
授業科目名
開設年次
及び学期

単位
区分

授業科目名 開設学科等
開設年次
及び学期

地域再生論入門 - １・２年・後期 科目追加（選択科目）

情報とメディア １・２年・前期 選択 メディアと社会 - １・２年・前期 科目名変更

広島の観光学 - １・２年・前期 科目追加（選択科目）

ひろしま論 １・２年・後期 選択 ひろしま論 - １・２年・前期 履修期変更

広島からの平和学 １・２年・前期 選択 広島からの平和学 - １・２年・後期 履修期変更

平和インターンシップ １・２年・後期 選択 平和インターンシップ - １・２年・前期 履修期変更

国際化時代の平和 - １・２年・後期 科目追加（選択科目）

共通科目A 世界の文学 １・２年・後期 選択 文学から学ぶ世界 - １・２年・後期 科目名変更

共通科目C
（芸術）

プレゼンテーション技法
概説

１・２年・前期 選択 プレゼンテーション概論 - １・２年・前期 科目名変更

基礎演習 １年・前期 必修 ３学部合同基礎演習 - １年・前期

教養演習 １年・後期 選択 科目廃止

キャリアデザイン １・２年・後期 選択 キャリアデザイン -
１・２年次・通年
（第１ターム）
（第４ターム）

時間割表上では、「キャ
リアデザインⅰ」・「キャ
リアデザインⅱ」と表
記。

国際交流演習Ⅰ - １～４年・通年 科目追加（選択科目）

国際交流演習Ⅱ - １～４年・通年 科目追加（選択科目）

国際交流演習Ⅲ - １～４年・通年 科目追加（選択科目）

国際交流演習Ⅳ - １～４年・通年 科目追加（選択科目）

キャリアサポートベーシック - ３年・通年 科目追加（自由科目）

情報基礎（開講せず） - １年・前期

情報演習（開講せず） - １年・後期

授業科目名
開設年次
及び学期

単位
区分

授業科目名 開設学科等
開設年次
及び学期

情報ネットワーク 2年・後 選択 情報ネットワーク 工学 2年・前 履修期変更

外書講読演習Ⅰ 3年・前 必修
テクニカル・コミュニケー
ション演習

工学 3年・前 科目名変更

外書講読演習Ⅱ 3年・前 必修
テクニカル・リーディング演
習

工学 3年・後 科目名変更

マルチメディア通信 3年・後 選択 マルチメディア通信 工学 3年・前 履修期変更
情報通信法規 4年・前 選択 科目廃止
技術英語Ⅰ 3年・後 必修 技術英語演習Ⅰ 知能 3年・後 科目名変更
情報通信法規 4年・前 選択 科目廃止
技術英語Ⅱ 4年次 必修 技術英語演習Ⅱ 知能 3年・後 科目名変更
常微分方程式 2年・後 選択 常微分方程式 システム 2年・前 履修期変更

機械力学 システム 2年・後 科目追加（選択科目）
電気電子計測 2年・後 選択 電気電子計測 システム 3年・前 履修期変更
ソフトコンピューティング 3年・前 選択 ソフトコンピューティング システム 3年・後 履修期変更
マルコフ決定過程 3年・後 選択 科目廃止
情報通信法規 4年・前 選択 科目廃止
医用電子工学 2年・後 選択 科目廃止
生体信号処理 2年・後 選択 アナログ信号処理 医用 2年・後 科目名変更
数値解析 2年・後 選択 プログラミングⅢ 医用 2年・後 科目名変更
電子情報計測 2年・後 選択 電気電子計測 医用 3年・前 科目名変更、履修期変更
分子生物学 2年・後 選択 分子生物学 医用 3年・前 履修期変更
メカトロニクスⅠ 2年・後 選択 医用ロボット工学 医用 3年・後 科目名変更、履修期変更
量子・統計力学 2年・後 選択 量子・統計力学 医用 3年・前 履修期変更
コンピュータシステム論 3年・前 選択 科目廃止
生体センサ工学 3年・前 選択 科目廃止
生体情報工学 3年・前 選択 生体情報工学 医用 3年・後 履修期変更
生物工学Ⅰ 3年・前 選択 生物学 医用 2年・後 科目名変更、履修期変更
機器分析 3年・前 選択 医用生体画像計測 医用 3年・前 科目名変更
応用光学 3年・前 選択 幾何光学・波動 医用 2年・後 科目名変更、履修期変更
情報ネットワーク 3年・後 選択 情報ネットワーク 医用 2年・後 履修期変更
脳情報工学 3年・後 選択 科目廃止
生物工学Ⅱ 3年・後 選択 生物工学 医用 3年・後 科目名変更
視覚情報工学 3年・後 選択 科目廃止
光バイオイメージング 3年・後 選択 科目廃止
情報通信法規 4年・前 選択 科目廃止

