
授業科目 講義番号 担当教員 教 室 授業科目 講義番号 担当教員 教 室 授業科目 講義番号 担当教員 教 室 授業科目 講義番号 担当教員 教 室 授業科目 講義番号 担当教員 教 室 授業科目 講義番号 担当教員 教 室 授業科目 講義番号 担当教員 教 室 授業科目 講義番号 担当教員 教 室

３号館 ３号館 １号館 １号館
Ｅ２１８ Ｅ２１８ 第７ 第７

432117 ４号館303 432117 ４号館303 432117 ４号館303 432117 ４号館303 432117 ４号館303 432117 ４号館303

５号館 ５号館 舩曵 １号館 舩曵 １号館
第１６ 第１６ 野上 第３ 野上 第３
３号館 ３号館 ５号館 ５号館
Ｅ４０２ Ｅ４０２ 第１７ 第１７

４号館 ４号館 ４号館 ４号館
303 303 303 303

１号館 １号館 ３号館 ３号館
第７ 第７ Ｅ４０２ Ｅ４０２

３号館 ３号館 ５号館 ５号館 表現技法１ 表現技法１ 表現技法１
Ｅ４０２ Ｅ４０２ 第１７ 第１７ （電気電子系） （電気電子系） （電気電子系）

表現技法１ 表現技法１ 表現技法１ 表現技法１
（情報系） （情報系） （情報系） （情報系）

表現技法１ ５号館 表現技法１ ５号館 表現技法１ ５号館
（通信ネットワーク系） 第１７ （通信ネットワーク系） 第１７ （通信ネットワーク系） 第１７

１号館 １号館
第４ 第４

４号館 ４号館 ４号館 ４号館
303 303 303 303

２号館 ２号館
D405 D405

３号館 ３号館 １号館 １号館
Ｅ２１８ Ｅ２１８ 第７ 第７

４号館 ４号館 ４号館 ４号館 ４号館 ４号館
303 303 第１０ 第１０ 303 303

情報通信プロフェッショナル概論 430201 （非） 石原他 情報通信プロフェッショナル概論 430201 （非） 石原他 情報通信プロフェッショナル概論 430201 （非） 石原他 情報通信プロフェッショナル概論 430201 （非） 石原他 情報通信プロフェッショナル概論 430201 （非） 石原他
ICT活用ビジネスマインド論 430203 （非）西川 他 ICT活用ビジネスマインド論 430203 （非）西川 他 ICT活用ビジネスマインド論 430203 （非）西川 他 ICT活用ビジネスマインド論 430203 （非）西川 他 ICT活用ビジネスマインド論 430203 （非）西川 他

３号館 ３号館 １号館 １号館
Ｅ２１８ Ｅ２１８ 第７ 第７

４号館 ４号館 432118 ４号館303 432118 ４号館303 432118 ４号館303 432118 ４号館303 432118 ４号館303 432118 ４号館303
303 303

５号館 ５号館 舩曵 １号館 舩曵 １号館
第１６ 第１６ 野上 第３ 野上 第３
３号館 ３号館 ５号館 ５号館
Ｅ４０２ Ｅ４０２ 第１７ 第１７
４号館 ４号館
303 303

