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情報科学部

授業コード 代表科目漢字名称
新カリキュラム読替

授業コード

新カリキュラム読替

科目名
開講期 曜時 担当教員氏名1 担当教員氏名2 担当教員氏名3 教室名称

J9010 プログラミング入門1 J0420 プログラミング入門1 春学期授業 月曜1時限 赤石　美奈 ＡＬラボ１

J9011 プログラミング入門1 J0421 プログラミング入門1 春学期授業 月曜1時限 久東　義典 ＡＬラボ２

J9010 プログラミング入門1 J0420 プログラミング入門1 春学期授業 月曜2時限 赤石　美奈 ＡＬラボ１

J9011 プログラミング入門1 J0421 プログラミング入門1 春学期授業 月曜2時限 久東　義典 ＡＬラボ２

J9026 C/C++によるシステムプログラミング基礎 J0515 プログラミング演習2(C/C++) 春学期授業 月曜5時限 小池　崇文 ＡＬラボ２

J9034 プログラミング演習2 J0552 プログラミング演習2(python) 春学期授業 月曜5時限 伊藤　克亘 ＡＬラボ１

J9025 コンパイラ（言語処理系基礎） J0514 コンパイラ 春学期授業 火曜2時限 佐々木　晃 Ｗ２１３

J9002 情報科学リテラシ2 J0021 数理実験 春学期授業 火曜3時限 小池　崇文 黒木　帝聡 Ｗ１０３

J9003 情報科学リテラシ2 J0022 数理実験 春学期授業 火曜3時限 伊藤　克亘 三竹　毅 Ｗ２１３

J9045 時事英語２ J0141 リーディング＆ライティング 春学期授業 火曜3時限 花﨑　美紀 Ｗ２１２

J9046 時事英語２ J0142 リーディング＆ライティング 春学期授業 火曜3時限 LEONE V JAMES Ｗ２１１

J9047 時事英語２ J0143 リーディング＆ライティング 春学期授業 火曜3時限 CONRAD MCPHAIL Ｗ１０１

J9002 情報科学リテラシ2 J0021 数理実験 春学期授業 火曜4時限 小池　崇文 黒木　帝聡 Ｗ１０３

J9003 情報科学リテラシ2 J0022 数理実験 春学期授業 火曜4時限 伊藤　克亘 三竹　毅 Ｗ２１３

J9048 時事英語２ J0144 リーディング＆ライティング 春学期授業 火曜4時限 CONRAD MCPHAIL Ｗ１０１

J9049 時事英語２ J0145 リーディング＆ライティング 春学期授業 火曜4時限 花﨑　美紀 Ｗ２１２

J9050 時事英語２ J0146 リーディング＆ライティング 春学期授業 火曜4時限 LEONE V JAMES Ｗ２１１

J9012 プログラミング入門1 J0422 プログラミング入門1 春学期授業 水曜1時限 波多野　大督 ＡＬラボ１

J9013 プログラミング入門1 J0423 プログラミング入門1 春学期授業 水曜1時限 情報科学部教員 ＡＬラボ２

J9012 プログラミング入門1 J0422 プログラミング入門1 春学期授業 水曜2時限 波多野　大督 ＡＬラボ１

J9013 プログラミング入門1 J0423 プログラミング入門1 春学期授業 水曜2時限 情報科学部教員 ＡＬラボ２

J9036 力学の応用　- 剛体の運動 J0554 力学の応用 春学期授業 水曜3時限 善甫　康成 Ｗ２１３

J9001 電磁場と電磁波 J0020 交流回路と電磁波：周波数・過渡応答、ベクトル解析 春学期授業 木曜1時限 秋野　喜彦 Ｗ３１１

J9005 マルチメディア技術と応用 J0404 コンピュータシステム入門1 春学期授業 木曜1時限 坂本　寛 Ｗ１０３

J9035 微積分法の応用 J0553 微積分法の応用：フーリエ級数と変換 春学期授業 木曜5時限 秋野　喜彦 Ｗ１０２

J9032 形状モデリング J0548 CGのための幾何学 春学期授業 金曜1時限 小池　崇文 Ｗ２１３

J9004 マルチメディア技術と応用 J0403 コンピュータシステム入門1 春学期授業 金曜2時限 首藤　裕一 Ｗ２１３

J9008 情報科学リテラシ1 J0407 情報科学リテラシ 秋学期授業 月曜1時限 坂本　寛 Ｗ１０３

J9038 科学技術計算1 J0560 科学技術計算 秋学期授業 月曜1時限 岩沢　美佐子 Ｗ１０２

