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？？？×数学

こんなことも
数学で解明？

未来のコンピュータを創造

スマホ、3Dプリンタ、ドローン、
VR、ARその先にある未来へ

スマート社会を創る

ネットワークを
創造・設計

数学で解明するためには？

モデリングと
シミュレーションを磨く

わくわくする研究テーマ

人間の感性・心理
を解き明かす

数理×情報×工学

ネットワークデザイン学科

先端メディアサイエンス学科

現象数理学科

実践性と先進性

学びを生かすキャリア

多分野からの
ニーズが

創り、伝え、議論する

プロトタイピング
の時代へ

企業との強い連携

社会現場の
課題に触れる

https://www.meiji.ac.jp/stepinto/ims
● 受験生のための学部選択ガイド Step into Meiji University

https://www.meiji.
ac.jp/exam/

● 明治大学入試総合サイト

詳しくはこちらを

CHECK!

明治大学総合数理学部がわかる  　つのポイント9
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1986年、東京大学大学院博士課程修了。
工学博士。東京大学工学部助手、明治大
学理工学部教授を経て、総合数理学部
先端メディアサイエンス学科教授。専門
分野はメディア情報学、研究テーマは人
間の存在を意識した画像・音響処理。

総合数理学部長

荒川 薫（あらかわ かおる）

学部長メッセージ
総合数理学部概要
　■ 現象数理学科
　■ 先端メディアサイエンス学科
　■ ネットワークデザイン学科
学部共通科目　外国語教育・国際交流

キャリア形成　資格取得
大学院先端数理科学研究科
キャンパス・施設案内
学費・その他の納付金　奨学金制度
入試情報

C O N T E N T S

make the world go round.

01 School of Interdisciplinary Mathematical Sciences

詳細は、各入学試験要項をご確認ください。

学科（募集人数） 入学試験日 合格発表日 入学手続締切日（消印有効）

現象数理学科（7名）　先端メディアサイエンス学科（10名）　ネットワークデザイン学科（4名） 2023年1月
14日（土）・15日（日） 2023年2月12日（日） 2023年2月20日（月）

※ 詳細は「令和5年度大学入学共通テスト受験案内」および「2023年度明治大学一般選抜要項」でご確認ください。　※個別学力検査等は課しません。

■大学入学共通テスト利用入学試験 前期日程 Web出願Web出願  ●大学入学共通テストの成績を利用する入学試験です。

利用する「大学入学共通テスト」の教科・科目・配点等
教科 科目 配点

国語 『国語』の近代以降の文章または古典（古文、漢文） ［ 2分野を受験した場合には、高得点の分野の成績を合否判定に利用する。］ 100点

数学
『数学Ⅰ・数学A』 100点

『数学Ⅱ・数学B』 100点

理科 「物理」、「化学」、「生物」、「地学」から1科目 
［2科目を受験した場合には、高得点の科目の成績を合否判定に利用する。第1解答科目・第2解答科目にかかわらず合否判定対象とする。］ 100点

外国語 『英語』 ［ リーディング100点、リスニング100点とする。］ 200点

合計（5科目） 600点

学科（募集人数）
第1次選考（書類選考） 第2次選考（第1次選考合格者のみ）
出願期間 合格発表日 口頭試問等 合格発表日

現象数理学科（3名）
先端メディアサイエンス学科（5名） 2022年9月23日（金）～ 9月28日（水） 2022年10月17日（月） 2022年11月12日（土） 2022年11月28日（月）

出願資格・条件

次の（1）～（3）のすべてに該当する者
（1） 本学部現象数理学科、先端メディアサイエンス学科での勉学を強く希望し、第一志望として入学を志す者
（2） 次に掲げるア～ウのいずれかに該当する者

  ア 高等学校または中等教育学校を卒業した者および2023年3月卒業見込みの者
  イ 通常の課程による12年の学校教育を修了した者および2023年3月修了見込みの者
  ウ 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程または相当する課程を有するものとして認定または指定した在外教育施設の当該課程を修了した者および2023年3月修了見込みの者
（3）出願する学科が定める次の条件をすべて満たす者

　  〈 現象数理学科 〉
 ア 高等学校新教育課程履修者は、新教育課程における「数学Ⅰ」「数学Ⅱ」「数学Ⅲ」「数学A」「数学B」またはこれらに相当する科目を履修しているまたは履修見込みであること。
   高等学校旧教育課程履修者は、旧教育課程における「数学Ⅰ」「数学Ⅱ」「数学Ⅲ」「数学A」「数学B」「数学C」またはこれらに相当する科目を履修していること。
 イ  高等学校等における数学の評定平均値が4.0以上で、かつ、理科の評定平均値が3.8以上であること（高等学校等に在学中の者は第3学年1学期または前期までの評定平均値とする）。
    もしくは、在学中の学業成績以外で、数学または理科に関する特筆すべき活動歴があること。

　  〈 先端メディアサイエンス学科 〉
 独自に考えたコンピュータプログラムを作成したことがあり、その内容を第三者に説明できること。

学科（募集人数） 入学試験日 合格発表日 入学手続締切日（消印有効）

現象数理学科（1名）　先端メディアサイエンス学科（1名）　ネットワークデザイン学科（1名） 2023年1月
14日（土）・15日（日） 2023年3月10日（金）  2023年3月24日（金）

利用する「大学入学共通テスト」の教科・科目・配点等
教科 科目 配点

数学
『数学Ⅰ・数学A』 100点

『数学Ⅱ・数学B』 100点

理科 「物理」、「化学」、「生物」、「地学」から1科目
［2科目を受験した場合には、高得点の科目の成績を合否判定に利用する。第1解答科目・第2解答科目にかかわらず合否判定対象とする。］ 100点

外国語 『英語』 ［ リーディング100点、リスニング100点とする。］ 200点

合計（4科目） 500点

※ 詳細は「令和5年度大学入学共通テスト受験案内」および「2023年度明治大学一般選抜要項」でご確認ください。　※個別学力検査等は課しません。

■大学入学共通テスト利用入学試験 後期日程 Web出願Web出願  ●大学入学共通テストの成績を利用する入学試験です。

■自己推薦特別入学試験 ●数理科学の探究や数理科学を基礎とした新しい概念・価値観の提案を通じて、広く社会に貢献しようとする意欲のある人材を受け入れることを目的として実施する入学試験です。
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　私たちは、便利で豊かな生活を送っているようですが、そ
れでもまだ多くの問題に見舞われています。この現実社会
の問題に、数学の理論とコンピュータ技術を用いてアプロー
チするのが総合数理学部です。我 を々取り巻く多様な問
題に向き合うため、自然科学や心理学、ビジネスやアートな
ど、これまでの理工系の枠を越えた諸学問との融合領域も
扱います。
　特に現代では、あらゆるものを数値データで表して計算
処理により問題解決を行うことが期待されています。データ
サイエンスや人工知能などが、ビジネスや医療、社会システ
ムなどに利用されるのもその流れです。　
　総合数理学部はまさに、このような時代の要請に応える
学部ですが、私たちが数理科学と情報技術に特化した教
育研究を行うのは、それが流行りだからではありません。社
会が必要とする科学技術には、数年ごとの“ブーム”があり、
今後もさまざまな変化が生じることが予想されます。今は人
間に取って代わるといわれる人工知能ですが、10年後に
は、全く新しい原理の科学技術が世界を牽引しているかも
しれません。しかし、どのような新しい原理に対しても、科
学技術の基盤となる数理科学を身につけていればその能力
は必ずいかされることでしょう。また、数理科学を基に独創

的な発想を行い、時代を変える新しい原理を自ら生み出す
ことも可能です。
　総合数理学部には3つの学科があります。自然や社会
の現象と数学とのかかわりを解明する現象数理学科、人
間の精神的な豊かさの実現を目指す先端メディアサイエン
ス学科、電力網やスマートグリッドなど、効率的・経済的
なシステムを創造するネットワークデザイン学科。これら3

学科は数理科学と情報技術を基本に、1年次からゼミナー
ルによる少人数教育を行い、学生が主体的に参加するアク
ティブラーニングを推進。プレゼンテーション能力を高める
英語教育にも重点を置いています。
　数理科学と情報技術に基づき、自由な発想で現実社会
の問題を自ら解決していく。私たちはそんな人物を育てたい
と考えています。先端研究の拠点である中野キャンパスは
学部・学科を越えた学習や交流も盛んで、好奇心を広げ
る豊かな環境が整っています。2017年にはすべての学科が
大学院に接続し、教育・研究体制も本格的に始動。次
代のイノベーションを生み出す原動力として産業界からも大
きな期待が寄せられています。
　未来をより良い方向に導くために、総合数理学部を舞台
に果敢に挑み、新しい時代を切り拓いてほしいと願っています。

学部長メッセージ

数理科学が生み出す自由な発想力が新しい時代を拓く

make the world go round.

※登場する人物の在籍年次や役職等は、取材時点のものです。
　2021年以前撮影の写真も掲載しています。

動画と記事で学部を知る
「Step into Meiji University」も
ぜひご覧ください
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自然を解く。社会を解く。人間を解く。
そして、新しい世の中を創る。

総合数理学部概要

「社会に貢献する数理科学の創造・展開・発信」を実現する3学科

総合数理学部

学部専任教員：51名

現象数理の基礎

数理科学

数理データサイエンス

Department of Mathematical 
Sciences Based on Modeling 
and Analysis

現象数理学科

動物や植物の美しい模様、心臓の拍動や薬の吸収、地震・津波、交通
渋滞、経済不況・金融危機···自然や社会に見られるさまざまな現象を、
数学を用いて解明するのが現象数理学です。現象に隠れた数理問題を
抽出する力と、数理とデータサイエンスと情報技術を駆使して解決する
力を培い、幅広い分野で専門的に活躍できる人材を育成します。

 ・ 入学定員：90名　
 ・  取得できる学位：学士（理学）

学びの
ポイント

人 間

メディア

インタラクション

Department of Frontier Media 
Science

先端メディア
サイエンス学科

学びのスタートは、「こんなものがこれからの世の中には必要ではない
か」「こんな仕組みや体験を創れたらおもしろいのではないか」という
「想い」です。自らが驚いたり、ワクワクしたりする感性を大切にしなが
ら、ますます進化する情報技術分野をはじめ、社会・文化の発展に幅広
く貢献できる力を身につけます。

 ・ 入学定員：120名
 ・ 取得できる学位：学士（理学）

学びの
ポイント

我 の々生活は、電力網、交通網、インターネットなどのさまざまなネット
ワークシステムに支えられています。あなたも、使う側の人から創る側
の人になりませんか？ 新しいネットワークシステム（物事のつながりや
仕組み）を、数理╳情報╳工学を駆使してデザイン（創造・企画・設計）
するための知識と技術力を養います。

エンジニアリング

知能数理

コンピュータ

Department of Network 
Design

ネットワーク
デザイン学科

 ・ 入学定員：90名
 ・ 取得できる学位：学士（工学）

学びの
ポイント

数理・データサイエンス・AI技術を実践的かつ高度に活用し、現代の諸課題の解決につなげられる学生
を育成するとともに、その能力を認定する「総合数理学部　数理データサイエンス人工知能応用基礎レ
ベルプログラム」を2022年度より実施します。
これは、総合数理学部において一定のカリキュラムを修了したものに対し、学部が独自に能力を認定する
ものです。

モノ・コトが現れる理由を数学で解明する

まだ誰も経験したことのないモノ・コトを世の中へ

動き続けるモノ・コトの“つながり”をとらえ
スマートな社会を創る

総合数理学部　数理データサイエンス人工知能応用基礎レベルプログラム

●現象数理学専攻
●先端メディアサイエンス専攻
●ネットワークデザイン専攻
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自然を解く。社会を解く。人間を解く。
そして、新しい世の中を創る。

学生と教員の距離が近いのが総合数理学部。演習、実習、
ゼミナールや卒業研究など、教員とコミュニケーションを
図りながら理解を深める授業が多くあります。

ひとりひとりの知的好奇心に応える
教員との距離が近い
“対話型教育”

Point

3

数理科学と情報技術の基礎を徹底して学びます。コン
ピュータを活用した実習も豊富。学びによって得た知識
を、正しく判断して活用できるスキルや知恵として身に
つけます。

次代を担う人材を育成する
基礎力・応用力・
実践力を養うカリキュラム

Point

2

学びのベースは数理と情報。それらを駆使して、社会や
人間に目を向けた問題解決を目指します。専門領域の
垣根を越えて、分野融合的な力を発揮できる人材を育て
ます。

数理科学から
イノベーションが生まれる
社会とつながる科学の追究

Point

1

社会で活用できる
「数学力＋情報力」が
身につくプログラム

明治大学
総合数理学部の強み

現象数理の基礎 現象数理学の基本である、モデリング手法、コンピュータシミュレ
ーション技法、数理構造を構築する理論を総合的に学びます。

数理科学 現象を表現・理解するために数理モデルがどのように応用されるかを
学ぶと共に、現象の奥に潜む数理構造を構築する理論を学びます。

数理データサイエンス 確率論、統計学がどのように応用され、データをどのように取り扱うか
を学びます。

動物や植物の美しい模様、心臓の拍動や薬の吸収、地震・津波、交通
渋滞、経済不況・金融危機···自然や社会に見られるさまざまな現象を、
数学を用いて解明するのが現象数理学です。現象に隠れた数理問題を
抽出する力と、数理とデータサイエンスと情報技術を駆使して解決する
力を培い、幅広い分野で専門的に活躍できる人材を育成します。

