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理⼯学研究科

カリキュラム

修⼠（博⼠前期）課程【11専攻】

数学専攻
代数学 幾何学

代数的整数論特論Ⅰ・Ⅱ 微分幾何学特論Ⅰ・Ⅱ

環論特論Ⅰ・Ⅱ ⾮線形幾何学特論Ⅰ・Ⅱ

代数学講究ⅠAⅠB・ⅡAⅡB 解析幾何学特論Ⅰ・Ⅱ

現代代数学特論A・B 幾何学講究ⅠAⅠB・ⅡAⅡB

関数解析学 応⽤幾何学特論

関数⽅程式特論Ⅰ・Ⅱ ⼤域解析学

複素解析学特論Ⅰ・Ⅱ ⼤域解析学特論Ⅰ・Ⅱ

関数解析学講究ⅠAⅠB・ⅡAⅡB ⼤域空間解析学特論Ⅰ・Ⅱ

現代解析学特論 ⼤域解析学講究ⅠAⅠB・ⅡAⅡB

情報数学 アドバンスト・インターンシップ

確率及び量⼦情報論特論Ⅰ・Ⅱ 科学技術英語

確率過程論特論Ⅰ・Ⅱ 特別講義Ⅰ・Ⅱ

数論的確率論特論Ⅰ・Ⅱ

確率及び量⼦情報論講究ⅠAⅠB・ⅡAⅡB

統計数理学特論

量⼦確率論特論

確率情報特論

無限次元解析特論

計算機数学特論

⾮線形数理特論

情報⼯学専攻
情報デバイス 情報メディア

計算機⼯学特論 ⾳声・⾳響情報処理特論

ヒューマンマシンシステム特論 視覚・⾊彩情報処理特論

知的信号処理特論 コンピュータグラフィックス特論

知的制御システム特論 ⾔語処理特論

画像情報システム特論 バーチャルリアリティ特論

情報デバイス特別演習・実験ⅠAⅠB・ⅡAⅡB 情報メディア特別演習・実験ⅠAⅠB・ⅡAⅡB

情報処理 情報通信

アルゴリズム特論 ネットワーク特論

パターン情報処理特論 無線通信⼯学特論

⼈⼯知能特論 情報セキュリティ特論

知的データ分析特論 情報理論特論

情報処理特別演習・実験ⅠAⅠB・ⅡAⅡB 情報通信特別演習・実験ⅠAⅠB・ⅡAⅡB

アドバンスト・インターンシップ

科学技術英語

特別講義Ⅰ・Ⅱ



2 / 7

理⼯学研究科

カリキュラム

修⼠（博⼠前期）課程【11専攻】

電気電⼦⼯学専攻
エネルギー環境⼯学 システム情報通信⼯学

電気エネルギー⼯学特論A・B 制御システム⼯学特論A・B

エネルギー環境材料⼯学特論Ⅰ・Ⅱ 情報通信システム特論A・B

エネルギー環境システム⼯学特論A・B 情報通信⼯学特論A・B

エネルギー変換⼯学特論A・B 制御情報システム特論A・B

エネルギー環境⼯学特別演習・実験ⅠAⅠB・ⅡAⅡB システム⼯学特論A・B

電⼦物性デバイス⼯学 システム情報通信⼯学特別演習・実験ⅠAⅠB・ⅡAⅡB

電⼦デバイス特論A・B 電⼦⽣命情報⼯学

電⼦物性特論A・B 電⼦⽣命情報⼯学特論A・B

真空デバイス特論A・B 電⼦⽣命情報応⽤⼯学特論A・B

電⼦物性デバイス⼯学特別演習・実験ⅠAⅠB・ⅡAⅡB 電⼦⽣命情報計測⼯学特論A・B

アドバンスト・インターンシップ 電⼦⽣命情報⼯学特別演習・実験ⅠAⅠB・ⅡAⅡB

科学技術英語

特別講義Ⅰ・Ⅱ

材料機能⼯学専攻
ナノ・インテリジェント材料 エレクトロニクス材料

インテリジェント材料特論Ⅰ・Ⅱ エレクトロニクス材料特論Ⅰ・Ⅱ

ナノ電⼦材料特論Ⅰ・Ⅱ エレクトロニクスデバイス特論Ⅰ・Ⅱ

ナノ分析特論Ⅰ・Ⅱ 半導体デバイス特論Ⅰ・Ⅱ

量⼦光エレクトロニクス特論Ⅰ・Ⅱ 光・量⼦エレクトロニクス特論Ⅰ・Ⅱ

エネルギー環境材料特論Ⅰ・Ⅱ エレクトロニクス材料特別演習・実験ⅠAⅠB・ⅡAⅡB

ナノ・インテリジェント材料特別演習・実験ⅠAⅠB・ⅡAⅡB コンポジット材料

アドバンスト・インターンシップ コンポジット材料特論Ⅰ・Ⅱ

科学技術英語 表⾯改質材料特論Ⅰ・Ⅱ

特別講義Ⅰ・Ⅱ ⽣体材料特論Ⅰ・Ⅱ

⾦属材料特論Ⅰ・Ⅱ

コンポジット材料特別演習・実験ⅠAⅠB・ⅡAⅡB
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理⼯学研究科