１号館 １号館 ３号館 ３号館
第７ 第７ Ｅ４０２ Ｅ４０２

３号館 ３号館 ５号館 ５号館 表現技法１ 表現技法１ 表現技法１
Ｅ４０２ Ｅ４０２ 第１７ 第１７ （電気電子系） （電気電子系） （電気電子系）

表現技法１ 表現技法１ 表現技法１ 表現技法１
（情報系） （情報系） （情報系） （情報系）

表現技法１ ５号館 表現技法１ ５号館 表現技法１ ５号館
（通信ネットワーク系） 第１７ （通信ネットワーク系） 第１７ （通信ネットワーク系） 第１７

１号館 １号館
第４ 第４

４号館 ４号館 ４号館 ４号館
303 303 303 303

２号館 ２号館
D405 D405

３号館 ３号館 １号館 １号館
Ｅ２１８ Ｅ２１８ 第７ 第７

１号館 １号館 ４号館 ４号館
第５ 第５ 第１０ 第１０

情報通信プロフェッショナル概論 430201 （非） 石原他 情報通信プロフェッショナル概論 430201 （非） 石原他 情報通信プロフェッショナル概論 430201 （非） 石原他 情報通信プロフェッショナル概論 430201 （非） 石原他 情報通信プロフェッショナル概論 430201 （非） 石原他
ICT活用ビジネスマインド論 430203 （非）西川 他 ICT活用ビジネスマインド論 430203 （非）西川 他 ICT活用ビジネスマインド論 430203 （非）西川 他 ICT活用ビジネスマインド論 430203 （非）西川 他 ICT活用ビジネスマインド論 430203 （非）西川 他

３号館 ３号館 ３号館 ３号館
Ｅ２１８ Ｅ２１８ Ｅ２１８ Ｅ２１８

計算機工学 計算機工学 ４号館 ４号館 技術英語 計算機工学
分野の教員 分野の教員 303 303 （情報系） 分野の教員

３号館 ３号館
Ｅ４０２ Ｅ４０２

表現技法２ 計算機工学 表現技法２ 計算機工学 １号館 １号館 技術英語 ３号館 技術英語 ３号館
（情報系） 分野の教員 （情報系） 分野の教員 第６ 第６ （電気電子系） Ｅ４０２ （電気電子系） Ｅ４０２

技術英語
（情報系）

１号館 １号館 ５号館 ５号館
第６ 第６ 第１７ 第１７

表現技法２ 表現技法２ 表現技法２
（電気電子系） （電気電子系） （電気電子系）

表現技法２ 表現技法２ 表現技法２ 表現技法２
（情報系） （情報系） （情報系） （情報系）

３号館 ３号館 表現技法２ ５号館 表現技法２ ５号館 表現技法２ ５号館
Ｅ４０２ Ｅ４０２ （通信ネットワーク系） 第１７ （通信ネットワーク系） 第１７ （通信ネットワーク系） 第１７

４号館 ４号館 技術英語
303 303 （情報系）

技術英語 ５号館 技術英語 ５号館 ２号館 ２号館
（通信ネットワーク系） 第１６ （通信ネットワーク系） 第１６ Ｄ３０５ Ｄ３０５

別表参照 別途指示 別表参照 別途指示 ４号館 ４号館 技術英語 技術英語
303 303 （情報系） （情報系）

３号館 ３号館 ３号館 ３号館 ３号館
Ｅ４０２ Ｅ４０２ Ｅ４０２ Ｅ４０２ Ｅ４０２

３号館 ３号館 ３号館 ３号館
Ｅ２１８ Ｅ２１８ Ｅ２１８ Ｅ２１８

別表参照 別途指示 別表参照 別途指示 ４号館 ４号館 技術英語
303 303 （情報系）

３号館 ３号館
Ｅ４０２ Ｅ４０２
１号館 １号館 技術英語 ３号館 技術英語 ３号館
第６ 第６ （電気電子系） Ｅ４０２ （電気電子系） Ｅ４０２

別表参照 別途指示 別表参照 別途指示 技術英語
（情報系）

１号館 １号館 ５号館 ５号館
第６ 第６ 第１７ 第１７

表現技法２ 表現技法２ 表現技法２
（電気電子系） （電気電子系） （電気電子系）

別表参照 別途指示 別表参照 別途指示 表現技法２ 表現技法２ 表現技法２ 表現技法２
（情報系） （情報系） （情報系） （情報系）

３号館 ３号館 表現技法２ ５号館 表現技法２ ５号館 表現技法２ ５号館
Ｅ４０２ Ｅ４０２ （通信ネットワーク系） 第１７ （通信ネットワーク系） 第１７ （通信ネットワーク系） 第１７

