2021 年度 工学部授業時間割表（建築学科）
月
１ (8:50-10:20)

２ (10:30-12:00)

３ (12:50-14:20)

火
４ (14:30-16:00)

５ (16:10-17:40)

(前)図学
〔Ａ英語１〕
伊藤(裕)・熊谷
(前)Listening & SpeakingⅠa
504・506
(後)Listening & SpeakingⅠb
ａ組 グレィアムマー 408
ｂ組 ローズ 310
(後)化学２
ｃ組 タケウチ 410
木寺 404

1
A

６(18:00-19:30)

１(8:50-10:20)

２ (10:30-12:00)

水

３ (12:50-14:20)

４ (14:30-16:00)

５ (16:10-17:40)

１ (8:50-10:20)

２ (10:30-12:00)

(前)力学基礎及び同演習 (前)線形代数１
(隔週)
高橋(治)・未定 304

(後)材料力学及び同演習 (後)材料力学及び同演習 (後)物理学２
(後)物理学２(再)
宇津 304
宇津 506 (隔週)
高橋(治)・未定 302
高橋(治)・未定302

(後)線形代数２
道工 302

(前)構造力学及び同演習 (前)日本建築史
高橋(治)・未定 302
伊藤(裕)・栢木302

熊谷・伊藤(裕)・郷田・坂牛・栢木・池田（雪）・石橋・伊藤（孝）・船木・峯田

203・製図室
(後)設計製図２
203・製図室
(前)金属系構造２
(前)都市計画
伊藤（拓）503
真野 306

6 (18:00-19:30)
(前)微分積分１（再）
山川 406

道工 302

(後)建築音・光環境１
倉渕・田中・金 202

(前)近代建築史
宇野（求）・大森 406

(前)現代建築
(前)建築ディテール
郷田・常盤・川辺・加藤・
宇野（求） 310
細沼・呉・斎藤(信)
506

(前)建築構造・材料実験及び演習
(前)建築振動２

栗田・高橋(治)・伊藤(拓)･今本・未定・
森・エルドンオチル

604・606

栗田・松岡(昌)・山中(浩)

(前)設計製図３
郷田・伊藤(裕)・坂牛・栢木・熊谷・斎藤(信)・細沼・

製図室

常盤・川辺・加藤・呉

(後)第一部門（計画）設計及び演習
高・伊藤(裕)・郷田・坂牛・栢木・熊谷・斎藤(信)・未定・長崎・鄭(仁) 製図室

(後)建築環境工学C
倉渕 403
(後)都市史
伊藤(裕)・栢木 504

4
A

(後)建築基礎構造
中井 606

(後)都市デザイン

(後)建築生産

(後)木質系構造
千葉 308

(後)第二部門（環境）実験及び演習
倉渕・長井・金・未定・田中・佐藤(仁)・近藤・久保 504・506

小菅 408

(後)建築数理1
山川 601 (後)第三部門（構造・材料）実験及び演習
栗田・高橋(治)・伊藤(拓)・今本・未定・森・ｴﾙﾄﾞﾝｵﾁﾙ 404

中川・宇野(健)・橋本 506

(前)建築・都市設計
卒業研究及び卒業制作１,２

卒業研究及び卒業制作１,２

高木(俊)・松井・弥田

１ (8:50-10:20)
〔Ａ英語２〕
(前)ReadingⅠa
(後)ReadingⅠb
ａ組 富田 ターミナル室１
ｂ組 西島 508
ｃ組 山下 506

２ (10:30-12:00)
(前)化学１

2
A

５ (16:10-17:40)

６ (18:00-19:30)

１ (8:50-10:20)

２ (10:30-12:00)

３ (12:50-14:20)

土
４ (14:30-16:00)

(前)線形代数１(再)
石田 310

(前)微分積分１

坂牛・郷田・未定・斎藤(信)・遠藤 製図室・602

(後)線形代数２(再)
石田 310

(後)微分積分２

栢木・高・高木(秀)・鳥山 製図室

(後)設計基礎２

〔Ｂ英語１〕
(前)Listening & SpeakingⅡa
(後)Listening & SpeakingⅡb
ファージュ 608
〔Ｂ英語３〕
(前)Writing & CompositionⅡa
(後)Writing & CompositionⅡb
1(カ)組 丸山 (前)遠隔(後)508
2(キ)組 宇佐見 (前)遠隔(後)406