自然や社会の仕組みの科学的解明から、産業界で活用さ
れるシステム開発まで、教員の研究テーマは多岐にわたり
ます。新たなモノや仕組みを創り出す先端研究に挑みます。

新たなモノや仕組みを創る
先端領域に挑む
ゼミナール・卒業研究

Point

4

学びの
ポイント

人 間 人の感性や心理を解き明かし、ユーザーに「使いやすく、心地よい」
ソフトウェアやハードウェアを提供するための方法論を学びます。

メディア 人の特性に合わせたインタフェースや、人と人をつなぐ情報環境と
してのメディアを学び、設計・実装できる力を養います。

インタラクション 人とメディアとの相互作用を含めたデザインを行い、情報技術産業
に高い付加価値を与えることができる人材を育成します。

学びのスタートは、「こんなものがこれからの世の中には必要ではない
か」「こんな仕組みや体験を創れたらおもしろいのではないか」という
「想い」です。自らが驚いたり、ワクワクしたりする感性を大切にしなが
ら、ますます進化する情報技術分野をはじめ、社会・文化の発展に幅広
く貢献できる力を身につけます。

学びの
ポイント

我 の々生活は、電力網、交通網、インターネットなどのさまざまなネット
ワークシステムに支えられています。あなたも、使う側の人から創る側
の人になりませんか？ 新しいネットワークシステム（物事のつながりや
仕組み）を、数理╳情報╳工学を駆使してデザイン（創造・企画・設計）
するための知識と技術力を養います。

エンジニアリング 電力網、交通網、インターネットなど、さまざまなネットワークシステムを
設計したり、構築するための方法論や技術を学びます。

知能数理 コンピュータやネットワークシステムを使って、さまざまなモノに人
の知能のような働きをもたせるための仕組みや原理を学びます。

コンピュータ ネットワークシステムを構築するために必要となるコンピュータについ
ての知識やプログラミング能力を養います。

学びの
ポイント

まだ誰も経験したことのないモノ・コトを世の中へ

動き続けるモノ・コトの“つながり”をとらえ
スマートな社会を創る

詳細はP29～30多様な入試制度

大学院先端数理科学研究科 詳細はP25～26

●現象数理学専攻
●先端メディアサイエンス専攻
●ネットワークデザイン専攻
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現象数理学科 Department of Mathematical Sciences Based 
on Modeling and Analysis

学 科
紹 介

現象数理学科長    河野 俊丈 
専門はトポロジーと数理物理。位相幾何学と量子論を結びつける新しい手法を開発して、
ミクロの物質科学から宇宙論まで幅広く研究している。

あらゆる複雑現象の背後にある数学的構造を抽出してモデリング。
数理のチカラで解明。新しい視点で数理科学を使いこなせる人に。

解明されていない複雑で不思議な現象に、
数学とコンピュータを駆使して迫る

最先端の研究と技術に直にふれながら、
新しい視点や方法論を開拓する力を磨く

この世の中には、身の周りの動植物の模様の多様さから生物や宇宙の進
化まで複雑で不思議な自然現象が存在します。また、交通渋滞や金融危
機などの社会問題、流行・ブームや景気変動といった社会現象など、複雑
で因果関係がわからない現象は数多く存在します。現実のそれらが一体
何物なのか、どういった仕組みなのかをとらえるためには、現象の本質をと
らえたモデル（数式）をつくり、さまざまな方法でシミュレーションし、そこか
ら導かれる数学的構造を深く理解する必要があります。
もちろん、それには数学だけでなくコンピュータの技術が必須。現実のもの
を数学的な構造に置き換え、情報を取捨選択して本質的なものを見極める
センスも必要です。さらには、物理学・化学・生物学・経済学・社会学といっ
た幅広い知識も求められます。このように、数学を現実世界の問題の理解と
解決にいかすために、現象の「モデリング技術」「コンピュータを用いたシミュ
レーション技術」「理論的な数理解析」の3つを組み合わせる学問が現象
数理学です。現象数理学科では、特に決定論的モデルを扱うための微分方
程式のカリキュラムや、確率論的モデルを扱うための統計科学のカリキュラ
ムが充実しています。実験室での実験結果やさまざまな統計データと、コン
ピュータを通じて結びつく深い数学を学ぶことで、紙と鉛筆の理論の世界だ
けではない現代に生きる新しい数学のカタチを体験することができます。

中野キャンパスには、大学の付属研究機構のひとつであり、数理科学系
では日本に4カ所しかない文部科学省の共同利用・共同研究拠点である
「明治大学先端数理科学インスティテュート（MIMS）」があり、本学科の
教員が主要構成メンバーになっています。ここで最先端の研究に取り組
む研究者から授業や研究指導を受けることができるのは大きな魅力であ
り、新しい数理科学の進展を体感することができます。学科には電子顕
微鏡や本格的な実験ができる化学実験室、最新鋭の処理能力をもつ可
視化サーバーを備えた可視化実験室、金融分野の統計データ分析のた
めの本格的な金融情報端末もあり、データサイエンスや人工知能などを
学ぶのに不可欠な統計数理科学の教育も充実しています。私たちは、
“数理のチカラ”で既存分野に新しい視点や方法論をもち込むことができ
る人材の育成を目標としています。最先端の研究や技術にふれる機会が
多いことから、在学中に国際学会で研究発表する学生もいます。卒業生
はシステム開発会社のSEや中高数学教員、大学院進学といった数理科
学系学科の標準的な進路だけではなく、金融や鉄道、アクチュアリーな
ど多種多様な場で活躍しています。受験生のみなさんには、科学の基礎
となる数学の学びを大切にするとともに、社会や自然科学分野にも好奇
心をもって取り組んでほしいと思います。
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モノ・コトが現れる理由を数学で解明する現象数理学科 Department of Mathematical Sciences Based 
on Modeling and Analysis

現象数理学科の学生たちにとって、パソコンは学びの“パートナー ”。
自分の思考を補完し、ともに研究を進めてくれる存在です。

セキュリティに関連する暗号理論では代数が必要で
す。新しい物質を設計するには幾何学が必須です。
無関係に見えても数学が科学技術を支えているの
で、基礎を疎かにはできないのです。

【関連科目】つながりの数理、代数、応用幾何、創造数理など

どうして代数や幾何を学ぶの？Q

A

現象数理学科では、情報科目の授業のみならず、数学の授業
においてもパソコンを使い、パソコンを論理的・数理的思考を
補完するパートナーとして使いこなせるよう教育を行うことが
大きな特長です。現代では、数学の研究においてもコンピュー
タの活用は不可欠であり、シミュレーションやデータ解析のみ
ならず、思考の一部として使えることが求められているからで
す。現象数理学科の学生は、入学時にMathematicaやLaTeX

といった数学にかかわるソフトウェアが導入された統一仕様の
ノートパソコン（Mac）を購入し、1年次の必修科目「プログラ
ミング演習Ⅰ・Ⅱ」をすべてそのパソコンで学びます。共通仕様
のパソコンであるため、友人との情報交換も行いやすく、授業
の合間や自宅で予習や復習ができます。また、明治大学とマイ
クロソフト社との契約により、Excel®、PowerPoint®、Word®

等も利用できるため、統計解析やプレゼンテーション、レポー
ト作成などに活用することができます。

渋滞発生メカニズムのひとつに自然渋滞があります。
数理モデルを確立・解析することで現象に潜んでいる
法則が明確になります。原理・原則の確立を目指すこ
とも科学の大切な役割です。

【関連科目】偏微分方程式と数値解析、微分方程式、応用プログ
ラミング演習、物理数学、現象数理Aなど

渋滞の解消に数学は役立つの？Q

A

単にデータ分析ソフトが使えるだけでは新しい分析の
仕組みをつくり出せませんし、誤用の可能性もあります。
分析手法の根拠となる統計学や数学の原理から学ぶ
必要があります。

【関連科目】確率・統計、数理統計学、実験データ解析演習、応
用測度論、現象数理B、確率過程など

データサイエンティストになるには
何が必要？Q

A

現象数理学科に聞いてみました 自分の思考の一部として
パソコンを使いこなす
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現象数理学科のカリキュラムと４年間の学び

授業紹介

この授業では現象数理学を支えるモデリングの理論と分析方法を学びます。たとえば、感染症
拡大の数理モデルとは何か、またデータからどのように実際の拡がりを推測できるのか、といっ
たことを理解するための数理科学やデータサイエンスの理論と方法を学びます。現象に潜む“原
理”を数理モデル化することで、現象を予測したり、制御したりすることが可能になります。コンピ
ュータを使った実戦的な解析演習が行われるのも大きな特長で、社会と自然のさまざまな現象
を解析できるようになります。数学・数理科学・データサイエンスという学問が、どのように実社
会で役立っているのかを理解し、身近な現象を自分なりに数理で考える習慣をつけていきます。

現象モデルを多様に応用できる力とセンスを磨く

色 な々現象に対して数理モデルを通して観るということを解説します。写真
は電子回路を各自つくりながらその挙動の解析を学んでいるところです。

現象のモデリングとシミュレーション

世界の理解には、理（ことわり）を見つけること、そのプロセスを味わうことが重要です。中で
も数理による理解は卓越し、広く科学・工学そして社会・人文系の分野で用いられています。
そして、中学生・高校生が数理を通じ世界を眺め、社会にかかわり人生を歩むことを応援す
ることは、今世紀の数学の教員の果たすべき大きな使命です。生徒にとって身近な現象の中
に数理を見出し理解するという体験は、味わうべき大事なプロセスです。授業では、実験工
作・社会の課題を用い基本的な手法を身につけ、将来中学校・高校の教室において中学
生・高校生を能動的に数理解決に誘える教員となることをねらいとします。

数理で世界をとらえる数学教員を養成

「実験数学教育」の仕上げとして、Complex, Unfamiliar and Non-
routine 課題を取り上げ、模擬授業を行いました。
授業協力：國學院高等学校

実験数学教育

 ［ 学科専門教育科目 ］

数理データサイエンス

現象数理の基礎

数理科学

演習・研究
総合数理ゼミナール 現象数理研究Ⅲ・Ⅳ現象数理研究Ⅰ・Ⅱ
●専門性を深め、問題発見・解決能力を育む

●数理科学と社会のつながりを読み解く
微分方程式　数学解析　数理と可視化　代数　つながりの数理　電磁気とベクトル解析　トポロジー　幾何　現象と代数　複素関数　複素関数演習　
応用複素関数　関数解析　現象数理A　数理生物学　創造数理A・B　物理数学　偏微分方程式と数値解析　応用幾何　数学史

●データの解析手法と背景にある数理構造を学ぶ
確率・統計　金融経済分析　最適化の数理　実験データ解析演習　数理統計学　多変量解析　応用測度論　機械学習の数理　計量ファイナンス　現象数理B　
確率過程　数理医学

数学やコンピュータの基
礎をその必要性とともに
学びます。物理学、化学
など関連分野の基礎や
教養科目の学びを通し
て視野を広げます。

モデリング力とシミュレー
ション技術、それらの基盤
となる数学を学びます。コ
ンピュータを用いて現象
の解明にアプローチする
ための基礎固めをします。

研究室に所属し、これま
で学んだことを応用する
力を伸ばします。数理科
学と社会のつながりを読
み解き、現象数理学へ
の理解を深めます。

４年間の集大成となる
卒業研究に取り組みま
す。専門性を深め、数
理科学と情報技術を社
会の問題解決にいかす
力を養います。

1 年次 2 年次 3 年次 4 年次

現象数理学科  Department of Mathematical Sciences Based on Modeling and Analysis
学  科
紹 介

4年次3年次2年次1年次

●現象数理学を支える基礎理論を学ぶ
数学の方法　数理リテラシー　情報処理　現象と数学　
現象のモデリングとシミュレーション　応用プログラミング演習　現象とフーリエ変換　ベクトル空間　
現象数理学実験　実験数学教育　数学教育演習

07 School of Interdisciplinary Mathematical Sciences

1 年次

2 年次

3 年次

4 年次

STUDENT VOICE 

数学の観点から社会を見るということ、文理融合の勉強ができるということに興味をもち、現象
数理学科を選びました。現在はプログラミングの基礎や微積分を中心に、経営学や心理学も
勉強しています。さまざまなことを勉強しているうちに集団行動シミュレーションという、人の動き
をシミュレーションする分野に興味をもちました。大型駅での避難経路を考えたり、ウイルスの
感染拡大の様子を見たりするものです。今後、この分野について学んでみたいと考えています。

