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コンピュータ概論 ･････････････････････
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Ⅲ．建設社会工学科
工学基礎科目
解析学Ⅰ ･････････････････････････････
解析学Ⅱ ･････････････････････････････
線形数学Ⅰ ･･･････････････････････････
線形数学Ⅱ ･･･････････････････････････
解析学Ⅲ ･････････････････････････････
複素解析学 ･･･････････････････････････
統計学 ･･･････････････････････････････
物理学Ｉ ･････････････････････････････
物理学ⅡＡ ･･･････････････････････････
物理学Ⅱ B ････････････････････････････
物理学実験Ａ ･････････････････････････
解析力学・剛体力学 ･･･････････････････
化学Ⅰ ･･･････････････････････････････
化学Ⅱ ･･･････････････････････････････
化学実験 B ････････････････････････････
図形情報科学 ･････････････････････････
数値形状モデリング ･･･････････････････
建設社会工学基礎 ･････････････････････
総合演習 ･････････････････････････････
建設力学基礎及び演習 ･････････････････
水理学基礎及び演習 ･･･････････････････
建設計画基礎 ･････････････････････････
情報リテラシー ･･･････････････････････
情報 PBL ･････････････････････････････
情報処理基礎 ･････････････････････････
情報処理応用 ･････････････････････････
離散の数理 ･･･････････････････････････
非線形現象の数理 ･････････････････････
解析構造の数理 ･･･････････････････････
空間の数理 ･･･････････････････････････
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数理物理 ･････････････････････････････ 90
数値ビジュアライゼーション ･･･････････ 90
現代物理学の世界 ･････････････････････ 91
工学専門科目
社会システム論 ･･･････････････････････ 91
国土計画論 ･･･････････････････････････ 92
地域計画と景域デザイン ･･･････････････ 93
都市計画 ･････････････････････････････ 93
道路交通工学 ･････････････････････････ 94
道路交通計画 ･････････････････････････ 94
水理学Ⅰ ･････････････････････････････ 95
水理学Ⅱ ･････････････････････････････ 95
河川工学 ･････････････････････････････ 96
海岸・港湾工学 ･･･････････････････････ 96
建設振動学 ･･･････････････････････････ 97
防災情報工学 ･････････････････････････ 97
土質基礎工学Ⅰ及び演習 ･･･････････････ 98
土質基礎工学Ⅱ ･･･････････････････････ 98
地盤耐震工学 ･････････････････････････ 99
ライフライン工学 ･････････････････････ 99
構造力学Ⅰ ･･････････････････････････ 100
構造力学Ⅱ ･･････････････････････････ 100
橋梁設計製図 ････････････････････････ 101
建設材料施工学Ⅰ ････････････････････ 101
建設材料施工学Ⅱ ････････････････････ 102
水環境工学 ･･････････････････････････ 102
コンクリート構造工学Ⅰ ･･････････････ 103
コンクリート構造工学Ⅱ ･･････････････ 103
コンクリート構造設計製図 ････････････ 104
維持管理システム ････････････････････ 104
建設応用工学 ････････････････････････ 105
応用物理学 ･･････････････････････････ 105
統計力学 ････････････････････････････ 106
量子力学 ････････････････････････････ 106
原子力概論 ･･････････････････････････ 107
建設数学 ････････････････････････････ 107
コミュニケーション技術 ･･････････････ 108
総合設計及び演習 ････････････････････ 108
測量学Ⅰ ････････････････････････････ 109
測量学Ⅱ ････････････････････････････ 109
測量学実習 ･･････････････････････････ 110
建設工学実験Ⅰ ･･････････････････････ 110
建設工学実験Ⅱ ･･････････････････････ 111
建設工学実験Ⅲ ･･････････････････････ 111
学外測量実習 ････････････････････････ 112
学外実習 ････････････････････････････ 112
学外見学実習 ････････････････････････ 113
コンピュータ概論 ････････････････････ 113

Ⅳ．電気工学科
工学基礎科目
解析学Ⅰ ････････････････････････････
解析学Ⅱ ････････････････････････････
線形数学Ⅰ ･･････････････････････････
線形数学Ⅱ ･･････････････････････････
解析学Ⅲ ････････････････････････････
複素解析学 ･･････････････････････････
統計学 ･･････････････････････････････
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118
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物理学Ⅰ ････････････････････････････
物理学ⅡＡ ･･････････････････････････
物理学Ⅱ B ･･･････････････････････････
基礎量子力学 ････････････････････････
物理学実験Ａ ････････････････････････
化学Ⅰ ･･････････････････････････････
化学Ⅰ ･･････････････････････････････
化学Ⅰ ･･････････････････････････････
化学Ⅱ ･･････････････････････････････
化学Ⅱ ･･････････････････････････････
