




















自動車関連企業に就職を考えている学生をター

ゲットとしたコースです。自動車工学をはじめ、

自動車の生産工学、自動車エンジン、ビークル

ダイナミクスなどを学びます。ドライビングシミュ

レータ、ヒューマンエラー評価装置など最新の研

究設備も充実しています。

航空機やロケットを対象に機械工学に対する興

味を引き出し、先端技術の理解と修得を目標と

したコースです。航空宇宙工学をはじめ、軽量

構造力学、高速空気力学などを学びます。超軽

量飛翔体創製装置、無重力実験装置など先端的

な研究設備も充実しています。

高性能の機械を効率的に生産する工学を学習し、

ものづくりに精通した学生を育てることを目標

としたコースです。マシンツールをはじめ、機

械構造材料、デザイン工学、ロボット工学など

を学びます。充実したものづくり設備を活用し

て創造性に富む機械をつくります。

機械工学科には著名な先生方も多く、学びたいという想いに

対して100%応えてくださいます。また、たとえ間違ってい

ても自分で考えたというプロセスこそが、財産になる。そう

した方針のもと、ただ教えるのではなく、考える力が身につ

くようアドバイスいただけます。私自身は学外で国際交流パー

ティのスタッフとして活動。この３年間、世界を広げるとともに、

同じ目標を持つ仲間から刺激を受けながら、貪欲に自分が将

来やりたいことをつきつめていきました。将来はパイロット

か服飾関係の道に進みたいと考えています。生産実習では航

空関係をはじめ、さまざまなバックグラウンドを持つ方たち

と出会いました。学生のうちにできるだけ多くの可能性を試

して納得してキャリアを築いていきたいと思います。

自動車コース

航空宇宙コース

機械創造コース

自分で考えるという
プロセスこそが成長につながる

機械工学科

生産活動の基盤を
支えている

分野に特化した
コースで将来に直結

興味を出発点に
実践力を高める

豊かな社会がつくられる過程の

中で、そして未来の社会を目指

す技術発展の中で、あらゆる産

業や生産活動の基盤として大

きな役割を担う機械工学。本学

科では実習・実験・製図など実

技系授業を中心としたカリキュ

ラムを用意。体験を通じて理解

しながら学ぶことができます。

乗り物好きの学生が多く学ぶ

「 自 動 車 コース 」と「 航 空 宇 宙

コース」、ものづくりに精通した

エンジニアを目指す「機械創造

コース」を設置。どのコースも焦

点を絞った専門知識と専門技

術を修得できることが特徴で

す。４年間を通じて高い専門性

を獲得します。

目 標 を 明 確 に 設 定 して 機 械

を設計・製作することで、実践

的 なものづくりのセンスを 養

成 す る PBL（Project Based 

Learning）教育。機械工学科の

学びの大きな特徴です。学びの

スタートとなるのは自動車、航

空機、ロボット、宇宙、エネルギー

といったあなたの「興味」。

大橋 開さん

機械工学科
航空宇宙コース3年

都立田園調布高等学校出身

社 会 で 活 躍 で き る 実 践 力 を 身 に つ け る
も の づ く り と 乗 り 物 大 好 き 学 科

STUDENT'S VOICE

学びのポイント
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工作機械に関する基本的な知識と操作方法について学ぶ