2年次では、1年次に学んだ数学の理論をいかして、さまざまな現象を数式で表現する方法を
学んでいます。特に「微分方程式」という科目は、その名の通り微分が含まれている方程式が、
実は交通渋滞の原理を説明していたり、感染者数の推移を示していたりなど、多くの現象に応
用することを学ぶことができるため、おすすめしたい科目です。ただ授業を受けて終わりではな
く、登場した定理が現象にどう応用されるのかを考えるクセがつき、自分の成長を感じます。

現在、「数理生物学」の勉強に力を入れています。1・2年次までに学んだ数学を使って、個体数
の増加など生物が引き起こす現象を理解することを試みます。内容も非常に面白いですが、数
学がどのように社会で活用されているのかを知ることができ、中高生がよく抱く「なぜ数学を学
ぶのか」という疑問に対するひとつの答えを得ることができると思います。将来は数学の教員に
なり、数学が社会にどのように役に立っているのかを、わかりやすく、面白く伝えたいです。

4年次になると、これまでの学習内容を十分理解したうえで、卒業研究テーマを選び、課題を見
つけ、取り組むという、自ら学びを決めるという環境へと大きく変化します。さまざまな知識を急
速に吸収する必要があるため、理解できるまで図書館で勉強したり、先輩や先生方に助けてい
ただきながら乗り越えてきました。特に先輩とは距離感が近く、専門外の分野においても手厚い
サポートをしていただきました。4年間の学びをいかし、卒業後は、銀行のシステム部で働きます。

さまざまな分野を学ぶことで、興味の対象が広がりました

現象数理学科  Department of Mathematical Sciences Based on Modeling and Analysis

現象数理学科2年　竹内 さくら　東京都私立富士見高等学校卒業

数学を用いて現象を表現することに面白さを感じています

現象数理学科3年　岸上 航大　神奈川県立光陵高等学校卒業

数学と社会現象のつながりが、よく理解できるようになりました

現象数理学科4年　岩崎 諒　神奈川県立希望ケ丘高等学校卒業

自ら研究を進めるという経験を通し、大きく成長できました

現象数理学科2021年3月卒業　田中 勇輝　大阪府立高津高等学校卒業

応援団に所属しており、充実した学
生生活を送っています。

空き時間に友達と会話や勉強ができ
るラーニング・ラウンジが好きです。

この本に出会って数学が好きにな
りました。

卒業研究で用いている業種間類
似度ヒートマップ。

『数学ガール』結城 浩
SBクリエイティブ
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教員紹介

名前 研究テーマ

井倉  弓彦 特任講師
非線形現象に見られる秩序の形成機構に対する
実験的・数理的解釈

池田  幸太 准教授
反応拡散方程式系におけるパターン形成問題の
数理解析

乾  孝 治 教授
金融取引にかかわるリスク管理や価格評価に関する研究、
保険・年金のALM、資産運用技術の開発

小川  知之 教授 微分方程式の分岐理論とパターンダイナミクス

桂田  祐史 准教授 微分方程式の数値計算法の数理の研究

Ginder Elliott 教授 変分法における近似解法と数理モデリング

河野  俊丈 教授
位相幾何学の手法によるさまざまな現象の周期性と
対称性、パターンの研究

佐竹  翔平 助教
エクスパンダーグラフなど擬ランダム性をもつ
グラフの構造や構成法などに関する研究

佐藤  篤之 准教授
地球上での風の吹き方はどれぐらいあるか、という
問いに代表される、多様な図形上での点の運動の解析

佐 藤  一 特任准教授 数学教育における現実現象の教材化

末松  信彦 教授 生物・無生物の集団が形成する秩序パターン

中村  和幸 教授
自然現象・社会現象データからの知識発見・
予測手法、地球科学・生物・センサー音響情報への応用

二宮  広和 教授
非線形偏微分方程式とパターン構造解明
特に動物の模様・不整脈など生物学・医学への応用

廣瀬  善大 准教授
情報幾何学やベイズ統計学を利用した
統計的推定・予測の研究

松山  直樹 教授
アクチュアリー数理
多様なリスクを統合的に測定・制御する方法の研究

若野  友一郎 教授 生物の進化と生態の数理モデリングと解析

卒業研究テーマ例

卒業研究紹介

●経済的保険料算出原理の導出と適用限界

●微分作用素の固有値問題 

●クラドニ図形の数値解析

●列車運行データの分析と到着時間予測

●環境や感染症にかかわる時空間データ分析と政策提言

●肝臓におけるアルコール代謝の数理モデル

●働きやすい会社ランキングと財務データの関係性

●ミドリムシの電圧応答によるバンド形成

●種間競争を含む生態的公共財ゲーム

●交通流に関するミクロモデルとマクロモデルの比較

現象数理学科  Department of Mathematical Sciences Based on Modeling and Analysis
学  科
紹 介

いくつかの質問に答えると最適な金融商品の組み
合わせを答えてくれる「ロボアド」。そのコア技術で
ある資産配分法の新しいモデルに注目し、実際の株
価データを利用した分析評価に取り組みました。

〈卒業研究テーマ〉ロボットアドバイザーの研究

自発的な振動現象は1920年代のファン・デル・ポー
ル電子回路による研究に遡るが、ストレンジアトラク
ターと呼ばれる複雑なカオス挙動も電子回路研究
の中で発見されました。最近では、幾何的構造の異
なるアトラクターも提案されています。

〈卒業研究テーマ〉Chua回路における分岐現象の解析
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卒業生メッセージ

現象数理学科の卒業後の進路

■進路状況

就職者 67.0%

進学者 23.9%

その他 9.1%

■主な就職先
●Ｓｋｙ（株）
●キヤノンＩＴソリューションズ（株）
●ソフトバンク（株）
●伊藤忠テクノソリューションズ（株）
●（株）静岡銀行
●野村證券（株）

●（株）ファミリーマート
●日本水産（株）
●東日本高速道路（株）
●（株）河合塾マナビス
●神奈川県警察本部
●川崎市役所

●東京都教育委員会
●（株）ＮＴＴデータ・アイ
●（株）大和総研
●（株）日立システムズ
●（株）野村総合研究所
●ＳＣＳＫ（株）

※グラフ内のパーセンテージは四捨五入されているため、合計しても100%にならない場合があります。

■2021年度就職実績

■ 情報通信業

52.5%

18.6%

5.1%

5.1%

5.1%

現象数理学科  Department of Mathematical Sciences Based on Modeling and Analysis

大学院では、Lee-Carterモデルを拡張し、人の死亡率が死因別にどのように推移するかを研究していました。現在
は保険数理の専門職であるアクチュアリーの卵として、生命保険会社でリスク管理にかかわる仕事をしています。アク
チュアリーとは統計や金融・経済の知識を用いて企業の健全性を測ったり、適切な保険料を計算したりする職業で、
資格試験に合格する必要があります。現在の仕事に必要な基礎は学部教育で培われました。現象数理学科ではモ
デリング、シミュレーション、数学の知識・考え方を幅広く学べ、その応用範囲は自然現象から社会現象まで広範にわ
たります。数学を社会に役立てたいと考えているみなさん、ぜひ現象数理学の世界に足を踏み入れてみてください。

幼い頃から数学に興味があり、自分の知識を人に教えて感謝されることに、喜びを感じていました。人を育て、成長を
感じられる仕事に魅力を感じ、教育者の道へ。高校の数学科の教員を目指したのは、日常生活における数学の有用
性を伝えたいと思ったからです。現在は授業を中心に、学校行事や部活動にも励んでいます。在学中の学びで印象的
だった授業は、「実験数学教育」。高校生への指導では「笛」をつくり、音の仕組みから穴を開ける位置を計算するな
ど、数学的な要素を取り入れました。今後の目標は担任をもち、高校3年間の成長を支えて卒業へ導くこと。これから
入学されるみなさんには、何かひとつは「やりきった」と、自信をもって言える大学生活を送ってほしいと思います。

明治大学の付属研究機構のひとつであり、現象数理学科の教員が構成
メンバーとなっている「先端数理科学インスティテュート」は、文部科学省の
「共同利用・共同研究拠点」に認定されています。数学・数理科学分野に
おける同拠点への認定は、京都大学、九州大学に続く3例目であり、国際レ
ベルの研究拠点としての活動を通じて、現象数理学が新しい方法論を提供
し、関連研究分野の発展に大きく寄与することが期待されます。

鈴木 孝太郎  2018年 現象数理学科卒業　2020年 現象数理学専攻博士前期課程修了

有薗 一真  2020年 現象数理学科卒業　

大学での学びが、その後の研究や今の仕事につながっている

人々からの感謝を、喜びに変えられる教員を目指して

生命保険会社勤務  日本アクチュアリー会準会員

神奈川県立中央農業高等学校  教諭

共同利用・共同研究拠点に認定COLUMN

■ 金融業・
　  保険業

■ 公務

■ 製造業  3.4%

■ 教育・学習支援業■ 卸売業・小売業 

■ 運輸業・
　 郵便業  3.4%

■ その他  3.4%■  不動産業・物品賃貸業  3.4%
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先端メディアサイエンス学科 Department of Frontier Media Science
学 科
紹 介

時代や社会の変化を見据え、
模索しながら「幸せ」を実現する
未来のコンピュータのあり方を学ぶ。

生活に深く浸透する
コンピュータの多様化

「やってみなきゃわからない」。
自分でつくり、動かし、検証する学問

先端メディアサイエンス学科は、“未来のコンピュータ”（先端メディア）
のあり方を考える学科です。最近、多くの人がスマートフォンやスマー
トウォッチを身につけています。スマートスピーカーを家庭に置き「明
かりを点けて、消して」と指示したり、声で天気を調べることも一般的
になりつつあります。また、スポーツをしている自分自身を上空から
自動撮影してくれるドローンも市販されるようになりました。バラバラ
な話をしているように感じるかもしれませんが、実は、これらはすべ
て「形を変えたコンピュータ」の例です。キーボードやマウスがついて
いるわけではありませんが、タッチパネルで指の動きを認識したり、
マイクで人の声を認識したり、カメラで人の姿やジェスチャを認識し
たりしています。さまざまに形を変え私たちの生活に浸透しているの
で、それがコンピュータであることにも気づきにくくなっていますが、
身近に私たちを支える存在になっています。

未来のコンピュータである先端メディアは、どのようなかたちをもて
ば、私たちを豊かにしてくれるでしょうか？ どのような接し方（イン
タフェース）にデザインすれば、私たちを幸せにしてくれるでしょう
か？ 想像するだけでも難しいですが、科学的にそれを証明すること
まで考えると「やってみないとわからない」ですよね。本学科では、あ
ったらいいなと思うモノを実際にプロトタイプとしてつくり、実際の
生活の中で使い評価することで、その可能性を検証します。コンピュ
ータの計算性能だけなら測定するだけで済みますが、人間や社会と
のかかわり方自体が研究対象になるので、より実践的なアプローチ
をとるのがこの学問分野の特長です。時代の変化とともに新しい産
業が生まれたり、これまでの産業が変革されたりしていく中で、本学
科で4年間の学びを経た卒業生たちは多様な就職先を選択していま
す。卒業生が新産業の開拓者として、あるいは旧産業の変革者とし
て期待されているさまは、私たち教員にとっての誇りです。

先端メディアサイエンス学科長    宮下 芳明
専門はヒューマンコンピュータインタラクション、エンタテインメントコンピューティング。
人間の表現能力を拡張する研究を通じて、「表現の民主化」に取り組んでいる。
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まだ誰も経験したことのないモノ・コトを世の中へ先端メディアサイエンス学科 Department of Frontier Media Science

誰でも簡単に好みの形状や質感、機能がデザインで
きるソフトウェアの開発にあります。そのためには、コン
ピュータグラフィックスやプログラミングの知識が欠か
せません。

【関連科目】コンピュータグラフィックス基礎、映像・画像処理、
プログラミング演習など

3Dプリンタが一般家庭に
普及するためのカギは？Q

A

先端メディアサイエンス学科では、学生は1年次から研究室
（ゼミ）に仮配属され、入学直後から研究や作品制作に取り
組むことができます。こうした4年間にわたるゼミ教育の成果
は、学会発表やコンテストでの受賞として表れています。

あらゆる分野で活用され、生活や社会の基盤として定
着するでしょう。VRを用いた価値創造に必要なのは、
人間の認知や心理のメカニズムへの理解、体験をデザ
インする方法論です。

【関連科目】バーチャルリアリティ、認知科学、知覚心理学、インタ
ラクションデザインなど

バーチャルリアリティ（VR）は
この先どうなる？Q

A

膨大なデータ（ビッグデータ）を扱うための情報検索や
情報推薦の仕組み、また、スマートスピーカーのような
IoT機器の普及により、安全で使いやすいセキュリティ
技術が必要とされています。

