
■専門科目開講一覧

環境数理学科

講義番号
(Ｈ２８年度
以降入学)

工学部の
講義番号

令和２年度入学者 令和元年度入学者
平成２９～３０年度入学

者
備考

１・火・１〜２ 101001 095005 微分積分Ⅰ-1 微分積分Ⅰ-1 微分積分Ⅰ-1

２・火・１〜２ 101003 095005 微分積分Ⅰ-2 微分積分Ⅰ-2 微分積分Ⅰ-2

― ―  ― 微分積分Ⅰ-1演習 微分積分Ⅰ-1演習 微分積分Ⅰ-1演習 非開講

― ―  ― 微分積分Ⅰ-2演習 微分積分Ⅰ-2演習 微分積分Ⅰ-2演習 非開講

― ―  ― 微分積分Ⅱ-1 微分積分Ⅱ-1 微分積分Ⅱ-1 非開講

【工】微分積分続論および演習2 ２・木・７〜８ 101007 098552 微分積分Ⅱ-2 微分積分Ⅱ-2 微分積分Ⅱ-2

―  ― 微分積分Ⅱ-1演習 微分積分Ⅱ-1演習 微分積分Ⅱ-1演習 非開講

【工】微分積分続論および演習2 ２・月・７〜８ 101008 098552 微分積分Ⅱ-2演習 微分積分Ⅱ-2演習 微分積分Ⅱ-2演習

― ―  ― 線形代数Ⅱ-1 線形代数Ⅱ-1 線形代数Ⅱ-1 非開講

【工】線形代数続論および演習2 ２・木・５〜６ 101011 098554 線形代数Ⅱ-2 線形代数Ⅱ-2 線形代数Ⅱ-2

―  ― 線形代数Ⅱ-1演習 線形代数Ⅱ-1演習 線形代数Ⅱ-1演習 非開講

【工】線形代数続論および演習2 ２・月・３〜４ 101012 098554 線形代数Ⅱ-2演習 線形代数Ⅱ-2演習 線形代数Ⅱ-2演習

― ―  ― 計算機リテラシ入門1 計算機リテラシ入門1 計算機リテラシ入門1 非開講

― ―  ― 計算機リテラシ入門2 計算機リテラシ入門2 計算機リテラシ入門2 非開講

101015 098753 離散数学入門1 離散数学入門1 離散数学入門1 前半の14コマを履修

101016 098753 離散数学入門2 離散数学入門2 離散数学入門2 後半の14コマを履修

101017 098751 ベクトル解析1 ベクトル解析1 ベクトル解析1 前半の14コマを履修

101018 098751 ベクトル解析2 ベクトル解析2 ベクトル解析2 後半の14コマを履修

【工】統計データ解析演習１ ３・月・７〜８ 101019 098557 情報統計学1 情報統計学1 情報統計学1

【工】統計データ解析演習2 ４・月・７〜８ 101020 098558 情報統計学2 情報統計学2 情報統計学2

101021 098765 数理統計学I-1 数理統計学I-1 数理統計学I-1 前半の14コマを履修

101022 098765 数理統計学I-2 数理統計学I-2 数理統計学I-2 後半の14コマを履修

― ― ― プログラミング言語A-1 プログラミング言語A-1 プログラミング言語A-1 非開講

【工】数理プログラミング2 ２・水・３～４ 101024 098556 プログラミング言語A-2 プログラミング言語A-2 プログラミング言語A-2

卒業論文 101025 卒業論文 卒業論文 卒業論文

線形代数Ⅲ-1 個別対応 101101 線形代数Ⅲ-1 線形代数Ⅲ-1 線形代数Ⅲ-1 個別対応 早坂教授

線形代数Ⅲ-2 個別対応 101102 線形代数Ⅲ-2 線形代数Ⅲ-2 線形代数Ⅲ-2 個別対応 佐々木教授

101103 098754 代数学基礎1 代数学基礎1 代数学基礎1 前半の14コマを履修

101104 098754 代数学基礎2 代数学基礎2 代数学基礎2 後半の14コマを履修

101105 098756 代数学要論1 代数学要論1 代数学要論1 前半の14コマを履修

101106 098756 代数学要論2 代数学要論2 代数学要論2 後半の14コマを履修

【工】幾何学基礎（第１学期分） １・水・５～６ 101107 098755 幾何学基礎Ａ 幾何学基礎Ａ 幾何学基礎Ａ

【工】幾何学基礎（第２学期分） ２・水・５～６ 101108 098755 幾何学基礎Ｂ 幾何学基礎Ｂ 幾何学基礎Ｂ

