
平成２８年度 情報科学研究科授業時間割表

【１学期】
曜日 時限 情報基礎数学専攻 情報数理学専攻 コンピュータサイエンス専攻 情報システム工学専攻 情報ネットワーク学専攻 マルチメディア工学専攻 バイオ情報工学専攻

月 1
  

月 2 331121 331207 331409 331601
  情報基礎代数学講義 応用情報解析学 システムインターフェース設計論 マルチメディアシステムアーキテクチャ
  日比 藤崎 竹村・清川 下條・伊達・小島・木戸
  C120 C101 A110 A109

月 3 331220 331420  331622
  知能と学習 ディペンダブルシステム  コンテンツセキュリティ
  沼尾 土屋・中川  藤原・石原
  （吹）産研F-482 A101  A110

月 4 331005 331005 331005 331005 331005 331005 331005
  情報技術と倫理 情報技術と倫理 情報技術と倫理 情報技術と倫理 情報技術と倫理 情報技術と倫理 情報技術と倫理
  IS教員・MM教員・中西 IS教員・MM教員・中西 IS教員・MM教員・中西 IS教員・MM教員・中西 IS教員・MM教員・中西 IS教員・MM教員・中西 IS教員・MM教員・中西

A110 A110 A110 A110 A110 A110 A110
 
 
 
      

月 5 333105（Ｄ） 331212 331731
情報基礎数学特別講義I 情報数理学演習Ⅰ バイオメディカルインフォマティクス演習
日比･和田・有木 全教員 全教員
（吹）各研究室 （吹）各研究室 （豊）基-情報演習室

月 6

火 1 333201 （D） 331419
  情報計画学 応用集積システム
  藤崎・森田・奥原・梅谷 尾上

（吹）各研究室 A109
331206
非線形解析学
山本

  （吹）C101
火 2 331204 331319 331401 331619 331702
  計画情報数理 ソフトウェア設計論 システムレベル設計手法 マルチメディアデータ工学 生物分子情報解析
  梅谷 楠本・肥後 橋本・武内 原・前川・義久・春本 松田(秀)・竹中 
  C101 B101 A101 A109 C120

火 3 331223　 （日程指定） 331326　 （日程指定） 331425　 （日程指定） 331526　 （日程指定） 331630　 （日程指定） 331729　 （日程指定）
  情報数理学インターンシップ コンピュータサイエンスインターンシップ 情報システム工学インターンシップ 情報ネットワーク学インターンシップ マルチメディア工学インターンシップ バイオ情報工学インターンシップ 

A110 A110 A110 A110 A110 A110
333207　（日程指定） 333306　（日程指定） 333405　（日程指定） 333504　（日程指定） 333604　（日程指定） 333705　（日程指定）
情報数理学インターンシップD コンピュータサイエンスインターンシップ D 情報システム工学インターンシップ D 情報ネットワーク学インターンシップ D マルチメディア工学インターンシップ D バイオ情報工学インターンシップ D

 A110 A110 A110 A110 A110 A110
火 4 331134  331304 331503 331720
  情報数学総論Ⅱ  並列アルゴリズム理論 情報ネットワークアーキテクチャ バイオネットワーク工学
  湯浅  萩原 渡辺 若宮・寺前
  （豊）理Ｂ-202　  B101 A110 A101

火 5 333107（Ｄ）  331724
情報基礎数学特別講義Ⅲ  バイオ情報工学入門
中西･小田中・三町  全教員
（吹・豊）各研究室  A110

火 6 331312
コンピュータサイエンス演習Ⅰ
全教員

（吹）各研究室

水 1 333205 （D） 331636 331719　
  応用情報物理学 ビッグデータ解析 生物プロセス工学
  谷田・小倉 鬼塚・荒瀬 清水・松田(史)
  （吹）各研究室 C120 A101

水 2 331631  （日程指定） 331218 331631  （日程指定） 331405 331631  （日程指定） 331631  （日程指定） 331631  （日程指定）
国際融合科学論Ⅰ 情報物理学Ⅰ 国際融合科学論Ⅰ 集積システム工学 国際融合科学論Ⅰ 国際融合科学論Ⅰ 国際融合科学論Ⅰ
ライプニッツ・ペパー・シリテアヌ 谷田 ライプニッツ・ペパー・シリテアヌ 中前・三浦 ライプニッツ・ペパー・シリテアヌ ライプニッツ・ペパー・シリテアヌ ライプニッツ・ペパー・シリテアヌ
A110 A109 A110 C120 A110 A110 A110
333605 （D） （日程指定） 331631  （日程指定） 333605 （D） （日程指定） 331631  （日程指定） 333605 （D） （日程指定） 333605 （D） （日程指定） 333605 （D） （日程指定）

