（131講義室）

Cクラス 重久
(212講義室)

　  ０３９２　基礎数学　２／２

令和４年度【前期】授業時間割　　　　　　　       機械システム工学科
記載事項

クラス
1 2 3 4 その他曜日・時限

＊必修等区分（分野対象）／科目番号／科目名／教員名／（講義室番号）の順   ＊〇必修科目／☆教職必修科目／◎コースのみ受講可　＊各自カリキュラムを確認し履修すること。

(AMC)0252　現代社会の諸相
-鹿児島の歴史とテクノロジー-

下豊留（141講義室)

◎（交通） ２９７４  自動車実習Ⅱ
東條/仮屋

(自動車実習棟)

○（機械・医療）
２５６３　ＣＡＤ応用
杉安(24１講義室)
※３Aと合同講義

◎（交通）２９１２自動車工学Ⅱ
　　仮屋（213講義室）

〇 ０９１８　就業力演習  福永
（620講義室）

2657　システム工学
　　古川（242講義室）

※4Aと合同講義

〇 ０３７２
微分積分学 　2/2

◎（交通）２９１８　故障原因探求
　　仮屋（２１３講義室）

(MB) 0821
プログラミング入門Ⅰ

松田　（1031）

〇 0836（M) コンピュータリテラシー
　　中井　（241講義室）

(EM)0912　経営学総論　-鹿児島学Ⅰ-
下豊留　（141講義室）

○ ２５５９ 製図基礎
　　杉安（4号館製図室）

○ ２２５２ 材料力学
　　満丸(221講義室)

　※２Ａと合同講義

○ ２８６２ 機械工作実習
　喜納/満丸/小林/中村

(機械実習棟)

◎（交通）
２９７６

  自動車実習Ⅳ
東條/板倉

(自動車実習棟)

◎（交通）２９７８
自動車電装

仮屋
（２１３講義室）

０７１９
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ工学Ⅰ

岡村
(オンライン)

　※2Eと合同講

○ （交通）２９７４
自動車実習Ⅱ

東條/仮屋
(自動車実習棟)


	R3前期共通【学生用】