― ― ― ― 幾何学要論Ａ 幾何学要論Ａ 非開講

― ― ― ― 幾何学要論Ｂ 幾何学要論Ｂ 非開講

101111 098303 フーリエ解析と偏微分方程式1 フーリエ解析と偏微分方程式1 フーリエ解析と偏微分方程式1

101112 098303 フーリエ解析と偏微分方程式2 フーリエ解析と偏微分方程式2 フーリエ解析と偏微分方程式2

101113 098773 確率論1 確率論1 確率論1 前半の14コマを履修

101114 098773 確率論2 確率論2 確率論2 後半の14コマを履修

101115 098757 力学系とモデリング1 力学系とモデリング1 力学系とモデリング1 前半の14コマを履修

101116 098757 力学系とモデリング2 力学系とモデリング2 力学系とモデリング2 後半の14コマを履修

101117 098306 計算解析1 計算解析1 計算解析1 前半の14コマを履修

101118 098306 計算解析2 計算解析2 計算解析2 後半の14コマを履修

３・水・１～２ 101119 履修希望調査 プログラミング言語B-1 プログラミング言語B-1 プログラミング言語B-1

４・水・１～２ 101120 履修希望調査 プログラミング言語B-2 プログラミング言語B-2 プログラミング言語B-2

101121 098761 数値シミュレーションⅠ-1 数値シミュレーションⅠ-1 数値シミュレーションⅠ-1 前半の14コマを履修

101122 098761 数値シミュレーションⅠ-2 数値シミュレーションⅠ-2 数値シミュレーションⅠ-2 後半の14コマを履修

101123 098762 数値シミュレーションⅡ-1 数値シミュレーションⅡ-1 数値シミュレーションⅡ-1 前半の14コマを履修

101124 098762 数値シミュレーションⅡ-2 数値シミュレーションⅡ-2 数値シミュレーションⅡ-2 後半の14コマを履修

101125 098770 計算統計学A-1 計算統計学A-1 計算統計学A-1 前半の14コマを履修

101126 098770 計算統計学A-2 計算統計学A-2 計算統計学A-2 後半の14コマを履修

101127 098768 計算統計学B-1 計算統計学B-1 計算統計学B-1 前半の14コマを履修

101128 098768 計算統計学B-2 計算統計学B-2 計算統計学B-2 後半の14コマを履修

101129 098767 数理統計学Ⅱ-1 数理統計学Ⅱ-1 数理統計学Ⅱ-1 前半の14コマを履修

101130 098767 数理統計学Ⅱ-2 数理統計学Ⅱ-2 数理統計学Ⅱ-2 後半の14コマを履修

101131 098769 計量アナリシス1 計量アナリシス1 計量アナリシス1 前半の14コマを履修

101132 098769 計量アナリシス2 計量アナリシス2 計量アナリシス2 後半の14コマを履修

101133 098760 環境アナリシス1 環境アナリシス1 環境アナリシス1 前半の14コマを履修

101134 098760 環境アナリシス2 環境アナリシス2 環境アナリシス2 後半の14コマを履修

2023年度学科オリエンテーショ
ン時に指示します。

【工】常微分方程式と数理モデル

【工】数値シミュレーション基礎

【工】数値シミュレーション応用

【工】多変量データ解析B

【工】最適化理論

１・月・１～２
　　木・３～４

１・火・１〜２
　　金・３～４

１・月・３～４
　　木・５～６

１・月・５～６
　　木・１～２

【工】代数系の基礎

【工】代数系の応用

【工】フーリエ解析・ラプラス変換

【工】確率モデル論
２・火・１〜２
　　金・１～２

２・月・５～６
　　木・１～２

３・月・５～６
　　木・５～６

３・火・３～４
　　金・３～４

４・月・５～６
　　木・３～４

３・火・５〜６
　　金・５〜６

【工】数理統計学

【工】離散数学入門

令和5年度
開講科目／開講学期・曜日・時限

【工】微分積分