【関連科目】情報分析と可視化、パターン認識と機械学習、ネット
ワークと情報セキュリティなど

巨大化し複雑化するインターネットに
必要なものは？Q

A

ゼミ教育は学科の大きな
特長。やりたいことに挑
戦して自分を成長させる
チャンスです。

「CGエンジニア検定エキスパート（CG-ARTS協会実施）」を最高点の成績
で合格し「文部科学大臣奨励賞」を受賞
吉田 直矢（受賞時2年生）

第26回国際学生対抗バーチャルリアリティコンテスト（IVRC2018）にて
「総合優勝」と「観客大賞」を受賞
椎名 星歩、西川 尚志、竹永 正輝、丸山 寛人、平野 祐也、
武田 雄太、渡邊 真輝、浅野 日登美、千葉 麻由（受賞時3年生）

日本バーチャルリアリティ学会第24回大会における研究発表が
「学術奨励賞（展示部門）」を受賞
【論文題目】落語初心者向けに仮想落語家体験を提供するバーチャル高座
システムの提案
湯浅 賢悟（受賞時4年生）

情報処理学会マルチメディア、分散、協調とモバイル（DICOMO2020）シンポ
ジウムにおける研究発表が「ヤングリサーチャー賞」を受賞
【論文題目】Local Differential Privacyによりプライバシーを考慮した位置
情報分布推定
堀込 光（受賞時4年生）

［ 学生の受賞例 ］

先端メディアサイエンス学科に
聞いてみました

入学直後からの実践的な
学びが大きく発展
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先端メディアサイエンス学科   Department of Frontier Media Science
学  科
紹 介

プログラミング

先端情報メディア・人間

概論・特別講義

演習・研究

情報技術

メディア
数理
システム

総合数理ゼミナール　先端メディアゼミナールⅠ・Ⅱ・Ⅲ　　　　　　　　　　　　　　 先端メディア研究Ⅰ・Ⅱ 先端メディア研究Ⅲ・Ⅳ
●技術と発想力に磨きをかける4年一貫のゼミナール教育

エンタテインメントプログラミング演習　メディアプログラミング実習　ウェブプログラミング実習
●「楽しさ」「達成感」を経験しながらプログラムの設計・開発技術を体得

●情報技術を網羅的に学ぶ
基本情報技術Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ　情報理論　コンピュータ基礎　
アルゴリズム基礎　ネットワークと情報セキュリティ　
コンテンツ・エンタテインメント産業論　ユビキタスコンピューティング

●システムとメディアを表現する仕組みを学ぶ
情報数理基礎　システム数理基礎　電気・電子回路基礎
信号解析基礎　信号処理演習　計算幾何学　計算数理
音響・音声処理　映像・画像処理

●「人」とかかわる情報メディアの最先端にアプローチ
メディア基礎実験　コンピュータグラフィックス基礎　認知科学　知覚心理学　インタラクションデザイン　情報分析と可視化　パターン認識と機械学習　バーチャルリアリティ
コンピュータビジョン　音響・音楽表現　映像・アニメーション表現　ロボット・エージェント　メディアアート・デザイン

●先端メディアが拓く時代と
　社会を知る
先端メディアサイエンス概論　
アカデミックリテラシー
先端メディアサイエンス特別講義
コンテンツ・エンタテインメント概論

先端メディアサイエンス学科のカリキュラムと４年間の学び

授業紹介

近年、AI（人工知能）が目覚ましい発展を遂げ、コンピュータが人のように物を認識したり、
判断したりできるようになってきましたが、この基礎となる方法論を勉強するのがこの授業で
す。人は、形が違う同種類の生物を同じ生物として認識できますが、これをコンピュータに行
わせるにはどのようにしたらよいか？ また、晴れて寒くて風の強い日に、ゴルフ場は混んでい
るかを予測するにはどうしたらよいか？ このように人の認識や予測などの知的能力をモデル
化したり拡張したりするための数理的手法を学びます。

人間の知能をコンピュータで実現

人が識別できるものをコンピュータで自動的に識別するには、どの
ようなデータ処理を行えばよいかを学びます。

パターン認識と機械学習

新しい製品やサービス、機能をつくっても人はそれを使ってくれないことがあります。インタラ
クションデザインでは、そうした機能を「使う」に至るように設計する手法を学びます。具体
的には人の日常的な行動を観察する手法や、プロトタイピング手法です。さらにチームでの
モノやサービスづくりを学びます。この学科では個人だけではなく、グループで発表を行う機
会もあります。社会でのほとんどの開発はチームで行うからです。グループで出たアイデアを
どうまとめていくかといった合意形成についても学び、総合的に「設計すること」を学びます。

使いやすい機能の設計手法を学ぶ

観察によって「読みかけの本を裏返して置く無意識的な行為」を発見
し、その発見からブックスタンドをデザイン提案しました。

インタラクションデザイン

 ［ 学科専門教育科目 ］

数学、情報技術や教養
科目を幅広く学びます。
1年次からのゼミ配属で
「研究」のエッセンスに
ふれます。

実習を通してプログラム
の設計・開発技術を学ぶ
とともに、先端メディアシ
ステムを扱うために必要
な数理科学や情報技術
への理解を深めます。

所属する研究室を決定
します。人とのかかわり
を考慮した先端メディア
システムの実現に向け
て、専門性を深めます。

４年間の集大成となる
卒業研究に取り組みま
す。人に精神的豊かさ
をもたらし、社会に新し
い価値を創造する先端
メディアを実現します。

1 年次 2 年次 3 年次 4 年次

4年次3年次2年次1年次
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先端メディアサイエンス学科1年　阿部 悠希　東京都立戸山高等学校卒業

先端メディアサイエンス学科2年　福井 雅弘　埼玉県さいたま市立浦和高等学校卒業

先端メディアサイエンス学科3年　中川 由貴　静岡県私立藤枝明誠高等学校卒業

先端メディアサイエンス学科4年　清海 直希　埼玉県立越谷南高等学校卒業

1 年次

2 年次

3 年次

4 年次

STUDENT VOICE 

1年次では、プログラミングや数理科学の基礎となる数学のほか、学科の先生方の研究内容につ
いても広く学ぶことができます。現在受講している「コンテンツ・エンタテインメント概論」では、メ
ディア技術の発展がコンテンツ制作にどのような影響を与えているかについて実習を交えて学べ、
受講者のプレゼンテーションを通して知見を広げることができます。コンテンツ制作がもっと身近
なものとなるよう、さまざまなメディアツールやそれを支える技術について学んでいきたいです。

２年次になると、数学やプログラミングの基礎的な知識をいかし、ウェブサイトの作成や音
響・画像処理など、より実践的な内容に取り組みます。扱うプログラミング言語の種類が増
えるので、幅広い技術が身につきます。「映像・アニメーション表現」は、作品を制作するた
めの多様な表現方法が学べる、おすすめの科目です。この学科では、先輩や友人からたく
さんの刺激を受けられます。その経験をもとに、新しいことに挑戦する力がつきました。

3年次になると、授業とは別に本格的に研究活動が始まります。研究では、インプットよりもアウト
プットが中心になるので、1・2年次で学んだことがいきてきますし、主体的に新しい分野を学ぶよ
うになりました。この学科では、1年次からのゼミ活動が充実しており、同級生はもちろん先輩方と
も一緒に活動をするので、知らないことやわからないことがあれば直接教えていただけることが
魅力です。専門知識をもった同級生も多くレベルが高いので、感化されて学習意欲が高まります。

この学科は全体に活気があり、学年を越えて研究室などで交流する機会が多くあります。研究室
の設備がとても充実しており、研究目的以外にも興味のあることを自由に試すことができるため、
さまざまなスキルが身につきました。この環境のおかげで、考えるだけでなく実際に行動をするよ
うになったことが、4年間で一番成長した点です。子供の頃にゲームを通じて体験した驚きや感
動を、提供する側になりたいという思いから、卒業後はゲーム会社でプログラマーとして働きます。

たくさんの刺激を受けながら、学びを深めています

創造的な視野が広がる環境があります

これまでの学びをいかし、研究に取り組んでいます

何事にも挑戦できる環境で、自分を成長させることができました

研究室前の廊下は色 な々研究室
の様子が見えて楽しいです。

息抜きに好きなキャラクターを3DCG
でモデリングしています。

オンライン授業で運動不足のため、
近くの公園などを走っています。

振動による錯覚を利用した、人の腕の
動きを連動させる研究をしています。
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名前 研究テーマ

阿原 一志 教授
数学（主に幾何学）に関するソフトウェアの開発
および数学教育のソフトウェア利用についての研究

荒 川  薫 教授
人の心理や感性を考慮した画像処理・音響処理、
脳波などの生体情報解析

大谷 智子 助教 能動的な観察と考察をうながすワークショップの開発

菊池 浩明 教授
マルウェア対策、内部犯行、認証技術、Fintech、loT、
個人情報の匿名加工、プライバシー保護

小 林  稔 教授
コミュニケーションやコラボレーションの仕組みの解明と、
創造的協同作業を支える技術の開発

小松 孝徳 教授
日常生活で感じた「素朴な疑問」を見つめなおすことに
よる人間とメディアとの「いい関係」の探求

斉藤 裕樹 教授
センサ、携帯端末、コンピュータが融合した
実世界メディアの新しいネットワークの研究

鹿喰 善明 教授
映像コミュニケーションを実現するための画像の分析、
効率的な圧縮・伝送、人に優しい再生・提示の研究

鈴木 正明 教授 計算機を利用した低次元トポロジーの研究

高橋 治輝 助教 ディジタル工作機器によるものづくりに関する研究

中村 聡史 教授
人の力をいかした検索技術、記憶拡張としての
ライフログ検索技術、ネタバレ防止、平均文字に関する研究

橋 本  直 准教授
視覚メディアのインタフェース、インタラクティブ
エンタテインメントのデザインに関する研究

橋本 典久 特任講師
テクノロジーを応用したシンプルで力強い
アート作品の研究および制作

福地 健太郎 教授
映像技術およびVR技術を応用した舞台美術の研究・
ゲームの面白さの研究とその応用

三武 裕玄 准教授
インタラクティブなCGキャラクタの行動動作生成、
創作手法および社会応用

宮下 芳明 教授
人間の表現能力をコンピュータで拡張（音楽・映像・
3DCGアニメーション・ゲームの制作支援、VR・AR、
3Dプリンター、味覚メディアなど）

森勢 将雅 准教授
音声・歌声情報処理、音声知覚、
音声デザインに関する研究

渡邊 恵太 准教授
新しい体験をつくるインタラクション手法や
アプリケーションの研究

先端メディアサイエンス学科   Department of Frontier Media Science
学  科
紹 介

教員紹介

卒業研究テーマ例

VR技術を用い、仮想空間の中で観客を前に落語家
体験が味わえます。仮想観客が笑ったり白けたりし
て反応することで体験者に与える心理的影響の調
査を目的としています。（2020年卒業  湯浅 賢悟）

●VRと3Dプリンターによるデザイン支援
●VRにおける剣撃の視覚効果の違いが
　ユーザの速度知覚に与える影響
●HMDに搭載されたロボットアームによる
　遭遇型触力覚提示手法の提案
●電気的筋肉刺激を用いた「ノリ」増幅手法の提案
●UAV（ドローン）を用いてデータ収集を行うセンサネットワーク
●初心者でも簡単に歌唱表現を付与できる
　歌声デザイン技術の研究開発
●リズム楽譜を対象とした難易度評価の調査と評価式の提案
●チャットボットの応答速度がユーザに与える
　影響についての心理的考察
●モラルジレンマ課題を用いてロボットに対する人間の本音を探る
●読書進行度を考慮したコミックのネタバレ防止
●客観単位を経験的な主観単位に自動変換するシステム
●気持ちボタンによる会議円滑化支援
●機械学習を用いた動画圧縮の高性能化
●数独やルービックキューブ等のパズルゲームの数理的解析
●偽装Wi-Fiアクセスポイントによる現在地情報の
　スプーフィング攻撃の脅威

〈卒業研究テーマ〉バーチャル落語体験システム

卒業研究紹介

規則的に糸を掛けていくことで幾何学模様を浮かび
上がらせることができるアートの設計を試行錯誤で
きるシステムを研究・開発しました。LEDライトで制
作手順を提示することで糸の掛け違いを防ぐなど制
作過程も支援しました。（2020年卒業  茂木 良介）

〈卒業研究テーマ〉ストリングアートの設計制作支援
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先端メディアサイエンス学科の卒業後の進路

■進路状況

■主な就職先
●ＮＥＣソリューションイノベータ（株）
●エヌ・ティ・ティ・データ・フォース（株）
●東京ガスｉネット（株）
●ソニー生命保険（株）
●日本ユニシス（株）
●ＳＣＳＫ（株）