化学 医用 2年・前 科目追加（選択科目）
力学 医用 2年・後 科目追加（選択科目）

医用データサイエンス
（医用統計解析）

医用 3年・前
科目名変更
医用統計解析はH28年
度に追加（選択科目）

機械工学 医用 3年・前 科目追加（選択科目）
医用情報ネットワーク 医用 3年・後 科目追加（選択科目）

医用情報
科学科

（開講せず）

（開講せず）
（開講せず）

（開講せず）

（開講せず）
（開講せず）
（開講せず）

情報工学科

（開講せず）

知能工学科 （開講せず）

システム
工学科

（開講せず）
（開講せず）

専門基礎科目・専門科目

学　科
読替え等前 読替え等後

備　考

総合科目

広島・平和
科目

基礎・教養
演習 （開講せず）

キャリア形成
支援科目

一般情報処
理科目

一般情報処理B １年・前期 必修

2020年度　情報科学部　科目読替等表

　以下の授業科目については、教育課程表の改正等を行っていますので、「読替え等後」の状況を確認し、履修してください。

【2012年度入学生】

全学共通系科目等

科目区分
読替え等前 読替え等後

備　考



授業科目名
開設年次
及び学期

単位
区分

授業科目名 開設学科等
開設年次
及び学期

総合科目 地域再生論入門 - １・２年・後期 科目追加（選択科目）

広島の観光学 - １・２年・前期 科目追加（選択科目）

ひろしま論 １・２年・後期 選択 ひろしま論 - １・２年・前期 履修期変更

広島からの平和学 １・２年・前期 選択 広島からの平和学 - １・２年・後期 履修期変更

平和インターンシップ １・２年・後期 選択 平和インターンシップ - １・２年・前期 履修期変更

国際化時代の平和 - １・２年・後期 科目追加（選択科目）

共通科目A 世界の文学 １・２年・後期 選択 文学から学ぶ世界 - １・２年・後期 科目名変更

共通科目C
（芸術）

プレゼンテーション技法
概説

１・２年・前期 選択 プレゼンテーション概論 - １・２年・前期 科目名変更

基礎演習 １年・前期 必修 ３学部合同基礎演習 - １年・前期

教養演習 １年・後期 選択 科目廃止

キャリア形成
実践科目

キャリアデザイン １・２年・後期 選択 キャリアデザイン -
１・２年次・通年
（第１ターム）
（第４ターム）

時間割表上では、「キャ
リアデザインⅰ」・「キャ
リアデザインⅱ」と表
記。

情報基礎 １年・前期 必修 情報活用基礎 - １年・前期

情報演習 １年・後期 選択 科目廃止

授業科目名
開設年次
及び学期

単位
区分

授業科目名 開設学科等
開設年次
及び学期

外書講読演習Ⅰ 3年・前 必修
テクニカル・コミュニケー
ション演習

工学 3年・前 科目名変更

外書講読演習Ⅱ 3年・後 必修
テクニカル・リーディング演
習

工学 3年・後 科目名変更

マルチメディア通信 3年・後 選択 マルチメディア通信 工学 3年・前 履修期変更

情報通信法規 4年・前 選択 科目廃止

技術英語Ⅰ 3年・後 必修 技術英語演習Ⅰ 知能 3年・後 科目名変更

情報通信法規 4年・前 選択 科目廃止

技術英語Ⅱ 4年次 必修 技術英語演習Ⅱ 知能 ４年次 科目名変更

電気電子計測 2年・後 選択 電気電子計測 システム 3年・前 履修期変更

ソフトコンピューティング 3年・前 選択 ソフトコンピューティング システム 3年・後 履修期変更

情報通信法規 4年・前 選択 科目廃止

医用情報科学 2年・前 自由 医用情報科学概論 医用 2年・前 科目名変更

医用電子工学 2年・後 選択 科目廃止

生体信号処理 2年・後 選択 アナログ信号処理 医用 2年・後 科目名変更

数値解析 2年・後 選択 プログラミングⅢ 医用 2年・後 科目名変更