４・月・１〜２
　　木・１〜２

【工】ベクトル解析(数理)
３・月・１〜２
　　木・５〜６

【工】多変量データ解析A

【工】非線形現象モデリング

２・月・５～６
　　木・３～４

２・月・３～４
　　木・５～６

３・月・１～２
　　木・１～２

※工学部開講科目で読み替える場合も、履修登録は環境理工学部の講義番号で入力してください。Moodle等は、工学部開講科目のものを見てください。

【工】数値計算法

【工】プログラミング

３・月・３〜４
　　木・１〜２

【工】統計モデリング



■専門科目開講一覧

環境数理学科

講義番号
(Ｈ２８年度
以降入学)

工学部の
講義番号

令和２年度入学者 令和元年度入学者
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令和5年度
開講科目／開講学期・曜日・時限

※工学部開講科目で読み替える場合も、履修登録は環境理工学部の講義番号で入力してください。Moodle等は、工学部開講科目のものを見てください。

101135 098763
環境情報モデル学1
（特別開講・選択D群）

環境情報モデル学1 環境情報モデル学1 前半の14コマを履修

101136 098763
環境情報モデル学2
（特別開講・選択D群）

環境情報モデル学2 環境情報モデル学2 後半の14コマを履修

― ― ― 環境数理生物学1 環境数理生物学1 環境数理生物学1 非開講

― ― ― 環境数理生物学2 環境数理生物学2 環境数理生物学2 非開講

101139 098758 偏微分方程式とその応用1 偏微分方程式とその応用1 偏微分方程式とその応用1 前半の14コマを履修

101140 098758 偏微分方程式とその応用2 偏微分方程式とその応用2 偏微分方程式とその応用2 後半の14コマを履修

101141 098766 環境統計科学Ⅰ-1 環境統計科学Ⅰ-1 環境統計科学Ⅰ-1 前半の14コマを履修

101142 098766 環境統計科学Ⅰ-2 環境統計科学Ⅰ-2 環境統計科学Ⅰ-2 後半の14コマを履修

101143 098561 環境統計科学Ⅱ-1 環境統計科学Ⅱ-1 環境統計科学Ⅱ-1 前半の14コマを履修

101144 098561 環境統計科学Ⅱ-2 環境統計科学Ⅱ-2 環境統計科学Ⅱ-2 後半の14コマを履修

101145 098774 応用数理特論Ａ 応用数理特論Ａ 応用数理特論Ａ 前半の14コマを履修

101146 098774 応用数理特論Ｂ 応用数理特論Ｂ 応用数理特論Ｂ 後半の14コマを履修

【工】数理モデリング特論A 夏季集中 101147 098776 環境数理モデル特論Ａ 環境数理モデル特論Ａ 環境数理モデル特論Ａ

【工】数理モデリング特論B 夏季集中 101148 098777 環境数理モデル特論Ｂ 環境数理モデル特論Ｂ 環境数理モデル特論Ｂ

【工】統計データ解析特論A 夏季集中 101149 098778 環境統計モデル特論Ａ 環境統計モデル特論Ａ 環境統計モデル特論Ａ

【工】統計データ解析特論B 夏季集中 101150 098779 環境統計モデル特論Ｂ 環境統計モデル特論Ｂ 環境統計モデル特論Ｂ

環境数理学科インターンシップ（長期） 101202 環境数理学科インターンシップ（長期） 環境数理学科インターンシップ（長期） 環境数理学科インターンシップ 集中講義

環境数理学科インターンシップ（短期） 101207 環境数理学科インターンシップ（短期） 環境数理学科インターンシップ（短期） 環境数理学科インターンシップ（短期） 集中講義

他学科開講の自由科目は他学科の専門科目開講一覧を参照すること。

４・火・５～６
　　金・５～６

２・火・３～４
　　金・３～４

【工】ベイズ統計基礎
４・火・３～４
　　金・３～４

【工】機械学習入門
１・火・７～８
　　金・１～２

【工】データ駆動計算基礎

【工】確率過程論入門

【工】偏微分方程式とその応用
３・火・７～８
　　木・７～８


