
令和2年度　【後期】　授業時間割表
【ソフトウェア情報学部】

年次 授業科目名 教室等 教員 年次 授業科目名 教室等 教員 年次 授業科目名 教室等 教員 年次 授業科目名 教室等 教員 年次 授業科目名 教室等 教員

特 統計学 共)101 ビスタ 1 情報システム基礎論I 共)201 後藤 1 英語実践演習II 1 英語基礎演習II 1 離散数学 共)201 猪股

2 統計学 共)301 小嶋 情報システム基礎論I 共)301 植竹 2 幾何学 共)307 田村 再 英語表現II 離散数学 共)107 南野

2 英語実践演習IV 別紙参照 2 専門英語I● 共)305 プリマ 2 オペレーティング 共)201 杉野 2 中国語II 共)208 劉

再 英語表現IV システム論 韓国語II 共)302 姜

3 統合情報 情)203講 堀川 オペレーティング 共)301 成田 ドイツ語II 共)207 リヒタ

 システム学II コンピュータ システム論 フランス語II 語学室2 熊本

演習室1 ロシア語II 語学室3 黒岩

スペイン語II 語学室4 三宅

8:50

～

10:20

1 英語実践演習II 1 英語実践演習II 1・2 健康科学 共)305 高橋 1～4 地域社会と健康 共)306 佐藤(公) 1 ソフトウェア演習Ｂ システム 松原

1・2 体育実技 体育施設 井上 1・2 体育実技 体育施設 岩本 千田 物理学の世界 共)105 新井 実習室1

2 メディア 共)101 プリマ 2 教育相談論 共)306 藤井 三浦 芸術学の世界 共)101 吉村(晶) ソフトウェア演習Ｂ システム 成田

システム学■ 伊藤(久) 看ソ 体育実技 体育施設 岩本 宗教学の世界 共)301 原 実習室2

2 コンピュータ 共)201 佐藤(裕) 2 特別支援教育論 共)306 佐藤(匡) 2 中国語II 共)205 劉 経済学の世界 共)206 伊藤(健) 2 教育行政学 共)106 高橋(聡)

アーキテクチャII■ 看ソ 韓国語II 共)308 姜 環境と疾病 講堂 高橋(和) 看ソ 渡部

3 組込みOS論 システム 杉野 ドイツ語II 共)207 リヒタ 開発と環境 共)205 辻 3
実習室2 フランス語II 語学室2 熊本 労働を取り巻く課題 共)207 窪 福政

情)201講 ロシア語II 語学室3 黒岩 女性・子どもと 共)307 福島 3 応用情報システム学 共)101 阿部

スペイン語II 語学室4 三宅 環境★ 白畑

3 基盤システム演習II クラス 担当教員 2 ソフトウェア演習Ｄ システム 堀川

10:30 【火５・水２】 ルーム 実習室1

～ メディアシステム クラス 担当教員 ソフトウェア演習Ｄ システム 岡本

12:00 演習II ルーム 実習室2

【火５・水２】 3 アプリケーション 協働 竹野

知能システム演習II クラス 担当教員 総論 学修室

【火５・水２】 ルーム

情報システム演習II クラス 担当教員

【火５・水２】 ルーム

1～4 人間と職業 共)301 高瀬 1 グローバル 講堂 劉 1 基礎教養入門II クラス 阿部 2 英語実践演習IV 2 情報システム構築学I 共)101 阿部

異文化間接触と 共)307 細越 理解入門★ 黒岩 ルーム 伊藤(慶) 再 英語表現IV 2 人工知能基礎 共)301 ダビド

多文化共生 熊本 2 プロジェクト演習I クラス 亀田 3 ＣＧ幾何学 情)203講 土井 システム

教育学の世界 共)101 渡部 他 ルーム バサビ システム 実習室2

生態学の世界 共)205 島田 1～4 哲学の世界 協働 小方 3 プロジェクト演習II クラス 今井 実習室1 2 ディジタル 情)203講 亀田

鈴木(正) 学修室 ルーム 大堀 3 自然言語処理 情)204講 伊藤(慶) 信号処理● システム

法学の世界 共)106 斎藤(千) 情報技術と 共)207 藤田(ハ) 岡本 松原 実習室1

千國 グローバリゼーション 後藤 ダビド 3 分散システム実践論 共)306 王

看護学の世界 共)306 高橋(有) 確率の世界★ 共)305 竹野 眞田 3 知能機械 情)202講 小嶋

内海 現代社会と 共)301 川乗 ダビド

工藤(朋) ストレス関連疾患★ 田村

13:00 障害者の就労と支援 共)107 山岡 2 ソフトウェア設計学 共)201 富澤 西崎

～ 映像文化と人間▲ 協働 熊本 ソフトウェア設計学 共)101 鈴木 プリマ

14:30 学修室 3 情報と職業 共)309 佐々木(巧) 伊藤(久)