J9019 プログラミング演習1 J0431 プログラミング入門3 秋学期授業 月曜2時限 細部　博史 ＡＬラボ１

J9020 プログラミング演習1 J0432 プログラミング入門3 秋学期授業 月曜2時限 情報科学部教員 ＡＬラボ２

J9024 プログラミング演習3 J0509 プログラミング演習1(C/C++) 秋学期授業 月曜2時限 廣津　登志夫 Ｗ３１１

J9051 エントロピー　-熱・統計力学，情報理論 J0031 エントロピー：熱・統計力学、情報 秋学期授業 月曜3時限 秋野　喜彦 Ｗ３１１

J9009 情報科学リテラシ1 J0408 情報科学リテラシ 秋学期授業 月曜3時限 小西　克巳 Ｗ１０３

J9030 人工知能入門 J0539 人工知能 秋学期授業 月曜4時限 赤石　美奈 Ｗ１０３

J9037 画像情報処理 J0556 画像処理 秋学期授業 月曜4時限 花泉　弘 ＡＬラボ２

J9021 最適化入門 J0439 最適化 秋学期授業 月曜5時限 佐藤　裕二 Ｗ１０１

J9031 人工知能入門 J0540 人工知能 秋学期授業 月曜5時限 藤田　悟 Ｗ３１１

J9006 OS/インターネット入門 J0405 コンピュータシステム入門2 秋学期授業 火曜1時限 小池　崇文 Ｗ１０３

J9023 ハードウェア実験(組み込みシステム入門) J0442 情報科学実験 秋学期授業 火曜1時限 李　亜民 馬　建華 赤石　美奈 共通実験室

J9017 プログラミング演習1 J0429 プログラミング入門3 秋学期授業 火曜2時限 佐々木　晃 ＡＬラボ１

J9018 プログラミング演習1 J0430 プログラミング入門3 秋学期授業 火曜2時限 小林　郁夫 ＡＬラボ２

J9023 ハードウェア実験(組み込みシステム入門) J0442 情報科学実験 秋学期授業 火曜2時限 李　亜民 馬　建華 赤石　美奈 共通実験室

J9039 時事英語１ J0181 時事英語 秋学期授業 水曜1時限 CHRISTOPHER　MASCHIO Ｗ１０１

J9040 時事英語１ J0182 時事英語 秋学期授業 水曜1時限 ALAN D MORGAN Ｗ２１１

J9041 時事英語１ J0183 時事英語 秋学期授業 水曜1時限 児玉　真希 Ｗ２１２

J9042 時事英語１ J0184 時事英語 秋学期授業 水曜2時限 ALAN D MORGAN Ｗ２１１

J9043 時事英語１ J0185 時事英語 秋学期授業 水曜2時限 児玉　真希 Ｗ２１２

J9044 時事英語１ J0186 時事英語 秋学期授業 水曜2時限 CHRISTOPHER　MASCHIO Ｗ１０１

J9000 情報科教育法 J2001 情報科教育法Ⅰ 秋学期授業 水曜3時限 小林　邦久 ＡＬラボ２

J9000 情報科教育法 J2002 情報科教育法Ⅱ 秋学期授業 水曜4時限 小林　邦久 ＡＬラボ２

J9022 最適化入門 J0440 最適化 秋学期授業 水曜5時限 佐川　浩彦 Ｗ２１３

J9033 パターン認識 J0550 パターン認識と機械学習 秋学期授業 木曜1時限 佐藤　裕二 伊藤　克亘 Ｗ３１１

J9027 並列分散処理入門 J0529 並列分散処理 秋学期授業 木曜5時限 八巻　隼人 ＡＬラボ２

J9014 プログラミング入門2 J0501 プログラミング1(C/C++) 秋学期授業 金曜1時限 情報科学部教員 廣津　登志夫 ＡＬラボ１

J9014 プログラミング入門2 J0501 プログラミング1(C/C++) 秋学期授業 金曜2時限 情報科学部教員 廣津　登志夫 ＡＬラボ１

J9028 データベース入門 J0537 データベース 秋学期授業 金曜2時限 日高　宗一郎 Ｗ１０３

J9007 OS/インターネット入門 J0406 コンピュータシステム入門2 秋学期授業 金曜4時限 村上　健一郎 Ｗ２１３

J9029 データベース入門 J0538 データベース 秋学期授業 金曜4時限 坂本　寛 Ｗ１０３
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・単位、必修/選択、配当学年、履修上の注意などについては、履修ガイド(https://cis.hosei.ac.jp/info/students/#001)をご確認ください。
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