平成29年度AIIT単位バンク登録生（科目等履修生）時間割
【情報アーキテクチャ専攻】
科目№

授業科目

開講期

曜日・時限 単位数

担当教員

IT系科目群
情1 ネットワーク特論2
第4クォータ 月7・土3
2
飛田 博章
情2 セキュアシステム管理運用特論 第4クォータ 土4・土5
2
真鍋 敬士*
情3 インターネットプラットフォーム特論 第3クォータ 月7・土3
2
成田 雅彦
情13 ビッグデータ解析特論
第4クォータ 水6・金6
2
中野 美由紀
エンタープライズ系科目群
情15 IT特論
第4クォータ 火6・火7
2
小山 裕司
情16 コミュニケーション技術特論2
第4クォータ 月7・土3
2
中鉢 欣秀
情21 情報システム特論2
第4クォータ 月6・土2
2
未定（新任）
情22 情報ビジネス特別講義1
第3クォータ 月6・月7
2
六川 浩明*
情23 情報ビジネス特別講義4
第3クォータ 火7・木7
2
未定
システム開発系科目群
情27 オブジェクト指向開発特論
第4クォータ 水6・金6
2
嶋津 恵子
情29 クラウドサーバ構築特論
第3クォータ 金6・金7
2
飛田 博章
情30 情報セキュリティ特別講義2
第4クォータ 月6・土2
2
瀬戸 洋一
情31 アジャイル開発手法特論
第3クォータ 土2・土3
2
永瀬 美穂*
マネジメント系科目群
情34 プロジェクト管理特論2
第3クォータ 土1・録画
2
酒森 潔
情35 プロジェクト管理特論3
第4クォータ 水7・金7
2
酒森 潔
情40 情報セキュリティ特別講義1
第3クォータ 土4・土5
2
瀬戸 洋一
情41 情報セキュリティ特別講義3
第4クォータ 木6・木7
2
松尾 徳朗
事業アーキテクチャ科目群
共選2 スタートアップ戦略特論
第3クォータ 土4・土5
2
未定（新任）
共選3 マーケティング特論
第4クォータ 土4・土5
2
川名 周*
共選5 ITソリューション特論
第3クォータ 火6・火7
2
小山 裕司
新井 宏征*/伊賀 聡一郎*
共選6 コンセプトデザイン特論
第3クォータ 水6・水7
2
産業技術研究科科目群
共選8 国際経営特論
第4クォータ 土4・土5
2
前田 充浩
共選9 国際開発特論
第3クォータ 土4・土5
2
前田 充浩
共選10 Technical writing in English
第3クォータ 火6・木6
2
Antoine BOSSARD*
共選11 DESIGN［RE］THINKING
第4クォータ 月6・木6
2
Innella Giovanni
【開講曜日・時限が「●●・録画」となっている科目の開講形態について】
本学の授業は、1科目につき週2コマの授業で構成されています。ただし、当該科目は、週2コマのうち1コ
マを指定された曜日・時限に受講し、もう1コマの授業を録画ビデオの視聴により、受講することになりま
す。（例：「土1・録画」…土曜1限に1コマ、録画ビデオで1コマ受講します。）録画ビデオの回は、事前に録
画したビデオをインターネット上で公開するもので、教室での授業はありません。公開日から次の受講日
までに、各自で視聴していただきます。
■受講イメージ（例：「土1・録画」の科目で、第１回目が土曜日の場合）
第1回目：土曜１限（教室で受講）→第2回目：ビデオ視聴（自宅等で視聴）→＜以下、繰り返し＞
※ただし、休講等により、このとおり進まない場合もあります。ご了承ください。
＜各クォータの開講期間は以下のとおりです。＞
第１クォータ
第２クォータ

クォータ

第３クォータ
第４クォータ

4月5日（水）～6月10日（土）
【4月30日（日）～5月7日（日）を除く】
6月14日（水）～8月12日（土）
※７/17(月・祝)、8/11(金・祝)授業実施
10月4日（水）～12月2日（土）
※10/9(月・祝)、11/3(金・祝)、11/23(木・祝)授業実施
12月6日（水）～2月11日（日）
※12/23（土・祝）、1/8（月・祝）授業実施
【12月27日（水）～1月3日（水）を除く】