工作機械とは機械を作るための機械です。その分類や数値制御工作機械へ発

展した歴史、汎用工作機械の基本的な構造構成を学習します。また、製作実

習で使用する工作機械と機械加工学で学ぶ切削加工との関係および工作機械

の構成や機能について理解します。さらに、コンピュータを使用して制御す

るNC工作機械とファクトリーオートメイションなどの理解も深めるとともに、

効率の良い部品の製作方法について機械設計と機械加工との関わりについて

も学びます。

機械工学科 自動車コース / 航空宇宙コース / 機械創造コース

製図の基礎となる立体感覚を身につける

実技形式の科目で、製図の基礎となる立体感覚を身につけることをねら

いとしています。３次元 CAD（SolidWorks）を使用しながら図学の基礎

を視覚的に勉強。SolidWorks を使用した立体モデルの作成方法を修得し

た後、立体モデルの平面投影、陰影、断面図、展開図などの基礎を学び、

SolidWorksを利用して演習を行います。また、3次元CADの基礎となって

いる空間座標・点・線・面の概念について、プログラミング（MATLAB）の

3次元グラフィックス機能を利用して勉強します。3次元CADによる基本的

な立体モデルの作成、立体モデルからの平面図の作成、立面図からの立体モ

デルの作成、プログラミングによる3次元グラフィックスの作成を達成目標

としています。

航空宇宙コース ３次元グラフィックス演習
（全コース共通科目）

カリキュラム

実際の自動車づくりを体験し実践的な経営管理能力を修得

自動車プロジェクト演習は少人数グループによる演習授業。レギュレーション

に沿ったアイデアに富む独創的な電動カートを設計製作します。学生が主体

となって『立案・設計・製作』と一連の手順を踏んでひとつの装置をつくりあ

げることで、座学では得られない「部品調達」や「工程管理」、「協働作業」な

ど実際の“ものづくり”の現場で欠かせない経験ができます。また改良を繰

り返しながら最終作品を創り上げるという「ものづくり」 の難しさと楽しさ、

さらに、柔軟なものづくりの考え方やチームワークの大切さも学習します。

最終授業では、受講者が一堂に会し、プレゼンテーションと品評会および走

行競技会を行い、成果を公表します。

自動車コース プロジェクト演習

機械創造コース マシンツール

CLOSE UP 授業

生産工学系科目

専門工学科目

実技科目

航空宇宙工学

軽量構造力学
航空宇宙推進機
航空機力学
軽量材料

航空宇宙
コース

生産工学系科目

専門工学科目

実技科目

機械力学Ⅰ及び演習
材料力学Ⅰ及び演習

製作実習
３次元グラフィックス演習

1年次

キャリアデザイン演習

機械製図学
機械要素Ⅰ
機械材料
熱力学Ⅰ及び演習
流体力学Ⅰ及び演習
機械力学 Ⅱ

材料力学 Ⅱ
機械加工学Ⅰ
電気・電子工学
計測工学
制御工学Ⅰ
機械要素Ⅱ

生産管理
安全工学

熱力学Ⅱ

基礎製図
基礎工学実験
メカトロニクス演習
機械設計製図Ⅰ

2年次

生産実習
プロジェクト演習

産業関連法規生産工学特別講義
SDコミュニケーション

技術者倫理
経営管理

機械加工学Ⅱ
流体力学Ⅱ
機械振動工学
内燃機関
人間・機械システム
制御工学Ⅱ

システム制御
有限要素法
伝熱工学
流体力学Ⅲ
実験計画法

機械工学実験Ａ
機械工学実験Ｂ
機械設計製図Ⅱ

ＣＡＤ演習
ゼミナール

3年次

卒業研究
システムモデリング演習

4年次

※配当年次は変更になる場合があります。
履修体系 赤字：必修科目／黒字：選択科目

共通科目

生産工学系科目

専門工学科目

実技科目

自動車工学

軽量構造力学
ビークルダイナミクス
自動車エンジン
軽量材料

自動車
コース

生産工学系科目

専門工学科目

実技科目

マシンツール

機械構造材料
ロボット工学
デザイン工学
機械加工学Ⅲ

機械創造
コース

キャリアデザイン

共
通
科
目
を
学
ぶ

ディプロマ・ポリシー

アドミッション・ポリシー

カリキュラム・ポリシー

■ 
 
 

■ 
 
 

■ 
 

■

■ 

■ 
 

■

■

■

■ 

■

教養科目と基礎科学・専門教育科目を連携して学修することにより、豊
かな教養と自然科学に関する基礎知識を身につけることができる。また、
体系化されたカリキュラムにより機械工学に関する専門知識と理論を修得
することができる。

英語を含む機械工学に関する情報を収集・分析するとともに、それらを
発信するためのコミュニケーション能力を修得することができる。また実
技科目の学修により、機械工学に関する技術を理解し、説明することが
できる。

