
 

 

数理科学科  

《学科の理念・目的》 

数理科学科は、理系学問の基礎となる数学の修得を基に、数学、情報科学、応用数理学の分野を横

断的に学ぶことを通して、数理科学的知識と柔軟な論理的思考力及び技術をもって社会と科学技術

の発展に寄与できる人物の育成を目的とする。 （東京女子大学学則 第４条第６項） 

 

数理科学科では、数学、情報科学、応用数理学（自然科学）の３つの分野を横断的に学び、高度な

科学技術と情報にあふれた現代社会に対応する数理科学的知識を身につけ、複雑化した現代を生きる

社会人に必要な思考力を養います。 

数学は、独立した学問分野であると同時に、あらゆる自然科学や工学の基礎言語としての役割をも

ち、数学を学ぶことにより、論理的に物事を考える習慣を養うことができます。また、社会の急速な

情報化に伴い、情報社会を支える技術や金融経済を統御する理論など、現代数学における成果が直接

応用される場が実社会においても増加しています。このような認識の上に立ち、本学科では、すべて

の理系学問の基礎となる数学の修得をもとにして数理科学を学び、科学的論理的な思考力を身につけ

ることを目指します。数理科学分野の研究者、教育者の育成とともに、現代社会のさまざまな課題に

応えうる人材の育成を目的としています。 

《カリキュラムの特色》 

 数学専攻と情報理学専攻の２専攻により構成され、数学を基礎とし、数学、情報科学、応用数理学

の３分野を連携させた教育を行います。 

１年次では、理系の学問の基礎である基本的な数学の習得を目的に、両専攻ともに数学基礎科目を

必修としています。この他に、専攻の必修または選択必修を課し、各分野の基礎的理解を図ります。

２年次以降は、この基礎の上に、数学専攻では、解析学、代数学、幾何学、確率論・統計学を、情報

理学専攻では、情報科学、応用数理学、更にこれらの分野を有機的に結びつけた数理科学シミュレー

ションを学びます。また、現代社会のさまざまな課題に応じるため、数学専攻においても情報科学や

応用数理学の知識を得ることができ、情報理学専攻においても関心を持った数学を深く学べるよう配

慮し、学生が関心に応じて３分野を広く学べるカリキュラムとしています。２、３年次には選択の自

由度が大きいため、学生の興味や卒業後の進路希望に応じて、アドバイザーがきめ細かな履修指導を

行います。理系の学問の学習は基礎から順に積み重ねられるべきものですから、２年次指定の科目は

基礎的なものを確実に習得して下さい。３年次では、各分野の内容についてさらに理解を深めるとと

もに各自の問題意識を高めていき、３年次後期に専門分野を決めて「３年次演習」を履修します。４

年次では、それまでの学習の集大成として、専門分野に対する理解を深めると共に、科学的・論理的

な思考力、問題解決能力およびプレゼンテーション能力を養うことを目的に、両専攻ともに卒業研究

としての「講究」を必修としています。「講究」は、各クラス数名程度のゼミ形式で行う授業で、学生

は、自らの興味ある分野についてテーマを選び、担当教員の指導を受けながら、テキストの輪読、問

題演習、調査・実習などを行います。「講究」では、主体的に学習や研究を進めてその結果を発表し、

討論によって理解を深化させ、最後に研究成果をまとめます。 



 

 

数学専攻 
 
 

