
会場アクセス:

専攻公開・入試説明会

2018 年 6 月 2 日(日) 13:00～15:40
筑波大学　総合研究棟 B 　1 階 (筑波キャンパス)

システム情報工学研究科
コンピュータサイエンス専攻

第三エリア

第三エリア前

第一エリア前

つくばセンターから
「筑波大学中央行き」、または
「筑波大学循環バス（右回り）」のバスで
「第一エリア前」または「第三エリア前」下車

　　　　　　　専攻 Web ページ: http://www.cs.tsukuba.ac.jp/

0106

01020112

0108
相談デスク
(入試他)
研究室の
デモ展示 

0110
専攻紹介
入試説明会

受付
ポスター展示 

専攻紹介・入試説明会
 1階0110室 13:00 ～ 14:45

・コンピュータサイエンス専攻の概要と特色
 大矢 晃久　専攻長

・研究事例紹介
 工藤 博幸   教授
 　 　
・入試概要説明
 志築 文太郎  准教授/長谷部 浩二  准教授

・質疑応答

受付 
 1階ギャラリー   9:30～15:30

デモ展示・研究室紹介 
  1階0108室 13:00 ～ 15:40

相談デスク(入試・その他) 
 1階0108室 14:45 ～ 15:30

研究室ポスター展示 
 ギャラリー 13:00 ～ 15:40

0107



研究室デモ展示・研究室紹介
（0108室）

入試等相談デスク　(0108室)

研究室ポスター展示
(ギャラリー)

インタラクティブプログラミング研究室 計算幾何学とグラフィックス研究室

[志築 文太郎・高橋 伸・Simona Vasilache] [三谷 純・金森 由博・遠藤 結城]

http://www.iplab.cs.tsukuba.ac.jp/ http://www.cgg.cs.tsukuba.ac.jp/

マルチメディア研究室 知能ロボット研究室 機械学習・データマイニング研究室 ウェブサイエンス研究室

[牧野 昭二・山田 武志] [大矢 晃久] [佐久間 淳] [加藤 和彦・岡 瑞起]

https://www.mmlab.cs.tsukuba.ac.jp/ http://www.cs.tsukuba.ac.jp/~ohya/ http://www.mdl.cs.tsukuba.ac.jp/ http://websci.cs.tsukuba.ac.jp/

データ駆動ネットワーキングアーキテク
チャ研究室

制御システム研究室 集積システム研究室 計算視覚科学研究室

[西川 博昭・三宮 秀次] [河辺 徹・合原 一究] [安永 守利・金澤 健治] [酒井 宏]
http://www.ddna.cs.tsukuba.ac.jp/ http://acs-gw.cs.tsukuba.ac.jp/ http://www.islab.cs.tsukuba.ac.jp/ http://www.cvs.cs.tsukuba.ac.jp/

コンピュータネットワーク研究室 システム数理研究室
インタラクティブ・アーキテクチャ
研究室

適応情報処理研究室

[木村 成伴] [久野 誉人・佐野 良夫] [前田 敦司] [亀山 啓輔・鈴木 大三]
http://www.netlab.cs.tsukuba.ac.jp/ http://syou.cs.tsukuba.ac.jp/ http://www.ialab.cs.tsukuba.ac.jp/ http://www.adapt.cs.tsukuba.ac.jp/

ソフトウェア研究室
計算ビジュアルサイエンス研究
室: CAVELab

並列分散処理研究室
オペレーティングシステムと
システムソフトウェア研究室

[新城 靖・佐藤 聡] [蔡 東生] [和田 耕一・山際 伸一] [加藤 和彦・阿部 洋丈・長谷部 浩二]
http://www.softlab.cs.tsukuba.ac.jp/ http://www.cavelab.cs.tsukuba.ac.jp/http://www.padc.cs.tsukuba.ac.jp/ http://www.osss.cs.tsukuba.ac.jp/

コンピュータビジョン研究室 カオス研究室 知識システム研究室 ヒューマンセンタードビジョン研究室
[福井 和広・日野 英逸] [徳永 隆治] [狩野 均] [佐藤 雄隆（連携大学院准教授）]

http://www.cvlab.cs.tsukuba.ac.jp/ http://www.chaos.cs.tsukuba.ac.jp/
http://www.cs.tsukuba.ac.jp/~kanoh/k
slab/index.html

http://staff.aist.go.jp/yu.satou/univ.htm

ハイパフォーマンス・コンピューティング・
システム(HPCS)
研究室

プログラム論理研究室 知能情報研究室 人間支援工学研究室

[朴 泰祐・高橋 大介・建部 修見 ・山口 佳
樹・
川島 英之・多田野 寛人・小林 諒平・佐藤
三久(連携大学院教授)]

[亀山 幸義・海野 広志]
[山本 幹雄・滝沢 穂高・
乾 孝司・津川 翔]

[井野 秀一（連携大学院教授）]

http://www.hpcs.cs.tsukuba.ac.jp/ http://logic.cs.tsukuba.ac.jp/ http://www.mibel.cs.tsukuba.ac.jp/ https://unit.aist.go.jp/hiri/hi-fitness/index.html

ビジュアリゼーションとインタラクティブシス
テム研究室

北川・天笠データ工学研究室 イメージサイエンス研究室 インフラウェア研究室

[三末 和男]
[北川 博之・天笠 俊之・早瀬 康
裕・塩川 浩昭・堀江 和正]

[工藤 博幸・岡田 俊之]
[中田 秀基（連携大学院教授）・
谷村 勇輔（連携大学院准教授）]

http://www.vislab.cs.tsukuba.ac.jp/japane
se/

http://www.kde.cs.tsukuba.ac.jp/ http://www.imagelab.cs.tsukuba.ac.jp/ https://sites.google.com/site/infrawarelab/

情報数理研究室 人工知能研究室
データシステムエンジニアリング(DSE)
研究室

電子回路研究室

[北川 高嗣・櫻井 鉄也・Aranha Claus de
Castro・今倉 暁・二村 保徳・保國 惠一]

[水谷 哲也] [古瀬 一隆・陳 漢雄] [庄野 和宏]

http://www.mma.cs.tsukuba.ac.jp/
http: //
www.cs.tsukuba.ac.jp/~mizutani/

http://www.dblab.is.tsukuba.ac.jp/dse/ http://www.fillab.cs.tsukuba.ac.jp/

システムセキュリティ研究室 ライフエレクトロニクス研究室 ブラックボックス最適化研究室
[大山 恵弘] [秡川 友宏] [秋本 洋平]

https://syssec.cs.tsukuba.ac.jp/wp/ http://sites.google.com/site/youheiakimotospage/

学生によるデモ展示・研究室紹介をしております．ぜひご覧ください．

入試に関してのご質問・ご相談などがありましたら、どうぞお越し下さい。入試担当者がお
答えします。その他のご相談も受け付けています。

研究室のポスター展示をしております．ぜひご覧ください．

デモ・研究室紹介出展研究室　

ポスター展示研究室　

https://www.mmlab.cs.tsukuba.ac.jp/
http://websci.cs.tsukuba.ac.jp/
http://www.adapt.cs.tsukuba.ac.jp/
https://sites.google.com/site/infrawarelab/
https://syssec.cs.tsukuba.ac.jp/wp/
http://sites.google.com/site/youheiakimotospage/