設計製作、ゼミナール、卒業研究などの学修を通して、機械工学に関する
新たな課題を理解するとともに、他者と協働してそれらの課題を解決す
る実践力を修得することができる。

生産実習を含む生産工学系科目の学修を通して、生産工学に関する基礎
知識を修得するとともに、機械技術者としての実践的な管理能力および
経営管理能力を修得することができる。

自然科学や教養に関する基礎知識を持ち、機械技術者として他者と協働
することができる。

機械工学の専門分野を体系的に理解するとともに、生産工学に関する知
識を持ち、ものづくりに精通した技術者として新たな課題の解決に貢献
することができる。

グローバルな視野に立ち、機械工学に関する様々な情報を収集・分析し、
自らの考えを構築し、発信することができる。

機械工学科での履修に必要な基礎学力を有する人。

機械に深い興味を持ち、ものづくりに夢と情熱をそそぐ意思がある人。

筋道を立てて物事を考え、その過程と結果を的確に言葉で表現する素
養のある人。

知的好奇心が旺盛で、チャレンジ精神に富み、実行力を備える意思が
ある人。
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機械工学科 自動車コース / 航空宇宙コース / 機械創造コース

津田沼キャンパスに
設置された微小重力
実験施設「落下塔」と
微小重力環境で燃焼
する燃料液滴列

自動操縦用に導入したEV

氏名 研究テーマ 氏名 研究テーマ 

安藤 努 コロイド分散液の動的挙動の研究、強磁場磁気科学、翼なし攪拌機 髙橋 進 金属や複合材料の特性評価、成形技術、成形シミュレーション

氏家 康成 火花点火機関、プラズマ点火ディーゼル機関、スターリング機関 髙橋 清造 アルミナ焼結体の積層法による成形と焼結体の高密度化

大久保 通則 異種金属接合技術の開発、高度溶接技能の伝承 綱島 均 鉄道の安全性向上、ブレイン・コンピュータ・インターフェースの開発

沖田 浩平 キャビテーション、集束超音波を用いた低侵襲治療、数値流体力学 野村 浩司 宇宙環境を利用したエンジン燃焼の基礎研究

小幡 義彦 疲労き裂進展特性のＡＥ法による評価 野本 光輝 摩擦熱を利用した接合技術、マグネシウム、減衰能

景山 一郎 車両の運動と制御、人間の制御動作モデル 平林 明子 複合材料の成形、高温特性、クリープ特性

加藤 数良 軽金属材料の摩擦接合、摩擦圧接現象、摩擦接合技術の応用 平山 紀夫 複合材料の最適構造・材料設計、新複合材の成形技術開発

久保田 正広 機能性材料の創成、構造材料の特性向上、粉末冶金 前田 将克 加工環境制御型高機能摩擦接合技術の開発、摩擦接合技術の応用

栗谷川 幸代 生体信号によるドライバの状態計測と推定、ヒューマンマシンインターフェース 松島 均 電子機器の冷却、熱伝達の促進、噴流空冷、沸騰、ヒートパイプ

坂田 憲泰 構造用複合材料の成形法の開発と力学特性の評価 丸茂 喜高 情報提示によるドライバの運転支援システム

菅沼 祐介 噴霧燃焼メカニズム解明を目的とした燃料液滴列に関する研究 栁澤 一機 生体計測、ブレイン・コンピュータ・インターフェース

四輪トランスミッション設計部でAT・CVTトランスミッションのシフトデバ

イス関係の設計を行っています。小さいころからミニ四駆やプラモデルが好

きでものづくりに興味があったため、機械工学科に進学。学部卒業後、大学

院に進学しましたが、そこでは人間工学を専攻。企業との共同研究も行いま

した。この仕事を選んだのは、人の手が触れる、目に見える部品の設計がし

たかったから。また、人間工学を専攻していたこともあり、操作に関わる仕

事がしたいという想いもありました。

日々設計に携わっていて感じること。それは、自分が設計したものが世界中

のスズキの車を愛用する人に使われている、これほど技術者冥利につきるこ

とはないということです。カタログに自分が設計したものが掲載されている

