
※1　開講状況が，読替となっている授業科目は，履修登録の際に集中講義科目の登録画面で入力してください。

　　　履修登録は，下記の情報文化学部科目の時間割コードで登録の上，情報学部の該当科目を履修してください。

※2　読替科目に該当する情報学部の授業科目が学科別に実施されている場合には，

　　　自然情報学科に所属の学生は，情報学部自然情報学科向けの授業を履修し，

　　　社会システム情報学科に所属の学生は，情報学部人間・社会情報学科向けの授業を履修してください。

※3　開講状況が，春学期読替及び秋学期読替となっている授業科目は，該当学期に履修登録をしてください。

※4　通年読替科目については，春学期・秋学期ともに履修登録が必要です。

【専門基礎科目・関連専門科目】

時間割コード 情報文化学部　授業科目名 読替科目 開講期 曜日・時限
2021年度
開講状況

情報の挑戦者・開拓者たち 春1期 金3,4

問題解決・課題解決の科学1 秋1期 木2

問題解決・課題解決の科学2 秋2期 木2

情報倫理と法 春1期 水2

情報と倫理 秋1期 水3

情報セキュリティとリテラシー1 春1期 月1

インフォマティックス1 春2期 金3

情報セキュリティとリテラシー2 春2期 月1

インフォマティックス4 秋2期 金3

インフォマティックス2 春2期 金4

インフォマティックス3 秋1期 金3

プログラミング2 秋2期 月2,3

プログラミング1 秋1期 月2,3

アルゴリズム1 秋1期 火3

アルゴリズム2 秋2期 火3

情報創造 春1期 火3

情報芸術論（専） 春2期 月3

感じる情報学 春1期 水4

意志決定 秋2期 水1

論理学1 秋1期 金2

論理学2a（自然向け） または
論理学2b（社会向け）

秋2期 金2

情報と国際社会 春1期 木2

社会情報学序論1 春2期 木4

クリエイティブ・ネットワーキング 春1期 水3

データマイニング入門 春1期 水1

アカデミック・イングリッシュ 春2期 火3,4

アカデミック・ライティング 春2期 木3,4

人間の知・機械の知 秋1期 火2

科学方法論 秋2期 火2

情報システムとしての自然1 秋1期 火4

情報システムとしての自然2 秋2期 火4

シミュレーション・サイエンス1 秋1期 月4

シミュレーション・サイエンス2 秋2期 月4

複雑系科学の基礎 春1期 水2

複雑システム系序論2 秋2期 金3

心の科学 春1期 月2

認知科学C
（2020開講）

春2期 木4

認知科学D
（2021開講）

春2期 木4

社会調査 春1期 火4

応用社会調査 春2期 火4

情報と職業1 春2期 水3

情報と職業2 春1期 金4

マネジメント 春2期 金1

アジアのメディア 秋1期 金2

※心の科学，認知科学Cまたは認知科学Dを履修すること

情報文化学部　授業科目一覧・読替表(2016年度以前入学者用)

ネットワーク社会

プログラミング1

人類生存のための科学2

情報倫理と法

情報リテラシーとコンピュータ

プログラミング2

人類生存のための科学1

ネットワーク基礎

アルゴリズム0500142

情報システム

0500360

0507010

0507020

シミュレーション科学入門

0500320

0500330

0500340

社会調査法1

情報と職業1

0500350 認知科学と人工知能

情報と職業2

システム論の基礎

情報文化英語セミナー2

情報の哲学

情報デザイン

複雑系科学入門

情報文化英語セミナー3

論理学 (批判的思考)

クリエイティブ・ネットワーキン
グ

0500220

0500230

0500240

0500250

0500310

秋学期読替

情報文化英語セミナー1

論理学 (計算論)

