
2023年度
新理学部・理学科
数学コース紹介

少人数制で基礎から応用まで。数学が好きな方へ。



数学コース

理学部
Faculty of science

数学が好きな人向けのコースです。少人数制の理論の授業と多くの演習
で、基礎から応用までを修得。早い段階から研究を深め、「純粋数学」
も「応用数学」も学ぶことができます。

理学科

地球環境科学コース
総合理学コース
生物コース
化学コース
物理コース
数学コース

３
年
次

関心がある分野の
研究室を選択
専門性を極める

理学科＜２０２３年４月 学科開設＞

他分野でも自分の興味ある科目を選択して学ぶことできます。

例えば、数学コースであっても生物の科目を履修するなど、他分野の科目を選択する
ことは自由です。フレキシブルに学べることで視野や見識も広がり、分野や常識にと
らわれない発想が生まれます。

コースを横断して
興味ある科目を学べる



数学

数学は５０００年以上の歴史をもつ学問であり、自然科学のすべての分野
は数学の基礎の上に成り立っています

数学の学習は、頭の中で「数学」という果実を育てることに似ています

「数学」の育成法を４年間で自分なりに修得する必要があります

紀元前５０００年？ ２０２２年

自然科学

数学コースで学ぶこと
少人数制の理論の講義と多くの演習で、基礎から応用までを広く深く学びます

早い段階から研究を深め、「純粋数学」も「応用数学」も学べます

基礎

応用

解析学 代数学 幾何学
確率論 統計学

純粋数学 応用数学

数学基礎論

数 学



確率論
統計学

代数学

幾何学解析学

数学基礎論

整数、方程式

関数、微分、積分、数列 線、形、図形、空間

集合、論理

応用数学

学べる専門分野と科目

純粋数学

幾何学Ⅰ・Ⅱ

線形代数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
線形代数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ演習
代数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
代数学続論

解析Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
解析Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ演習
複素関数論Ⅰ・Ⅱ
微分方程式論Ⅰ・Ⅱ
関数解析学

確率論Ⅰ・Ⅱ
確率過程論
数理統計学
数理統計学続論
応用数理
数値解析

集合と論理

卒業研究Ⅰ・Ⅱ
輪講Ⅰ・Ⅱ

理学ゼミナール
数理科学演習

専門性を究める



カリキュラムの特徴

単なる計算にとどまることなく、本質に迫る理論的な事柄も学びます

基礎科目に対応した演習科目によって、講義内容がより深く身につきます

基礎数学の科目だけでなく、応用分野の科目も充実させ、バランスの良い教育を行います

数学の教員免許状取得にも対応しています

自分の専門を深めていきます



ゼミナールの風景

数学コース：0:56～1:20

先生と個別に専門分野の指導を受けています

ゼミナール
各学生が学習、調査、実験、考察し
た内容を発表して、それに対して活
発に質疑、討論を行うこと



【数学基礎論】

阿部 吉弘 教授

専門分野 公理的集合論

高校数学の関連科目 集合論・論証

数学で真偽の決定できない命題はたくさんある！

数学の命題は答えが一つに決まるものと思われていますが、
実は真偽の決定できない命題はたくさんあります。神奈川大
学は、数理論理学を専門に研究している教員がいる数少ない
大学の一つです。

教員紹介

伊藤 博 教授

専門分野 代数的整数論

高校数学の関連科目 整数の性質

整数というものを、じっくりと見直してみませんか？

整数論は長い歴史をもち、数学のいろいろな分野と深いつな
がりを有しています。整数論を軸にして数学を学ぶというこ
とも可能だと思います。また、論理的思考能力を養うのにも
適しています。

【代数学】



【幾何学】
酒井 政美 教授

専門分野 位相幾何学

高校数学の関連科目 図形の性質

中間値の定理は位相的性質で証明

数学では集合に構造を与えて研究します。距離構造を抽象化
した位相構造を持つ集合を位相空間と言い、高校で学ぶ「最
大値・最小値の定理」や「中間値の定理」はその性質を使え
ば簡単に証明ができます。

教員紹介

【確率・統計】

堀口 正之 教授

高校数学の関連科目 確率・データの分析

世の中に役立てられている数学が学べます

当研究室では、数学的分析、推測、判断などを行うために、そ
れらの背景にある理論を学びます。実際に世の中で役立てられ
ている数学を知ることのできる研究分野で、面白く学べるで
しょう。

専門分野 計画数学（マルコフ決定過程）／統計数学



【解析学】

松澤 寛 教授

専門分野 非線形偏微分方程式論
反応拡散方程式、放物型偏微分方程式

高校数学の関連科目 数列、微分・積分

ゆっくりでもいい、周りと違ってもいい。
答えを導き出す楽しさを伝えたい。

各地で生物が消息領域を広げることに着目し、数学的な視点
から研究を続けています。目の前の課題に取り組み、新しい
定理を生み出し、きちんと証明することに醍醐味を感じます。
数学は証明が正しいと認められたら絶対的な価値となるので、
ある種の緻密さを楽しむことができます。

教員紹介

【代数学】

小関 祥康 准教授

専門分野 整数論 数論幾何

高校数学の関連科目 整数の性質

難解な問題をとことん考え抜く経験を積みながら、物事をあ
きらめない忍耐力を養ってほしいと思います

数学は目に見える形で何かの役に立つものではないかもしれ
ませんが、じっくりと問題を考え抜く力を養うのに最適な学
問です。試験時間内に解ける問題しか扱わない高校までと
違って、大学では時間に縛られずに問題を解く楽しみがあり
ます。