カリキュラム

修⼠（博⼠前期）課程【11専攻】

応⽤化学専攻
⽣命有機化学 物質物理化学

応⽤有機化学特論 T1構造化学特論

応⽤⽣命分⼦科学特論 機能ナノマテリアル特論

先端超分⼦化学特論 応⽤物性化学特論

ソフトマター特論 応⽤磁気化学特論

機能性⾼分⼦材料特論 物質機能物理化学特論

バイオマテリアル特論 物質物理化学特別演習・実験ⅠAⅠB・ⅡAⅡB

⽣命有機化学特別演習・実験ⅠAⅠB・ⅡAⅡB 応⽤分析化学科⽬

環境・エネルギー科学 組成分析化学

環境化学特論 構造機器分析化学

グリーンケミストリー特論 ⽣命有機分析化学

機能性エネルギー材料特論 無機物質分析化学

無機材料科学特論

導電材料特論

低温物性特論

固体表⾯化学特論

⽣命エネルギーデバイス特論

環境・エネルギー科学特別演習・実験ⅠAⅠB・ⅡAⅡB

アドバンスト・インターンシップ

科学技術英語

特別講義Ⅰ・Ⅱ

機械⼯学専攻
熱・流体 設計・⽣産

熱⼯学特論Ⅰ・Ⅱ マイクロマシニング特論Ⅰ・Ⅱ

⾼温気体⼒学特論Ⅰ・Ⅱ ⽣産加⼯システム⼯学特論Ⅰ・Ⅱ

粘性流体⼯学特論Ⅰ・Ⅱ 創造設計⼯学特論Ⅰ・Ⅱ

流体⼯学特論Ⅰ・Ⅱ 統合設計⼯学特論Ⅰ・Ⅱ

熱・流体特別演習・実験ⅠAⅠB・ⅡAⅡB 設計・⽣産特別演習・実験ⅠAⅠB・ⅡAⅡB

数値流体⼯学特論 運動⼒学・制御

燃焼⼯学特論 機械機能⼯学特論Ⅰ・Ⅱ

伝熱⼯学特論 ⽣体⼯学特論Ⅰ・Ⅱ

材料・強度 知的制御⼯学特論Ⅰ・Ⅱ

材料強度応⽤⼯学特論Ⅰ・Ⅱ 運動⼒学・制御特別演習・実験ⅠAⅠB・ⅡAⅡB

材料システム⼯学特論Ⅰ・Ⅱ

先進材料評価学特論Ⅰ・Ⅱ

材料・強度特別演習・実験ⅠAⅠB・ⅡAⅡB

材料強度情報学特論

アドバンスト・インターンシップ

科学技術英語

特別講義Ⅰ・Ⅱ
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理⼯学研究科

カリキュラム

修⼠（博⼠前期）課程【11専攻】

交通機械⼯学専攻
エネルギー・流体⼯学 制御・システム⼯学

エネルギー科学特論Ⅰ・Ⅱ マンマシンシステム学特論Ⅰ・Ⅱ

推進⼯学特論Ⅰ・Ⅱ 知的制御特論Ⅰ・Ⅱ

流体科学特論Ⅰ・Ⅱ ⾃動⾞システム学特論Ⅰ・Ⅱ

流体システム特論Ⅰ・Ⅱ 制御・システム⼯学特別演習・実験ⅠAⅠB・ⅡAⅡB

エネルギー・流体⼯学特別演習・実験ⅠAⅠB・ⅡAⅡB

計算⼒学特論

計算科学特論

材料・構造科学

材料科学特論Ⅰ・Ⅱ

構造⼒学特論Ⅰ・Ⅱ

軽量構造学特論Ⅰ・Ⅱ

適応構造システム学特論Ⅰ・Ⅱ

材料・構造⼯学特別演習・実験ⅠAⅠB・ⅡAⅡB

アドバンスト・インターンシップ

科学技術英語

特別講義Ⅰ・Ⅱ

メカトロニクス⼯学専攻
計測制御システム学 機能システム構築学

知能計測システム学特論 知能システム制御⼯学特論

情報システム制御⼯学特論 制御⼯学特論

計測システム学特論 機械情報システム学特論

制御システム学特論 知能機械学特論

ロボットシステムデザイン学特論 機能システム構築学特論

知能ロボット学特論 機能システム制御特論

計測制御システム特別演習・実験ⅠAⅠB・ⅡAⅡB 機能システム構築学特別演習・実験ⅠAⅠB・ⅡAⅡB

情報メカトロニクス学特論 移動システム学特論

先端信号処理学特論 強度解析モデリング特論

センシングシステム学 機能システム学特論

アドバンスト・インターンシップ マルチスケールメカトロニクス

科学技術英語 ナノ・マイクロシステム制御特論

特別講義Ⅰ・Ⅱ ナノ・マイクロ知能システム特論

マイクロロボット学特論

ナノ・マイクロ制御システム特論

応⽤電磁気学特論

電⼦デバイス学特論

マルチスケールメカトロニクス 特別演習・実験ⅠAⅠB・ⅡAⅡB

医療機械システム特論

バイオシステム特論

マルチスケールメカトロニクス特論
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理⼯学研究科

