
クラス 月1 月2 月3 月4

工基3 E 情リ2 体育2

共通1 共通6 共通8

工基3 C 情リ2 体育2 　　下記のとおり、各自該当する時間のバスを

CL1, 2 E1 共通11 　　利用してください

体育2 工基3 L 情リ2 クラス 大牟田駅発

共通8 共通12 共通6 2-1

情リ2 体育2 工基3 M 2-2

共通6 共通8 共通4 2-3

情リ2 体育2 工基3 I 2-4

E1 共通11 I1 2-5

　　2限から授業開始の学生は

クラス 火1 火2 火3 火4 　　9:20大牟田駅発の臨時便を利用してください

体育2 情リ2 工基3 A

共通11 共通6 共通2

体育2 情リ2 工基3 E

共通8 E1 共通1

工基3 C 体育2 情リ2

CL1, 2 共通11 共通6

工基3 L 体育2 情リ2 1限目：8:50-10:20

共通12 共通8 E1 2限目：10:30-12:00

情リ2 工基3 M 体育2 3限目：13:00-14:30

共通6 共通4 共通8 4限目：14:40-16:10

クラス 水1 水2 水3 水4 　※集合場所や荷物置き場については別途案内します

情リ2 体育2 工基3 I 工基3 M 　※「工基3」右のアルファベットは担当コースです

共通6 共通11 I1 共通4 　※シラバス記載の教科書等以外で必要なものは担任

工基3 A 工基3 I 体育2 情リ2 　　もしくは担当教員より連絡をします

共通2 I1 共通8 共通6

体育2 情リ2 工基3 A 工基3 E

共通8 共通6 共通2 共通1 共通1 合同南棟1F 合同講義室

工基3 E 工基3 C 体育2 情リ2 共通2 G棟3F 多目的室

共通1 CL1, 2 共通11 E1 共通3 G棟2F 製図室

情リ2 体育2 工基3 L 工基3 C 共通4 G棟3F ＣＡＤ室

E1 共通8 共通12 CL1, 2 共通5 G棟3F ＬＬ教室

共通6 図書館3F 情報処理センタ

クラス 木1 木2 木3 木4 共通7 図書館3F 視聴覚室

体育2 工基3 L 情リ2 共通8 第１体育館

共通8 共通12 共通6 共通9 第２体育館

情リ2 体育2 工基3 M 共通10 グラウンド

共通6 共通11 共通4 共通11 テニスコート

情リ2 工基3 I 体育2 共通12 G棟2F 化学実験室

E1 I1 共通8

工基3 A 体育2 情リ2

共通2 共通8 E1 E1 E棟 情報処理演習室

工基3 E 情リ2 体育2 E2 E棟 電子基礎実験室

共通1 共通6 共通11 E3 E棟 電気機械実験室

E4 E棟 制御実験室

クラス 金1 金2 金3 金4 CL1 C棟1F 無機化学実験室

体育2 情リ2 工基3 C 地元学 CL2 C棟1F 有機化学実験室

共通8 共通6 CL1, 2 共通3 M 実習工場

情リ2 体育2 工基3 L 地元学 M1 M棟1F 各実験室

共通6 共通8 共通12 共通4 I1 I棟2F 演習室

工基3 M 体育2 情リ2 地元学 I2 I棟3F 実験室

共通4 共通11 共通6 共通2 I3 専攻科棟2F 実験室

情リ2 工基3 I 体育2 地元学 I4 専攻科棟3F プログラミング室

E1 I1 共通8 共通7 A1 A棟3F 製図室

工基3 A 情リ2 体育2 地元学 A2 A棟3F CAD室

共通2 E1 共通11 共通1 A3 A棟2F マルチメディア室

8:05

8:10

8:15

　※大牟田駅からバスをご利用の方へ

特別教室（共通）

特別教室（専門）

校時

表示内容

上段：科目名称

下段：特別教室
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2年生 分散登校 特別時間割（第1週）：6月8日（月）～6月12日（金）

2-1

2-2

2-3

2-4

2-5

2-1

2-4

2-5

2-1

2-2

2-3

2-4

2-5

2-1

2-2

2-3

2-3

2-4

2-5

2-1

2-2