４号館 ４号館
303 303

技術英語 ５号館 技術英語 ５号館 ２号館 ２号館
（通信ネットワーク系） 第１６ （通信ネットワーク系） 第１６ Ｄ３０５ Ｄ３０５

別表参照 別途指示 別表参照 別途指示 ４号館 ４号館 技術英語 技術英語
303 303 （情報系） （情報系）

３号館 ３号館 ３号館 ３号館 ３号館
Ｅ４０２ Ｅ４０２ Ｅ４０２ Ｅ４０２ Ｅ４０２

計算機工学以外の分野の教員 計算機工学以外の分野の教員

別途指示 別途指示

大学院自然科学研究科博士前期課程（工）　　２０２２年度　時間割
電子情報システム工学専攻

昼休み：１２：３５ － １３：２５ ■は必修科目　■は電気電子系コース科目　■は情報系コース科目　■は通信ネットワーク系コース科目

学
期

曜
日

　Ｉ　限　　８：４０　－　９：３０ 　Ⅱ　限　　９：４０　－　１０：３０ 　Ⅲ　限　　１０：４５　－　１１：３５ 　Ⅳ　限　　１１：４５　－　１２：３５ 　Ⅴ　限　　１３：２５　－　１４：１５ 　Ⅵ　限　　１４：２５　－　１５：１５ 　Ⅶ　限　　１５：３０　－　１６：２０ 　Ⅷ　限　　１６：３０　－　１７：２０

432009 鶴田

前
期
前
半

月

制御工学論 432005 今井 制御工学論

スペクトラム拡散通信特論

ソフトウェア開発法１ ソフトウェア開発法１後藤，乃村，山内，横山，田辺 後藤，乃村，山内，横山，田辺 後藤，乃村，山内，横山，田辺 後藤，乃村，山内，横山，田辺 後藤，乃村，山内，横山，田辺

432208

火

電動機制御工学

ソフトウェア開発法１ ソフトウェア開発法１

432005 今井 電子デバイス特論

竹本 山下 電子材料学特論

電子デバイス特論

後藤，乃村，山内，横山，田辺
システムセキュリティ最適化
論

432208
システムセキュリティ最適化
論

ソフトウェア開発法１ ソフトウェア開発法１

432009 鶴田

432205 冨里 スペクトラム拡散通信特論 432205 冨里

432008 山下

定量的ソフトウェア開発管理 432114 門田 定量的ソフトウェア開発管理 432114 門田

電子材料学特論 432008

各所属教員

432003 竹本 電動機制御工学 432003

別途指示

ディジタル無線通信技術論 432207

432106 渡邊（実）
電子情報システム工学特別
研究（情報系）

別表参照プロセッサ工学特論 432106 渡邊（実） プロセッサ工学特論

籠谷 計算機アーキテクチャ特論 432203 籠谷

水

半導体電力変換工学 432002 平木 半導体電力変換工学 432002

田野 ディジタル無線通信技術論 432207 田野 計算機アーキテクチャ特論 432203

別途指示 別表参照 各所属教員 別途指示梅谷 別表参照 各所属教員 別途指示 別表参照 各所属教員平木 電力回路設計論 432015 梅谷 電力回路設計論 432015

