
２０２０年度（令和２年度）理学部　物理学科　物理学コース　春学期（５月７日～６月２４日）　■ 2020.4.10更新

科目 教員 教室 科目 教員 教室 科目 教員 教室 科目 教員 教室 科目 教員 教室

1

2 振動と波動 木村　康之 W1-B-211 物理学総合演習 津村　浩二 W1-B-212 非平衡物理学 福田　順一 W1-D-315

3 物理数学Ⅰ 河合　伸 W1-B-211

4

5

1

2 連続体力学Ⅱ 高橋　太 W1-B-211 量子力学Ⅲ 鈴木　博 W1-B-212 量子統計物理学 野村・松井 W1-D-315

3 基幹物理学II 中西　秀 2306 物性物理学Ⅰ 光田　暁弘 W1-D-315

4 物理学入門Ⅰ 肥山　詠美子 W1-B-211

5

1 半導体物理学 渡部　行男 W1-B-212

2 基幹物理学IA 川越　清以 2207 物理学の進展 木村　康之 2406 量子力学Ⅱ 鈴木　博 W1-D-315 一般相対性理論 山本 一博 W1-B-212 理論核物理学 池田　陽一 W1-B-211

3

4

5 【国際理学】国際科学特論Ⅵ（春学期） 地惑 未定

1 基幹物理学IA演習 坂口 聡志・郷 慎太郎 2207 熱力学 和田　裕文 W1-B-211

2 統計力学Ⅱ 成清　修 W1-D-315 物性物理学Ⅲ 渡部　行男 W1-B-212

3 電磁気学Ⅱ 渡部　行男 W1-D-315

4

5

1

2 物理実験学 寺西　高 W1-D-315 相転移の統計力学 野村　清英 W1-B-212

4

２０２０年度（令和２年度）理学部　物理学科　物理学コース　夏学期（６月２５日～８月１２日）　■ 2020.4.10更新

科目 教員 教室 科目 教員 教室 科目 教員 教室 科目 教員 教室 科目 教員 教室

1

2 振動と波動 木村　康之 W1-B-211 物理学総合演習 津村　浩二 W1-B-212 非平衡物理学 福田　順一 W1-D-315

3 物理数学Ⅰ 河合　伸 W1-B-211

4

5

1

2 連続体力学Ⅱ 高橋　太 W1-B-211 量子力学Ⅲ 鈴木　博 W1-B-212 量子統計物理学 野村・松井 W1-D-315

3 基幹物理学II 中西　秀 2306 物性物理学Ⅰ 光田　暁弘 W1-D-315

4 物理学入門Ⅰ 肥山　詠美子 W1-B-211

5

1 半導体物理学 渡部　行男 W1-B-212

2 基幹物理学IA 川越　清以 2207 物理学の進展 木村　康之 2406 量子力学Ⅱ 鈴木　博 W1-D-315 一般相対性理論 山本 一博 W1-B-212 理論核物理学 池田　陽一 W1-B-211

3

4

5

1 基幹物理学IA演習 坂口 聡志・郷 慎太郎 2207 熱力学 和田　裕文 W1-B-211

2 統計力学Ⅱ 成清　修 W1-D-315 物性物理学Ⅲ 渡部　行男 W1-B-212

3 電磁気学Ⅱ 渡部　行男 W1-D-315

4

5

1

2 物理実験学 寺西　高 W1-D-315 相転移の統計力学 野村　清英 W1-B-212

4

【国際理学】国際科学特論Ⅸ（夏期集中） 生物 未定

※教室番号の見方

http://www.kyushu-u.ac.jp/student/portal/index.php （学生ポータルシステム） 　（例）W1-B-210 ： ウエスト１号館 B棟 210号室

物理学特別研究Ⅰ 各教員
W1-B-212
各研究室

集中講義

電子シラバス：ＵＲＬ

5 【国際理学】国際科学特論Ⅲ（夏学期） 化学（大石・秋山） W1-B-314

火

水 物理学総合実験
（夏学期）

各教員
W1-D-315
各実験室

金

電磁気学Ⅰ・同演習
木村　崇
植松　祐輝

W1-B-211

3 物理学総合実験
（夏学期）

各教員
W1-D-315
各実験室

木
力学・同演習

若狭　智嗣
藪中　俊介

W1-B-211

月 物理学総合実験
（夏学期）

各教員
W1-D-315
各実験室

曜日 時限
１学年 ２学年 ３学年

大学院
曜日 時限

１学年 ２学年 ３学年

火

月

４学年

物理学特別研究Ⅰ 各教員
W1-B-212
各研究室

物理学特別研究Ⅰ 各教員
W1-B-212
各研究室

【国際理学】国際科学特論Ⅰ（春学期）

木
力学・同演習

若狭　智嗣
藪中　俊介

W1-B-211

水
物理学特別研究Ⅰ 各教員

W1-B-212
各研究室

物理学特別研究Ⅰ 各教員
W1-B-212
各研究室

電磁気学Ⅰ・同演習
木村　崇
植松　祐輝

W1-B-211

集中講義

金

5

3
物理学特別講義Ⅰ
（最先端物理学）
（春学期）

坂口　聡志
森田　浩介 物理学特別研究Ⅰ 各教員

W1-B-212
各研究室

「物理学特別研究Ⅰ」は前期集中として登録

物理（東城・前多） W1-B-212

W1-D-315

「物理学特別研究Ⅰ」は前期集中として登録

４学年

物理学特別研究Ⅰ 各教員
W1-B-212
各研究室

物理学特別研究Ⅰ 各教員
W1-B-212
各研究室

物理学特別研究Ⅰ 各教員
W1-B-212
各研究室

大学院

物理学特別研究Ⅰ 各教員
W1-B-212
各研究室

https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/enrol/index.php?id=21558
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/enrol/index.php?id=21640
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/enrol/index.php?id=21183
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/enrol/index.php?id=21621
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/course/view.php?id=23923
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/enrol/index.php?id=21314
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/enrol/index.php?id=21520
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/course/view.php?id=23982
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/enrol/index.php?id=21593
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/course/view.php?id=24480
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/enrol/index.php?id=21728
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/enrol/index.php?id=21363
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/course/view.php?id=21559
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/enrol/index.php?id=21313
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/course/view.php?id=25935
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/course/view.php?id=25995
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/course/view.php?id=26993
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/enrol/index.php?id=21622
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/course/view.php?id=27115
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/enrol/index.php?id=21727
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/enrol/index.php?id=21725
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/enrol/index.php?id=21720
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/enrol/index.php?id=21514
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/enrol/index.php?id=21558
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/enrol/index.php?id=21640
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/enrol/index.php?id=21183
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/enrol/index.php?id=21621
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/course/view.php?id=23923
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/enrol/index.php?id=21314
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/enrol/index.php?id=21520
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/course/view.php?id=23982
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/enrol/index.php?id=21593
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/course/view.php?id=24480
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/enrol/index.php?id=21728
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/enrol/index.php?id=21363
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/course/view.php?id=21559
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/enrol/index.php?id=21313
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/course/view.php?id=25935
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/course/view.php?id=25995
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/course/view.php?id=26993
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/enrol/index.php?id=21622
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/course/view.php?id=27115
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/enrol/index.php?id=21727
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/enrol/index.php?id=21725
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/enrol/index.php?id=21720
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/enrol/index.php?id=21514
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/course/view.php?id=21329
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/course/view.php?id=25211
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/course/view.php?id=27131
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/course/view.php?id=21329
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/course/view.php?id=27131
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/course/view.php?id=25211
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/course/view.php?id=20879
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/course/view.php?id=20879
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/course/view.php?id=20879