のを見るとほんとうにうれしいです。大学では実際のものに触れる大切さを

学びました。機械系の学部なり学科であれば設計は学ぶと思いますが、実際

のものを前にして、それを図面に起こすことはなかなかできないと思います。

機械工学科では、現物に触れる体験をたくさんしてきました。だからこそ、

自分の目で見て計測してということが自然とできるようになったと思います。

今の仕事では、現場、現物、現実という「3つの現」を重視する三現主義をベー

スとして設計しており、大学での学びがこうしたところで活きていると感じ

ます。

自分が設計したものが
世界中で使われる喜び

目指す資格

機械工学科は入ってみると旋盤をしたり実際にものに触れる機会が多
い。工学系は勉強ばかりするイメージでしたが自分の手を動かして学べ
たことが新鮮でした。１・２年次はエンジンの組立・分解など機械の基
礎を習得。３年次はエンジンの設計から製図まで実際に行いましたが、
思うように結果が出ないなど、ものづくりの難しさを痛感しました。４
年次は企業との共同研究を行いましたが人間工学系の研究であったた
め、一人ひとり違って想定される結果が出てこないなど、企業において
研究開発を行っていく上での厳しさにも触れました。

次世代の自動車の安全性・運転支援に向けた研究

次世代の自動車の安全性・運転支援に向け
た運動特性や人間の特性等について実験的・
理論的な研究を実施しています。このために、
実車実験やドライビングシミュレータ等を用
いた実験解析や理論構築、並びにパーソナル
モビリティや自動操縦車両等の次世代自動
車技術構築を行っています。

景山 一郎・栗谷川 幸代 研究室

社会の
こんなところで
応用されている

他大学ではなかなか行うことができない実車実験を通して、実際の車両や人間を知るという視点に立ち、
そこから理論解析を行える力を身につけるという学修を通じ、社会に通用する学生を育てています。この
力を持った卒業生達は、自動車メーカーや部品メーカーにおいて、研究・開発・設計の分野で活躍しています。

社会の
こんなところで
応用されている

ボーイング787などの航空機構造やロケットのグリッド構造、レー
スカーからテニスラケットやスノーボード、さらに身近には耐食性
を活かしてバスタブの材料だったりします。

社会の
こんなところで
応用されている

研究成果は、ジェットエンジンやディーゼルエンジン内の燃焼シミュ
レーションの高度化・高精度化に役立てられます。

国際宇宙ステーションでの微小重力環境燃焼実験を
目指して

日 本 大 学 / 山 口 大 学 / 九 州 大 学 /
JAXA/NASAが協力して燃焼実験を
行うための装置が、2015年に種子島
宇宙センターから宇宙に打ち上げられ
ました。現在その予備実験を写真の短
時間微小重力環境発生施設で行って
います。

野村 浩司・菅沼 祐介 研究室

航空宇宙構造分野で発展した軽量高強度材料の新しい
応用展開

複合材料とは 2 種類以上の異なる材
料を組み合わせ、その素材にはない
特性を持たせた材料です。その素材
は多岐に渡りますが、私たちはプラス
チックをベースとする新たな複合材料
の開発、試験、解析を行っています。

平山 紀夫・坂田 憲泰・平林 明子 研究室

私の 4 年間

就職業種 おもな就職先

市川 一成さん
スズキ株式会社

2012年3月卒業・2013年3月修了
杉並学院高等学校出身

社会の
こんなところで
応用されている

摩擦攪拌接合は現在では、自動車、鉄道車両、航空機などの輸送
用機器のほか歩道橋などの作製に使用されています。

ものづくりに欠かせない最先端接合技術の開発研究

自動車などを軽量化するため、鉄鋼材
料を軽金属や樹脂へ置換し、同時に
用いるために異種材料の接合が求め
られています。現在は、異種材料の接
合に最先端技術である摩擦攪拌接合
を用いた接合方法の開発研究を行っ
ています。