カリキュラム

修⼠（博⼠前期）課程【11専攻】

社会基盤デザイン⼯学専攻
構造⼯学 ⽔⼯学

構造解析学特論Ⅰ・Ⅱ ⽔⽂学特論Ⅰ・Ⅱ

構造設計学特論Ⅰ・Ⅱ ⼟砂⽔理学特論Ⅰ・Ⅱ

構造⼯学特別演習・実験ⅠAⅠB・ⅡAⅡB 河川⼯学特論Ⅰ・Ⅱ

地盤⼯学 ⽔⼯学特別演習・実験ⅠAⅠB・ⅡAⅡB

地盤⼯学特論Ⅰ・Ⅱ 都市・交通計画学

地盤解析学特論Ⅰ・Ⅱ 都市システム⼯学特論Ⅰ・Ⅱ

地盤⼯学特別演習・実験ⅠAⅠB・ⅡAⅡB 交通システム⼯学特論Ⅰ・Ⅱ

建設材料学 都市・交通計画学特別演習・実験ⅠAⅠB・ⅡAⅡB

建設材料学特論Ⅰ・Ⅱ

建設材料⼒学特論Ⅰ・Ⅱ

建設材料学特別演習・実験ⅠAⅠB・ⅡAⅡB

アドバンスト・インターンシップ

科学技術英語

特別講義Ⅰ・Ⅱ

環境創造学専攻
⼤気⽔環境学 都市基盤環境学

⼤気組成変動学特論Ⅰ・Ⅱ 環境材料学特論

⽔環境⼯学持論Ⅰ・Ⅱ 資源循環学特論

⽔圏⽣態⼯学特論 基礎都市基盤維持管理学特論

⽣態⼯学特論 応⽤都市基盤維持管理学特論

⼤気⽔環境学特別演習・実験ⅠAⅠB・ⅡAⅡB 都市基盤環境学特別演習・実験ⅠAⅠB・ⅡAⅡB

⽔処理⼯学特論 構造性能学特論

地圏環境学 住環境学

地盤数値解析学特論 ⼈間⼯学特論

地盤シミュレーション特論 省エネルギー特論

環境変動解析学特論 居住環境設計学特論Ⅰ・Ⅱ

環境変遷学特論 住環境学特別演習・実験ⅠAⅠB・ⅡAⅡB

地圏環境学特別演習・実験ⅠAⅠB・ⅡAⅡB 環境デザイン特論

アドバンスト・インターンシップ 循環型居住環境設計特論

科学技術英語 実践インターンシップ

特別講義Ⅰ・Ⅱ
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理⼯学研究科

カリキュラム

修⼠（博⼠前期）課程【11専攻】

建築学専攻
建築スペースデザイン 建築材料デザイン

建築・地域デザイン特論Ⅰ・Ⅱ 建築材料・⽣産特論

建築技術史特論 コンクリート⼯学特論A・B

建築計画特論 建築材料デザイン特別演習・実験ⅠAⅠB・ⅡAⅡB

建築スペースデザイン特論 建築構造⼯学

建築歴史意匠特論 建築構造⼯学特論Ⅰ・Ⅱ

建築空間特論 建築構造解析特論Ⅰ・Ⅱ

⽣活空間計画特論 建築応⽤⼒学特論Ⅰ・Ⅱ

建築スペースデザイン総合設計演習ⅠAⅠB・ⅡAⅡB 建築構造デザイン特論Ⅰ・Ⅱ

建築史特論 建築構造⼯学特別演習・実験ⅠAⅠB・ⅡAⅡB

建築設計総合特論 鉄⾻構造学特論

建築設計特論 建築共通

建築・都市空間特論 建築実践特論

建築環境デザイン 学外特別演習

建築環境デザイン特論 実践インターンシップA・B・C

建築環境計画特論

建築環境⼯学特論A・B

建築環境デザイン特別演習・実験ⅠAⅠB・ⅡAⅡB

建築設備設計特論

アドバンスト・インターンシップ

科学技術英語

特別講義Ⅰ・Ⅱ
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理⼯学研究科

カリキュラム

博⼠（博⼠後期）課程【4専攻】

数学専攻
代数学 幾何学

代数学特殊研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ 幾何学特殊研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ

関数解析学 ⼤域解析学

関数⽅程式特殊研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ ⼤域解析学特殊研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ

数理情報科学 関連科⽬

数理情報科学特殊研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ 数学学特殊講義Ⅰ・Ⅱ

電気・情報・材料・物質⼯学専攻
電気電⼦⼯学 情報⼯学