《教育目標》 

数学専攻は、数学の理論と方法に対する実践的な知識と数理科学分野に対する広い見識を身につけ、

論理的に思考し表現する力を持ち、科学の理論と技術を人間と社会の幸福のために利用することので

きる人物の育成を目的とする。 

《カリキュラムの特色》 

数学専攻のカリキュラムは、数学を中心に数理科学の理論から応用まで広く学べる、柔軟で充実し

た構成になっています。１年次の必修科目では、大学で学ぶ数理科学全体の基礎となる「微分積分学」

と「線形代数学」の理論と技法を習得します。この基礎教育を土台に２年次以降は、数学の各専門分

野について現代的な数学を基礎から体系的に学んでいくことができます。解析学、代数学、幾何学、

確率論・統計学の各分野について、専門性が高まる順序で科目が構成され、学生がこれらの分野から

ひとつないし複数を選んで理解を深めつつ学習できるように配慮されています。科目の選択にあたっ

ては、アドバイザーがきめ細かく履修指導を行います。また、２年次以降は、数学だけではなく、情

報科学や応用数理学（自然科学）の科目も幅広く履修することができ、自然や社会の様々な物事と数

学との交流について理解を深めることができます。３年次後期の「３年次演習」に引き続き、４年次

でこれまでの学習の集大成として、必修科目の「数学講究」を履修します。 

《履修法の助言》 

■学科および専攻の科目について 

「学科・専攻の科目概要（各学年の目標と主な科目）」の表を参照し、各学年の学習がどのように

位置付けられているかを確認してください。 

１年次では、理系の学問に必要な基礎学力を身につけることを目的に、学科必修の《数学基礎》

の科目として「微分積分学Ⅰ･Ⅱ」、「線形代数学Ⅰ・Ⅱ」とこれに対応する演習科目「微分積分学

演習Ⅰ･Ⅱ」、「線形代数学演習Ⅰ・Ⅱ」（計１２単位）を履修します。演習科目では、学生各自が演

習課題を解き、教員が添削指導をするなどのフィードバックを行うことにより、きめ細かく指導し

ます。《基盤演習》の「１年次演習（数学）」では、大学で求められる主体的学習の基礎となる知識

や技能を習得します。この他、情報学の基礎知識の習得を目的とする「情報学概論」を履修するこ

とができます。数学の学習は基礎から順に積み重ねられるものです。１年次の学習は大学で学ぶす

べての土台と考えてください。 
２年次では、この土台の上に、解析学、代数学、幾何学、確率論・統計学の各分野の基礎となる

理論を体系的に学びます。２年次指定の授業科目には、《解析学》の「解析学概論Ⅰ･Ⅱ」、「解析学

の応用」、「連続と極限」、《代数学》の「線形代数学Ⅲ」、「代数学Ａ・Ｂ」、「情報代数学」、《幾何学》

の「位相数学Ⅰ･Ⅱ」、「グラフ理論」、「幾何学Ａ」、《確率論・統計学》の「確率統計Ⅰ・Ⅱ」があり

ます。いずれも３年次以降の各分野の学習で必要となる科目なので、すべて履修することを勧めま

す。 

３年次では、各分野の内容についてさらに理解を深めるとともに各自の問題意識を高めていき、 

３年次後期に専門分野を決めて《数理科学演習》の「３年次演習（数学）」を履修します。また、数



 

 

学だけでなく数理科学科で開講されている情報科学や応用数理学に関する科目を履修して広い素

養を身につけることもできます。    

４年次では「３年次演習」での準備のもとに卒業研究としての「数学講究」を履修します。「数学

講究」ではテキストの輪読、問題演習、討論などを通して学生が主体的に学習や研究を進め、最後

に研究成果をまとめます。 

■全学共通カリキュラムとの関連について 

総合教養科目：「人間と自然科学」の領域の科目には数理科学の基礎教育としての意味合いがありま

す。それ以外の領域の科目は、社会人としての現代の教養を身につけると同時に、幅広い思想に触

れて数理科学的思考の利点と限界を認識する、という重要性があります。  

第一外国語（英語）：数学や自然科学の分野の専門的な研究論文はほとんどすべて英語で出版されて

います。４年次の数学講究で英語の専門書を読む場合もあります。数学の分野でも情報や自然科学

の分野でも、基礎的な英語の読解力は不可欠です。  

第二外国語：特に言語を指示しませんので、自分の関心に従って履修してください。  
情報処理科目：情報学や情報理学の基礎教育の意味合いがありますので、選択科目の履修を勧めて

います。「情報」の教員免許状を取得希望の人は、１年次後期に「情報処理技法（Ｃプログラミング）

Ⅰ」と「情報処理技法（ＵＮＩＸリテラシ）」、２年次前期に「情報処理技法（Ｃプログラミング）

Ⅱ」を受講することを勧めます。 

《その他》 

履修の方法の詳細や資格取得等については、年度初めのガイダンス時の説明と配付資料を参照して

ください。 
  



 

 