●日本放送協会
●（株）コーエーテクモホールディングス
●（株）ディー・エヌ・エー
●（株）野村総合研究所
●（株）三菱総合研究所
●（株）三菱ＵＦＪ銀行

●ソフトバンク（株）
●大日本印刷（株）
●三菱重工業（株）
●シャープ（株）
●日本電気（株）
●日本アイ・ビー・エム（株）

■2021年度就職実績

就職者 56.7%

進学者 37.5%

その他 5.8%

卒業生メッセージ

自己推薦特別入試では、プログラミングで作成したオリジナル作品のプレゼンを課します。大学入学前
から高いプログラミング能力を有し、何かを創り上げた経験のある人は、入学後、授業だけでなく、学
会やコンテストなど学外の活動においても活躍しています。プログラミングが好きで好きでたまらない
人、プログラミングで独自に作品をつくった経験がある人はぜひトライしてください。

プログラミングに自信のある人はぜひ自己推薦特別入学試験へCOLUMN

現在、セキュリティエンジニアとして働いています。さまざまな角度から物事を考え、客観的に評価や検証を行うことは、
研究のプロセスと似ています。検証がうまくいかない場合には、失敗した原因を追究し、繰り返し試行することが必要で
すが、それをあまり苦に感じないのは「まず手を動かす」ということを学生時代によく指導いただいたおかげです。学部と
大学院の一番の違いは、研究活動が主になることです。学部の早い時点からゼミでの活動が活発に行われますが、大
学院からはより研究者としての活動が多くなりました。私はこの環境、先生方のおかげで学部、大学院ともにとても楽し
く過ごすことができました。学生時代は苦労も多いと思いますが、みなさんが「楽しい」と思えるものを見つけてください。

ITベンチャー企業で働く日 の々中、人 に々喜んでいただけるサービスを、“自らつくりたい”という思いが強くなり起業
を決意。今は抹茶専門ブランド「千休」の代表として商品開発からマーケティング、店舗展開などすべてを行っていま
す。在学中は、「どうやったら人が使いやすくなるのか」「どう魅せたら人は驚き感動するのか」など見た目や機能的
な部分のデザインについて学びました。また、論文の執筆・学会での発表を通して、論理的に思考する癖が身につき
ました。大学生活は勉強することも遊ぶことも自由です。色 な々ことに挑戦し、自分の好き嫌い・得意不得意を見つ
けることで自分が何をしたら力が発揮できるかが理解できます。本学科はそんな体験ができる絶好の場所です。

山田 道洋  2017年 先端メディアサイエンス学科卒業　2019年 先端メディアサイエンス専攻博士前期課程修了

久保田 夏美  2018年 先端メディアサイエンス学科卒業　

学生時代の研究活動が、今の仕事にもいきている

色 な々体験をし、自分を知ることが大事

日本電気株式会社  サイバーセキュリティ戦略本部  セキュリティエンジニア

株式会社千休  代表取締役

59.3%

10.2%

5.1%

■ 情報通信業

■ その他

■  学術研究・ 
専門・技術 
サービス業 
8.5%  

■ 製造業  

■  教育・学習支援業  
1.7% ■ 不動産業・物品賃貸業  1.7%

■ 公務  1.7%

※グラフ内のパーセンテージは四捨五入されているため、合計しても100%にならない場合があります。

■  金融業・ 
保険業   
8.5%

■  生活関連 
サービス業・ 
娯楽業  3.4%
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ネットワークデザイン学科 Department of Network Design
学 科
紹 介

日々変化する現代社会で
いきたネットワークを構築し
新たな時代の創造を目指す。

IoT×AI×再生可能エネルギーをコンセプトに
ネットワークを工学的にアプローチする

最先端の学問を横断的に学び、
持続可能な社会をリードする人材へ

現代の情報社会では、スマートフォンとクラウド基盤（大規模なデータセン
ター）を活用して、どこにいても情報検索やデータ共有が可能になりまし
た。これからの社会では、IoT（ Internet of Things）の進展により、すべて
の人とモノがつながり、知識や情報を共有して新たな付加価値を生み出
し、世の中のさまざまな課題を解決していくことが求められています。ス
マートフォンから得られる行動履歴、センサデータ、SNSデータは日々蓄積
されており、これらのビッグデータを利活用するには、機械学習をはじめと
するAI（人工知能）による解析が不可欠です。また、IoTとAIの活用は、身
近なIoT家電、ロボット、自動運転車に留まらず、再生可能エネルギーの最
適制御にまで及んでおり、持続可能な社会に貢献するものと思われます。
ネットワークデザイン学科は、ネットワークシステムを創造（デザイン）する
ための学問を扱っており、通信理論や制御工学などの「工学基礎」、高性
能計算を実現する「情報工学」、モデル化のための「数理工学」をバラン
スよく学ぶことのできる、工学系の学科です。

ネットワークデザイン学科では、世の中に存在するネットワークを理解し、
ネットワークを取り巻く諸問題を解決する能力を身につけるため、情報
ネットワーク、センサネットワーク、エネルギーネットワークを基礎から学び
ます。次に、知能数理、データサイエンスなどのAI技術を学び、システム
開発プログラミング、並列分散処理を通して、機械学習に必須の計算基
盤を活用する情報技術を修得します。加えて、ロボット、再生可能エネル
ギー、バイオインフォマティクスといったネットワーク応用技術を学ぶこと
により、多彩な学問分野を横断的に理解することができます。また、1年
次からのゼミ科目を通して、最先端の学問分野を教員と近い距離感で
学べるカリキュラムが組まれていますので、実社会のネットワークシステム
における問題解決のための基礎的素養を身につけることも可能です。本
学科では、理系のネットワーク関連分野を網羅的に学べますので、自分
に向いている興味ある研究テーマを見つけられるでしょう。早期から高
度な研究にふれられる環境で、ネットワークの専門家に求められる技術
を養えることも本学科ならではの特長です。「超スマート社会」や「持続
可能な社会」の実現に向けた技術革新をリードする人材が生まれること
を願っています。

ネットワークデザイン学科長    吉田 明正
専門分野は並列分散コンピューティング。
マルチコア/GPUによる高性能計算、機械学習の並列処理を研究している。
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動き続けるモノ・コトの“つながり”をとらえスマートな社会を創るネットワークデザイン学科 Department of Network Design

膨大なデータを使ってコンピュータを学習させる機械
学習、その中でも深層学習が注目を集めていますが、
ほかにも最適化や統計科学に関連する多くの技術を
学ぶ必要があります。

【関連科目】知能数理概論、データサイエンス、最適化システム、
予測システム、不確定性の数理など

最新の人工知能をつくるためには
何を学ぶ必要があるの？Q

A

ネットワークデザイン学科では、1年次で総合数理ゼミナール、
2年次でネットワークデザインゼミナールを開講しています。総合
数理ゼミナールでは、工学技術者として身につけておくべき文
献等の調査方法や論
文執筆のための基本
事項を学びます。ネッ
トワークデザインゼミ
ナールでは、数名の教
員の研究室をまわって、
それぞれの研究室でミ
ニ研究を体験します。

3・4年次に取り組む卒業研究のテーマは、環境エネルギー、
情報通信、ビジネスなどの非常に多様な分野の中から選ぶこ
とができます。研究室へは3年次の春学期から配属になり、
1・2年次の授業やゼ
ミナールで学び得た
「数理×情報×工学」
の知識・技術をいかし
て研究を進めていきま
す。4年間の成果は、
卒業研究発表会で報
告します。

インターネットはスマホで写真や動画を見たりするだけ
でなく、家電、センサー、車、ロボットなどあらゆるモノ
をつなげます。IoTは未来社会をデザインするための基
盤技術です。

【関連科目】プログラミング演習、情報ネットワーク基礎、
センサネットワーク基礎、無線通信、ロボット・システムデザインなど

IoT（Internet of Things：
モノのインターネット）って何ですか？Q

A

スーパーコンピュータやクラウドサーバーには、マルチ
コアCPUやGPUが大量に搭載されており、複数の計
算を同時に行う並列分散処理技術により高速化が
実現されています。

【関連科目】並列分散処理、コンピュータアーキテクチャ、
システム開発プログラミング、データ解析プログラミング、データベースなど

最新のコンピュータを高速化させる
技術にはどんなものがあるの？Q

A

ネットワークデザイン学科に
聞いてみました 1・2 年次のゼミ教育で

専門分野の学習に向けた基礎をつくる

３・４年次の卒業研究は
研究テーマの多様性が魅力
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ネットワークデザイン学科   Department of Network Design
学  科
紹 介

ネットワーク
デザイン基礎

工学基礎

情報工学

数理工学

ネットワークデザイン

演習・研究

●ネットワークの概念について理解を深め基礎力を養う
情報ネットワーク基礎　センサネットワーク基礎
エネルギーネットワーク基礎　 データ分析基礎
生体分子基礎　ネットワークデザイン実験基礎
フィールドスタディ

通信理論　電気回路Ⅰ・Ⅱ　電子回路　制御工学　信号処理　無線通信

コンピュータリテラシー　コンピュータアーキテクチャ　システム開発プログラミング　データ解析プログラミング　
並列分散処理　データベース　メディアコンピューティング

●工学技術を学ぶ

●情報技術を学ぶ

●工学技術の基礎や背景を支える数理を学ぶ
ネットワーク理論　最適化の数理　知能数理概論　微分方程式と線形システム
データサイエンス　生体ネットワーク理論　予測システム　最適化システム　
意思決定の数理　不確定性の数理　生物科学

●ネットワークの発展の過程と考えを理解し、現実的で複雑な問題にアプローチする
生体システムデザイン　マーケティング　ネットワークデザイン実験　エネルギーネットワーク　再生可能エネルギー　情報ネットワーク
ネットワークセキュリティ　e-コマース　ロボット・システムデザイン　バイオインフォマティクス　ネットワークデザイン特別講義Ａ・Ｂ

総合数理ゼミナール　　　　　　　　　　   ネットワークデザインゼミナール　　　　　   ネットワークデザイン研究Ⅰ・Ⅱ ネットワークデザイン研究Ⅲ・Ⅳ
●専門性を深め、問題発見・解決能力を育む

ネットワークデザイン学科のカリキュラムと４年間の学び

授業紹介

夏休みの４日間を利用して東京近郊の企業を訪問します。明治大学出身の先輩が、訪問企
業の概要や会社でどのような仕事をしているかを説明してくれます。また、仕事をしている職
場を見学し、時には写真でしか見たことのない製品を直接見ることができます。この授業は、
先輩から大学生活で大切なことのアドバイスを受けることができるだけでなく、自分の将来
の姿や職業を考える良い機会になります。

最前線で活躍する先輩方に学ぶ

電力会社の訓練センターでは、停電の復旧訓練の見学を通して仕事
の一部を理解することができました。

フィールドスタディ

学科の授業ではさまざまな分野について学び、その内容は卒業研究へと発展していきま
す。卒業研究では、研究計画の立案、研究の遂行、研究成果の考察などのプロセスを経
て研究が完成し、卒業論文を執筆します。本授業では、このような一連のプロセスを学ぶ
ための手段として、基礎的な物理学実験を行います。実験では、波動、単振り子、電気回
路や光の実験を行い、実験結果を考察しレポートにまとめることを通じて、卒業研究を行
うための基礎を身につけます。本授業で獲得した能力は社会に出てから求められる能力
の基礎となるものです。

社会に出てから求められる能力の基礎を身につける

光の実験では、光の性質を理論的に考察した後、実験を行って、理
論と実験結果の比較検討、実験結果の考察を行います。

ネットワークデザイン実験基礎

 ［ 学科専門教育科目 ］

数学やコンピュータ、物
理学などの基礎科目を
学ぶとともに、ゼミや企
業見学により、社会のさ
まざまなネットワークに
ふれます。

講義と演習による学習
を通して工学的にネット
ワークを理解するととも
に、コンピュータを用いた
シミュレーション実習を
行います。

所属する研究室を決定
します。ネットワークシス
テムについて深く理解す
るとともに社会への応用
を考えます。

卒業研究に取り組みます。
環境エネルギー、ビジネ
ス工学からライフサポート
までさまざまな分野でいか
されるネットワークシステ
ムの実現を目指します。

1 年次 2 年次 3 年次 4 年次

4年次3年次2年次1年次
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ネットワークデザイン学科1年　船田 眞帆　神奈川県私立日本大学高等学校卒業

ネットワークデザイン学科2年　岩﨑 俊介　千葉県私立日本大学習志野高等学校卒業

ネットワークデザイン学科3年　須藤 真由　東京都私立明治大学付属明治高等学校卒業

ネットワークデザイン学科4年　山崎 天翔　東京都立小金井北高等学校卒業

1 年次

2 年次

3 年次

4 年次

STUDENT VOICE 

情報技術や情報工学だけでなく、通信技術や生体分子など多岐にわたる分野を学び、知識を身に
つけることができるため、この学科を選びました。1年次では、線形代数やプログラミングなど、今
後必要になる知識や技術の基礎を固めます。プログラミングは未経験でしたが、先生や友人に助け
られながらしっかりと基礎を学ぶことができました。さまざまな分野の先生のお話を聞き、入学前よ
りも興味の対象が広がりました。今後もたくさんの知識にふれ、進みたい分野を見つけたいです。

