
令和2年10月23日 更新 

曜 学

日 年

対象学年

1年

1年

1年

全学年

1年

1年

1年

全学年

1年

1年

1年

全学年

1年

1年

1年

全学年

全学年

全学年

全学年

全学年

全学年

全学年

全学年

全学年

全学年

全学年

未定（後期集中の場合もある）

01361.1
Ⓢ計算科学特別講義（無限次元空間における極限定
理）（招聘教員：ポジャール）

角田　謙吉 全コース
11/30(月)3限，12/1(火)2限，

12/2(水)3-4限，12/3(木)3-4限，
12/4(金)3-4限

大浦

01261.3 Ⓢ物理学特別講義（未定）（招聘教員：米徳） 未定 全コース・宇宙理工学コース

生物物理学a
古寺　他
01252〈物理会議室〉

17849/17850<AV講義室>

１．５桁の数字及び５桁に小数点が続く数字は,履修登録用の時間割コードです。
２． [ ] は,自然科学本館の講義室等を表します。
３．〈 〉は,自然科学５号館の講義室等を表します。
４．《 》は，総合教育講義棟の講義室等を表します。
５．６限目は18:10～19:40が授業時間となります。
６．科目名の頭文字のⓢはセメスター開講科目です。

Ⓢ物理学特別講義（未定）（招聘教員：武田） 未定01261.2 全コース 未定

12/16(水)～12/18(金)

01006.1 Ⓢ国際研究インターンシップ 専攻長 全コース 帰国直後のクォーターに履修登録が必要

全コース岩﨑01002 未定（創成研究Ⅰで説明します）Ⓢ創成研究Ⅱ

木 1

【10月期入学者用】研究者倫理 低温物理学a

（前半/後半）大塚

17849/17850<AV講義室>17841.1《未定》 01246〈２講〉

野津

数理・データサイエンス論A/B

垣内 松本　他

数理・データサイエンス論A/B

末松　他 松本　他 （前半/後半）大塚

8:45 ～ 10:15 10:45 ～ 12:15 13:15 ～ 14:45 15:00 ～ 16:30 16:45 ～ 18:15 18:30 ～ 20:00

高度先端計算科学概論a 計算実験科学a

若槻

岩崎　他

令和２年度 第３クォーター 授業時間割表 （数物科学専攻１年）

１ 限 ２ 限 ３ 限 ４ 限 ５ 限 ６ 限

月 1

代数学Ⅱa

01138〈７講〉

01311〈６講〉 01335〈7講〉

三浦　他

火 1

離散数学b

01340〈302〉

計算ナノ科学a プラズマ物理学a 固体物理学a

01313〈５講〉 01248〈プラズマゼミ室〉 01244〈物理会議室〉

藤本　他早川 他

宇宙物理学a

小田　他 安藤　他 新井　他

離散数学a

大浦

01339〈302〉

01254〈物理会議室〉

金 1

理論物理学a 物理教育a

01258〈５講〉 01256〈５講〉

応用解析学a 応用解析学b

01341〈7講〉 01342〈7講〉

【10月期入学者用】Ⓢ科学機器活用法Ａ（数学コース対象） 高信 他 数学コース 入学直後のクォーターに履修登録が必要

時間割番号 科　目　名 担　当 対象コース 日程・場所等

01165.1 【10月期入学者用】Ⓢ科学方法論Ａ（数学コース対象） 宮地 他 数学コース 入学直後のクォーターに履修登録が必要

01166.1

野津

11/9(月)4-5限，11/10(火)3-4限，
11/11(水)3-4限，11/12(木)1-2限

コロキウム１

奥村　久士01361.2 Ⓢ計算科学特別講義（分子動力学シミュレーション） 全コース

01017  留学生基礎科目Ⅱa    全教員 全コース 担当教員の指示による

01021  数物科学入門Ⅱa    全教員 全コース 担当教員の指示による

01161.2 数学特別講義（曲面の幾何学と特異点） 本田 淳史 (横浜国立大学) 全コース

01261.1 Ⓢ物理学特別講義（未定）（招聘教員：青木） 未定 全コース 未定

水 1

数学教育a

01144〈7講〉

【10月期入学者用】ⓈサイエンスプレゼンテーションＡ（数学コース対象）   大塚 他 数学コース 入学直後のクォーターに履修登録が必要

01164.1 【10月期入学者用】Ⓢ課題研究Ａ（数学コース対象） 全教員 数学コース 入学直後のクォーターに履修登録が必要

01167.1

01265.1 【10月期入学者用】Ⓢ科学方法論Ｂ（物理学コース対象） 松本 他 物理学コース 入学直後のクォーターに履修登録が必要

01266.1    【10月期入学者用】Ⓢ科学機器活用法Ｂ（物理学コース対象）    佐藤 他 物理学コース 入学直後のクォーターに履修登録が必要

01267.1 【10月期入学者用】ⓈサイエンスプレゼンテーションＢ（物理学コース対象） 末松 他 物理学コース 入学直後のクォーターに履修登録が必要

01264.1 【10月期入学者用】Ⓢ課題研究Ｂ（物理学コース対象） 全教員 物理学コース 入学直後のクォーターに履修登録が必要

小俣 他 計算科学コース 入学直後のクォーターに履修登録が必要

01364.1 【10月期入学者用】Ⓢ課題研究Ａ（計算科学コース対象） 全教員 計算科学コース 入学直後のクォーターに履修登録が必要

01368.1 【10月期入学者用】Ⓢ科学方法論Ａ（計算科学コース対象） 大浦 他 計算科学コース 入学直後のクォーターに履修登録が必要

01369.1    【10月期入学者用】Ⓢ科学機器活用法Ａ（計算科学コース対象）    小原 他 計算科学コース 入学直後のクォーターに履修登録が必要
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中
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義
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考

01373.1    【10月期入学者用】ⓈサイエンスプレゼンテーションＢ（計算科学コース対象）    三浦 他 計算科学コース 入学直後のクォーターに履修登録が必要

01367.1    【10月期入学者用】Ⓢ課題研究Ｂ（計算科学コース対象）    全教員 計算科学コース 入学直後のクォーターに履修登録が必要

01371.1    【10月期入学者用】Ⓢ科学方法論Ｂ（計算科学コース対象）    小田 他 計算科学コース 入学直後のクォーターに履修登録が必要

01372.1    【10月期入学者用】Ⓢ科学機器活用法Ｂ（計算科学コース対象）    斎藤 他 計算科学コース 入学直後のクォーターに履修登録が必要

01370.1 【10月期入学者用】ⓈサイエンスプレゼンテーションＡ（計算科学コース対象）


	1年（第３クォーター）

