
学　部

3年生

科目名 担当教員 ｾﾒｽﾀｰ/ﾀｰﾑ 開講日 時間 講義室 備考

必修科目

ゲノム配列解析論　（0560517）
浅井　潔　　　　後藤　修
加藤和貴　　Martin Frith

Sｾﾒｽﾀｰ 4月10日（月）
月曜2限

10：25～12：10
理3-412

4/17 後藤修
5/2  休講
5/8  加藤和貴
5/22 Martin Frith
5/29 中間試験
7/10 筆記試験

生命科学基礎実験　（0560527）
黒田　真也　　　程　久美子

鈴木　穣
S2ﾀｰﾑ 13:00～18：35 理3-015他 配付される日程表に従って下さい。

生物化学実験　（0560528）
小島大輔/生化実験担当教

員
S1ﾀｰﾑ 13:00～18：35 理3-015 配付される日程表に従って下さい。

生物情報ソフトウェア論 I
（0560535）

森下　真一 S1ﾀｰﾑ 4月6日（木）
木曜2限

10：25～12：10
理3-412 試験日　6/1

生物情報ソフトウェア論 II
（0560536）

森下　真一 S2ﾀｰﾑ 6月8日（木）
木曜2限

10：25～12：10
理3-412 試験日　7/27  補講7/20

ゲノム生物学　（0560531） 程　久美子 S1ﾀｰﾑ 4月14日（金）
金曜1限

8：30～10：15
理3-412 補講　6/2

システム生物学　（0560533） 黒田　真也 S2ﾀｰﾑ 6月9日（金）
金曜1限

8：30～10：15
理3-412 近藤滋　7/21

選択必修科目

生物情報実験法　（0560564） 岩崎　渉　　笠原　雅弘 Sｾﾒｽﾀｰ 4月10日（月）
月曜3・4限

13:00～16：40
理3-310

情報科学実験　（0560526） 情報科学科実験担当教員 Sｾﾒｽﾀｰ 4月10日（月）
月曜3・4限

13:00～16：40
理7-214

選択科目

細胞分子生物学 I　（0535037）
太田　邦史　　正井　久雄

大杉　美穂
Sｾﾒｽﾀｰ 4月5日（水）

水曜1限
8：30～10：15

理3-327

細胞分子生物学 II　（0535038） 伊藤　耕一　　渡邊　嘉典 Sｾﾒｽﾀｰ 4月11日（火）
火曜1限

8：30～10：15
理3-327

離散数学　（0510013） 今井　浩 Sｾﾒｽﾀｰ 4月11日（火）
火曜2限

10：25～12：10
理7-007

生物物理化学 I　（0535031） 濡木　理 Sｾﾒｽﾀｰ 4月11日（火）
火曜2限

10：25～12：10
理3-327

生体物質化学 Ｉ　（0535034） 深田　吉孝 Sｾﾒｽﾀｰ 4月5日（水）
水曜2限

10：25～12：10
理3-327

生体物質化学 ＩI　（0535035）
上村　想太郎　谷内江　望

小川　温子
Sｾﾒｽﾀｰ 4月7日（金）

金曜2限
10：25～12：10

理3-327
　

生物情報科学特別講義 Ⅲ
（0560567）
※集中講義のため日程・時間帯に注意

伊藤　隆司 集中講義 8月1日（火） 8:30～ 理3-412 8/1（火）1-4限　8/2（水）1-3限

生物情報科学特別講義 Ⅳ
（0560567）
※集中講義のため日程・時間帯に注意

有田　正規 集中講義 8月3日（木） 8:30～ 理3-412 8/3（木）1-4限、8/4（金）1-3限

４年生

必修科目

生物情報科学特別演習・実験 I
（0560524）

各教員 4月6日（木） 別途連絡 別途連絡

選択科目

情報論理　（0510014） 蓮尾　一郎 Sｾﾒｽﾀｰ 4月5日（水）
水曜2限

10：25～12：10
理7-007

動物発生学 I　（0540043） 武田　洋幸 Sｾﾒｽﾀｰ 4月11日（火）予定
火曜2限

10：25～12：10
理2-201 月2→火2に変更

生物情報科学特別講義 I
（0560567）
※集中講義のため日程・時間帯に注意

北尾　彰朗　　清水　謙多郎
中村　周吾

S1集中講義 　4月10日（月） 13：00～ 理3-412
清水　4/10 　3-5限
北尾　4/17 3,4限　4/24　3,4限

生物情報科学特別講義 II
（0560568）
※集中講義のため日程・時間帯に注意

伊藤　啓　　　樋口　秀男 S2集中講義 6月19日(月) 13：00～ 理3-412
伊藤　6/19 3-5限, 6/26  3-5限
樋口　7/3   3,4限

生体情報論　（0510090） 合原　一幸　　田中　剛平 Sｾﾒｽﾀｰ 4月11日(火）
火曜2限

10：25～12：10
工6-61

情報科学とバイオインフォマティ
クス（0510076）

宮野　悟　　  井元　清哉
渋谷　哲朗　 中井　謙太

山口　類
Sｾﾒｽﾀｰ 4月11日(火）

火曜3限
13：00～14：45

化東-236

コンピュータグラフィクス論
（0510029）

高山　健志 Sｾﾒｽﾀｰ 4月6日(木）
木曜2限

10：25～12：10
理7-007

統計力学 I　(0515014) 佐野　雅己 Sｾﾒｽﾀｰ 4月6日(木）
木曜2限

10：25～12：10
理4-1220

生命分子化学 (0530071)
塩谷　光彦　　小澤　岳昌
菅　裕明　　佐竹　真幸

Sｾﾒｽﾀｰ 4月5日(水）
水曜1限

8：30～10：15
化本-1202

計算数理 I  (0505042) 齊藤　宣一 Sｾﾒｽﾀｰ 4月7日（金）
金曜2限

10：25～12：10
数理-117

計算数理 Ⅱ (0505047) 齊藤　宣一 Sｾﾒｽﾀｰ 4月6日（木）
木曜2限

10：25～12：10
数理-122

生物情報科学演習 I （0560553） 各教員
スケジュールは、生物情報科学特別演習・実験I
に準じます。

生物情報開講分　非常勤講師：

平成29年4月6日

生物情報科学科事務室

平成29年度Sセメスター / S1・S2ターム開講通知

別途連絡

北尾　彰朗先生（東大・分子細胞生物学研究所・准教授）　伊藤　啓先生（東大・分子細胞生物学研究所・准教授）

伊藤　隆司先生（九州大学・医学研究院・教授）　　　　　　　有田　正規先生（国立遺伝学研究所・教授）

清水　謙多郎先生（東大・農学生命科学・教授）　　　 　　  中村　周吾先生（東大・情報学環・准教授）

小林　徹也先生（東大・生産技術研究所・准教授）　　　　　後藤　修先生（産業技術総合研究所・招聘研究員）　

Martin Frith先生（産業技術総合研究所・研究員）　　　　　加藤　和貴先生（大阪大学・准教授）　　　　　　　　　

近藤　滋先生（大阪大学・教授）

　