  先端融合科学論 国際融合科学論I 先端融合科学論 国際融合科学論Ⅰ 先端融合科学論 先端融合科学論 先端融合科学論
  ライプニッツ・ペパー・シリテアヌ ライプニッツ・ペパー・シリテアヌ ライプニッツ・ペパー・シリテアヌ ライプニッツ・ペパー・シリテアヌ ライプニッツ・ペパー・シリテアヌ ライプニッツ・ペパー・シリテアヌ ライプニッツ・ペパー・シリテアヌ

A110 A110 A110 A110 A110 A110 A110
333605 （D） （日程指定） 333605 （D） （日程指定） 331722
先端融合科学論 先端融合科学論 進化システム特論
ライプニッツ・ペパー・シリテアヌ ライプニッツ・ペパー・シリテアヌ 市橋・都留・角南

  A110 A110 A101
水 3 331125 331507
  離散幾何学 モバイルコンピューティング
  和田 東野・山口
  （豊）理Ｂ-308 A110

水 4 331133 331325  
情報数学総論Ⅰ コンピュータサイエンス基礎論  
淺野・恒川・武村 全教員  
（豊）理Ｄ-303 B101  

水 5 331426 331426 331413 331514 331613 331713
  インタラクティブ創成工学基礎演習A インタラクティブ創成工学基礎演習A 情報システム工学演習Ⅰ 情報ネットワーク学演習Ⅰ マルチメディア工学演習Ⅰ バイオ情報工学演習Ⅰ
  前田・竹村・藤原・安藤・清川・伊達・伊藤 前田・竹村・藤原・安藤・清川・伊達・伊藤 全教員 全教員 全教員 全教員
  （吹）工・創造工学センター　　　　　　　　　　　　（吹）工・創造工学センター　　　　　　　　　　　　 （吹・豊）各研究室 （吹・豊）各研究室・A110 （吹）各研究室 （吹）各研究室
　 　 333406（D） 333406（D） 331426 331426 331426

インタラクティブ創成工学演習A インタラクティブ創成工学演習A インタラクティブ創成工学基礎演習A インタラクティブ創成工学基礎演習A インタラクティブ創成工学基礎演習A
前田・竹村・藤原・安藤・清川・伊達・伊藤 前田・竹村・藤原・安藤・清川・伊達・伊藤 前田・竹村・藤原・安藤・清川・伊達・伊藤  前田・竹村・藤原・安藤・清川・伊達・伊藤前田・竹村・藤原・安藤・清川・伊達・伊藤
（吹）工・創造工学センター　　　　　　　　　　　　（吹）工・創造工学センター　　　　　　　　　　　　 （吹）工・創造工学センター　　　　　　　　　　　　  （吹）工・創造工学センター　　　　　　　　　　　　工・創造工学センター

333406（D） 333406（D） 333406（D）
インタラクティブ創成工学演習A インタラクティブ創成工学演習A インタラクティブ創成工学演習A
前田・竹村・藤原・安藤・清川・伊達・伊藤 前田・竹村・藤原・安藤・清川・伊達・伊藤前田・竹村・藤原・安藤・清川・伊達・伊藤
（吹）工・創造工学センター　　　　　　　　　　　　  （吹）工・創造工学センター　　　　　　　　　　　　工・創造工学センター

水 6

木 1 333603 （Ｄ） 333701 （D）
  認知工学論 応用バイオ情報論
  鬼塚・荒瀬・萩田・宮下・神田 松田(秀)・若宮・竹中・寺前
  C120 A109

木 2 331631  （日程指定） 331631  （日程指定） 331631  （日程指定） 331631  （日程指定） 333505 （D） 331631  （日程指定） 333704 （D）
  国際融合科学論Ⅰ 国際融合科学論Ⅰ 国際融合科学論Ⅰ 国際融合科学論Ⅰ 情報ネットワーク学セミナーD 国際融合科学論Ⅰ 人間情報工学特論
  ライプニッツ・ペパー・シリテアヌ ライプニッツ・ペパー・シリテアヌ ライプニッツ・ペパー・シリテアヌ ライプニッツ・ペパー・シリテアヌ 村田・渡辺・東野・松岡・荒川・山口・長谷川（剛） ライプニッツ・ペパー・シリテアヌ 前田(太)・安藤

A110 A110 A110 A110 A109 A110 C101
333605 （D） （日程指定） 333605 （D） （日程指定） 333605 （D） （日程指定） 333605 （D） （日程指定） 331631  （日程指定） 333605 （D） （日程指定） 331631  （日程指定）
先端融合科学論 先端融合科学論 先端融合科学論 先端融合科学論 国際融合科学論Ⅰ 先端融合科学論 国際融合科学論Ⅰ
ライプニッツ・ペパー・シリテアヌ ライプニッツ・ペパー・シリテアヌ ライプニッツ・ペパー・シリテアヌ ライプニッツ・ペパー・シリテアヌ ライプニッツ・ペパー・シリテアヌ ライプニッツ・ペパー・シリテアヌ ライプニッツ・ペパー・シリテアヌ
A110 A110 A110 A110 A110 A110 A110