2年次からの講義は専門的な内容になるので、今後学びたいことや研究したいことを見つける良い機
会になります。3年次から配属される、研究室での勉強に必要となる知識や技術について学ぶ講義も
あります。大学では、高校までとは違う全く新しいことを学ぶため、勉強の仕方に悩んだり、内容が理
解できなかったりすることが多 あ々ります。担当の先生や学習支援コーナーのTA（Teaching Assistant）
の方に質問をしますが、優しく対応してくださるため、理解が深まり、勉強効率が上がります。

3年次になると必修の授業がほとんどなくなるため、授業の取り方の幅が広くなったと感じて
います。興味のある分野を中心に学ぶことができるため、同じ学科の学生でも履修する授業
は個人によってさまざまです。その分、授業の内容は専門的になります。今は、バイオインフォ
マティクスの勉強に力を入れています。学べる内容の幅が広いことはこの学科の魅力で、勉
強していることについて友人と話していると、新たな発見があり、刺激を得ることができます。

研究活動が本格的になり、夏休み中も国際会議に向けて研究を進め、論文を書きました。通信×
機械学習にスポットを当て、5Gにも利用されている電波の受信電力を、機械学習を使って予測す
る研究をしています。低学年次に学んだ基礎的な知識をアウトプットすることが大半になりますが、
蓄えた知識をいかせる瞬間は楽しいと感じます。この4年間でさまざまなレポートやプレゼンテー
ションが課され、取り組んできたことで、スピーチする力や論理立てて説明する力がつきました。

色々な分野に興味が広がり、学びを深めていきたいです

疑問点があっても必ず解消し、知識を身につけています

幅広い学びを通して、新たな気づきが得られます

基礎知識の大切さを実感しながら、研究に取り組んでいます

休みの日には好きなお菓子づくり
をしています。

解決できない疑問点があると学習
支援コーナーに質問に行きます。

体育同好会連合会 杖道部の主将
を務めています。

卒業後は大学院に進学し、通信
についてさらに研究を進めます。
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ネットワークデザイン学科   Department of Network Design
学  科
紹 介

教員紹介

名前 研究テーマ

秋岡 明香 教授
アプリケーションや解析処理をより高速かつ大規模に
実行できる計算環境の構築を目指した研究

内古閑 伸之 特任准教授
生体高分子間相互作用メカニズムによる
生命システムの理解

浦野 昌一 准教授
先進的エネルギーネットワークの最適化、
高度化の研究

大野 光平 准教授
より速い、より賢い、より信頼性の高い
ワイヤレスネットワークの実現に向けた研究

櫻井 義尚 教授
ビッグデータに基づいた予測・学習により人間と
協調して仕事を支援する「気が利くコンピュータ」の開発

佐々木 貴規 准教授
生体分子のネットワーク予測、
生体分子の機能・構造解析

田 村  滋 教授
再生可能エネルギー・電力貯蔵設備を有効活用した
CO2フリーのエネルギーネットワークの研究

中田 洋平 准教授
確率を用いるアプローチによる機械学習手法や
データ分析手法の高度化、およびその実用に関する研究

福山 良和 教授
脱炭素社会を実現するスマートシティのモデル化および
効率化計画・制御・データ分析に関する研究

前野 義晴 特任教授
パンデミックや金融危機を引き起こす社会経済の
複雑なつながりを読み解くデータ分析と理論の研究

森  啓 之 教授 スマートグリッドへの深層学習、進化的計算の応用

森岡 一幸 教授
移動ロボットの自律走行、センサネットワーク、
インテリジェントスペース

吉田 明正 教授
マルチコアプロセッサの並列ソフトウェア、並列化コンパイラ、
スマートフォンのアプリ高速化の研究

笠  史 郎 教授
コヒーレント光通信システム、光無線通信システム、
後方散乱光測定

卒業研究テーマ例

本研究では最大電力負荷予測のためのデータ駆動型ニューラ
ルネットのGRBFNの２段階化手法を提案した（Fig. 1参照）。
さらに、性能改善のため提案モデルに前処理クラスタリング
と進化的計算を導入した。（2022年卒業　三輪陸人）

細胞内の遺伝子ネットワークは、がん化に伴い大きく
変化します。本研究では、がん細胞内の遺伝子ネット
ワークを予測し、さらに各遺伝子がどの程度密接な
関係をつくり、がん化機能に寄与しているかをコンピ
ュータで解析しました。（2021年卒業　地引芳乃）

〈卒業研究テーマ〉がん細胞内での遺伝子制御関係の予測

〈卒業研究テーマ〉

●系統故障時の大規模データ解析
●中野キャンパスの地産地消
●スマートコミュニティモデル化と
　コミュニティ全体最適化
●先端的ニューラルネットワークの
　再生可能エネルギー予測への応用
●並列分散処理・大規模データ解析
●マーケティング調査支援アプリ
●マルチコア用並列ソフトウェアと並列化コンパイラ
●複数の無線システム利用時における周波数共有技術
●SDN（Software-Defined Network）技術を用いた
　ネットワークデザイン
●生体分子の相互作用メカニズム調査
●移動ロボットの自律走行システム
●ポスターデザインやアパレル製品などに対する
　画像処理技術の応用

卒業研究紹介

Fig. 1 Structure of Two-staged GRBFN

前処理付き2段階一般化ラジアル基底関数
ネットワークを用いた短期電力負荷予測
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ネットワークデザイン学科の卒業後の進路

■進路状況

■主な就職先
●富士通（株）
●日本電気（株）
●東京エレクトロン（株）
●ソニーグループ（株）
●（株）電通デジタル
●富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株）

●Ｓｋｙ（株）
●（株）大塚商会
●日本生命保険（相）
●東京海上日動火災保険（株）
●三菱ＵＦＪトラストシステム（株）
●花王（株）

●東日本電信電話（株）
●（株）ＮＴＴデータ・アイ
●エヌ・ティ・ティ・コムウェア（株）
●ＫＤＤＩ（株）
●（株）日立製作所
●（株）日立パワーソリューションズ

■2021年度就職実績

就職者 57.8%

進学者 37.8%

その他 4.4%

■ 卸売業・小売業  1.9% ■ 教育・学習支援業  1.9% 

卒業生メッセージ

動画をインターネットで使用することが多くなり、Wi-Fiだけではネットワークはパンク寸前で
す。そこで、LED照明の光を用いて動画などを伝送するLi-Fi技術が注目されています。将来の
ネットワークでは、たとえば動画だけを自動的にLi-Fiに導き、電話やメールなどの通信はWi-Fi

を通すなどのことが可能になります。みなさんも究極のネットワークをつくってみませんか？

LED照明を用いて動画を
伝送する究極のネットワークデザイン研究COLUMN

時間をかけてじっくり研究と向き合いたいと考えたため、また、就職活動において有利になると感じたため、大学3年次
の春学期に大学院進学を決めました。現在は、マルチコアプロセッサ上でAES暗号化処理の高速化を目的とした、並
列分散コンピューティングの研究を行っています。大学院での研究や授業では、主体性をもって自主的に取り組む姿勢
がより一層求められるようになったと感じています。大学院修了後は企業に就職します。研究に精一杯取り組むととも
に、社会に出ても恥ずかしくない人間になれるよう成長したいです。ネットワークデザイン学科は、さまざまな専門分野
の教員が揃っており、興味をもったことについて深く学ぶことができるため、満足のいく学生生活を送ることができます。

電気の専門知識をいかせるインフラの業界を目指してJR東日本へ。すでに活躍されている明治大学OBの親身な対
応を通じて、社員を大切にする企業だと確信できたことが決め手になりました。現在は、主に駅や電車に電気を送る
設備のメンテナンスに携わっています。台風等の災害で停電するとその社会的影響力の大きさに驚きますが、その分、
安定した電気を供給し、安全で安定した輸送に貢献できることがやりがいになっています。在学中は、AIを用いて、再
生可能エネルギー発電を行っている地域における停電を起きにくくする研究に取り組みました。大学は高校と違い、
学びたいことを自ら選ぶ場所。これから入学されるみなさんも、将来の自身の姿を描き、何にでも挑戦してください。

小梁川 龍  2020年 ネットワークデザイン学科卒業

岡田 真那美  2017年 ネットワークデザイン学科卒業　2019年  ネットワークデザイン専攻博士前期課程修了

研究と向き合う時間が増え、専門性を高めることができる

専門分野で、“人 の々あたりまえ”を支えていきたい

大学院先端数理科学研究科  ネットワークデザイン専攻 博士前期課程2年

東日本旅客鉄道株式会社  大宮支社勤務

51.9%

15.4%

7.7%

9.6%
■ 情報通信業

■  学術研究・ 
専門・技術 
サービス業 ■ 製造業

■ その他■  建設業  1.9%

■  金融業・ 
保険業 
7.7%

■  電気・ガス・ 
熱供給・水道業   
1.9%

※グラフ内のパーセンテージは四捨五入されているため、合計しても100%にならない場合があります。
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学部共通科目　外国語教育・国際交流

4年次3年次2年次1年次

英語
総
合
教
育
科
目

基
礎
教
育
科
目 情報
基礎

English ⅠA・ⅠB・ⅠC・ⅠD

プログラミング演習 Ⅰ・Ⅱ

English ⅡA・ⅡB
English Test PreparationⅠ・Ⅱ

プログラミング演習Ⅲ・Ⅳ
アルゴリズム論
コンピュータ基礎
論理とディジタル回路
技術・情報倫理　知的財産

English ⅢA・ⅢB

数理
基礎

総合数理概論　微積分Ⅰ・Ⅱ
微積分演習　線形代数Ⅰ・Ⅱ
線形代数Ⅰ演習・Ⅱ演習
数学基礎演習　統計学入門
物理学Ⅰ・Ⅱ　化学入門

多変量解析基礎
物理学 Ⅲ
生物学入門

教養

哲学A・B
科学哲学A・B 
芸術史A・B
言語学
日本語表現

歴史学A・B
考古学A・B
地理学A・B
日本国憲法
政治学A・B

経済学A・B
経営学A・B
社会学A・B
心理学A・B
情報と職業

社会と数学
社会調査法
情報技術概論
環境とエネルギー
スポーツ・健康科学

スポーツ実習A~E
総合数理テーマ講座
全学共通総合講座

学部共通科目 健全な社会常識を養い、豊かな人間性を育む

学部間共通外国語科目

学部の枠を越えて開講されている外国語科目です。4キャンパ
スで約160のクラスがあり、英語・ドイツ語・フランス語をは
じめ、さまざまな外国語を学ぶことができます。

短期海外研修

夏季・春季休業中を利用した、約4週間の海外研修です。語
学力だけでなく、多文化への理解力や対応力を向上させ、グ
ローバルな視点を身につけるチャンスです。

協定留学

明治大学と協定を結んでいる高等教育機関などへの留学です。
学内での選考があり、留学するための手続きは大学を通して行
います。

認定留学

世界中の大学・高等教育機関などから、学生が自由に留学先を
選ぶ留学です。出願手続きはすべて学生自身が行い、受け入れ
先の入学許可を得た後、明治大学の許可を受けて留学します。

総合教育科目

グローバル社会で必要とされる英語力と今後の知識基盤社会
を支える人材に求められる教養を養います。

基礎教育科目

各学科専門科目の学びの土台となる数理科学と情報技術の基
礎的素養を徹底して養います。数学の基礎科目は、高等学校
等における学習範囲を含んで学ぶ基礎クラスを設け、学習到達
度に応じた教育を行っています。

外国語教育・国際交流 グローバルに視野を広げ、
多文化への理解を深める

English Communication・ドイツ語会話・フランス語会話・中国語会話

資格英語・資格ドイツ語・資格フランス語・資格中国語

ロシア語・ロシア語会話・スペイン語・スペイン語会話・韓国語・
イタリア語・アラビア語

古典ギリシア語・ラテン語

Intercultural Communication（English）
国際理解講座（ドイツ語圏・フランス語圏・中国語圏）

教員紹介

Elwood
James Andrew 教授

Technology use in English 
education,psychometric 
measurement.