別表参照 各所属教員 別途指示 別表参照 各所属教員 別途指示別表参照 各所属教員 別途指示 別表参照 各所属教員 別途指示

432561 各所属教員 432561 各所属教員 432561 各所属教員

林

画像情報処理論 432115 諸岡 画像情報処理論 432115 諸岡

ナノ物性特論 432007 林 ナノ物性特論 432007

上級線形代数 432116 Yucel 別途指示

数理暗号論 432206 野上，小寺 数理暗号論 432206 野上，小寺 電力エネルギーシステム特論 432214 髙橋

電子情報システム工学特別
研究（情報系）

別表参照 各所属教員

３号館
E４０２

電力エネルギーシステム特論 432214 髙橋
３号館
E４０２

上級線形代数 432116 Yucel

金

応用超電導基礎 432001 金 応用超電導基礎

木

太田 情報検索論 432111 太田 定量的ソフトウェア開発管理 432114

432006 佐薙

プログラミング方法論 432108 乃村 プログラミング方法論 432108 乃村 情報検索論 432111

432001 金 電磁波工学特論 432006 佐薙 電磁波工学特論

３号館
Ｅ４０２

３号館
Ｅ４０２

３号館
Ｅ４０２

３号館
Ｅ４０２

３号館
Ｅ４０２

各所属教員 別途指示
電子情報システム工学特別
研究（情報系）

別表参照 各所属教員 別途指示門田 定量的ソフトウェア開発管理 432114 門田
電子情報システム工学特別
研究（情報系）

別表参照

前
期
後
半

月

制御工学論 432005 今井 制御工学論

電力回路設計論 432015 梅谷 電力回路設計論

スペクトラム拡散通信特論 432205 冨里 スペクトラム拡散通信特論

火

電動機制御工学 432003 竹本 電動機制御工学

432009 鶴田

上級線形代数 432116 Yucel 上級線形代数 432116 Yucel ソフトウェア開発法２ ソフトウェア開発法２

432005 今井 電子デバイス特論 432009 鶴田 電子デバイス特論

後藤，乃村，山内，横山，田辺後藤，乃村，山内，横山，田辺

432205 冨里
システムセキュリティ最適化
論

432208
システムセキュリティ最適化
論

ソフトウェア開発法２ ソフトウェア開発法２ ソフトウェア開発法２ ソフトウェア開発法２
後藤，乃村，山内，横山，田辺 後藤，乃村，山内，横山，田辺 後藤，乃村，山内，横山，田辺 後藤，乃村，山内，横山，田辺

