
情報工学科の授業科目の関連図
情報工学科ではコンピュータとネットワークに関するハードウェア技術およびソフトウェア技術を学ぶために２つのコースを設置しています．

コンピュータコースでは，システムソフトウェア，システムLSI，組込みシステムなどの高度情報社会を支える情報システム，および新しい

コンピューティング環境に対応できる人材を育成します．ネットワークコースでは，ユビキタスネットワークなどの情報ネットワーク，および

インターネット，モバイル通信，ディジタル放送などの次世代のメディア協調型情報ネットワーク社会に対応できる人材を育成します．

1年前期 1年後期 2年前期 2年後期 3年前期
数学系 解析学Ⅰ* 解析学Ⅱ * 確率統計 情報工学共通 論理設計 (コ)

線形代数学Ⅰ* 線形代数学Ⅱ * 情報基礎数学 論理設計演習 (コ) コンピュータコース

離散数学 * 情報代数 ディジタル信号処理

数学演習Ⅰ * 数学演習Ⅱ * 常微分方程式 電気回路応用

幾何学概論 ネットワーク設計I (ネ)

ネットワーク設計I演習 (ネ)

物理学 電気回路 ○ 情報ネットワーク

通信方式

プログラミング系 プログラミングI * プログラミングII * プログラミングIII プログラミング言語

プログラミングI演習 * プログラミングII演習 * プログラミングIII演習 コンパイラ

データベース ネットワークコース

情報科学基礎系 コンピュータ基礎 ○ データ構造とアルゴリズムⅠ ○ 論理回路 ○ コンピュータシステム I

情報科学序説 * オートマトンと形式言語 ○

データ構造とアルゴリズムⅡ ○

情報工学概論 ○

技術者倫理

実験 情報科学基礎実験 C * 情報科学基礎実験 B * 実験

情報科学基礎実験 A * 情報科学基礎実験 D *

外国語系 CALL英語集中Ⅰ * CALL英語集中Ⅱ * CALL英語集中Ⅲ * CALL英語集中Ⅳ * 外国語系

英語応用演習Ⅰ * 英語応用演習Ⅱ * 英語応用演習Ⅲ 英語応用演習Ⅳ

科学技術英語演習Ⅰ 科学英語演習Ⅱ

3年前期 3年後期 4年前期 4年後期
コンピュータコース 数値計算プログラミング (コ) 並列コンピュータ (コ)

電子回路 (コ) システムLSI設計 (コ) 論理回路・システム特論 (コ) 回路設計自動化特論 (コ)

ＬＳＩ設計演習Ⅰ (コ) LSI設計演習Ⅱ (コ) 計算機支援設計特論 (コ) コンピュータアーキテクチャ特論 (コ)

最適化アルゴリズム (コ) CADシステム (コ) コンピュータシステム特論 (コ) プログラミング言語特論 (ネ)

アーキテクチャ（コ） システムレベル設計検証特論 (コ) 通信工学特論 (ネ)

情報工学共通 情報理論 卒業研究Ⅰ * 卒業研究Ⅱ * 情報通信システム特論 (ネ) 情報ネットワーク特論 (ネ)

コンピュータシステムⅡ ソフトウェア工学 技術文書作成法 * プレゼンテーション技法 情報通信方法特論 (ネ) 通信トラヒック特論 (ネ)

オペレーティングシステム ネットワークソフトウェア特論 (ネ) 情報圧縮特論（知能）

ネットワークプロトコル マルチメディア情報通信特論 (ネ) 集積回路特論　II　（創造）

マルチメディア通信（ネ） 集積回路特論　I　（創造） 情報物性特論　II （創造）

ネットワークコース ネットワーク設計Ⅱ (ネ) ネットワークソフトウェア演習 (ネ) 情報物性特論　I （創造） 自主プロジェクト演習

ネットワーク設計Ⅱ演習 (ネ) ワイヤレスネットワークⅡ (ネ) ディジタル合成工学特論 (コ)

ワイヤレスネットワークⅠ (ネ) プロトコル設計 (ネ) 情報通信法規 情報伝送方式特論（システム）

分散システム (ネ) 信号設計論 (ネ) 知的財産権

インターンシップ I・II
実験 情報工学実験Ⅰ * 情報工学実験Ⅱ（コンピュータ）*

情報工学実験Ⅱ（ネットワーク) *

備考：
外国語系 外書講読演習I * 外書講読演習II  * *: 必修科目

○: 情報工学科推奨学部共通科目
インターンシップ (コ): コンピュータコース推奨科目
情報と職業 (ネ): ネットワークコース推奨科目

大学院　情報工学専攻　博士前期課程
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