化学Ⅱ ･･････････････････････････････
化学実験 B ･･･････････････････････････
量子力学 ････････････････････････････
統計力学 ････････････････････････････
原子力概論 ･･････････････････････････
応用物理学 ･･････････････････････････
図形情報科学 ････････････････････････
数値形状モデリング ･･････････････････
情報リテラシー ･･････････････････････
情報 PBL ････････････････････････････
情報処理基礎 ････････････････････････
情報処理応用 ････････････････････････
情報処理応用 ････････････････････････
離散の数理 ･･････････････････････････
非線形現象の数理 ････････････････････
解析構造の数理 ･･････････････････････
空間の数理 ･･････････････････････････
数理物理 ････････････････････････････
数値ビジュアライゼーション ･･････････
現代物理学の世界 ････････････････････
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工学専門科目
電磁気学ⅠＡ ････････････････････････
電磁気学Ⅰ B ･････････････････････････
電気回路Ⅰ A･････････････････････････
電気回路Ⅰ B ･････････････････････････
電気電子通信工学序論 ････････････････
電気工学実験入門 ････････････････････
電磁波理論 ･･････････････････････････
機械工学概論 ････････････････････････
エレクトロニクス工房 ････････････････
電気電子工学実験Ⅰ ･･････････････････
電気電子工学実験Ⅱ ･･････････････････
電気電子工房 ････････････････････････
自由研究『電気電子工学と社会』･･･････
専門英語 ････････････････････････････
電磁気学Ⅱ ･･････････････････････････
電磁気学Ⅲ ･･････････････････････････
電磁気学演習 ････････････････････････
電気回路Ⅱ ･･････････････････････････
電気回路Ⅲ ･･････････････････････････
電気回路演習 ････････････････････････
電気電子物性入門 ････････････････････
電子回路Ⅰ ･･････････････････････････
電子回路Ⅱ ･･････････････････････････
電子回路Ⅲ ･･････････････････････････
電気電子計測 ････････････････････････
数値計算法 ･･････････････････････････
コンピュータ計測 ････････････････････
電気通信基礎 ････････････････････････
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エネルギー基礎工学 ･･････････････････
電気エネルギー伝送工学 ･･････････････
電力システム工学 ････････････････････
制御システム工学 ････････････････････
電気機器Ⅰ ･･････････････････････････
電気機器Ⅱ ･･････････････････････････
パワーエレクトロニクス ･･････････････
制御システム応用 ････････････････････
電気法規・施設管理 ･･････････････････
電機設計法 ･･････････････････････････
半導体デバイスⅠ ････････････････････
半導体デバイスⅡ ････････････････････
集積回路工学Ⅰ ･･････････････････････
集積回路工学Ⅱ ･･････････････････････
電気電子物性Ⅰ ･･････････････････････
電気電子物性Ⅱ ･･････････････････････
電気電子材料 ････････････････････････
品質管理 ････････････････････････････
電磁気学Ⅱ A･････････････････････････
通信基礎 ････････････････････････････
アナログ回路工学Ⅰ ･･････････････････
ディジタル回路工学Ⅰ ････････････････
電気回路ⅡＡ ････････････････････････
信号処理 ････････････････････････････
電子計測Ⅰ ･･････････････････････････
数値解析法 ･･････････････････････････
電子通信システム工学実験Ⅰ ･･････････
電子通信システム工学実験Ⅱ ･･････････
電子通信システム工学実験Ⅲ ･･････････
電子通信システム工学実験Ⅳ ･･････････
電磁気学Ⅱ B ･････････････････････････
通信方式 ････････････････････････････
マイクロ波工学 ･･････････････････････
ネットワークプログラミング ･･････････
光通信工学 ･･････････････････････････
通信ネットワーク ････････････････････
アナログ回路工学Ⅱ ･･････････････････
ディジタル回路工学Ⅱ ････････････････
電子回路設計法 ･･････････････････････
ディジタル回路設計法 ････････････････
コンピュータ応用工学 ････････････････
伝送回路システム ････････････････････
ネットワークインターフェース ････････
コンピュータアーキテクチャ ･･････････
電子計測Ⅱ ･･････････････････････････
統計データ解析 ･･････････････････････
電気回路ⅡＢ ････････････････････････
システム工学 ････････････････････････
情報理論 ････････････････････････････
システム最適化 ･･････････････････････
画像工学 ････････････････････････････
半導体工学 ･･････････････････････････
電波工学 ････････････････････････････
移動通信及び法規 ････････････････････
英文講読 ････････････････････････････
プレゼンテーション演習 ･･････････････
コンピュータ概論 ････････････････････
卒業研究 ････････････････････････････
学外工場実習見学 ････････････････････
特別講議 ････････････････････････････
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Ⅴ．物質工学科
工学基礎科目
解析学Ⅰ ････････････････････････････
解析学Ⅱ ････････････････････････････