432208

432003 竹本 電子材料学特論 432008 山下 電子材料学特論 432008 山下

プログラミング方法論 432108 乃村 プログラミング方法論 432108

ディジタル無線通信技術論 432207 田野

乃村

432015 梅谷 別表参照 各所属教員 別途指示 別表参照

計算機アーキテクチャ特論 432203 籠谷ディジタル無線通信技術論 432207 田野 計算機アーキテクチャ特論 432203 籠谷

各所属教員 別途指示 別表参照 各所属教員 別途指示

別表参照 各所属教員 別途指示 別表参照 各所属教員 別途指示

432561 各所属教員 432561

別途指示 別表参照 各所属教員 別途指示 別表参照 各所属教員

各所属教員 432561 各所属教員

木

水

半導体電力変換工学 432002 平木 半導体電力変換工学 432002 平木

ナノ物性特論 432007 林 ナノ物性特論 432007 林

渡邊（実） プロセッサ工学特論 432106 渡邊（実）画像情報処理論 432115 諸岡 画像情報処理論 432115 諸岡 各所属教員 別途指示

数理暗号論 432206 野上，小寺 数理暗号論 432206 野上，小寺 電力エネルギーシステム特論 432214

電子情報システム工学特別
研究（情報系）

別表参照 各所属教員 別途指示
電子情報システム工学特別
研究（情報系）

別表参照プロセッサ工学特論 432106

金 電子情報システム工学論 432901 Yucel　他 電子情報システム工学論

髙橋
３号館
E４０２

電力エネルギーシステム特論 432214 髙橋
３号館
E４０２

432901 Yucel　他

応用超電導基礎 432001 金 応用超電導基礎 432006 佐薙

情報検索論 432111 太田 情報検索論 432111 太田

432001 金 電磁波工学特論 432006 佐薙 電磁波工学特論

電子情報システム工学特別
研究（情報系）

別途指示

３号館
Ｅ４０２

３号館
Ｅ４０２

３号館
Ｅ４０２

３号館
Ｅ４０２

３号館
Ｅ４０２

電子情報システム工学特別
研究（情報系）

別表参照 各所属教員 別途指示

応用電磁気学特論光エレクトロニクス特論 432010 深野 光エレクトロニクス特論

山内
オペレーティングシステム構
成論

別表参照 各所属教員

別表参照別表参照 別途指示
オペレーティングシステム構
成論

432107

432010 深野 応用電磁気学特論 432014 植田

別途指示432107 山内

火

別表参照 別表参照

福島 ネットワーク設計特論 432213 福島

月

ネットワーク設計特論 432213

藤森

栗林

432014 植田

電子情報システム工学特別
研究（情報系）

別表参照 別途指示
電子情報システム工学特別
研究（情報系）

432401 ｽﾄｯｸｳｪﾙ 432401 ｽﾄｯｸｳｪﾙ応用電磁波デバイス特論 432011 藤森 応用電磁波デバイス特論 432011

計算機工学以外
の分野の教員 別途指示

環境電磁工学特論 432210 豊田 環境電磁工学特論 432210 豊田 コンテンツ保護特論 432211

別表参照

栗林 コンテンツ保護特論 432211

水

別表参照 各所属教員

計算機工学以外
の分野の教員 別途指示 別表参照

別途指示

別表参照

別途指示 別表参照 各所属教員 別途指示 別表参照 各所属教員

各所属教員 別途指示

各所属教員誤り制御論 432204 日下 誤り制御論 432204 日下 432661 各所属教員

別途指示 別表参照 各所属教員 別途指示 別表参照

432661 各所属教員 432661

計算機工学以外
の分野の教員

各所属教員 別途指示432110 竹内 メディア情報処理論 432110 竹内 別表参照

電子情報システム工学特別
研究（情報系）

電子情報システム工学特別
研究（情報系）

上原

金

432461 全教員 432461 全教員 モバイル通信工学 432212

電子情報システム工学特別
研究（情報系）

別表参照 各所属教員 別途指示
電子情報システム工学特別
研究（情報系）

上原 モバイル通信工学 432212

木
メディア情報処理論

別途指示

情報セキュリティ特論 430202 （非）佐藤 他 情報セキュリティ特論

数理計画特論 432113 高橋 別表参照 各所属教員 別途指示別表参照 各所属教員 別途指示 数理計画特論 432113 高橋

430202 （非）佐藤 他 （非）佐藤 他（非）佐藤 他

電子情報システム工学特別
研究（情報系）

電子情報システム工学特別
研究（情報系）計算機工学分野の教員 計算機工学分野の教員

後
期
前
半

応用電磁気学特論 432014 植田

電子情報システム工学特別
研究（情報系）

電子情報システム工学特別
研究（情報系）

オペレーティングシステム構
成論

432107 山内
オペレーティングシステム構
成論

後
期
後
半

月

光エレクトロニクス特論 432010 深野

430202 （非）佐藤 他 情報セキュリティ特論 430202

別表参照 各所属教員

光エレクトロニクス特論 432010 深野 応用電磁気学特論 432014 植田

別表参照

情報セキュリティ特論 430202

各所属教員

情報セキュリティ特論