加藤 数良・野本 光輝・前田 将克 研究室

CLOSE UP 研究室

CLOSE UP 教員一覧

GRADUATE'S VOICE

取得できる資格
中学校教諭免許状【理科】 (1種／教職課程を履修)
高等学校教諭免許状【理科】 (1種／教職課程を履修)
高等学校教諭免許状【工業】 (1種／教職課程を履修)
Private Pilot Licence＜FAA＞
CSWA＜SolidWorks Corporation＞

技術士 

ボイラー技士

エネルギー管理士 

自家用飛行機操縦士

自動車整備士 

教育職員免許（理科・工業）

溶接管理技術者 

CAD利用技術者 

スズキ（株）、古河電気工業（株）、（株）小森コーポレーション、アルプス電気

（株）、ＪＵＫＩ（株）、（株）日立物流、オカモト（株）、（株）ショーワ、シキボウ

（株）、（株）アイチコーポレーション、（株）東京精密、シンフォニアテクノロジー

（株）、日特エンジニアリング（株）、ＮＴＴエレクトロニクス（株）、鬼怒川ゴム

工業（株）、（株）日立ビルシステム、横河マニュファクチャリング（株）、（株）日

立パワーソリューションズ、（株）クレスコ、日本トレクス（株）、小倉クラッチ

（株）、高千穂交易（株）、（株）アーステクニカ、京三電機（株）、大成建設（株）、

鹿島建設（株）、（株）フジタ、飛島建設（株）、新日本空調（株）、国土交通省
建設業

製造業

不動産業
金融・保険業

情報通信業運輸業

サービス業

公務員
その他

進学

卸・小売業
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電気エネルギーはとても扱いやすいのが特徴で

す。発電所で大量の電気を発生し、エネルギー

需要の高い都市まで送り、熱や動力の源として

使うことができます。このコースでは電気を作り、

輸送し、利用することを中心に学びます。また、

電気主任技術者などの資格取得を目指します。

パソコンや携帯電話の普及により、世界はインター

ネットによって繋がれています。インターネット

では電気・電波・光などを利用した情報通信ネッ

トワークを使って文字・画像・音声などの情報

が交換されています。このコースでは情報通信

を支えるエレクトロニクス・情報技術など、電

子を使うことを中心に学びます。電気通信主任

技術者、第一級陸上無線技術士、基本情報技術

者などの資格取得を目指します。

日本技術者教育認定機構（JABEE）が定める技術

者教育プログラムの審査と認定を受けた技術者

教育プログラムです。エネルギーシステムコー

スまたはeコミュニケーションコースに所属し受

講します。将来、技術士として国際的に活躍で

きる技術者を目指します。

電気電子工学科は実験が多い。またその内容が偏りすぎず、

送電やディジタル回路など、さまざまなことを学べる点が魅

力です。実験していく中でわからないことがあれば、その都

度図書館で調べます。大変ですがこの時間は充実しています。

答えを最初から教えてもらうのでなく、苦労して知識を自分

のものにしていく。知識はもちろんですが、自分で調べて考

える、この過程こそが、卒業後、社会に出て働いていく上で

土台になっていくと思います。私は生産実習に参加したこと

で無線通信事業に携わりたいと考えるようになりました。将

来は通信技術に関する研究の最前線に立って技術発展に貢献

したいと思います。

エネルギーシステムコース

e コミュニケーションコース

クリエイティブエンジニアプログラム

多くの実験を通じて
知識を自分のものにしていく

電気電子工学科

数多くの分野で
活かされ社会を支える

学びの多様性は卒業後
の進路につながる

段階的・効果的に学習
するためのカリキュラム

ICから電気自動車のモータ、発

電所やインターネットなど、電気

電子工学は、数多くの分野で活

かされています。その内容は電

気工学や電子工学、制御工学、

コンピュータサイエンス、通信工

学などに分かれ、それぞれ時代

の進歩や産業構造の変化に合

わせて発展しています。

幅広い学びは、卒業後の就職に

もつながっています。本学科の

就職は製造、情報通信、サービ

ス、建設など、他学科に比べて

多様な業界へ広がっているのが

特徴。４年間の学び・研究の内

容に合わせて、さまざまな業界・

企業を目指したり、大学院進学

への道も開かれています。

多くの分野からなる電気電子

工学を学ぶには、その学習方法

が鍵となります。基礎知識から

専門知識を段階的かつ効果的

に学ぶため、本学科では独自の

カリキュラムで教育内容の充実

を図っています。また、実験・実

習にも力を入れ、密度の高い教

育・研究を実現しています。

加瀬 裕真さん

電気電子工学科
eコミュニケーションコース3年

麗澤高等学校出身

I C と い う 小 さ な 電 子 部 品 か ら 大 規 模 な 発 電 所 ま で
基 礎 知 識 ／ 専 門 知 識 を 系 統 的・効 率 的 に 学 ぶ

STUDENT'S VOICE

学びのポイント
POINT

1
POINT

2
POINT

3
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電気エネルギー・エレクトロニクス・情報通信の基礎を
包括的に学ぶ