(前)建築環境工学Ａ
(前)建築施工
長井・未定 502

3
A

４ (14:30-16:00)

(前)設計基礎１

〔Ｂ英語２〕
(前)ReadingⅡa
(後)ReadingⅡb
ａ(ア)組 宇佐見 (前)遠隔
(後)406
ｂ(イ)組 富田 ターミナル室１
ｃ(ウ)組 西島 508

製図室

金

３ (12:50-14:20)

田中 310

卒業研究及び卒業制作１,２

坂牛・高・伊藤(裕)・栢木・熊谷・郷田・

木

粟飯原・中嶋 302

１ (8:50-10:20)

２ (10:30-12:00)

３ (12:50-14:20)

(後)計画理論
郷田 410
鈴木 410

(後)建築構造技術
高橋(治) 306

(後)地震工学
栗田・ｴﾙﾄﾞﾝｵﾁﾙ 410

(後)ランドスケープ

(後)数学演習２

渡邉

(後)デザイン演習２

齋藤（篤） 製図室

(前)コンクリート系構造１
(前)建築構造デザイン
(前)建築材料１
伊藤(拓) 602 （2018 年度入学者用）
今本 302
今本 302

野上・杉浦・高橋(靖) 310

(後)建築法規
坂牛 503

(後)建築設備計画
加藤・田村 505

(後)建築維持管理技術
平野 502 〔コンクリート系構造２〕
今本 308

(前)建築構造設計製図

卒業研究及び卒業制作１,２

卒業研究及び卒業制作１,２

５ (16:10-17:40)

(前)デザイン演習１

山川 402

(後)構法計画B
(後)建築材料２
(後)プログラミング概論
熊谷 506
今本 302
〔プログラミング技法〕
山川・高橋(治)・伊藤(拓)・
長井・未定・未定 604
(前)設計監理
(前)建築環境測定
山中(誠) 304
(前)コンクリート系構造
倉渕・長井・金・未定・田中・野中・佐藤(仁)
(前)建築設備設計
〔コンクリート系構造１〕
菅田・久保・飯野
501・502・504
伊藤 410
今本 302

(後)建築空間論

４ (14:30-16:00)

製図室

山川 402

山川 402

熊谷 302

河野・松山 310

(前)数学演習１
山川 402

(前)構法計画Ａ

(前)建築防火

５ (16:10-17:40)

(前)プロジェクト研究
伊藤(裕)・郷田・坂牛・
栢木・熊谷・倉渕・長井・
伊藤(拓)・今本・栗田・
高橋(治)・山川

(後)構造計画

4
A

５ (16:10-17:40)

(前)建築音・光環境２ (前)構造力学及び同演習
(前)建築計画１
(前)建築熱・空気環境１ (前)デジタルデザイン
倉渕・田中・金 508
(隔週)
郷田 502 〔建築熱環境・建築空気環境〕 〔建築ＩＴ概論〕
倉渕・長井・未定 202
高木(秀) 402
高橋(治)・未定502

408

1
A

４ (14:30-16:00)

(後)建築熱・空気環境２ (後)世界建築史
(後)建築設備概論
(後)建築音環境／建築光環境
(後)建築振動１
(後)金属系構造１
(後)建築計画２
倉渕・長井 406 伊藤(裕)・栢木 302
倉渕 202 (2017 以前入学者対象)
栗田 202
伊藤(拓) 402
坂牛 502
倉渕・田中・金 202

坂牛・伊藤(裕)・郷田・栢木・熊谷・斎藤(信)・細矢・山本(力)・虎尾・磯田・中林・呉

3
A

３ (12:50-14:20)

(前)力学基礎及び同演習 (前)建築環境工学概論 (前)物理学１
(前)物理学１(再)
宇津 506
高橋(治)・未定302 (2019 年度以前入学者)
宇津 304
倉渕・長井・金 510

(前)設計製図１

2
A

1A（前）建築概論 専任教員・嘱託助教

【集中講義】次の授業は集中講義で開講する。開講時期・場所等は別途指示する。

伊藤(拓)・高山 408

306

(後)建築環境工学Ｂ（隔週）

大塚 410

