
平成30年度  　　前期 博士前期課程（修士課程）
2018/4/1 2018/4/1

技術マネージメント系科目

ＴＭ１０１４

有機合成化学特論

網井・菅野

８Ｓ２１

ＴＭ１０１１ ＴＭ１０１９

生物物理化学特論 生物機能工学特論

土橋・外山 井上・榎本

８Ｎ３１ ８Ｎ３３

ＴＭ１００２ ＴＭ４００９ ＴＭ４０２６ ＴＭ５０１１ TM5023 ＴＭ７００５

物質・生命理工学特論Ⅱ 気体電子工学特論 計算機構成特論 統計物理学特論Ⅰ▲ 理学インテンシブⅤ▲ ※科学研究発表技法

武田（茂）・松尾 高橋俊樹・佐藤守彦 荒木　徹 守田　佳史 引原　俊哉 大澤・海野

８Ｎ３１ 総研棟３０３ Iコース大学院講義室 総研棟５０１ 7206 ８N３４

ＴＭ１００１ ＴＭ１００４

物質・生命理工学特論Ⅰ 物質・生命理工学特論Ⅳ

篠塚・尾崎（広）・森口・高橋（剛） 平井・高橋（浩）

８Ｎ３１ ８Ｎ３４

ＴＭ１００８

分子分光学特論

園山・住吉

８Ｎ３１

ＴＭ６００４ ＴＭ６０１２
環境計測・シミュレー

ションスキルアップ実践
実習

総合日本語中級Ⅰ

渡邉・中川・桂・野田・若井 牧原　功

総研棟３０４ 総研棟402

ＴＭ１００３

物質・生命理工学特論Ⅲ

若松・行木

８Ｎ３１

ＴＭ１０２３

生物科学特別講義Ⅰ

生体調節研究所各教員

８Ｎ３１

※９月下旬開講予定
ＴＭ３０２９ ＴＭ３０３２ ＴＭ４０１８ ＴＭ４０１９ ものづくりビジネス

環境創生理工学特別講義Ⅰ 環境創生理工学特別講義Ⅳ 電子工学特論 ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝとﾅﾉ計測工学特論 ＴＭ７００９　　各教員

高木英行･滝山博志･水野彰 斎藤和夫・孝橋照生 佐々木直哉・原田研 ※夏季開講予定

MOT特論

ＴＭ３０３０ ＴＭ３０２８ ＴＭ４０３５ ＴＭ７００１　　伊藤　正実

環境創生理工学特別講義Ⅱ 燃焼環境工学 計算機工学特論 ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰｼｯﾌﾟ特論（H28-）

鷹觜利公 牧野尚夫･白井裕三･丹野賢二 山越芳樹・遠坂俊昭 ＴＭ７０１０　　板橋英之

・▲は学府共通科目で３単位以上を修得する必要があります。
・理工学特別実験及び理工学特別演習は、各指導教員及び授業担当教員が、予め受講学生に実施方法・演題等を指示し、受講学生に研究・勉学させた後に、その都度授業時間を定め実施する。（web登録不要）

※科学研究発表技法については，前期火３－４（大澤・海野担当科目）と後期火９－１０（スティール　ミシェル　レネ担当科目）のどちらか一方しか履修できません。
※ (H27-)＝H27年度以降の入学者対象。　（H28-）＝H28年度以降の入学者対象。　（H29-）＝H29年度以降の入学者対象。（H30-）＝H30年度以降の入学者対象。

