2019年度 情報科学研究科

１

２

３

曜日 講義CD セメ
授業科目名
担当教官名 教室 講義CD セメ
授業科目名
月曜日 IM20120910 02 コンピュータビジョン 岡谷 貴之情報科学研究科 その他講義室、演習室IM20111800 02 広域情報処理論
IM20121100 02 音情報科学
伊藤 彰則情報科学研究科中講義室IM20120910 02 コンピュータビジョン
坂本 修一
IM20500141 02 確率モデル論

担当教官名 教室 講義CD セメ
工藤 純一情報科学研究科中講義室
岡谷 貴之情報科学研究科 その他講義室、演習室
福泉 麗佳情報科学研究科大講義室

火曜日 IM20111500 02 高性能計算論

滝沢 寛之情報科学研究科中講義室IM20111201 02 アーキテクチャ学
後藤 英昭
IM20140800 02 情報ネットワーク論
邑本 俊亮情報科学研究科大講義室
村上 斉 情報−６０８IM20180040 02 宇宙ロボティクス

IM20330980 02 空間経済学

滝沢 寛之情報科学研究科中講義室IM20111500 02 高性能計算論
後藤 英昭
曽 道智 情報−４１２IM20330210 02 学習情報学
IM20500131 02 情報基礎数理学Ⅲ

授業科目名

IM20330990 02 都市経済学
IM20500193 02 メディア教育論

水曜日

IM20330710 02 地域社会論
IM20500281 02 情報コンテンツ学

岡田
北村
髙嶋
IM20500506 02 社会経済ネットワーク分析藤原
翁長

木曜日 IM20120600 02 自然言語処理学
IM20330130 02 意味構造分析
金曜日

乾 健太郎情報科学研究科 その他講義室、演習室IM20111600 02 暗号理論
乾 健太郎
菊地 朗 情報−３１０

授業時間割表（専門）
日付：
頁：
５

４
担当教官名 教室 講義CD セメ

小林
曽根
水木
吉田
桒原
伊藤
堀田
堀田

広明情報科学研究科中講義室IM20111201
秀昭情報科学研究科 その他講義室、演習室IM20180040
敬明
和哉別途参照IM20500160
聡文
IM20500421
亮 情報−４１２
龍也情報−5階小講義室
龍也

授業科目名

担当教官名 教室 講義CD セメ
授業科目名
担当教官名 教室
IM20500123 02 情報リテラシー実習Ｂ 和田 裕一情報−5階小講義室

02 アーキテクチャ学
02 宇宙ロボティクス

小林 広明情報科学研究科中講義室IM20500421 02 インターネットセキュリティ角田 裕 情報科学研究科大講義室
吉田 和哉別途参照
ＫＥＥＮＩ ＧＬＥＮＮ ＭＡＮＳ
桒原 聡文
02 交通システム分析
桑原 雅夫人間環境系教育研究棟２０５
02 インターネットセキュリティ角田 裕 情報科学研究科大講義室
ＫＥＥＮＩ ＧＬＥＮＮ ＭＡＮＳ

彩 情報−５１２IM20330730 02 フィールドワーク実習 徳川 直人情報−５１２IM20331500 02 ポップメディア論
窪
喜文情報科学研究科 その他講義室、演習室IM20500322 02 Cognitive Science of Higher松宮 一道情報科学研究科中講義室IM20500242 02 ＥｎｇｌｉｓｈＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ橘
和毅
和田 裕一
直哉情報−４１２
朝功

靜谷 啓樹情報科学研究科大講義室IM20330401 02 人間・自然関係論
靜谷 啓樹

IM20140700 02 応用知能ソフトウェア学菅沼 拓夫情報科学研究科 その他講義室、演習室IM20111100 02 ソフトウェア基礎科学
阿部 亨
IM20330511 02 クリティカル・シンキング篠澤 和久情報−３１０IM20121400 02 融合流体情報学
IM20331120 02 計量行動分析
奥村 誠 人間環境系教育研究棟２０３IM20180010 02 数値解析学Ⅰ

森

俊一 情報−8階小講義室IM20500361 02 情報セキュリティ法務経営論金谷 吉成情報科学研究科 その他講義室、演習室
由加 情報科学研究科中講義室
髙谷 将宏

一郎 情報−３１０IM20500171 02 先端技術の基礎と実践 中尾 光之情報科学研究科中講義室
山田 和範

住井 英二郎情報科学研究科中講義室IM20121400
松田 一孝
IM20180010
大林 茂
山本 悟
IM20390050
槙原 幹十朗
IM20500431
IM20331050 02 空間情報解析
井上 亮 人間環境系教育研究棟２０５
IM20500262 02 生命情報システム科学 木下 賢吾情報−3階小講義室
西 羽美

2019.10.10
1

02 融合流体情報学
02 数値解析学Ⅰ
02 最適化数理概論
02 データ科学基礎

大林 茂
山本 悟
槙原 幹十朗
林 俊介 別途参照
山田 和範情報−5階小講義室
入江 佑樹