333605 （D） （日程指定） 333605 （D） （日程指定）
先端融合科学論 先端融合科学論
ライプニッツ・ペパー・シリテアヌ ライプニッツ・ペパー・シリテアヌ

  A110 A110
木 3 331210 （日程指定） 331003 （日程指定） 331003 （日程指定） 331003 （日程指定） 333601 （Ｄ） 331003 （日程指定）
  情報数理学セミナーⅠ 情報科学特別講義Ⅰ 情報科学特別講義Ⅰ 情報科学特別講義Ⅰ マルチメディアデータ論 情報科学特別講義Ⅰ
  全教員 柴野・西野・岩田・藤野・田中・平島・番・成瀬 柴野・西野・岩田・藤野・田中・平島・番・成瀬 柴野・西野・岩田・藤野・田中・平島・番・成瀬 原・下條・前川・伊達・小島・木戸・義久・春本 柴野・西野・岩田・藤野・田中・平島・番・成瀬

  A109 B101 B101                             B101                             A101 B101                             
木 4 331211 （日程指定）

情報数理学セミナーⅡ
  全教員
  A109

木 5 331213 331310（日程指定） 331411 （日程指定） 331512 （日程指定） 331611 （日程指定） 331711 （日程指定）
  情報数理学演習Ⅱ コンピュータサイエンスセミナーⅠ 情報システム工学セミナーⅠ 情報ネットワーク学セミナーⅠ マルチメディア工学セミナーⅠ バイオ情報工学セミナーⅠ
  全教員 全教員 全教員 全教員 全教員 全教員
  （吹）各研究室 （吹）各研究室 （吹・豊）各研究室 （吹・豊）各研究室 （吹）各研究室 （吹）各研究室

333407
情報システム工学セミナーⅠD
全教員
（吹・豊）各研究室

木 6

金 1
金 2 331130 331332(日程指定）
  計算数学基礎Ⅰ  クラウド開発基礎
  降旗 井上・楠本・春名　他，非常勤・招へい教員
  （豊）サイバー第3教室 中之島ｾﾝﾀｰ

金 3 331006(日程指定） 331006(日程指定） 331006(日程指定）
  英語プレゼンテーション 英語プレゼンテーション 英語プレゼンテーション
  ｵﾑ　ｽｰﾖﾝ ｵﾑ　ｽｰﾖﾝ ｵﾑ　ｽｰﾖﾝ 
  A101 A101 A101

金 4 331222 331333(日程指定）
  情報数理学概論 クラウド開発演習
  全教員 井上・楠本・春名　他，非常勤・招へい教員

A109 中之島ｾﾝﾀｰ
金 5 　
金 6

集 中 331216 331335 331511 333607 331730
情報数理学特別講義Ⅰ クラウド基礎PBL 情報ネットワーク経済学 マルチメディア工学 生命医工学セミナー
宮崎 井上・楠本・春名　他，非常勤・招へい教員 東野・山口・新井 アドバンストセミナーⅠD 全教員

中之島ｾﾝﾀｰ 全教員
331334 （吹）各研究室
クラウド開発応用
井上・楠本・春名　他，非常勤・招へい教員
中之島ｾﾝﾀｰ
333304（Ｄ)
コンピュータサイエンスアドバンストセミナーⅠ

全教員
（吹）各研究室

通 年 331527　　情報セキュリティ演習Ⅰ　　松岡・樽谷・矢内
331528　　情報セキュリティ演習Ⅱ　　松岡・樽谷・矢内

331223 331326 331425 331526 331630 331729
情報数理学インターンシップ コンピュータサイエンスインターンシップ 情報システム工学インターンシップ 情報ネットワーク学インターンシップ マルチメディア工学インターンシップ バイオ情報工学インターンシップ

331633

マルチメディア工学学外研修

333115 333207 333306 333405 333504 333604 333705

情報基礎数学インターンシップＤ 情報数理学インターンシップＤ コンピュータサイエンスインターンシップＤ 情報システム工学インターンシップＤ 情報ネットワーク学インターンシップＤ マルチメディア工学インターンシップＤ バイオ情報工学インターンシップＤ

博士前期課程　６専攻共通　　　331732  先端生物情報融合基礎論　　清水・津留・戸谷　B-618 （Ｂ棟６階共通実験室）
  博士後期課程　６専攻共通　　　333706  先端生物情報融合論　　　　　清水・津留・戸谷　　B-618 （Ｂ棟６階共通実験室）

博士前期課程　専攻共通　　    331010 海外インターンシップM（A１）  　   331012 海外インターンシップM（B１）

博士後期課程　専攻共通    　  333003 海外インターンシップＤ（A１）　 　  333005 海外インターンシップＤ（B１）