平成29年度AIIT単位バンク登録生（科目等履修生）時間割
【創造技術専攻】
科目№

授業科目
開講期
曜日・時限 単位数
担当教員
創造技術基礎科目群
創6 インテリジェントシステム特論
第3クォータ 月6・月7
2
中川 雅史*
技術経営科目群
創9 技術経営特論
第4クォータ 水5・土3
2
吉田 敏
プロダクト・イノベーション科目群
創12 システムインテグレーション特論 第3クォータ 水5・土3
2
橋本 洋志
創13 サービス工学特論
第4クォータ 火6・金6
2
橋本 洋志
創14 品質工学特論
第4クォータ 火7・金7
2
越水 重臣
創15 信頼性工学特論
第3クォータ 火6・金6
2
越水 重臣
創17 チーム設計・試作特別演習
第4クォータ 水6・水7
2
池本 浩幸/中島 瑞樹
インダストリアル・デザイン科目群
創18 プロダクトデザイン特論
第3クォータ 火7・金7
2
内山 純
創20 デザインシステム計画特論
第3クォータ 月7・木7
2
池本/平川*/中島
創22 工業デザイン材料特論
第4クォータ 土1・土2
2
内山 純
創26 プロダクトデザイン特別演習
第3クォータ 土4・土5
2
國澤 好衛/村田 桂太*
海老澤 伸樹/村田 桂太*
創27 トランスポーテーションデザイン特別演習 第4クォータ 土4・土5
2
デジタル技術科目群
創29 システムモデリング特論
第4クォータ 月7・木7
2
村越 英樹
創30 デジタル製品開発特論
第3クォータ 月5・木5
2
井田 貴志*
創31 ET（Embedded Technology）特別演習 第3クォータ 水6・水7
2
村越 英樹
事業アーキテクチャ科目群
共選2 スタートアップ戦略特論
第3クォータ 土4・土5
2
未定（新任）
共選3 マーケティング特論
第4クォータ 土4・土5
2
川名 周*
共選5 ITソリューション特論
第3クォータ 火6・火7
2
小山 裕司
新井 宏征*/伊賀 聡一郎*
共選6 コンセプトデザイン特論
第3クォータ 水6・水7
2
産業技術研究科科目群
共選8 国際経営特論
第4クォータ 土4・土5
2
前田 充浩
共選9 国際開発特論
第3クォータ 土4・土5
2
前田 充浩
共選10 Technical writing in English
第3クォータ 火6・木6
2
Antoine BOSSARD*
共選11 DESIGN［RE］THINKING
第4クォータ 月6・木6
2
Innella Giovanni
【開講曜日・時限が「●●・録画」となっている科目の開講形態について】
本学の授業は、1科目につき週2コマの授業で構成されています。ただし、当該科目は、週2コマのうち1コ
マを指定された曜日・時限に受講し、もう1コマの授業を録画ビデオの視聴により、受講することになりま
す。（例：「土1・録画」…土曜1限に1コマ、録画ビデオで1コマ受講します。）録画ビデオの回は、事前に録
画したビデオをインターネット上で公開するもので、教室での授業はありません。公開日から次の受講日
までに、各自で視聴していただきます。
■受講イメージ（例：「土1・録画」の科目で、第１回目が土曜日の場合）
第1回目：土曜１限（教室で受講）→第2回目：ビデオ視聴（自宅等で視聴）→＜以下、繰り返し＞
※ただし、休講等により、このとおり進まない場合もあります。ご了承ください。
＜各クォータの開講期間は以下のとおりです。＞
第１クォータ
第２クォータ

クォータ

第３クォータ
第４クォータ

4月5日（水）～6月10日（土）
【4月30日（日）～5月7日（日）を除く】
6月14日（水）～8月12日（土）
※７/17(月・祝)、8/11(金・祝)授業実施
10月4日（水）～12月2日（土）
※10/9(月・祝)、11/3(金・祝)、11/23(木・祝)授業実施
12月6日（水）～2月11日（日）
※12/23（土・祝）、1/8（月・祝）授業実施
【12月27日（水）～1月3日（水）を除く】