0500151

0500152

0500153

春学期読替

通年読替

0500010

0500020

0500110

0500121

0500122

0500131

0500132

0500141

春学期読替

秋学期読替

通年読替

春学期読替

通年読替

通年読替

秋学期読替

秋学期読替

秋学期読替

春学期読替

春学期読替

春学期読替

秋学期読替

0500210

春学期読替

春学期読替

通年読替

通年読替

春学期読替

非開講

秋学期読替

秋学期読替

春学期読替



専門科目（自然情報学科）

【数理情報系開講】

時間割コード
情報文化学部　授業科目

名
読替科目 開講期 曜日・時限

2021年度
開講状況

数理情報学序論1 春1期 金3

数理情報学序論2 春2期 金3

数理情報学11 春1期 木1

数理情報学12 春1期 木2

微積分学の発展1 春2期 火3

微積分学の発展2 春2期 火4

数理情報学17 秋1期 火3

数理情報学18 秋2期 火3

数理情報学5 秋1期 木4

数理情報学6 秋2期 木4

数理情報学13 秋1期 金3

数理情報学14 秋2期 金3

数理情報学7 春1期 月3

数理情報学8 春1期 月4

数理情報学3 春1期 木3

数理情報学4 春1期 木4

数理情報学9 秋1期 月3

数理情報学10 秋2期 月3

数理情報学演習1 春2期 水2

数理情報学演習2 秋2期 金4

数理情報学演習5 春1期 火3

数理情報学演習6 春1期 火4

数理情報学演習3 秋1期 火4

数理情報学演習4 秋2期 火4

0502870 数理情報学演習3 開講

0502880 数理情報学演習4 開講

0502990
卒業研究
（数理情報系）

開講

0502060 非開講

数理情報学7

数理情報学6

0502080 春学期読替

0502070 春学期読替

数理情報学演習10502850 春学期読替

数理情報学演習20502860 秋学期読替

0502040

通年読替

数理情報学90502090

数理情報学実習0502810

秋学期読替

数理情報学8

0502020

0502050

0502030 数理情報学3

数理情報学4

春学期読替

春学期読替

数理情報学5 秋学期読替

春学期読替

秋学期読替

数理情報学2

情報文化学部　授業科目一覧・読替表(2016年度以前入学者用)

数理情報学10502010



専門科目（自然情報学科）

【複雑システム系開講】

時間割コード
情報文化学部　授業科目

名
読替科目 開講期 曜日・時限

2021年度
開講状況

0501010 計算情報学1 数値解析及び演習 春1期 金1,2 春学期読替

0501020 計算情報学2 画像処理 秋2期 火3,4 秋学期読替

計算情報学7 秋1期 木2

計算情報学9 秋2期 木2

計算情報学3 春2期 木2

計算情報学４ 春1期 火3

計算情報学5 春1期 月2

計算情報学2 春1期 木2

計算情報学10 秋2期 水3

計算情報学12 春1期 月4

物質情報学１ 春2期 火3

システム数学及び演習1 秋1期 水1

計算情報学1 春2期 金3

システム数学及び演習2 秋1期 水2

物質情報学4 春1期 水1

物質情報学5 春1期 木1

物質情報学2 春2期 水2

物質情報学8 秋2期 火2

物質情報学6 秋1期 火2

物質情報学9 秋2期 水2

物質情報学10 秋2期 月3

物質情報学11 春1期 木3

物質情報学3 春2期 月2

物質情報学7 秋1期 月2

0501810 複雑系科学実験1 開講

0501820 複雑系科学実験2 開講

複雑システム系演習1 春1期 木3

複雑システム系演習2 春2期 金4

0501860 複雑系科学演習2 非開講

複雑システム系演習3 秋1期 木3

複雑システム系演習4 秋2期 木3

0501990
卒業研究
（複雑システム系）

開講

物質情報学70501130

計算情報学60501060

0501090 物質情報学3

0501070

0501080

複雑系科学演習10501850

複雑系科学演習30501870

物質情報学6

0501100

物質情報学50501110

0501120

物質情報学4

計算情報学5

物質情報学1

物質情報学2

情報文化学部　授業科目一覧・読替表(2016年度以前入学者用)

