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前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期
数学演習（1a）
数学演習（1b）
微分積分学（1a）※MS
微分積分学（1b）※MS
線形代数学（1a）※MS
線形代数学（1b）※MS
基礎確率統計※MS
物理学（1）●
物理学（1）演習
物理学実験（a）
物理学実験（b）
化学（1）
生物学（1）
生物学実験（a）
生物学実験（b）
地学（1）
地学実験（a）
地学実験（b）
情報リテラシー
コンピュータ概論

数学演習（2a）
数学演習（2b）
微分積分学（2a）※MS
微分積分学（2b）※MS
線形代数学（2a）※MS
線形代数学（2b）※MS
物理学（2）
化学（2）
化学実験
生物学（2）
地学（2）
数値解析

微分方程式論
ベクトル解析学
代数学
技術者倫理

フーリエ解析学
キャリアデザイン

情報社会と職業（a）
情報社会と職業（b）
専門キャリアデザイン

情報と特許

【学年配当しない科目】インターンシップ（1）／インターンシップ（2）／インターンシップ（3）／インターンシップ（4）／海外体験実習（1）／海外体験実習（2）／海外体験実習（3）／海外体験実習（4）／特別講義（IT-1）／特別講義（IT-2）

P
B
L
科
目

SD PBL（1） SD PBL（2） SD PBL（3）

専
門
科
目

学科共通

プログラミング（1）
プログラミング（2）

プログラミング（3）
プログラミング（4）
離散数学

基礎論理回路
コンピュータシステム
アルゴリズムとデータ構造
デジタル信号処理
情報理論

情報科学実験（a）
情報科学実験（b）
オペレーティングシステム
ソフトウェア工学

情報科学演習 情報セキュリティ
英語論文読解●

【学年配当しない科目】特別講義（CS-1）／特別講義（CS-2）／特別講義（CS-3）

計算機
工学

ハードウェア記述言語
オブジェクト指向プログラミング（1）
オブジェクト指向プログラミング（2）

コンピュータアーキテクチャ
コンピュータネットワーク

組込みシステム
プログラミング言語処理

並列分散処理

メディア
工学

データベースシステム パターン認識※DS
音声情報処理

画像処理
インタラクティブ・メディア 

コンピュータグラフィックス
自然言語処理

情報
数理

情報数学 システム解析
符号理論

古典制御理論
人工知能※DS

現代制御理論
計算論

卒業研究
関連

事例研究 卒業研究（1） 卒業研究（2）

※上記の他、教養科目、語学科目などの学部・学科共通科目を設置しています。詳細はP.94をご覧ください。
※上記は一般コースのカリキュラムです。
※国際コースは独自の“学びのステップ”を設定しています。国際コースにつきましてはP.108〜P.109をご覧ください。
※MSは数理科学分野　※DSはデータサイエンス分野
■字は選択科目　■字は必修科目　■字は選択必修科目
●国際コースで必修科目となります。

カリキュラムは2022年4月現在のもので、一部変更される場合があります。

▍《計算機工学》コンピュータシステム研究室
情報処理などコンピュータに関する基本
技術研究とその応用

▍《計算機工学》計算機ソフトウェア研究室
社会を支えるコンピュータのための、 
ソフトウェア技術に関する研究を実施

▍《メディア工学》知識情報処理研究室
人とコンピュータの間にある音声・画像・
言語の学習・認識・理解について研究

▍《メディア工学》画像工学研究室
画像処理・認識とＣＧを中心に、成果を
画像や映像として表現する研究を実施

▍《メディア工学》視覚メディア研究室
ホログラムやAR／MRなど先端的な3D
映像技術、ロボットビジョンやAI型画像認
識など実用的な画像処理技術を研究

▍《情報数理》応用数理研究室
コンピュータや情報理論・信号処理・数
値解析の基本理論と応用に関する研究

▍《情報数理》自動制御研究室
家電製品からロボットや人工衛星など、
多岐にわたるシステムに関する先端制御
理論と計測信号処理論の基礎的研究と
応用

[ 専門的に学べる研究室 ]

	●	計算機アーキテクチャ	 ●	知識情報処理	 ●	応用数理
	●	計算機ソフトウェア	 ●	画像工学	 ●	制御システム 卒業研究

さらなる専門性の向上
専門領域では、事例研究を行いながら段
階的に専門性を高め、卒業研究へ向けた
取り組みを行います。

個々の進路に応じた研究
個々の目標・進路に応じて、集大成とし
ての卒業研究に取り組みます。

1 年 2年 3年 4年

学
び
の
ス
テ
ッ
プ

[ めざせる資格・免許 ] ● 中学校教諭一種免許状（数学）　● 高等学校教諭一種免許状（数学）（情報）　◉ 技術士（情報工学部門）　◎ 技術士補※（情報工学部門）