電子情報計測 2年・後 選択 電気電子計測 医用 3年・前 科目名変更、履修期変更

分子生物学 2年・後 選択 分子生物学 医用 3年・前 履修期変更

メカトロニクスⅠ 2年・後 選択 医用ロボット工学 医用 3年・後 科目名変更、履修期変更

量子・統計力学 2年・後 選択 量子・統計力学 医用 3年・前 履修期変更

コンピュータシステム論 3年・前 選択 科目廃止

生体センサ工学 3年・前 選択 科目廃止

生体情報工学 3年・前 選択 生体情報工学 医用 3年・後 履修期変更

生物工学Ⅰ 3年・前 選択 生物学 医用 2年・後 科目名変更、履修期変更

機器分析 3年・前 選択 医用生体画像計測 医用 3年・前 科目名変更

応用光学 3年・前 選択 幾何光学・波動 医用 2年・後 科目名変更、履修期変更

情報ネットワーク 3年・後 選択 情報ネットワーク 医用 2年・後 履修期変更

脳情報工学 3年・後 選択 科目廃止

生物工学Ⅱ 3年・後 選択 生物工学 医用 3年・後 科目名変更

視覚情報工学 3年・後 選択 科目廃止

光バイオイメージング 3年・後 選択 科目廃止

情報通信法規 4年・前 選択 科目廃止

化学 医用 2年・前 科目追加（選択科目）

力学 医用 2年・後 科目追加（選択科目）

医用データサイエンス
（医用統計解析）

医用 3年・前
科目名変更
医用統計解析はH28年
度に追加（選択科目）

機械工学 医用 3年・前 科目追加（選択科目）

医用情報ネットワーク 医用 3年・後 科目追加（選択科目）

（開講せず）

（開講せず）

知能工学科 （開講せず）

システム
工学科

（開講せず）

医用情報
科学科

（開講せず）

（開講せず）

（開講せず）

（開講せず）

（開講せず）

学　科
読替え等前 読替え等後

備　考

情報工学科

（開講せず）

広島・平和
科目

基礎・教養
演習 （開講せず）

一般情報処
理科目 （開講せず）

専門基礎科目・専門科目

【2014年度入学生】

全学共通系科目等

科目区分
読替え等前 読替え等後

備　考



授業科目名
開設年次
及び学期

単位
区分

授業科目名 開設学科等
開設年次
及び学期

総合科目 地域再生論入門 - １・２年・後期 科目追加（選択科目）

広島の観光学 - １・２年・前期 科目追加（選択科目）

ひろしま論 １・２年・後期 選択 ひろしま論 - １・２年・前期 履修期変更

広島からの平和学 １・２年・前期 選択 　 - １・２年・後期 履修期変更

平和インターンシップ １・２年・後期 選択 平和インターンシップ - １・２年・前期 履修期変更

国際化時代の平和 - １・２年・後期 科目追加（選択科目）

共通科目A 世界の文学 １・２年・後期 選択 文学から学ぶ世界 - １・２年・後期 科目名変更

共通科目C
（芸術）

プレゼンテーション技法
概説

１・２年・前期 選択 プレゼンテーション概論 - １・２年・前期 科目名変更

基礎演習 １年・前期 必修 ３学部合同基礎演習 - １年・前期

教養演習 １年・後期 選択 科目廃止

キャリア形成
実践科目

キャリアデザイン １・２年・後期 選択 キャリアデザイン -
１・２年次・通年
（第１ターム）
（第４ターム）

時間割表上では、「キャ
リアデザインⅰ」・「キャ
リアデザインⅱ」と表
記。

情報基礎 １年・前期 必修 情報活用基礎 - １年・前期

情報演習 １年・後期 選択 科目廃止

授業科目名
開設年次
及び学期

単位
区分

授業科目名 開設学科等
開設年次
及び学期

マルチメディア通信 3年・後 選択 マルチメディア通信 工学 3年・前 履修期変更

情報通信法規 4年・前 選択 科目廃止

知能工学科 情報通信法規 4年・前 選択 科目廃止