別途指示知能ソフトウェア基礎学以外の分野の教員 知能ソフトウェア基礎学以外の分野の教員 山内432107

ネットワーク設計特論 432213 福島 ネットワーク設計特論 432213 福島

応用電磁波デバイス特論 432011応用電磁波デバイス特論 432011 藤森

別表参照 各所属教員 別途指示

藤森 432401 ｽﾄｯｸｳｪﾙ 432401 ｽﾄｯｸｳｪﾙ

栗林 コンテンツ保護特論 432211 栗林

水

別表参照

豊田 環境電磁工学特論 432210 豊田 コンテンツ保護特論 432211

火
環境電磁工学特論 432210

別途指示 別表参照 各所属教員

各所属教員 別途指示

電子情報システム工学特別
研究（情報系）

電子情報システム工学特別
研究（情報系）

各所属教員 別途指示 別表参照 各所属教員 別途指示 別表参照

別表参照 各所属教員 別途指示 別表参照 各所属教員 別途指示別表参照 各所属教員 別途指示
知能ｿﾌﾄｳｪｱ基礎学分野の教員 知能ｿﾌﾄｳｪｱ基礎学分野の教員

誤り制御論 432204 日下 誤り制御論 432204 日下

メディア情報処理論 432110 竹内 メディア情報処理論 432110

432661 各所属教員 432661 各所属教員432661 各所属教員

竹内

432461 全教員 432461 全教員 モバイル通信工学 432212 上原 モバイル通信工学 432212 上原

情報セキュリティ特論 430202 （非）佐藤 他

木

各所属教員 別途指示 別表参照 各所属教員 別途指示数理計画特論 432113 高橋 数理計画特論 432113 高橋
計算機工学以外の分野の教員 計算機工学以外の分野の教員金

電子情報システム工学特別
研究（情報系）

電子情報システム工学特別
研究（情報系）

別表参照

情報セキュリティ特論 430202 （非）佐藤 他 情報セキュリティ特論 430202 （非）佐藤 他情報セキュリティ特論 430202 （非）佐藤 他 情報セキュリティ特論 430202 （非）佐藤 他



電子情報システム工学専攻

系 履修登
録年次

履修登
録年次

履修登
録年次

432501 1 432601 1 432701 1 金 錫範 植田浩史 井上良太

432502 1 432602 1 432702 1 平木英治 梅谷和弘 石原將貴

432504 1 432604 1 432704 1 竹本真紹 綱田　錬

432505 1 432605 1 432705 2 今井  純

432506 1 432606 1 432706 1 佐薙  稔

432507 1 432607 1 432707 1 林　靖彦 鈴木弘朗

432508 1 432608 1 432708 1 山下善文 西川　亘

432509 1 432609 1 432709 1 鶴田健二 三澤賢明

432510 1 432610 1 432710 1 深野秀樹

432511 1 432611 1 432711 1 藤森和博

432532 2 432632 2 432432 432732 2 山内利宏 乃村能成

432533 1 432633 1 432433 432733 2 渡邊　実 渡邊誠也

432534 1 432634 1 432434 432734 2 諸岡健一 竹内孔一

432535 1 432635 1 432435 432735 2 太田 学 後藤佑介 上野 史

高橋規一 門田暁人 Yucel Zeynep 笹倉万里子

右田剛史

432763 1 上原一浩 冨里　繁

432764 1 野上保之 日下卓也 小寺雄太

432765 1 田野　哲 侯　亜飛

432766 1 舩曵信生 栗林　稔

432767 1 豊田啓孝 五百籏頭健吾

432768 1 福島行信

432769 1 髙橋明子

＊複数の教員が共同開講するところもあります。

＊履修登録は正指導教員の講義番号を履修登録年次に合わせて登録してください。

＊時間割に掲載していない科目については正指導教員へお尋ねください。

＊通年開講科目は，後期に追加履修登録することはできません。

講義番号

439200

講義番号

鈴木弘朗 三澤賢明 井上良太

Yucel Zeynep 後藤佑介 竹内孔一

日下卓也

大学院自然科学研究科博士前期課程（工）　２０２２年度　時間割

■は必修科目　　　■は選択科目

前期 後期 後期 通年 担当教員

電
 
気
 
電
 
子
 
系

表
現
技
法
　
１

表
現
技
法
　
２

432401

ストック
ウェル
（非）

電
子
情
報
シ
ス
テ
ム
工
学
特
別
研
究

情
 
報
 
系

432536 1 432636 1 432436

技
術
英
語

432736 2

通
信
ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
系

432561

世話教員
五百籏頭

1

432661

世話教員
五百籏頭

1

432461

世話教員
栗林

実践的キャリア形成演習 通年
担当教員

舩曵信生

＊本演習を履修する者は，電子情報システム工学専攻　通信ネットワーク系で開講される
　【情報通信プロフェッショナル概論（前期金曜4-8時限）】の履修を推奨します。
　社会人としての心構えや生き方などの講義が受けられます。
＊開講日時等の詳細は別途通知します。

電子情報システム工学論

前期後半

担当教員

432901
世話教員：Yucel Zeynep