●所定の単位を修得すると得られる資格（実務・研修・講習を含む）　◉卒業生全員が受験資格を得られる資格（所定の実務経験が必要）　◎卒業生全員が得られる資格
※ 情報科学科はJABEE（日本技術者教育認定機構）認定を受けており、同学科を卒業すると技術士1次試験の受験を免除され、技術士補の資格を取得することができます。

● 基礎からシステム設計技術までを修得　　● 応用を見据えた発展的カリキュラム　　● 体験型学修を多く採用[ 学科の特徴 ]

情報工学と情報科学の基礎を学ぶ 	 ●	計算機工学	 ●	メディア工学	 ●	情報数理

情報科学の基礎を修得
１年次での基礎科目で数学や自然科学
を学ぶとともに、情報科学科共通科目
で情報科学の基礎技術を身につけます。

基礎技術と専門性を修得
２年次以降では分野ごとに系統的に配置
された専門科目群で専門性を磨きます。

在校生の学科を選んだ理由を知りたい人は

89〜90ページへ▶LINKS ▶	もっと詳しく
資格・免許の詳細は

129ページへ▶
学びの領域は

31〜32ページへ▶
卒業後の仕事のイメージは

119〜128ページへ▶

AIが導き出した答えは正解といえるのか｡

私

数値解析学は科学技術を支える研究でもあるのです｡
AIが導き出した答えは正解と言えるのか｡

の研究領域は「数値解析学」で、科

学技術計算の基礎となる学問です。

もう少し詳しく言うと、コンピュー

タを用いて高速に、そして高精度に解を求めるた

めには、数値計算アルゴリズムが必要不可欠とな

ります。コンピュータ上で生じる計算誤差を解析

し、効率的なプログラム実装などを探究。数

理的・実験的なアプローチから、既存の

ものよりも効果的なアルゴリズムの開

発をめざしています。

例えば、AI（人工知能）が導き出した解は本当

に正しいと言えるのか。私はなぜ正しいのかとい

う保証がないように感じます。また、日本が世界

に誇るスーパーコンピュータ「富岳」によるコロ

ナ禍での飛沫のシミュレーションをテレビで見た

人も多いと思います。あのようなシミュレーショ

ンは高性能なマシンさえあれば実施できるのでは

なく、そのマシンを有効に活用するための数理的

な解析や適切なアルゴリズムが必要不可欠です。

つまり、AIにおいても何かを計算するためには、科

学技術計算の基礎となる数値解析が必要であり、

まだまだ改善・向上する余地がたくさん残ってい

るのです。

こうした数理的な解析や適切なアルゴ

リズムの研究は日々更新されていきま

す。そして、何もつながりがなさそうなことで

も、数理的性質を探究することで思いがけない応

用先が見つかることもよくあります。異分野の原理

原則を受け入れ、分野横断型の研究を行いながら、

複合的な最適解を生み出す。だからこそ数値解析

は、世界に、未来に通用する研究成果が期待される

分野なのです。

数値解析学は科学技術を支える研究でもあるのです｡

研究室 
 Pick up！

情報工学部　情報科学科　
《情報数理》応用数理研究室

相原	研輔	准教授

情報科学科の「未来に活きるKeywords」

数値解析学の歴史は100年未満と、比較的新しい学問です。しかし、応用先の幅は広く、
流体力学、電磁気学、構造解析、画像工学、情報検索など、あらゆる科学技術計算の下支え
を担っている重要な研究。数理的に最適な手段や答えを生み出していく探究に、終わり
はありません。

数値計算アルゴリズム

数理最適化
斧田	竣（4年）
東京都大森学園高等学校出身

授業ではプログラミングの基礎を身につけるためにC言語を学びました。
当時は初めてプログラミングを学ぶことに楽しみを感じていましたが、その
後はさらに、授業のみならずインターンシップやアルバイトでもプログラム
を作成。プログラミング言語を学んだ経験があったので、苦手意識もなく、
スムーズに取り組めました。

　　　 　 Student VOICE ▶	学科の学びと私の未来

インターンシップや私生活でも
役立つのが、プログラミングのスキル。

■ IT企業で活躍する

このアプリはどのように動いてい
るのだろう？など、システムについ
て考えるように。知識だけでなく、
問題を解決するために「考える
力」をもっと身につけたいです。

■ プログラミング
プログラミングはアルゴリズムの
基礎となる考え方です。効率よく
演算を行うために思考を巡らせ
ることや、エラー処理ができた時
の達成感など、将来につながる
スキルを楽しく学べました。

      Pick up!

＜成長につながった授業＞

情報工学部

情報科学科
情報化社会を支える

 情報処理技術と創造力を磨く｡

世田谷キャンパス

私の未来に向けて変えること
hangehange
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