【確率・統計】
加藤 憲一 准教授

専門分野 応用確率論
オペレーションズ・リサーチ

高校数学の関連科目 確率・データの分析

確率論は幅広い応用を意識して発展

確率論は解析学の一分野と位置づけられますが、自然現象
や人間の行動の分析など幅広い応用を強く意識して発展し
てきました。境界領域への興味を持つ学生が自由にテーマ
を選択して研究することができます。

教員紹介

【解析学】

伊藤 涼 特別助教

専門分野 非線型偏微分方程式、変分問題

高校数学の関連科目 数列、微分・積分

身の回りのさまざまな自然現象・社会現象を記述する
「数理モデル」の謎に迫る！

外来生物種が生息地を広げていく現象を、生物種が増殖
しながら拡散する過程として単純化し、微分方程式に
よって記述したモデルが私の研究対象です。



卒業後の進路について

情報産業や製造業（いわゆるメーカー）をはじめとして様々な業種への進路が可能です

公務員を目指される方向けの様々なイベントや講演会を多数実施しています

※2020年度

１年次から教職のための必修科目が始まります

教職に関することは資格教育支援室でサポートしています

取得できる教員免許

中学校教諭一種（数学） 高等学校教諭一種（数学）

「専門家」と称されるようになるには、大学院レベルの学修が必要な時代になってきました

就職と合わせて検討してください

神奈川大学院理学研究科 前期課程２年 後期課程３年



主な就職先企業

※2021年度卒 数理・物理学科卒業生 （総合理学プログラムからの分属を含む）

東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本）

日本情報産業株式会社

リコーITソリューションズ株式会社

サイバーコム株式会社

NTTコムエンジニアリング株式会社

コムシス株式会社

神奈川中央交通株式会社

東京セキスイハイム株式会社

株式会社総合車両製作所

水戸証券株式会社

東海旅客鉄道株式会社（JR東海）

損害保険料率算出機構

インターナショナル・トイレツリース株式会社

三島信用金庫

ダンロップタイヤ中央株式会社

杉本電機産業株式会社

国家公務員共済組合連合会



過去の進路状況

卒業者数 進学者数 就職者数 決定率

2015年度 ５６ １１ ３８ 87.5%

2016年度 ６５ ６ ５３ 90.8％

2017年度 ７３ ９ ５６ 89.0％

2018年度 ７０ ５ ５８ 90.0％

2019年度 ５２ ７ ３９ 88.5%

2020年度 ５８ ６ ４０ 79.3%

2021年度 ５８ ７ ４５ 89.7%

※総合理学プログラムからの分属を含む

神奈川県教育委員会
愛知県教育委員会
茨城県教育委員会
学校法人大成学園
大成高等学校

平塚市役所
山北町役場
神奈川県警察本部
藤沢市消防局

神奈川大学大学院
筑波大学大学院
千葉大学大学院
東京都立大学大学院

※過去３年間（2019～2021年度）数理・物理学科卒業生（総合理学プログラムからの分属を含む）

教員・公務員・大学院進学先



教員免許取得者数

教職就業数

※総合理学プログラムからの分属を含む
大学院生、既卒者を含む
数学教員、理科教員の合計

※本人から資格教育課程支援室に連絡のあったもののみ掲載

数学免許のみ 理科免許のみ 数学＋理科免許
両方 合計

2015年度 １１ ２ ０ １３

2016年度 １３ １ ２ １６

2017年度 ７ ３ ０ １０

2018年度 ６ ０ ０ ６

2019年度 ９ ０ １ １０

2020年度 １３ ２ １ １６

2021年度 ５ ０ 0 5

専任(公私立) 臨時任用(公私立) 非常勤(公私立) 合計

2015年度 ２ ３ ４ ９
2016年度 ２ １ ５ ８
2017年度 ２ ４ １ ７
2018年度 １ ３ １ ５
2019年度 ９ ４ ２ １５
2020年度 ７ ５ ３ １５
2021年度 4 1 0 ５
合計 ２７ ２１ １６ ６４



大学院

２０１６年 １研究科１専攻に改組 理学研究科 理学専攻 数学領域

理学部
通常４年間

理学研究科
前期課程２年
後期課程３年

理学研究科 理学専攻

物理学領域
化学領域
生物科学領域

数学領域

４年間で学べることはそう多くありません
学部で学んだことを基礎に、大学院でさらに専門を深められます
就職における選択の幅が拡大します
本学出身者の場合、就職後３年以内ならば、筆記試験免除の可能性があります

４領域の垣根を越えた横断的カリキュラム
各領域共通の基礎的な科目を整備
興味ある他領域の科目も履修可
数学の専修免許を取得可能
奨学金制度も充実



入学試験（予定）

数学コース募集人員：４０名

主な入試種別 試験方式

指定校推薦 面接

公募制自己推薦 数学の総合問題＋面接

給費生試験 ３科目型

一般入学試験 A方式：３科目型、前期と後期

一般入学試験 B方式：得意科目型

一般入学試験 C方式：共通テスト併用型

大学入学共通テスト利用 前期と後期



理学部 ：0:00～0.56
数学コース：0:56～1:20

新しい理学部の情報はこちらでも紹介しています

ぜひご覧ください
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