
第3・4学年　知的工学システム主専攻　科目一覧
科目番号 科目名 単位数

標準

履修年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員

FG20232 専門英語演習 1.0 3 春AB 木4 中内 靖,山口 友之

FG21271 ★計測工学 2.0 3 秋AB 金1,2 伊達 央,文字 秀明

FG21311 フィードバック制御 2.0 3 春BC 木1,2 望山 洋,河合 新

FG21321 線形システム制御 2.0 3 春BC 金3,4 坪内 孝司

FG21331 信頼性工学 2.0 3 秋BC 火3,4 岡島 敬一

FG23381 研究・開発原論 2.0 3 秋AB 火5,6 善甫 啓一,水谷 孝一,三浦 亜美

FG23411 情報通信システム論I 1.0 3・4 春AB 集中

花岡 悟一郎,岡田 賢治,田中 

宏和,浅井 孝浩,島野 勝弘,古賀 

弘樹

FG23471 情報通信システム論II 1.0 3・4 秋AB 集中
片桐 祥雅,桑木 伸夫,柳原 

広昌,山崎 浩輔,古賀 弘樹

FG24284 数値解析 2.0 3 秋AB 木1,2 黒田 嘉宏

FG24301 知的情報処理 2.0 3 秋AB 水3,4 森田 昌彦,澁谷 長史

FG24331 ディジタル信号処理 2.0 3 春AB 金1,2 若槻 尚斗

FG24341 電子回路 2.0 3 春AB 月1,2 前田 祐佳

FG24361 システム最適化 2.0 3 春AB 火1,2 遠藤 靖典

FG24371 画像処理 2.0 3 秋AB 月1,2 北原 格

FG24381 ヒューマンインタフェース 2.0 3 春AB 金1,2 岩田 洋夫,黒田 嘉宏

FG24391 人工知能 2.0 3 春AB 水1,2 中内 靖

FG24421 情報理論 2.0 3 秋BC 水5,6 古賀 弘樹

FG24434 システムダイナミックス 2.0 3 秋AB 火1,2 藪野 浩司

FG24481 通信工学 2.0 3 春AB 金5,6 海老原 格

FG24711 データ構造とアルゴリズム 2.0 3 春AB 水3,4 亀田 能成

FG25361 パターン認識 2.0 3 秋AB 金3,4 掛谷 英紀

FG25374 応用プログラミング 2.0 3 秋BC 水1,2 星野 准一

FG25391 機械学習A 1.0 3・4 秋ABC 集中 手塚 太郎

FG25401 機械学習B 1.0 3・4 秋ABC 集中 手塚 太郎

FG29173 知的工学システム専門実験 4.5 3
春ABC

秋ABC

火3-5

木3-5

矢野 博明,北原 格,若槻 

尚斗,延原 肇,前田 祐佳,河合 新

FG29183 ★知的工学システム応用実験 1.5 3 秋ABC 金5,6

相山 康道,望山 洋,鈴木 

健嗣,海老原 格,善甫 啓一,家永 

直人,矢野 博明

FG29213 ★知的・機能工学システム実験 6.0 3
春ABC

秋ABC

火3-5

木3-

5,金5,6

矢野 博明,北原 格,若槻 

尚斗,延原 肇,前田 祐佳,河合 

新,相山 康道,望山 洋,鈴木 

健嗣,海老原 格,善甫 啓一,家永 

直人

FG29948 卒業研究A 4.0 4 春ABC 随時 工学システム学類各教員

FG29958 卒業研究B 4.0 4 秋ABC 随時 工学システム学類各教員

FG29968 卒業研究a 4.0 4 秋ABC 随時 工学システム学類各教員

FG29978 卒業研究b 4.0 4 春ABC 随時 工学システム学類各教員

★：2018年度以前入学者対象科目

※第2～4学年の4主専攻共通科目については，40ページを参照してください。

※各科目の教室・実施方法についてはmanabaとkdbの最新情報を確認してください。
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