本科目は、エンジニアリングデザイン対応科目の中心に位置づけられていま

す。本科目では、単に電気・電子回路を設計するだけでなく、設計のプロセ

スでは部品の選定、経済性、環境や利用者への配慮を含め、チームワーク力

を活用して立案、設計、製作、実行し、自己評価に加え相互評価も受けます。

電気電子工学実験、プログラミング、電子回路、回路理論、電磁気学、電気

物性、計測などの座学で得た知識を総合的に活用し、問題を設定して解決す

る能力を養うことが求められます。従って、暗記する知識よりはむしろ使え

る概念を理解することに努めるようにし、理論の学習のみならず実際に手を

動かして確かめてみることが重要な科目です。

電気電子工学科 エネルギーシステムコース /eコミュニケーションコース /
クリエイティブエンジニアプログラム

電子回路、情報信号処理、通信技術に関する基本的な技術を
学ぶ

本実験は、電気、電子、情報通信分野の基礎となる電子回路、情報信号処理、

通信技術に関する基本技術を理解し、それらを応用する能力を育成すること

目的としています。具体的には、直流電源回路、増幅器の設計･製作、電力増幅、

信号発生(パルス、正弦波）、アクティブフィルタ、波形変換、画像処理、ディ

ジタル変復調、マルチメディア伝送、制御ロボットについて、チームで協働

して設計・製作、実験、評価を行い、基本技術の原理と仕組みを理解し、そ

れらを応用できるようにします。さらに実験開始時および終了時の指導教員

とティーチングアシスタントとの対話、レポート作成によりコミュニケーショ

ン力、論理的な記述力を身につけます。

eコミュニケーションコース 電気電子工学実験IV
（全コース共通科目）

1年次 2年次 3年次 4年次

生産工学系科目

専門工学科目

実技科目

生産工学系科目

専門工学科目

実技科目

生産工学系科目

専門工学科目

実技科目

共
通
科
目
を
学
ぶ

電気数学Ⅰ
回路理論Ⅰ
電気電子工学特別講義Ⅰ
電気数学演習
回路理論演習Ⅰ

電気電子工学実験Ⅰ 卒業研究

パワーエレクトロニクス
電気設備
電力応用

セーフティデザイン
医用器機工学
ロボットテクノロジ

キャリアデザイン
キャリアデザイン演習
生産管理

安全工学

回路理論Ⅱ
電磁気学Ⅰ
プログラミング及び演習
電磁気学Ⅱ
電気電子計測Ⅰ
回路理論演習Ⅱ
電磁気学演習Ⅰ
電子回路Ⅰ
電気電子工学特別講義Ⅱ

電気数学Ⅱ
電子回路Ⅱ
電磁気学演習Ⅱ
情報理論
電気電子設計製図
電気物性
電気電子材料
論理ディジタル回路
情報管理

電気電子工学実験Ⅱ
電気電子工学実験Ⅲ

回路理論Ⅲ

生産実習
プロジェクト演習
技術者倫理
経営管理

産業関連法規
生産工学特別講義
SDコミュニケーション

科学技術欧文技法Ⅰ
電気電子設計
科学技術欧文技法Ⅱ
過渡現象
電気電子計測Ⅱ
制御工学
数値計算法

センサー工学
コンピュータシステム

電気電子工学実験Ⅳ
電気電子工学実験Ⅴ

ゼミナール

プラズマ工学
電気機器Ⅰ
電気法規及び設備管理
高電圧工学
電力輸送工学
電気化学

非破壊検査工学
電気機器Ⅱ
照明工学
電気音響工学
電力発生工学

電磁気学Ⅲ
半導体基礎
情報通信工学
伝送路システム
アンテナ工学
コンピュータハードウエア
電磁波工学
マイクロ波工学