電気電子計測 2年・後 選択 電気電子計測 システム 3年・前 履修期変更

ソフトコンピューティング 3年・前 選択 ソフトコンピューティング システム 3年・後 履修期変更

情報通信法規 4年・前 選択 科目廃止

医用情報科学 2年・前 自由 医用情報科学概論 医用 2年・前 科目名変更

医用電子工学 2年・後 選択 科目廃止

生体信号処理 2年・後 選択 アナログ信号処理 医用 2年・後 科目名変更

数値解析 2年・後 選択 プログラミングⅢ 医用 2年・後 科目名変更

電子情報計測 2年・後 選択 電気電子計測 医用 3年・前 科目名変更、履修期変更

分子生物学 2年・後 選択 分子生物学 医用 3年・前 履修期変更

メカトロニクスⅠ 2年・後 選択 医用ロボット工学 医用 3年・後 科目名変更、履修期変更

量子・統計力学 2年・後 選択 量子・統計力学 医用 3年・前 履修期変更

コンピュータシステム論 3年・前 選択 科目廃止

生体センサ工学 3年・前 選択 科目廃止

生体情報工学 3年・前 選択 生体情報工学 医用 3年・後 履修期変更

生物工学Ⅰ 3年・前 選択 生物学 医用 2年・後 科目名変更、履修期変更

機器分析 3年・前 選択 医用生体画像計測 医用 3年・前 科目名変更

応用光学 3年・前 選択 幾何光学・波動 医用 2年・後 科目名変更、履修期変更

情報ネットワーク 3年・後 選択 情報ネットワーク 医用 2年・後 履修期変更

脳情報工学 3年・後 選択 科目廃止

生物工学Ⅱ 3年・後 選択 生物工学 医用 3年・後 科目名変更

視覚情報工学 3年・後 選択 科目廃止

光バイオイメージング 3年・後 選択 科目廃止

情報通信法規 4年・前 選択 科目廃止

化学 医用 2年・前 科目追加（選択科目）

力学 医用 2年・後 科目追加（選択科目）

医用データサイエンス
（医用統計解析）

医用 3年・前
科目名変更
医用統計解析はH28年
度に追加（選択科目）

機械工学 医用 3年・前 科目追加（選択科目）

医用情報ネットワーク 医用 3年・後 科目追加（選択科目）

（開講せず）

（開講せず）

システム
工学科

（開講せず）

医用情報
科学科

（開講せず）

（開講せず）

（開講せず）

（開講せず）

（開講せず）

（開講せず）

学　科
読替え等前 読替え等後

備　考

情報工学科
（開講せず）

広島・平和
科目

基礎・教養
演習 （開講せず）

一般情報処
理科目 （開講せず）

専門基礎科目・専門科目

【2015年度入学生】

全学共通系科目等

科目区分
読替え等前 読替え等後

備　考



授業科目名
開設年次
及び学期

単位
区分

授業科目名 開設学科等
開設年次
及び学期

広島科目 ひろしま論 １・２年・後期 選択 ひろしま論 - １・２年・前期 履修期変更

広島からの平和学 １・２年・前期 選択 広島からの平和学 - １・２年・後期 履修期変更

平和インターンシップ １・２年・後期 選択 平和インターンシップ - １・２年・前期 履修期変更

国際化時代の平和 - １・２年・後期 科目追加（選択科目）

共通科目A 世界の文学 １・２年・後期 選択 文学から学ぶ世界 - １・２年・後期 科目名変更

共通科目C
（芸術）

プレゼンテーション技法
概説

１・２年・前期 選択 プレゼンテーション概論 - １・２年・前期 科目名変更

基礎演習 １年・前期 必修 ３学部合同基礎演習 - １年・前期

教養演習 １年・後期 選択 科目廃止

キャリア形成
実践科目

キャリアデザイン １・２年・後期 選択 キャリアデザイン -
１・２年次・通年
（第１ターム）
（第４ターム）

時間割表上では、「キャ
リアデザインⅰ」・「キャ
リアデザインⅱ」と表
