
秋学期

時限 種別 科 目 名 言語 担当教員 教室 科 目 名 言語 担当教員 教室 科 目 名 言語 担当教員 教室 科 目 名 言語 担当教員 教室 科 目 名 言語 担当教員 教室 科 目 名 言語 担当教員 教室

基礎 電波伝搬基礎 英日 片山光亮 S155 ロボット工学 英日 松丸隆文 S104 表面科学 英日 三宅丈雄 S151

生体工学 英日 松丸隆文 S104 パワーデバイスの製造と信頼性 英日 犬石昌秀 S155 アナログ・ディジタル変調 英日 片山光亮 S101 設備診断技術 日 犬島 浩 S101

バイオマイクロマシン 英日 三宅丈雄 S101

ロボティクス・メカトロニクス特論 英日 松丸隆文 コミュニティ・コンピューティング特論 英日 吉江 修 先端バイオエレクトロニクス特論 英日 三宅丈雄 用例翻訳・言語処理特論 英 ﾙﾊﾟｰｼﾞｭ ｲｳﾞ 制御情報学特論 英日 大貝晴俊 S151

スマートインダストリー特論 英日 藤村 茂 S103 ディペンダブル情報システム特論 英日 篠原尋史

先進材料演習A 英日 巽 宏平 S207 ロボティクス・メカトロニクス演習A 英日 松丸隆文

プロセス制御演習A 英日 大貝晴俊 S151 プロセス制御演習D 英日 大貝晴俊 S155

パワー半導体デバイス演習A 英日 犬石昌秀 高位検証技術演習A 英日 木村晋二 N326

基礎 システムLSI概論 英日 篠原尋史 S101 確率・統計 英日 杉本憲治郎 S153

工学実験技術基礎（秋） 英日 飯塚智徳 S151

情報組織化論 英 岩井原瑞穂 S104 光ファイバ応用計測学 英日 坪川 信 S153 線形システム論 英日 李 羲頡 S104 テクニカルプレゼンテーション特別演習（秋） 英 杉本憲治郎 N159

システムLSI設計 英 池永 剛 N105 サプライチェーンマネジメント 英 村田智洋 S101 光回路シミュレーション技術 英 硴塚孝明 N159

テスト容易化設計 英日 木村晋二 S104

医用光学特論 英日 清水孝一 設備診断技術特論 英日 犬島 浩 S151

ASIC自動設計特論 英日 渡邊孝博 N308

発光システム特論 英日 硴塚孝明

コミュニティ・コンピューティング演習A 英日 吉江 修 機械システム設計演習A 英日 田中英一郎 ロボティクス・メカトロニクス演習D 英日 松丸隆文 バイオエレクトロニクス演習A 英日 三宅丈雄

スマートインダストリー演習A 英日 藤村 茂 S103 発光システム演習A 英日 硴塚孝明

光電子集積システム演習D 英日 髙畑清人

発光システム演習D 英日 硴塚孝明

基礎 コンピュータアーキテクチャ 英日 渡邊孝博 S101 光ファイバ工学 英日 坪川 信 S151 情報システムデザイン論 英 田中二郎 S101 ナノテク材料 英日 飯塚智徳 S151

エネルギー工学 日 巽 宏平 S153

プログラミング言語論 英 田中二郎 S104 機械要素設計 英日 田中英一郎 S104 プロセス制御 英日 大貝晴俊 S153 パタン認識 英日 鎌田清一郎 S101

映像信号処理 英日 池永 剛 S101 ディペンダブルLSIシステム 英日 篠原尋史 S104 アナログLSI設計 英日 池橋民雄 N105

実験 生産システム実験 日 生産教員 N106他

データ工学特論 英 岩井原瑞穂 ニューロコンピューティング特論 英日 古月敬之 S155 生産情報制御特論 英 村田智洋 S260 先端光ファイバ技術特論 英日 坪川 信

画像情報システム特論 英日 池永 剛 N308 高位検証技術特論 英日 木村晋二 N319 システム制御特論 英日 李 羲頡 S103

無線通信回路技術特論 英日 吉増敏彦 S102

イメージメディア演習D 英日 鎌田清一郎 用例翻訳・言語処理演習A 英日 ﾙﾊﾟｰｼﾞｭ ｲｳﾞ データベース演習A 英日 岩井原瑞穂 新機能メモリシステム演習A 英日 大澤 隆 N308 イメージメディア演習A 英日 鎌田清一郎

コミュニティ・コンピューティング演習D 英日 吉江 修 医用光学演習A 英日 清水孝一 用例翻訳・言語処理演習D 英日 ﾙﾊﾟｰｼﾞｭ ｲｳﾞ バイオエレクトロニクス演習D 英日 三宅丈雄