通年読替

通年読替

0501030 計算情報学3

計算情報学40501040

0501050

春学期読替

秋学期読替

秋学期読替

春学期読替

春学期読替

通年読替

通年読替

通年読替

春学期読替

通年読替

秋学期読替



専門科目（自然情報学科）

【環境システム系開講】

時間割コード 情報文化学部　授業科目名 読替科目 開講期 曜日・時限
2021年度
開講状況

0503010 環境科学概論 開講

0503020 地球環境学1 開講

0503030 地球環境学2 開講

0503040 地球環境学3 開講

数理情報学1 秋1期 水2

数理情報学2 秋2期 水2

0503060 環境物質学1 開講

0503070 環境物質学2 開講

0503080 環境物質学3 開講

0503090 環境物質学4 非開講

0503100 環境物質学5 開講

0523110 環境生態学 開講

0503120 環境フィールドセミナー１ 開講

0503130 環境フィールドセミナー２ 開講

0503140 地球環境学実験1 開講

0503150 地球環境学実験2 開講

0503160 環境物質学実験1 開講

0503170 環境物質学実験2 開講

0503990
卒業研究
（環境システム系）

開講

情報文化学部　授業科目一覧・読替表(2016年度以前入学者用)

地球環境学40503050 秋学期読替



専門科目（社会システム情報学科）

【環境法経システム系開講】

・科目名に付した記号はそれぞれ　▲：平成27年度以降入学者向け授業科目，△：平成26年度以前入学者向け授業科目

時間割コード 情報文化学部　授業科目名 読替科目
2021年度
開講状況

0501015 公法 非開講

0501025 国際法と環境 非開講

0501035 環境法 開講

0501155
0501065

▲国際環境行政論
△政治外交思想史

非開講

0501075 国際環境と政治・外交 非開講

0501085 環境政治 開講

0501095 統計分析 非開講

0501105 応用統計分析 開講

0501115 経済解析1 非開講

0501125 経済解析2 開講

0501135 応用経済分析1 非開講

0501145 応用経済分析2 非開講

0501815 環境法律経済系演習1 開講

0501825 環境法律経済系演習2 開講

0501835 環境法律経済系演習3 開講

0501845 環境法律経済系演習4 開講

0501995
卒業研究
（環境法経システム系）

開講

情報文化学部　授業科目一覧・読替表(2016年度以前入学者用)



専門科目（社会システム情報学科）

【社会地域環境系開講】

時間割コード 情報文化学部　授業科目名 読替科目 開講期 曜日・時限
2021年度
開講状況

0502015 地域環境論 開講

0502025 地理空間論 開講

0502035 地域変動論 非開講

0502045 地域調査1 非開講

0502055 地域調査2 非開講

0502065 地域調査3 開講

0502075 地域調査4 開講

0502085 社会学概論 開講

0502095 環境社会学 開講

0502105 リスク社会論 非開講

0502115 社会変動論 非開講

0502125 地域社会論 開講

0502135 社会調査法2 開講

0502145 社会調査セミナー1 開講

0502155 社会調査セミナー2 開講

社会情報系演習1 春1期 火5

社会情報系演習2 春2期 火5

社会情報系演習3 秋1期 火5

社会情報系演習4 秋2期 火5

社会情報系演習5 春1期 木5

社会情報系演習6 春2期 木5

社会情報系演習7 秋1期 木5

社会情報系演習8 秋2期 木5

0502995
卒業研究
（社会地域環境系）

開講

0502835 春学期読替

情報文化学部　授業科目一覧・読替表(2016年度以前入学者用)