記。

情報基礎 １年・前期 必修 情報活用基礎 - １年・前期

情報演習 １年・後期 選択 科目廃止

授業科目名
開設年次
及び学期

単位
区分

授業科目名 開設学科等
開設年次
及び学期

情報工学科 マルチメディア通信 3年・後 選択 マルチメディア通信 工学 3年・前 履修期変更

医用情報科学 2年・前 自由 医用情報科学概論 医用 2年・前
科目名変更
自由科目から選択科目
へ変更

医用統計解析 3年・前 選択 医用データサイエンス 医用 3年・前
科目名変更

学　科

読替え等前 読替え等後

備　考

医用情報
科学科

平和科目

基礎・教養
演習

（開講せず）

一般情報処
理科目

（開講せず）

専門基礎科目・専門科目

【2016年度入学生】

全学共通系科目等

科目区分
読替え等前 読替え等後

備　考



授業科目名
開設年次
及び学期

単位
区分

授業科目名 開設学科等
開設年次
及び学期

広島科目 地域課題演習 ２年次 選択 地域課題演習 - １・２年次 履修期変更

広島からの平和学 １・２年・前期 選択 広島からの平和学 - １・２年・後期 履修期変更

平和インターンシップ １・２年・後期 選択 平和インターンシップ - １・２年・前期 履修期変更

共通科目A 世界の文学 １・２年・後期 選択 文学から学ぶ世界 - １・２年・後期 科目名変更

基礎演習 １年・前期 必修 ３学部合同基礎演習 - １年・前期

教養演習 １年・後期 選択 科目廃止

キャリア形成
実践科目

キャリアデザイン １・２年・後期 選択 キャリアデザイン -
１・２年次・通年
（第１ターム）
（第４ターム）

時間割表上では、「キャ
リアデザインⅰ」・「キャ
リアデザインⅱ」と表
記。

情報基礎 １年・前期 必修 情報活用基礎 - １年・前期

情報演習 １年・後期 選択 科目廃止

授業科目名
開設年次
及び学期

単位
区分

授業科目名 開設学科等
開設年次
及び学期

情報工学科 マルチメディア通信 3年・後 選択 マルチメディア通信 工学 3年・前 履修期変更

知能工学科 画像情報処理 3年・後 選択 画像情報処理 知能 3年・前 履修期変更

医用情報
科学科

医用統計解析 3年・前 選択 医用データサイエンス 医用 3年・前 科目名変更 

授業科目名
開設年次
及び学期

単位
区分

授業科目名 開設学科等
開設年次
及び学期

共通科目A 世界の文学 １・２年・後期 選択 文学から学ぶ世界 - １・２年・後期 科目名変更

キャリア形成
実践科目

キャリアデザイン １・２年・後期 選択 キャリアデザイン -
１・２年次・通年
（第１ターム）
（第４ターム）

時間割表上では、「キャ
リアデザインⅰ」・「キャ
リアデザインⅱ」と表
記。

授業科目名
開設年次
及び学期

単位
区分

授業科目名 開設学科等
開設年次
及び学期

医科学概論 医用 2年・前期 科目追加（選択） 

医用情報科学のための病
院実習

医用 3年・前期 科目追加（選択）

医用統計解析 3年・前 選択 医用データサイエンス 医用 3年・前 科目名変更 

分子生物学Ⅰ 医用 3年・前期（１T） ターム科目へ変更

分子生物学Ⅱ 医用 3年・前期（2T） ターム科目へ変更

専門科目・専門基礎科目

学　科
読替え等前 読替え等後

備　考

医用情報
科学科

分子生物学 3年・前期 選択

備　考

【2018年度入学生】

全学共通系科目等

科目区分

変更前 読替え等後

備　考

基礎・教養
演習 （開講せず）

一般情報処
理科目 （開講せず）

専門科目・専門基礎科目

学　科
読替え等前 読替え等後

全学共通系科目等

科目区分
読替え等前 読替え等後

備　考

平和科目

【2017年度入学生】