研究テーマ

河野 円 教授

第二言語習得、バイリンガリズム、
English for Specific 
Purposes

研究テーマ

柴﨑 礼士郎 教授

会話をはじめとするさまざまなジャンル
における言語使用の研究、
定型表現の史的発達、言語と認知など

研究テーマ
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明治大学では、「就職キャリア支援センター」において、学生のみなさんに能力や特性をいかすことのできる
進路や職業を選択してもらうための支援を行っています。具体的には、個人・グループへの就職・進路相談、
就職筆記試験や面接対策講座、業界研究・企業研究など、多くの講座やセミナーなどを開催しています。

総合数理学部では、所定の教職課程を履修することで、右記のよ
うな教員免許状を取得することが可能です。教員免許状を取得
するためには、卒業のための科目のほかに、多くの教職科目を履修
する必要がありますが、専門的な資格を取得することは、将来の糧
となるだけでなく、在学中の学びの大きな励みにもなります。

学 科 取得できる教員免許状

現象数理学科 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）

先端メディアサイエンス学科 高等学校教諭一種免許状（情報）

ネットワークデザイン学科 高等学校教諭一種免許状（情報）

4年間のキャリアデザイン

キャリア形成 ひとりひとりの「個」に合わせた
キャリアデザインを徹底的にサポート

資格取得（教職課程） 資格という「強み」

キャリア形成　資格取得

1・2年次 4年次 卒 業3年次

キャリア形成
学業　課外活動　
キャリア相談　
インターンシップ
キャリア手帳配布

就職活動手帳配布
自己分析・自己理解 業界研究
インターンシップ
企業・団体研究 各種選考対策 企業・団体にエントリー

会社説明会参加

エントリーシート記入および提出

筆記試験・面接

選考・内々定

就職活動

4月 キャリアデザインガイダンス
 インターンシップガイダンス
5月 公務員ガイダンス
5-7月 インターンシップ事前研修
5-12月 企業協力PBL【課題解決型】講座
8月 ALL MEIJIインターンシップ
10月 公務員ガイダンス

業界・仕事研究セミナー

10-12月 ES対策講座
 業界・仕事研究セミナー
10-1月 就職活動体験報告会
10-2月 OBOG懇談会
11月 BtoB企業研究セミナー
 筆記試験対策講座
11-1月 グループディスカッション実践講座
12月 女子学生のためのキャリア準備セミナー
 企業見学会
 U・Iターン講座
12-1月 コンピテンシー診断
1月 就活直前対策講座
1-2月 業界研究会
 企業人講師による模擬面接会
1-3月 オンライン交流会

4月 進路・就職ガイダンス
 インターンシップガイダンス
 自己分析講座
5月 コンピテンシー診断
 ES対策講座
 筆記試験対策講座
 選考対策講座
 四大学合同理系OBOG仕事セミナー
 公務員ガイダンス
5-7月 インターンシップ事前研修
6月 WEBテスト説明会
 インターンシップ学内合同企業セミナー
6-7月 グループディスカッション実践講座
 模擬集団面接講座
7月 ビジネスマナー講座
8月 ALL MEIJIインターンシップ
10月 進路・就職ガイダンス
 自己分析実践セミナー
 業界・企業研究のための基礎知識講座【理系編】
 自己PRチェックセミナー

6月 納得就活ガイダンス
6-3月 学内採用説明会・選考会【随時開催】

※過去に実施した行事の一例
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先端数理科学研究科の修了後の進路

大学院案内

大学院先端数理科学研究科
現象数理学専攻
先端メディアサイエンス専攻
ネットワークデザイン専攻

大学院博士前期課程２年間は研究中心。
たった２年でも学部の４年間とは全く違う経験がある。
研究中心の学びの２年間が、２０年後の未来を見通せる力となる。

「この2年間はその後の20年に強い」

先端数理科学研究科は、社会現象や経済活動などの自然や社会における複雑な現象を解明する現象数理学専攻、人の感性や心理を表す数理
モデルの構築とそれらを考慮した先端メディアシステムおよびヒューマンインタフェースをデザインする先端メディアサイエンス専攻、そして、
これらの新しい社会ニーズに対応して、その社会基盤を支える高度かつ柔軟なネットワークシステムの立案と構築を目指すネットワークデザイ
ン専攻で構成しています。互いの研究教育効果を連携させて、現代社会の諸問題に対処して国際的に活躍できる人材を育成します。

中野キャンパスで3専攻を展開

先端数理科学
研究科

総合数理学部

現象数理学
専攻

現象数理
学科

修士
博士

●博士前期課程 20名
●博士後期課程 5名

（数理科学、
 統計科学）

2011年開設
2017年定員拡充

定員

取得可能な学位

先端メディアサイエンス
専攻

先端メディアサイエンス
学科

修士
博士

●博士前期課程 45名
●博士後期課程 6名

（理学、工学、
 数理科学）

2017年開設

定員

取得可能な学位

ネットワークデザイン
専攻

ネットワークデザイン
学科

修士
博士

●博士前期課程 36名
●博士後期課程 3名

（理学、工学）

2017年開設

定員

取得可能な学位

■進路状況

■主な就職先
●（株）豊田自動織機
●パナソニック（株）
●凸版印刷（株）
●本田技研工業（株）
●東京電力ホールディングス（株）
●（株）テクノプロ

●（株）メイテック
●日本貨物航空（株）
●ソニー（株）
●（株）日本総合研究所
●チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド
●東海大学付属高輪台高等学校・中等部

●（株）日立アドバンストシステムズ
●ＪＣＯＭ（株）
●ＮＥＣソリューションイノベータ（株）
●ＳＣＳＫ（株）
●エヌ・ティ・ティ・コムウェア（株）
●ヤフー（株）

■2021年度就職実績

就職者 89.7%

進学者 6.9%

その他 3.4%

40.4%

25.0%

5.8%

7.7% ■ 情報通信業

■ 製造業

■ その他  11.5% ■  金融業・保険業   
1.9%

■  電気・ガス・ 
熱供給・水道業 

■  教育・学習支援業   
3.8%

※グラフ内のパーセンテージは四捨五入されているため、合計しても100%にならない場合があります。

■ 卸売業・小売業  1.9%
■  運輸業・郵便業   

1.9%

■ 学術研究・専門・
　 技術サービス業
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モデリング
実世界 数学

現象の数理モデル

経済現象

自然現象
生物現象

集団現象

数理解析
シミュレーション

知覚・知能現象

最適化

現象の理解

現象の制御技術
現象の予測技術

複雑な諸現象

問題解決
環境改善
ものづくり

社会へ貢献する現象数理学

社会へ貢献する現象数理学

現象数理学専攻では、高度で幅広い数学的素養を身につけ、社会に広く
貢献でき、国際的に活躍できる人材を養成します。このため、諸現象の本
質を抽出した数理モデルの構築を柱とする現象数理学の教育研究を行い
ます。
本専攻の教育研究領域は、自然、社会、生物などに現れる複雑現象、特に
支配方程式の確立されていない現象の数理的解明です。そのためのモデ
リングに関する基礎および数理解析技術の修得を目指します。
修了後の進路としては、職種では、研究職、中・高数学教員、SE（システ
ム・エンジニア）、データサイエンティスト、アクチュアリーなど、業種で
は、医療、金融、保険、シンクタンク、エネルギー商社、コンサルティング、 
IT、通信などが挙げられます。

現象数理学専攻

先端メディアサイエンス専攻では、数理科学、コンピュータ、人間につい
て個々の専門的知識や技術とともに、これらを横断的に取り扱うことがで
きる能力を身につけます。このため、数理科学に重点を置きながら「人間
系」「コンピュータ系」「インタラクション系」を３つの柱とし、従来の理論
分野の枠を越えて、社会と人間、異文化との交流等の広い視野を身につ
け、自在に独創的なメディアを設計して実現する実践力を修得していきま
す。また、本専攻では全員が参加する「先端メディアコロキウム」を開講
し、大学院生が主体的にそれぞれの研究進捗を学内外の専門家に正確に
伝え、議論を行い助言を得る機会をつくります。
修了後の進路としては、IT企業、通信企業、製造業、情報サービス業、ゲー
ム・エンタテインメント業、ディジタルコンテンツ業などが挙げられます。

先端メディアサイエンス専攻

ネットワークデザイン専攻では、工学に留まらずビジネスや社会に関連し
たネットワークを総合的につくり上げることをネットワークデザインとし
てとらえ、ネットワークを効果的に構築する技術者を育成することを目的
としています。本専攻の教育研究領域は、環境エネルギー系（スマートシ
ティ、スマートグリッド、グリーンコンピューティング）、ビジネス工学系
（ビジネスに関連するデータの解析とネットワーク応用）、ライフサポート
系（アンビエント社会、ネットワークロボット、生命に関するネットワーク
応用）の３つから構成されます。
修了後の進路としては、製造業の開発・設計技術者、サービス業のシステ
ム管理技術者、ICT業界のソフトウェア技術者、情報分析系のデータサイ
エンティストなどが挙げられます。

ネットワークデザイン専攻

人と技術が調和する幸福な文化社会の形成

持続可能な社会のためのネットワーク応用

人間系

環境エネルギー系

インタラクション系

ビジネス工学系

コンピュータ系

ライフサポート系

認知工学
感性情報処理
アート・デザイン

スマートシティ
スマートグリッド
グリーンコンピューティング

人間中心設計
対話メディア
コラボレーション技術

大規模データベース
機械学習
深層学習応用

音楽情報処理
情報セキュリティ
コンピュータ
グラフィックス

ロボット
ワイヤレスシステム
バイオインフォマティクス
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「国際化、先端研究、社会連携の拠点」として2013年4月に誕生した中野キャンパスでは、
国際日本学部と総合数理学部の2学部と複数の大学院研究科および研究機関が教育研究活動を展開しています。

ラウンジ・交流

研究室エリア

教室エリア

教室エリア

管理エリア

学生サービス

アトリウム

ラウンジ・交流

学生サービス
ラウンジ・交流ラウンジ・交流

高層棟

低層棟

5階
4階
3階
2階
1階

14階
13階
12階
11階
10階
9階
8階
7階
6階
5階
4階
3階
2階
1階

B1階

ホール
学生相談室／会議室
事務室／講師控室／診療所
中野図書館
学生食堂／売店

ファカルティラウンジ／研究室
ラウンジ／研究室
研究室／実験室
研究室／実験室
研究室／実験室

ラウンジ／研究室／実験室
MIMS／研究室／実験室

ラウンジ／研究室／実験室

クロスフィールドラウンジ
プレゼンテーションスペース

就職キャリア支援室
資格課程支援室

テラス

教室

ラーニング・ラウンジ 交流ギャラリー／多目的室／学生インフォメーション

中野キャンパス 国際化、先端研究、社会連携の
拠点キャンパスで学ぶ4年間

■総合数理学部の研究施設・設備

TOPIC 中野キャンパスの主な施設

アトリウム教室エリア

物理・化学実験室 試作のための3Dプリンタとレーザーカッター センサネットワークロボットの実験の様子

金融プロ向けのリアルタイム情報端末 多くのマルチコプター（ドローン） 通信システムのための実験機と回路ボード

ラーニング・ラウンジ クロスフィールドラウンジ

中野図書館

学生食堂

キャンパス・施設案内　学費・その他納付金　奨学金制度
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「国際化、先端研究、社会連携の拠点」として2013年4月に誕生した中野キャンパスでは、
国際日本学部と総合数理学部の2学部と複数の大学院研究科および研究機関が教育研究活動を展開しています。

■総合数理学部の学生が利用できる主な奨学金（金額は2021年度）

科　目 現象数理学科 先端メディアサイエンス学科　ネットワークデザイン学科
初年度 2年次 3年次 4年次 初年度 2年次 3年次 4年次

学費

入学金 ¥200,000 - - - ¥200,000 - - -

授業料 ¥1,194,000 ¥1,199,000 ¥1,204,000 ¥1,209,000 ¥1,194,000 ¥1,199,000 ¥1,204,000 ¥1,209,000

教育充実料 ¥312,000 ¥312,000 ¥312,000 ¥312,000 ¥312,000 ¥312,000 ¥312,000 ¥312,000

実験実習料 ¥50,000※ ¥50,000 ¥50,000 ¥50,000 ¥90,000 ¥90,000 ¥90,000 ¥90,000

諸会費

学生健康保険
互助組合費 ¥3,000 ¥3,000 ¥3,000 ¥3,000 ¥3,000 ¥3,000 ¥3,000 ¥3,000

父母会費 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,000

校友会費 - - - ¥30,000 - - - ¥30,000

合計 ¥1,771,000 ¥1,576,000 ¥1,581,000 ¥1,616,000 ¥1,811,000 ¥1,616,000 ¥1,621,000 ¥1,656,000

上記の納付金は、2022年度のものです。2023年度入学者についての納付金は、「2023年度入学手続の手引」を参照してください。
※  現象数理学科に入学する方は、共通のソフトウェアを使用できる環境や4年間の保険・保障を伴った共通仕様のノートパソコンを入学後購入して授業内で活用するため、ほかの2学科より実験
実習料を4万円（4年間で16万円）低く設定しています。

奨学団体 タイプ※1 申込制※2 奨学金名称 支給額等

明治大学

○ ● 給費奨学金 300,000円～ 400,000円（家族住所により異なる）経済的理由により修学困難な者に給付

○ ● 創立者記念経済支援奨学金 240,000円または360,000円：経済的に困窮している両親ともにいない学部生で自活している者や身体に障がい
を持つ者に給付