数理科学科および数学専攻の科目概要（各学年の目標と主な科目） 

各学年の目標 

主な科目（◎必修／◇情報理学専攻の科目） 

解析学、代数学、幾何学 

確率論・統計学 

情報科学、応用数理学 

数理科学シミュレーション 

（興味に応じて学習する） 

１

年

次 

理系の学問に必要な基礎学力

を身につける。 

◎微分積分学Ⅰ・Ⅱ 

◎微分積分学演習Ⅰ・Ⅱ 

◎線形代数学Ⅰ・Ⅱ 

◎線形代数学演習Ⅰ・Ⅱ 

◎１年次演習（数学） 

情報学概論  

◇物理学概論 

◇化学概論◇生物学概論 

２

年

次 

解析学、代数学、幾何学、確率

論・統計学の各分野の基礎とな

る理論を体系的に学ぶ。 

解析学概論Ⅰ・Ⅱ、解析学の応用 

連続と極限 

線形代数学Ⅲ、代数学Ａ・Ｂ 

情報代数学  

位相数学Ⅰ・Ⅱ、グラフ理論、幾何学Ａ 

確率統計Ⅰ・Ⅱ 

プログラミング、数値計算 

◇ネットワークⅠ 

◇アルゴリズムとデータ構造 

◇力学◇電磁気学 

３

年

次 

各分野の内容について理解を

深めるとともに、各自の問題意識

を高め、後期に専門分野を決め

て「３年次演習」を履修する。 

複素関数論Ⅰ・Ⅱ 

代数学ＣⅠ・ＣⅡ 

数理モデルと確率論Ⅰ・Ⅱ 

◎３年次演習（数学） 

シミュレーションＡⅠ・ＡⅡ  

シミュレーションＢⅠ・ＢⅡ 

◇相対性理論 

◇量子力学 

 【３・４年次共通】 

関数解析学 

数理モデルと微分方程式 

数理解析学、情報解析学 

代数学特論ＡⅠ・ＡⅡ・ＢⅠ・ＢⅡ 

幾何学ＢⅠ・ＢⅡ、結び目理論Ⅰ・Ⅱ 

確率統計特論ＡⅠ・ＡⅡ・ＢⅠ・ＢⅡ 

情報と職業、計算幾何学 

現代物理学Ａ・Ｂ 

◇マルチメディア概論 

◇ソフトウェア工学 

◇データベースＡ・Ｂ 

 

４

年

次 

これまでの学習の集大成として、

専門分野に対する理解を深める

と共に、科学的論理的な思考

力、問題解決能力およびプレゼ

ンテーション能力を養う。 

◎数学講究 

幾何学特論ＡⅠ・ＡⅡ・ＢⅠ・ＢⅡ  
  

＊この表は一つの例に過ぎません。表の科目をこの通りに履修する必要はありません。  

 



 

 