大学院理工学府時間割表

曜日・時限

理工学府博士前期課程(修士課程）

物質・生命理工学教育プログラム 知能機械創製理工学教育プログラム 環境創生理工学教育プログラム 電子情報・数理教育プログラム 学府共通科目 開放教育科目

大嶋　孝之 中野　眞一 井上・榎本

総研棟５０２ ８Ｓ２１ Ｉコース大学院講義室 ８Ｎ３３

３～４

ＴＭ２０２８ ＴＭ３０１４ ＴＭ４０２１ ＴＭ５０１８

人工知能特論 バイオプロセス工学特論 アルゴリズム論 生物科学特論▲

白石　洋一

総研棟３０４ ５４０２

７～８

ＴＭ２００１　　　　　　　（遠隔） ＴＭ４０１１

サイエンスベース機械知能システム特論 先端計測制御工学特論

志賀聖一・林偉民・魏書剛・丸山真一 小林　春夫

５～６

ＴＭ２０１８ ＴＭ３０１５

機械のダイナミックス 分子設計プロセス特論

丸山　真一 大重　真彦

総研棟５０２ / 太田研修室１ Ｅ大教室

９～10

ＴＭ５００８

データ解析特論▲

関　庸一

Ｐ２０３

火

１～２

TM２０１６ TM4010 ＴＭ５０１７

月

１～２

ＴＭ２０１７ ＴＭ５００９

弾性波動学 熱力学特論▲

山口　誉夫 山本・武野

総研棟３０１ ８N２１

３～４

ＴＭ２０１３ ＴＭ３００８

応用力学特論（H29-）
ナノテクノロジー特論（-H28）

波動情報工学特論 高分子化学特論▲

相原　智康 本島　邦行 山延・米山・奥

精密加工特論 分離プロセス工学特論

林　偉民 箱田　優

総研棟３０１ 5402

総研棟３０１ 5402 ８Ｎ２１，８Ｎ３１

７～８

ＴＭ４０１７
集積回路設計技術

松田　順一 ・元澤　篤史・岡部　裕志郎
総研棟５０6

ＴＭ６０１０
医理工連携重粒子線治療の物理と医学特論

(H27-)

中野隆史・花泉修　他

総研棟５０２

９～10

５～６

ＴＭ２０３２ ＴＭ４０３８

知能機械創製理工学特別講義Ⅳ パターン認識特論 (H27-)

鈴木　秀和 加藤　毅

総研棟５０６ 総研棟５０２

ＴＭ４０３６ ＴＭ５００６ ＴＭ６０１４

知能機械工学 環境整備工学特論 数理構造特論 関数解析学特論Ⅰ▲ 総合日本語上級Ⅰ

水

１～２

ＴＭ３０３３

微粒子プロセス工学特論（H30-）

佐藤　和好

５４０２

３～４

ＴＭ２０２１ ＴＭ３０１７

安藤　嘉則 渡邉　智秀 山﨑　浩一 大塚　岳 渡邊 知釈

Ｐ２０３ ７２０７ Ｉコース大学院講義室 総研棟303 7213

７～８

ＴＭ４０１４ ＴＭ５００３

５～６

ＴＭ２００９ ＴＭ４０２９ ＴＭ５０１３

破壊力学 モバイルコンピューティング 物性物理学特論Ⅰ▲

松原　雅昭 山本　潮

光物性物理学 解析学特論Ⅰ▲

後藤　民浩 高江洲　俊光

総研棟４０２ 総研棟３０３

長尾　辰哉

総研棟３０３ Ｉコース大学院講義室 ８Ｎ２１

９～10

木

１～２

ＴＭ２００８

エネルギー計測工学

荒木　幹也

総研棟502

３～４

ＴＭ２０１９ ＴＭ３０２１ ＴＭ４０２３

総研棟３０４

５～６

ＴＭ３０１９

構造材料工学特論

小澤　満津雄

ＴＭ５０２１

機械物理計測特論 地盤環境・防災工学特論 計算量特論 理学インテンシブⅢ▲

藤井　雄作 若井　明彦 天野　一幸 高橋　学

７２０７

７２０７ Ｉコース大学院講義室 ７２０６

７２０７ 総研棟３０３・シミュレーション室

９～10

７～８

ＴＭ３０２３ ＴＭ４００３

物質・生命理工学特別講義 水圏環境学特論 エネルギー変換工学特論

鵜﨑　賢一 石川　赴夫 ・ 橋本　誠司

総研棟５０６　

３～４

ＴＭ２００４ ＴＭ３０２６ ＴＭ４０３９

総研棟３０１ ７２０７ Ｉコース大学院講義室

１～２

物質・生命理工学特別講義

ＴＭ４００６

電子物性特論

櫻井　浩

５～６

ＴＭ２０２９ ＴＭ４０３２

圧縮性流体力学 都市・交通工学特論 画像システム特論 (H27-)

舩津　賢人 金井　昌信 奥　寛雅

知能機械創製理工学特別講義Ⅰ 画像情報工学

松村　修二 太田　直哉

総研棟５０２

集
中
講
義
等

※開講日時未定 ※開講日時未定 ※開講日時未定 ※夏期開講予定

Ｉコース大学院講義室

７～８

金

ＴＭ２０３１ ＴＭ６００２
知能機械創製理工学特別講義Ⅲ CAD・CAMスキルアップ実践実習

９～10

・月３－４の「生物機能工学特論」について，物質・生命以外の学生が履修すると，学府共通科目の「生物科学特論」になるが，物質・生命の学生が履修すると，コア科目の「生物機能工学特論」となる。

TM２０３３ プログラミングスキルアップ実践実習

知能機械創製理工学特別講義Ⅴ (H27-) ＴＭ６００３

安藤　哲也 　加藤　毅

　 若井　隆純 戸田祐嗣・溝口敦子・
今井章雄・李玉友

林　偉民

※開講日時未定 ※開講日時未定