○ ● 創立者記念課外活動奨励金 原則30,000円～ 500,000円：本学学部生、学部生により構成されている学生団体が行う課外活動を褒賞、支援

○ ● スポーツ奨励奨学金 授業料年額相当額または授業料年額2分の1相当額：体育会運動部に所属し、スポーツ活動成績優秀者に給付

○ 　 学業奨励給費奨学金 授業料年額相当額、授業料年額2分の1相当額または授業料年額4分の1相当額：1～ 4年生対象で学業
成績優秀者に給付

○ ● 校友会奨学金「前へ！」 200,000円：明治大学校友会からの寄付を原資として経済的理由により修学困難な1～ 3年生に給付

○ ● 連合父母会一般給付奨学金 250,000円：連合父母会の資金を原資として経済的理由により修学困難な者に給付

○ ● 連合父母会特別給付奨学金 700,000円：家計支持者の死亡により給付

○ ● 明大サポート奨学金 授業料年額4分の1相当額：家計支持者の失職等による家計急変者、
または経済的に困窮し、学修の継続が困難な者に給付

高等教育の
修学支援制度

○ ● 給付奨学金
第Ⅰ区分　38,300円/月（自宅通学）、75,800円/月（自宅外通学）
第Ⅱ区分　25,600円/月（自宅通学）、50,600円/月（自宅外通学）
第Ⅲ区分　12,800円/月（自宅通学）、25,300円/月（自宅外通学）

○ ● 授業料等減免
第Ⅰ区分は次の金額の満額、第Ⅱ区分は次の金額の3分の2、第Ⅲ区分は次の金額の3分の1の額
入学金：200,000円（1年生のみ）
授業料：700,000円

日本学生
支援機構

△ ● 第一種奨学金 20,000円、30,000円、40,000円、50,000円（自宅外生のみ）、54,000円（自宅生のみ）、64,000円（自宅外生のみ）/月

▲ ● 第二種奨学金 20,000円～ 120,000円/月から1万円単位で選択

その他
○△▲ ● 民間団体奨学金 金額は奨学団体による

○△ ● 地方公共団体奨学金 金額は奨学団体による

学費・その他の納付金（参考）

奨学金制度

学生生活を維持・充実させるためには、経済的負担が伴います。
その負担を軽減するために学生自身がアルバイトに力を入れると、
時として学業に支障をきたすなどの影響が出てきます。そこで、明
治大学では修学に必要な費用を補うために多くの奨学金制度を設
けています。奨学金は返還の必要のない給費型と、卒業後に返還
の義務が生じる貸費型（無利子・有利子）の2つに分けられます。

明治大学独自の奨学金や日本学生支援機構奨学金、民間団体
や地方公共団体などが募集する奨学金があり、応募資格や条件、
学業成績、人物、家計状況などの選考基準がそれぞれ定められて
います。多くの奨学金は4月上旬に募集を開始しますので、入学
後すぐに春の奨学金案内『ASSIST』や明治大学ホームページ、奨
学金掲示板で詳細を確認してください。

奨学金の「種類」奨学金の「制度」

※1 ○：給付型、△：無利子貸与型、▲：有利子貸与型　※2 ●：申請が必要な奨学金
以上の奨学金は、2022年3月末現在のものです。以後、制度の変更や新設などを実施する場合は、明治大学ホームページおよび各種入学試験要項に記載します。
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入試情報

学科（募集人数） 入学試験日 合格発表日 入学手続締切日（消印有効）

現象数理学科（35名）　先端メディアサイエンス学科（51名）　ネットワークデザイン学科（28名） 2023年2月17日（金）  2023年2月24日（金）  2023年3月3日（金）

入学試験時間割・配点 試験科目

1時限 2時限

数学 ……… 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学B「数列・ベクトル」
外国語 …… 英語（コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ・英語表現Ⅰ・
　　　　　  英語表現Ⅱ）

10：00～ 12：00（120分） 13：30～ 14：40（70分）

数学（配点200点）  外国語（配点120点）

■学部別入学試験 Web出願Web出願  ●総合数理学部独自の試験問題（数学と外国語の2教科）で実施する入学試験です。

※1 東京（本学キャンパス）・神奈川（本学キャンパス）・札幌・仙台・名古屋・大阪・広島・福岡
＊4時限ともすべて受験しなければ合否判定の対象になりませんので注意してください。

詳細は、各入学試験要項をご確認ください。

学科（方式別募集人数） 入学試験日 合格発表日 入学手続締切日（消印有効）

現象数理学科（3科目方式4名／ 4科目方式12名／英語4技能4科目方式1名）　
先端メディアサイエンス学科（3科目方式4名／ 4科目方式20名／英語4技能4科目方式2名）　
ネットワークデザイン学科（4科目方式27名／英語4技能4科目方式1名） 

2023年2月5日（日）  2023年2月12日（日） 2023年2月20日（月）

■全学部統一入学試験 Web出願Web出願  ●全学部が共通の試験問題で実施する入学試験です。全国8都市※1で受験できます。

方
式

利用する「全学部統一入学試験」の教科・科目・配点等

教科 時限 科目 配点

3
科
目
方
式

外国語 1時限 英語（コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ） 100点

国語 2時限 国語総合（漢文を除く） 100点

数学 4時限 数学（数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学B「数列・ベクトル」） ［ 配点100点を200点に換算する。］ 200点

合計（3科目） 400点

4
科
目
方
式
＊

外国語 1時限 英語（コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ）
［ 配点100点を150点に換算する。］ 150点

数学 2時限 数学（数学Ⅲ）※数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学B「数列・ベクトル」の範囲を含む 100点

理科 3時限 物理（物理基礎・物理）、化学（化学基礎・化学）、生物（生物基礎・生物）から1科目選択
［ 配点100点を150点に換算する。］ 150点

数学 4時限 数学（数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学B「数列・ベクトル」） 100点

合計（4科目） 500点

英
語
4
技
能
4
科
目
方
式

外国語  　― 英語4技能試験（資格・検定試験）のスコアが所定の基準を満たす者のみ出願可能。1時限目外国語の試験は免除とし、スコアに応じた得
点を「英語」の得点として付与する。なお1時限目の外国語を受験した場合でも、その得点は利用しない。［ 配点100点を50点に換算する。］ 50点

数学 2時限 数学（数学Ⅲ）※ 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ａ・数学Ｂ「数列・ベクトル」の範囲を含む。 100点

理科 3時限 物理（物理基礎・物理）、化学（化学基礎・化学）、生物（生物基礎・生物）から1科目選択
[配点100点を150点に換算する]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 150点

数学 4時限 数学（数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ａ・数学Ｂ「数列・ベクトル」） 100点

合計（4科目） 400点
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1986年、東京大学大学院博士課程修了。
工学博士。東京大学工学部助手、明治大
学理工学部教授を経て、総合数理学部
先端メディアサイエンス学科教授。専門
分野はメディア情報学、研究テーマは人
間の存在を意識した画像・音響処理。

総合数理学部長

荒川 薫（あらかわ かおる）

学部長メッセージ
総合数理学部概要
　■ 現象数理学科
　■ 先端メディアサイエンス学科
　■ ネットワークデザイン学科
学部共通科目　外国語教育・国際交流

キャリア形成　資格取得
大学院先端数理科学研究科
キャンパス・施設案内
学費・その他の納付金　奨学金制度
入試情報

C O N T E N T S

make the world go round.
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詳細は、各入学試験要項をご確認ください。

学科（募集人数） 入学試験日 合格発表日 入学手続締切日（消印有効）

現象数理学科（7名）　先端メディアサイエンス学科（10名）　ネットワークデザイン学科（4名） 2023年1月
14日（土）・15日（日） 2023年2月12日（日） 2023年2月20日（月）

※ 詳細は「令和5年度大学入学共通テスト受験案内」および「2023年度明治大学一般選抜要項」でご確認ください。　※個別学力検査等は課しません。

■大学入学共通テスト利用入学試験 前期日程 Web出願Web出願  ●大学入学共通テストの成績を利用する入学試験です。

利用する「大学入学共通テスト」の教科・科目・配点等
教科 科目 配点

国語 『国語』の近代以降の文章または古典（古文、漢文） ［ 2分野を受験した場合には、高得点の分野の成績を合否判定に利用する。］ 100点

数学
『数学Ⅰ・数学A』 100点

『数学Ⅱ・数学B』 100点

理科 「物理」、「化学」、「生物」、「地学」から1科目 
［2科目を受験した場合には、高得点の科目の成績を合否判定に利用する。第1解答科目・第2解答科目にかかわらず合否判定対象とする。］ 100点

外国語 『英語』 ［ リーディング100点、リスニング100点とする。］ 200点

合計（5科目） 600点

学科（募集人数）
第1次選考（書類選考） 第2次選考（第1次選考合格者のみ）
出願期間 合格発表日 口頭試問等 合格発表日

現象数理学科（3名）
先端メディアサイエンス学科（5名） 2022年9月23日（金）～ 9月28日（水） 2022年10月17日（月） 2022年11月12日（土） 2022年11月28日（月）

出願資格・条件

次の（1）～（3）のすべてに該当する者
（1） 本学部現象数理学科、先端メディアサイエンス学科での勉学を強く希望し、第一志望として入学を志す者
（2） 次に掲げるア～ウのいずれかに該当する者

  ア 高等学校または中等教育学校を卒業した者および2023年3月卒業見込みの者
  イ 通常の課程による12年の学校教育を修了した者および2023年3月修了見込みの者
  ウ 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程または相当する課程を有するものとして認定または指定した在外教育施設の当該課程を修了した者および2023年3月修了見込みの者
（3）出願する学科が定める次の条件をすべて満たす者

　  〈 現象数理学科 〉
 ア 高等学校新教育課程履修者は、新教育課程における「数学Ⅰ」「数学Ⅱ」「数学Ⅲ」「数学A」「数学B」またはこれらに相当する科目を履修しているまたは履修見込みであること。
   高等学校旧教育課程履修者は、旧教育課程における「数学Ⅰ」「数学Ⅱ」「数学Ⅲ」「数学A」「数学B」「数学C」またはこれらに相当する科目を履修していること。
 イ  高等学校等における数学の評定平均値が4.0以上で、かつ、理科の評定平均値が3.8以上であること（高等学校等に在学中の者は第3学年1学期または前期までの評定平均値とする）。
    もしくは、在学中の学業成績以外で、数学または理科に関する特筆すべき活動歴があること。

　  〈 先端メディアサイエンス学科 〉
 独自に考えたコンピュータプログラムを作成したことがあり、その内容を第三者に説明できること。

学科（募集人数） 入学試験日 合格発表日 入学手続締切日（消印有効）

現象数理学科（1名）　先端メディアサイエンス学科（1名）　ネットワークデザイン学科（1名） 2023年1月
14日（土）・15日（日） 2023年3月10日（金）  2023年3月24日（金）

利用する「大学入学共通テスト」の教科・科目・配点等
教科 科目 配点

数学
『数学Ⅰ・数学A』 100点

『数学Ⅱ・数学B』 100点

理科 「物理」、「化学」、「生物」、「地学」から1科目
［2科目を受験した場合には、高得点の科目の成績を合否判定に利用する。第1解答科目・第2解答科目にかかわらず合否判定対象とする。］ 100点

外国語 『英語』 ［ リーディング100点、リスニング100点とする。］ 200点

合計（4科目） 500点

※ 詳細は「令和5年度大学入学共通テスト受験案内」および「2023年度明治大学一般選抜要項」でご確認ください。　※個別学力検査等は課しません。

■大学入学共通テスト利用入学試験 後期日程 Web出願Web出願  ●大学入学共通テストの成績を利用する入学試験です。

■自己推薦特別入学試験 ●数理科学の探究や数理科学を基礎とした新しい概念・価値観の提案を通じて、広く社会に貢献しようとする意欲のある人材を受け入れることを目的として実施する入学試験です。
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？？？×数学

こんなことも
数学で解明？

未来のコンピュータを創造

スマホ、3Dプリンタ、ドローン、
VR、ARその先にある未来へ

スマート社会を創る

ネットワークを
創造・設計

数学で解明するためには？

モデリングと
シミュレーションを磨く

わくわくする研究テーマ

人間の感性・心理
を解き明かす

数理×情報×工学

ネットワークデザイン学科

先端メディアサイエンス学科

現象数理学科

実践性と先進性

学びを生かすキャリア

多分野からの
ニーズが

創り、伝え、議論する

プロトタイピング
の時代へ

企業との強い連携

社会現場の
課題に触れる

https://www.meiji.ac.jp/stepinto/ims
● 受験生のための学部選択ガイド Step into Meiji University

https://www.meiji.
ac.jp/exam/

● 明治大学入試総合サイト

詳しくはこちらを

CHECK!

明治大学総合数理学部がわかる  　つのポイント9

School of  Interdisciplinary Mathematical  
Sciences,  Meij i  University
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