2 生徒指導論 共)202 和山 小倉

看ソ 児玉

4 基盤システムゼミＢ 情)学生 担当教員 成田

【３～４時限】 研究室 西岡

メディアシステム 情)学生 担当教員 山田

ゼミＢ 研究室

【３～４時限】

知能システムゼミＢ 情)学生 担当教員

【３～４時限】 研究室

情報システムゼミＢ 情)学生 担当教員

【３～４時限】 研究室

2 英語実践演習IV 1 英語実践演習II 1 情報基礎数学Ｂ 情)204講 高木 1 メディア論● 共)206 小方

再 英語表現IV 1・2 体育実技 体育施設 岩本 川村 2 アルゴリズム論 共)201 松原

4 基盤システムゼミＢ 情)学生 担当教員 2 ソフトウェア演習Ｄ システム 堀川 1 プログラム 情)203講 布川 アルゴリズム論 共)301 山田

【３～４時限】 研究室 実習室1 言語構造論I● システム 3 組込みシステム論 情)204講 猪股

メディアシステム 情)学生 担当教員 ソフトウェア演習Ｄ システム 岡本 実習室1 システム

ゼミＢ 研究室 実習室2 2 情報ネットワーク 協働 齊藤 実習室2

【３～４時限】 3 専門英語III 協働 小倉 実践論■ 学修室 橋本

知能システムゼミＢ 情)学生 担当教員 学修室 システム

【３～４時限】 研究室 専門英語III 共)306 戴 実習室2

情報システムゼミＢ 情)学生 担当教員 専門英語III 共)205 蔡 2 ハードウェア基礎 共)106 新井

【３～４時限】 研究室 3・4 中国語IV 共)308 劉 コンピュータ

14:40 韓国語IV 共)302 姜 実験室

～ ドイツ語IV 共)207 リヒタ 2 数論と代数● 共)301 高田

16:10 フランス語IV 研究室 熊本 3 経営情報学 共)305 菅原

ロシア語II 研究室 黒岩 コンピュータ

スペイン語IV 語学室4 三宅 演習室1

3 情報科教育法II コンピュータ 市川

演習室2

1 教育心理学 共)106 岩木 1 教育原理 共)106 畠山 1 英語基礎演習II 1 プログラム 情)203講 布川 1 ディジタル回路 共)201 岡本

看ソ 看ソ 再 英語表現II 言語構造論II● システム ディジタル回路 共)101 佐々木

2 モデリング実践論 講堂 今井 2 中国語II 共)206 劉 実習室1 2 日本国憲法 共)106 千國

システム 韓国語II 共)302 姜 2 ヒューマン 講堂 伊藤(久) 看ソ

実習室2 ドイツ語II 共)207 リヒタ インタフェース 3 情報環境論 共)105 佐藤(究)

2 応用心理学 協働 小倉 フランス語II 語学室2 熊本 2 ファイルと 協働 王 3 マイクロ 情)204講 羽倉

学修室 ロシア語II 語学室3 黒岩 データベース 学修室 コンピュータ制御 システム

スペイン語II 語学室4 三宅 システム 実習室1

3 基盤システム演習II クラス 担当教員 実習室2

【火５・水２】 ルーム

メディアシステム クラス 担当教員

16:20 演習II ルーム

～ 【火５・水２】

17:50 知能システム演習II クラス 担当教員

【火５・水２】 ルーム

情報システム演習II クラス 担当教員

【火５・水２】 ルーム

片町 高木

川村 川村

2
看ソ

凡例：共通講義棟＝共)、語学学習室＝語学室、コンピュータ演習室＝コンピュータ演、ソフトウェア情報学部棟○講義室＝情)○講、ソフトウェア情報学部棟○ゼミ室＝情)○ゼミ
注意：年次欄の「再」は、再履修学生への適用科目を表します。それ以外の学生は受講できません。
　　　年次欄の「特」は、対応する情報基礎数学で単位を認定された学生が受講できます。
　　　●印の科目は、平成30年度以前の入学生の該当年次への適用科目を表します。令和元年度以降の入学生は受講できません。
　　　▲印の科目は、令和元年度以前の入学生の該当年次への適用科目を表します。令和2年度以降の入学生は受講できません。
　　　■印の科目は、令和元年度以降の入学生の該当年次への適用科目を表します。平成30年度以前の入学生は受講できません。
　　　★印の科目は、令和2年度以降の入学生の該当年次への適用科目を表します。令和元年度以前の入学生は受講できません。

起業論 松野 進路指導論 いわて創造実践演習 3

集中講義
・実習

4 卒業研究・制作Ｂ 担当教員

2

1～4
キャリア地域学習（通年）
【講義日程は別途指示】

高瀬 1～4 語学研修I

再 情報基礎数学Ｃ

2020/9/2

金曜日木曜日

別紙参照

別紙参照

別紙参照

月曜日

情報基礎数学Ａ

火曜日 水曜日

別紙参照

別紙参照

別紙参照

別紙参照

再 1～4

1

3

4

5

別紙参照

2

いわて学Ｂ
【講義日程は別途指示】

英語基礎演習IV 別紙参照

渋谷
鈴木
泉

いわて創造学習II（通年）
【講義日程は別途指示】

観光による岩手の地域活性化
【講義日程は別途指示】

羽倉

渡部，菅野
工藤(真)
西岡，平井

1～4

高瀬
渡部

3・4

別紙参照 2

堀川

2～4

いわて創造学習I（通年）
【講義日程は別途指示】

1・2

渡部，泉(啓)
工藤(真)
西岡，宇佐美

2

羽倉 3 システムデザインＰＢＬ

渡部，泉(啓)
工藤(真)
西岡，平井

インターンシップI

インターンシップII

渋谷
宇佐美