春学期読替

社会地域環境系演習3

秋学期読替

社会地域環境系演習10502815

社会地域環境系演習20502825

0502845 秋学期読替社会地域環境系演習4



専門科目（社会システム情報学科）

【心理システム系開講】

時間割コード 情報文化学部　授業科目名 読替科目
開講
期

曜日・時限
2021年度
開講状況

0503015 臨床心理学 非開講

認知心理学A（2020開講） 春2期 集中

認知心理学B（2021開講） 春2期 集中

認知心理学C（2020開講） 春2期 水2

認知心理学D（2021開講） 春2期 水2

社会心理学A（2020開講）
春2期 火4

社会心理学B（2020開講）
春2期 火5

社会心理学C（2021開講） 春2期 火4

社会心理学D（2021開講） 春2期 火5

心理・認知科学特殊講義A1 春1期 木2

心理・認知科学特殊講義A2 春2期 木2

0523815 認知神経科学演習 認知科学演習 春1期 集中 春学期読替

0503825 臨床心理学演習 非開講

0503835 認知心理学演習 認知心理学演習 春1期 木3,4 春学期読替

0503845 社会心理学演習 社会心理学演習 春1期 火3,4 春学期読替

0503855 応用認知心理学演習 認知心理学演習 春1期 木3,4 非開講

認知心理学A（2020開講） 春2期 集中

認知心理学B（2021開講） 春2期 集中

認知心理学C（2020開講） 春2期 水2

認知心理学D（2021開講） 春2期 水2

0503865 心理学実験演習1 心理・認知科学実験1 秋2期 金3,4 秋学期読替

0503875 心理学実験演習2 心理・認知科学実験2 春1期 月4,5 春学期読替

心理学の歴史と方法1 春1期 水3

心理学の歴史と方法2 春2期 水3

0503895 心理学研究法2 心理・認知科学データ解析 秋1期 木1,2 秋学期読替

0503905 心理学演習1 心理・認知科学基礎演習1 秋1期 集中 秋学期読替

0503915 心理学演習2 心理・認知科学基礎演習2 秋2期 集中 秋学期読替

心理・認知科学演習1 春1期 集中

心理・認知科学演習2 春2期 集中

心理・認知科学演習3 秋1期 集中

心理・認知科学演習4 秋2期 集中

0503995
卒業研究
（心理システム系）

開講

秋学期読替

心理学演習3

心理学研究法1 春学期読替

心理学演習4

春学期読替

春学期読替

0503045 春学期読替

※認知心理学A，認知心理学B，認知心理学C，認知
心理学D の4科目のうち2科目を履修すること

0503055 応用認知心理学

認知神経科学

※社会心理学A，社会心理学B，社会心理学C，社会
心理学D の4科目のうち2科目を履修すること

情報文化学部　授業科目一覧・読替表(2016年度以前入学者用)

0503035 社会心理学 春学期読替

春学期読替0503025 認知心理学

※認知心理学A，認知心理学B，認知心理学C，認知
心理学D の4科目のうち2科目を履修すること

0503885

0503935

0503925



専門科目（社会システム情報学科）

【メディア社会系開講】

時間割コード 情報文化学部　授業科目名 読替科目 開講期 曜日・時限
2021年度
開講状況

情報社会メディア論 春2期 水2

視覚情報処理 秋1期 月2

情報哲学 春1期 月2

情報社会における福祉の哲学

認知科学A　（2020開講） 春2期 集中

認知科学E　（2020開講） 春2期 木3

社会情報学序論2 春2期 木2

情報社会デザイン論 春1期 月5

メディア社会論 秋2期 木3

メディアと国際社会 秋2期 火3

文化財情報論 秋2期 木2

博物館展示情報論 春1期 火2

社会情報系演習1 春1期 火5

社会情報系演習2 春2期 火5

社会情報系演習3 秋1期 火5

社会情報系演習4 秋2期 火5

社会情報系演習5 春1期 木5

社会情報系演習6 春2期 木5

社会情報系演習7 秋1期 木5

社会情報系演習8 秋2期 木5

0504995
卒業研究
（メディア社会系）

開講

秋学期読替

メディア社会系演習30504865 春学期読替

メディア社会系演習40504875

秋学期読替

0504845 春学期読替

メディア社会系演習20504855

通年読替

メディア社会系演習1

メディア社会系特論20504825 秋学期読替

メディア社会系特論30504835

春学期読替

認知科学20504085 非開講

メディア社会系特論10504815

認知科学10504075 春学期読替

0504025 通年読替

社会の中の科学技術

メディアアート論0504045 非開講

サイバー文化論0504035 開講

情報文化学部　授業科目一覧・読替表(2016年度以前入学者用)

非開講

情報哲学の展開10504055 非開講

情報哲学の展開20504065

開講

非開講

0504015

映像メディア論


	専門基礎科目
	数理
	複雑
	環境
	環境法経
	社地環
	心理
	メディア



