土木工学専攻
時間
曜日

月

第
午

８：５０～９：３５

９：３５～１０：２０

建設材料学
Construction Materials【JE】
（人203土木大学院講義室）
【TM60004000】
久田教授・皆川准教授

前
１０：３０～１１：１５

午
１１：１５～１２：００

構造設計論【Ｊ】
（人203土木大学院講義室）
【TM60007000】
運上教授

１：００～１：４５

１：４５～２：３０

セミナー【Ｊ】
全教員

一

学

期

後

２：４０～３：２５

３：２５～４：１０

４：２０～５：０５

５：０５～５：５０

修士特別講義【Ｊ】

土木工学修士研修【Ｊ】

全教員

全教員

（●下記参照：月１回実施）
工学教育院特別講義
：トップリーダー特別講義
（中央棟大講義室）【TM85039100】

工学教育院特別講義
：技術マネジメント概論
（総合研究棟101）【TM85039000】
高橋教授 他

工学教育院特別講義：グローバル技術スキル論
（ｻｲｴﾝｽｷｬﾝﾊﾟｽﾎｰﾙ ﾎﾜｲｴ）【TM85039030】安藤教授 他
（※トップリーダー特別講義開催日は5講時のみ）

ゲーム理論
火

Game Theory for Applied
Economics【JE】

（情報科学研究科中講義室）
【TM60037000】
曽教授

水

木

環境微生物工学【Ｊ】
（人204土木第二講義室）
【TM60010000】
李 教授・久保田准教授
プロジェクト評価論【Ｊ】
（人205土木第一講義室）
【TM60014000】
河野教授

応用流体力学
Applied Fluid Mechanics【JE】

金

（人203土木大学院講義室）
【TM60008000】
田中教授

浄水工学【Ｊ】
（人203土木大学院講義室）
【TM60030000】
佐野准教授

連続体力学【Ｊ】
（人203土木大学院講義室）
【TM60003000】
京谷教授

土質動力学【Ｊ】
（人203土木大学院講義室）
【TM60022000】
河井准教授
ミクロ社会経済システム論
Analysis of Micro Socio-Economic System
【JE】
（情報科学研究科中講義室）
【TM60016000】
伊藤准教授

生態工学【Ｊ】
（人203土木大学院講義室）
【TM60012000】
西村教授・坂巻准教授

数理都市解析【Ｊ】
（人203土木大学院講義室）
【TM60034000】
赤松教授

スペクトル解析
Spectral Analysis【JE】
（人203土木大学院講義室）
【TM60001000】
今村教授・山川准教授

数値解析
Numerical Analysis【JE】
（人203土木大学院講義室）
【TM60000000】
有働准教授・森口准教授

計算固体力学
Advanced
Computational Solid Mechanics
【JE】
（人203土木大学院講義室）
【TM60002000】
寺田教授

社会制度論【Ｊ】
（人203土木大学院講義室）
【TM60036000】
福本准教授

構造強度論【Ｊ】
（人203土木大学院講義室）
【TM60023000】
斉木准教授

環境流体力学
Environmental Fluid Mechanics【JE】
（人203土木大学院講義室）
【TM60009000】
梅田准教授

都市景観論【Ｊ】
（人205土木第一講義室）
【TM60035000】
平野准教授

（●下記参照）
工学教育院特別講義 ：工学と生命の倫理
（中央棟大講義室）【TM10064100】
吉信教授 他

土木工学修士研修【Ｊ】

全教員
土木工学修士研修【Ｊ】

全教員

●「工学教育院特別講義：トップリーダー特別講義」は４月から１２月までの間（ただし８月，９月を除く）に全部で７回実施する。なお、実施日については別途掲示。
●「工学教育院特別講義：工学と生命の倫理」 は ファインメカニクス専攻、ロボティクス専攻、電子工学専攻、応用物理学専攻は専門科目として開講し、それ以外は
工学教育院特別講義（関連科目）として開講する。
●集中講義：「工学教育院特別講義：生命・自然の驚異」【TM85039020】９月２５日～２８日 青葉山キャンパス 総合研究棟 講義室２（110）
J：日本語開講科目（J: Lectures given in Japanese）
E：英語開講科目（E: Lectures given in English）
JE：準英語開講科目（JE: Lectures prepared for both Japanese and foreign）

土木工学専攻
時間
曜日

第
午

８：５０～９：３５

前

９：３５～１０：２０

１０：３０～１１：１５

午
１１：１５～１２：００

１：００～１：４５

１：４５～２：３０

二

学

期

後

２：４０～３：２５

３：２５～４：１０

４：２０～５：０５

５：０５～５：５０

流れと波のモデル化と数値解法 Numerical

耐震設計論【Ｊ】
（人203土木大学院講義室）
【TM60024000】
運上教授・内藤准教授

月

土木工学修士研修【Ｊ】

Modeling of Water Waves and Currents【JE】
（人203土木大学院講義室）

【TM60026100】
越村教授・有働准教授・アナワット准教授

全教員

工学教育院特別講義
：デザインとエンジニアリング
（教室は別途掲示）
【TM85039130】本江准教授 他

（●下記参照：月１回実施）
工学教育院特別講義
：トップリーダー特別講義
（中央棟大講義室）

火

空間経済学 Spatial Economics【JE】
（情報412）
【TM60038000】
曽教授
薄肉構造【Ｊ】
（人203土木大学院講義室）
【TM60006000】
斉木准教授・山本助教

環境反応工学【Ｊ】
（人203土木大学院講義室）
【TM60029000】
李教授・久保田准教授

生態影響評価論【Ｊ】
（人203土木大学院講義室）
【TM60031000】
西村教授・坂巻准教授

水

計量行動分析
Behavioral
Analysis【JE】
（人203土木大学院講義室）
【TM60033000】
奥村教授

交通システム分析【Ｊ】
（人205土木第一講義室）
【TM60015000】
桑原教授

座屈解析

セミナー【Ｊ】

Buckling Analysis of Structures【JE】

（人203土木大学院講義室）
【TM60019000】
池田教授・山川准教授

全教員
水循環システム論
Hydrology【E】

維持管理工学【Ｊ】
（人203土木大学院講義室）
【TM60021000】
久田教授・皆川准教授

木

金

地盤工学【Ｊ】
（人203土木大学院講義室）
【TM60005000】
風間（基）教授

非均質材料の力学【Ｊ】
（人203土木大学院講義室）
【TM60020000】
寺田教授・森口准教授

土木工学修士研修【Ｊ】

（環境科学研究科本館講義室3）

【TM60027000】
風間（聡）教授・小森准教授
環境水質工学
Water Environment Engineering【JE】
（人203土木大学院講義室）
【TM60011000】
佐野准教授
空間情報解析
Spatial Information Analysis【JE】
（人205土木第一講義室）
【TM60040000】
井上准教授

全教員

防災システム論【Ｊ】
（人203土木大学院講義室）
【TM60028000】
今村教授・越村教授・阿部講師（非）

土木工学修士研修【Ｊ】

最適化数理概論【Ｊ】
（人205土木第一講義室）
【TM60013000】
林 准教授

全教員

●「工学教育院特別講義：トップリーダー特別講義」は４月から１２月までの間（ただし８月、９月を除く）に全部で７回実施する。なお、実施日については別途掲示。
J：日本語開講科目（J: Lectures given in Japanese）
E：英語開講科目（E: Lectures given in English）
JE：準英語開講科目（JE: Lectures prepared for both Japanese and foreign）