線形数学Ⅰ ･･････････････････････････
線形数学Ⅱ ･･････････････････････････
解析学Ⅲ ････････････････････････････
複素解析学 ･･････････････････････････
統計学 ･･････････････････････････････
物理学Ⅰ ････････････････････････････
物理学ⅡＡ ･･････････････････････････
物理学Ⅱ B ･･･････････････････････････
基礎量子力学 ････････････････････････
物理学実験Ａ ････････････････････････
回折結晶学 ･･････････････････････････
化学ⅠＡ ････････････････････････････
化学ⅡＡ ････････････････････････････
化学実験 A･･･････････････････････････
無機化学基礎 ････････････････････････
有機化学基礎 ････････････････････････
物理化学Ⅰ ･･････････････････････････
物理化学Ⅱ ･･････････････････････････
応用化学自由研究 ････････････････････
図形情報科学 ････････････････････････
情報リテラシー ･･････････････････････
情報 PBL ････････････････････････････
情報処理基礎 ････････････････････････
情報処理応用 ････････････････････････
情報処理応用 ････････････････････････
物質工学基礎実験 ････････････････････
離散の数理 ･･････････････････････････
非線形現象の数理 ････････････････････
解析構造の数理 ･･････････････････････
空間の数理 ･･････････････････････････
数理物理 ････････････････････････････
数値ビジュアライゼーション ･･････････
現代物理学の世界 ････････････････････
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工学専門科目
有機化学Ⅰ ･･････････････････････････
有機化学Ⅱ ･･････････････････････････
有機化学Ⅲ ･･････････････････････････
反応有機化学 ････････････････････････
有機工業化学 ････････････････････････
有機機器分析 ････････････････････････
高分子合成化学 ･･････････････････････
高分子機能化学 ･･････････････････････
生物有機化学 ････････････････････････
化学工学Ⅰ ･･････････････････････････
化学工学Ⅱ ･･････････････････････････
化学工学Ⅲ ･･････････････････････････
反応工学 ････････････････････････････
コンピュータ解析Ⅰ ･･････････････････
無機化学Ⅰ ･･････････････････････････
無機化学Ⅱ ･･････････････････････････
無機化学Ⅲ ･･････････････････････････
機能性材料化学 ･･････････････････････
コンピューター解析Ⅱ ････････････････
物理化学Ⅲ ･･････････････････････････
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物理化学Ⅳ ･･････････････････････････
化学結合論 ･･････････････････････････
分析化学 ････････････････････････････
材料組織学 ･･････････････････････････
平衡状態図Ⅰ ････････････････････････
平衡状態図Ⅱ ････････････････････････
材料物性 ････････････････････････････
金属強度 ････････････････････････････
材料ナノ構造学 ･･････････････････････
固体内のダイナミックス ･･････････････
コンピュータ材料設計 ････････････････
材料熱力学基礎 ･･････････････････････
材料熱力学 ･･････････････････････････
材料熱力学演習 ･･････････････････････
高温融体プロセス工学 ････････････････
反応速度論 ･･････････････････････････
材料環境工学Ⅰ ･･････････････････････
結晶創成工学 ････････････････････････
融体加工学 ･･････････････････････････
接合工学 ････････････････････････････
塑性加工学 ･･････････････････････････
材料力学基礎 ････････････････････････
材料力学 ････････････････････････････
材料強度学 ･･････････････････････････
塑性力学基礎 ････････････････････････
CAE ････････････････････････････････
社会基盤材料Ⅰ ･･････････････････････
社会基盤材料Ⅱ ･･････････････････････
材料環境工学Ⅱ ･･････････････････････
機能材料 ････････････････････････････
セラミック材料 ･･････････････････････
生体金属材料 ････････････････････････
国際資源環境学 ･･････････････････････
材料リサイクル工学 ･･････････････････
応用物理学 ･･････････････････････････
統計力学 ････････････････････････････
量子力学 ････････････････････････････
原子力概論 ･･････････････････････････
機械工学概論 ････････････････････････
電気工学概論 ････････････････････････
電子通信システム工学概論 ････････････
計測制御 ････････････････････････････
設計製図 ････････････････････････････
物質工学実験Ａ ･･････････････････････
物質工学実験Ｂ ･･････････････････････
物質工学実験 C ･･･････････････････････
フロンティア工学実習 ････････････････
マテリアル基礎実験 ･･････････････････
ものづくり実習 ･･････････････････････
コンピュータ数値計算演習 ････････････
科学英語Ⅰ ･･････････････････････････
科学英語Ⅱ ･･････････････････････････
見学実習 ････････････････････････････
コンピュータ概論 ････････････････････
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