スマートインダストリー演習D 英日 藤村 茂 S103 生産プロセス工学演習D 英日 立野繁之 S207

光電子集積システム演習A 英日 髙畑清人 N319 無線通信回路技術演習D 英日 吉増敏彦 N307

マイクロ電気機械システム演習A 英日 池橋民雄

基礎 分布意味論の背景と基礎 英 ﾙﾊﾟｰｼﾞｭ ｲｳﾞ S153 プログラミング基礎 英 杉本憲治郎 N159

バイオインフォマティクス 英日 古月敬之 S101 応用光学 英日 清水孝一 S104 （秋クォーター）スマートファクトリ（I) 英 吉江 修 N159 誘電・絶縁材料特別演習 英日 飯塚 智徳 S151

高速・高周波ＬＳＩ設計 英 吉増敏彦 S151 低消費電力設計技術 英日 渡邊孝博 S101 （冬クォーター）スマートファクトリ（II) 英 藤村 茂 N159

光半導体デバイス 英日 髙畑清人 S151

実験 生産システム実験 日 生産教員 N106他

機械システム設計特論 英日 田中英一郎 情報生産プロセス特論 英日 立野繁之 S207 新機能メモリシステム特論 英日 大澤 隆 N308

パワー半導体デバイス特論 英日 犬石昌秀 マイクロ電気機械システム特論 英日 池橋民雄

光電子集積システム特論 英日 髙畑清人 N319

知能化ネットワーク演習D 英日 小柳惠一 ニューロコンピューティング演習A 英日 古月敬之 S155 データベース演習D 英日 岩井原瑞穂 光ファイバシステム演習A 英日 坪川 信

ASIC自動設計演習A 英日 渡邊孝博 N307 先進材料演習D 英日 巽 宏平 S260 インタラクティブプログラミング演習D 英日 田中二郎 システム制御演習D 英日 李 羲頡 S219

画像情報システム演習D 英日 池永 剛 N308 設備診断技術演習D 英日 犬島 浩 S208

マイクロ電気機械システム演習D 英日 池橋民雄 生産情報制御演習A 英 村田智洋 S260

高位検証技術演習D 英日 木村晋二 S155

ASIC自動設計演習D 英日 渡邊孝博 S155

計算知能工学 英日 古月敬之 S101 ディジタル回路 英日 木村晋二 S104 半導体デバイス工学 英日 大澤 隆 S101

量子電磁気学 英 髙畑清人 S151

分散システム 英 小柳惠一 N159 パワー半導体デバイス 英日 犬石昌秀 S104 情報セキュリティ論 英日 鎌田清一郎 S101

マイクロ波数値解析特別演習 英日 片山光亮 S151

実験 情報アーキテクチャ実験 日 吉江 修 N161

マルチメディア特論 英日 鎌田清一郎 S101 インタラクティブプログラミング特論 英 田中二郎

先進材料特論 英日 巽 宏平 S260

知能化ネットワーク演習A 英日 小柳惠一 ニューロコンピューティング演習D 英日 古月敬之 S155 設備診断技術演習A 英日 犬島 浩 S259 光ファイバシステム演習D 英日 坪川 信

インタラクティブプログラミング演習A 英 田中二郎 機械システム設計演習D 英日 田中英一郎 生産プロセス工学演習A 英日 立野繁之 S207 新機能メモリシステム演習D 英日 大澤 隆 N308

システム制御演習A 英日 李 羲頡 S219 医用光学演習D 英日 清水孝一 生産情報制御演習D 英 村田智洋 S260

パワー半導体デバイス演習D 英日 犬石昌秀

画像情報システム演習A 英日 池永 剛 N308

無線通信回路技術演習A 英日 吉増敏彦 N358

基礎 ビジネスプロセスモデリング 英 藤村 茂 N159 計測工学基礎 英日 池橋民雄 S101 シミュレーション技術 日 立野繁之 N159

情報管理 日 大貝･立野 S101 オブジェクト指向設計論 英 小柳惠一 N159

新機能メモリ 英日 大澤 隆 S104

実験 情報アーキテクチャ実験 日 吉江 修 N161

特論 ネットワークコミュニティ特論 英日 小柳惠一

演習 ディペンダブル情報システム演習A 英日 篠原尋史 ディペンダブル情報システム演習D 英日 篠原尋史

時間割は、追加・変更になる場合があります。事務所横の掲示板およびIPSスクエア（https://www.waseda.jp/fsci/gips/other/2019/04/01/11388/）にて随時ご確認下さい。 ※教室欄が空欄の特論、演習の教室は、担当教員にご確認ください。
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2020 年 度 時 間 割
1時限9：00～10：30、2時限10：40～12：10、3時限13：00～14：30、4時限14：45～16：15、5時限16：30～18：00、6時限18：15～19：45

※日：日本語、英：英語、英日：英語・日本語

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日