情報理学専攻 
 

《教育目標》 

情報理学専攻は、数学の基礎のうえに、情報科学と応用数理学に関する幅広い知識と論理的思考力、

並びに実践力を持ち、科学の理論と技術をもって人間社会の発展に貢献できる人物の育成を目的とする。  

《カリキュラムの特色》 

情報理学専攻では、数学の基礎の上に情報科学と応用数理学（自然科学）を融合させた教育を行い

ます。情報科学と応用数理学の両方を学ぶことで、数学の基礎力に論理的思考力と問題解決型の応用

力を加えた総合力を養います。コンピュータには数学が深く関係しています。情報理学専攻では、理

論からしっかり学ぶことにより専門的知識を得、問題を分析し、これを解決する能力を高めます。そ

の上で、コンピュータ・シミュレーションで自然現象や実社会の問題を解析するプログラムの作成、

データベース構築などの実習を行い、コンピュータを実際に使いこなすことのできる力を養います。

また、物理学、化学、生物学のさまざまな領域にわたる科目を置いているので、幅広い選択肢の中か

ら自分が興味を持った分野を学ぶことができます。 

１年次では、「微分積分学」「線形代数学」および情報科学、応用数理学の基礎知識を習得します。

この基礎教育をベースとして、２年次では、「プログラミング」「ネットワークⅠ」などの情報科学を

はじめ、応用数理学、数学の各分野の基礎となる科目を履修します。３年次では、専門性を深めるた

めの科目を履修します。３年次後期の「３年次演習（情報理学）」に引き続き、４年次でこれまでの学

習の集大成として「情報理学講究」を履修します。 

《履修法の助言》 

■学科および専攻の科目について 

「学科・専攻の科目概要（各学年の目標と主な科目）」の表を参照し、各学年の学習がどのよう

に位置付けられているかを確認してください。 

１年次では、理系の学問に必要な基礎学力を身につけることを目的に、学科必修の《数学基礎》

の科目として「微分積分学Ⅰ･Ⅱ」、「線形代数学Ⅰ・Ⅱ」とこれに対応する演習科目「微分積分学演

習Ⅰ･Ⅱ」、「線形代数学演習Ⅰ・Ⅱ」（計１２単位）を履修します。演習科目では、学生各自が演習課

題を解き、教員が添削指導をするなどのフィードバックを行うことにより、きめ細かく指導します。

さらに、選択必修として「情報学概論」、応用数理学の概論３科目（物理学、化学、生物学）の中か

ら４単位以上履修し、基礎を身に付けます。また、《基盤演習》の「１年次演習（情報理学）」では、

大学で求められる主体的学習の基礎となる知識や技能を習得します。 

２年次では、１年次の学習を土台として、情報科学・応用数理学の各分野の内容について体系的

に基礎を固めて行きます。専攻必修の「アルゴリズムとデータ構造」および「２年次演習（情報理

学）」を履修し、情報科学、応用数理学を深く学んでいくために必要となる数理科学的手法を確実

に習得します。同時に、次頁に示す２年次指定の数学専攻科目を興味に応じて履修し、数学の基礎

力を身につけます。２年次以上では、多数の分野にわたる授業科目が開講されているので、興味に

応じた科目を履修して広い素養を身につけることもできます。 

３年次では、関心を持った分野を中心に学習して理解を深めるとともに、選択必修として「シミ

ュレーション AⅠ・BⅠ・C・D」の４科目の中から２単位以上を履修することで、各自の問題意識

を高めていきます。さらに、３年次後期に専門分野を決めて「３年次演習（情報理学）」を履修し

ます。 
４年次では「３年次演習（情報理学）」での準備のもとに卒業研究としての「情報理学講究」を

履修します。「情報理学講究」ではテキストの輪読、演習、討論などを通して学生が主体的に学習

や研究を進め、最後に研究成果をまとめます。 

 



 

 

■全学共通カリキュラムとの関連について 

総合教養科目：「人間と自然科学」の領域の科目には情報理学専攻の基礎教育としての意味合いが

あり、それ以外の領域の科目には、他分野の思考方法に触れることにより、数理科学的思考法の利

点と限界を認識出来るという重要性があります。  

第一外国語（英語）：専門科目の理解を深めるために英語の習得は不可欠です。また、４年次の「情

報理学講究」において洋書をテキストに採用することもあります。  

第二外国語：特に言語を指示しませんので、自分の関心に従って履修してください。  
情報処理科目：情報理学の基礎教育として、また専門性を高めるためにも履修を推奨します。とく

に「情報」の教員免許状を取得希望の人は、１年次後期に「情報処理技法（Ｃプログラミング）Ⅰ」

「情報処理技法（ＵＮＩＸリテラシ）」、２年次前期に「情報処理技法（Ｃプログラミング）Ⅱ」を

受講することを勧めます。 

《その他》 

履修の方法の詳細や資格取得等については、年度初めのガイダンス時の説明と配付資料を参照して

ください。 
数理科学科および情報理学専攻の科目概要（各学年の目標と主な科目） 

各学年の目標 
主な科目（◎必修 ○選択必修／◇数学専攻の科目） 

数学 情報科学 応用数理学 

１

年

次 

理系の学問に必要な基礎学

力、情報科学および応用数

理学の基礎知識を身につけ

る。 

◎微分積分学Ⅰ・Ⅱ 

◎微分積分学演習Ⅰ･Ⅱ 

◎線形代数学Ⅰ・Ⅱ 

◎線形代数学演習Ⅰ・Ⅱ 

◎１年次演習（情報理学） 

○情報学概論 

○物理学概論 

○化学概論 

○生物学概論 

２

年

次 

情報科学・応用数理学の各

分野の内容について体系的

に基礎を固める。興味に応

じて数学の基礎的な科目を

履修する。 

◇解析学概論Ⅰ・Ⅱ 

◇代数学 A 

◇位相数学Ⅰ・Ⅱ 

◇確率統計Ⅰ･Ⅱ 

○情報代数学 

○解析学の応用 

◎２年次演習（情報理学） 

◎アルゴリズムとデータ構造 

○ネットワークⅠ 

○数値計算 

プログラミング 

○力学 

○電磁気学 

○物理化学 

 

３

年

次 

情報科学・応用数理学の中

から興味を持った分野を中

心に学習して理解を深める

とともに、4 年次の「情報理

学講究」に向けて問題意識

を高めていく。 

○情報解析学 

◇代数学ＣⅠ・ＣⅡ 

○幾何学Ａ 

◎３年次演習（情報理学） 

○シミュレーションＡⅠ 

○シミュレーション BⅠ 

○シミュレーション C 

○シミュレーション D 

シミュレーション AⅡ、BⅡ 

○相対性理論 

○量子力学 

○数理化学 

○生物学特論Ａ・Ｂ 

【２・３・４年次共通】  
マルチメディア概論 

ソフトウェア工学 

情報と職業 

現代化学Ａ・B 

現代生物学Ａ・B 

【３・４年次共通】  

ネットワークⅡ、情報学特論 

オペレーティングシステム 

データベース A・B 

オートマトン、計算幾何学 

現代物理学Ａ・Ｂ 

数理生物学 

４

年

次 

これまでの学習の集大成と

して、専門分野に対する理

解を深めると共に、科学的

論理的な思考力、問題解決

能力およびプレゼンテーショ

ン能力を養う。 

 ◎情報理学講究 

＊この表は一つの例に過ぎません。表の科目をこの通りに履修する必要はありません。 