電気⼯学特殊研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ 情報⼯学特殊研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ

電⼦システム特殊研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ

材料機能⼯学 物質・分⼦⼯学

エレクトロニクス材料⼯学特殊研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ 先端物質特殊研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ

インテリジェント材料⼯学特殊研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ 分⼦素材特殊研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ

関連科⽬

電気電⼦⼯学特殊講義Ⅰ・Ⅱ

情報⼯学特殊講義Ⅰ・Ⅱ

材料機能⼯学特殊講義Ⅰ・Ⅱ

応⽤化学特殊講義Ⅰ・Ⅱ

研究インターンシップ

機械⼯学専攻
設計システム⼯学 熱⼯学

設計機能特殊研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ 反応性ガス⼒学特殊研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ

ロボット⼯学特殊研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ 熱現象計測特殊研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ

流体⼯学 ⽣産システム⼯学

粘性流体⼒学特殊研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ ⽣産加⼯学特殊研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ

材料システム⼯学 関連科⽬

材料設計⼯学特殊研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ 材料機能⼯学特殊講義Ⅰ・Ⅱ

破壊制御システム⼯学特殊研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ 機械⼯学特殊講義Ⅰ・Ⅱ

交通機械⼯学特殊講義Ⅰ・Ⅱ

メカトロニクス⼯学特殊講義Ⅰ・Ⅱ

研究インターンシップ

社会環境デザイン⼯学専攻
構造デザイン⼯学 ⼤気⽔環境デザイン学

構造システム学特殊研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ ⽔域環境⼯学特殊研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ

構造材料学特殊研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ 地盤環境デザイン学

空間構造デザイン学特殊研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ 地盤⼯学特殊研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ

関連科⽬ 都市環境デザイン学

社会基盤デザイン⼯学特殊講義Ⅰ・Ⅱ 地域計画学特殊研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ

環境創造学特殊講義Ⅰ・Ⅱ 住環境デザイン学特殊研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ

建築学特殊講義Ⅰ・Ⅱ

研究インターンシップ