半導体デバイス工学
情報通信ネットワーク
ワイヤレス通信システム
電波応用
光工学
通信法規
イメージテクノロジ
ディジタル信号処理

ナノテクノロジ
光通信システム
応用情報処理
組込み計算機システム

エネルギー
システム
コース

eコミュニ
ケーション
コース

共通科目
※2コースのみ

※配当年次は変更になる場合があります。
履修体系 赤字：必修科目／黒字：選択科目／青字：クリエイティブエンジニアプログラム履修者必修科目（赤字の必修科目を含む）

ディプロマ・ポリシー

アドミッション・ポリシー

カリキュラム・ポリシー

■ 
 

■ 
 
 

■ 
 
 
 

■

■ 
 

■

■ 

■

■

■ 
 

■ 

■

電磁気学、回路理論、電子回路および情報処理をはじめとする電気・電子・
情報通信分野に関する基礎知識と要素技術を修得することができる。また、
数学、物理や自然科学に関する基礎知識を修得することができる。

英語を含む関連資料を読み理解できる能力、社会的に十分なコミュニケー
ション能力と議論できる能力、実験を通し技術的な報告書を作成する能力
とそれを説明できる能力、国内外の政治・経済・歴史や自然科学などに
関する基礎的事項を理解する能力を身につけることができる。

実験実習、ゼミナール、卒業研究の学修を通して、課題を理解しそれを解
決するための立案、設計、製作、実行、評価する能力を身につけること
ができる。また、技術者倫理、知的所有権法などの学修を通して、社会
の要求を的確に理解し社会人として倫理観を持ち問題を解決する能力を
身につけることができる。

生産工学系科目の学修を通し生産管理技法を修得する。また、生産実習（イ
ンターンシップ）や実験実習科目の学修を通し製造技術の修得、社会にお
ける電気・電子・情報通信分野の位置付けを理解し、同時にプレゼンテー
ションとコミュニケーション能力を修得することができる。

電気・電子・情報通信分野の専門知識を体系的に理解するとともに応用・
実践できる。また、この分野を理解するために必要な数学・物理、自然
科学の基礎知識と情報処理技術を身につけ応用できる。

国内外で通用するコミュニケーション能力と国際感覚を有し実践できる。

社会の要求を的確に理解し、社会人として倫理観を持ち問題を解決でき
る能力を有し実践できる。

修得した知識・技能・学習経験を総合的に活用し、生産および製造技術（も
のつくり）に関する基礎的な知識と経営管理能力を有し応用できる。

電気電子工学科での履修に必要な基礎学力を有する人。

エネルギー、エレクトロニクス、情報通信などの電気電子工学に興味
があり、ものづくりが好きであり、ものづくりを通して知識を深める
意欲がある人。

具体的な目標をたて、その目標を達成するために努力し続けることが
できる人。

高い倫理観と道徳観を持ち、社会性と協調性を有する人。

カリキュラム

生産工学とものづくりの基礎を学ぶ

本科目は生産工学系科目などの講義と生産実習に対する実験実習であり、「物

を作り」その「品質を管理」するときに必要な基礎となる作業、すなわち、材

料試験、機械加工、組み立て、分解、計測、管理手法および記録作成などを

自分自身の手で、各種の工具や計測機器などを使って、「生産の実技」を体験

することが目的です。この目的を達成するため、当実験ではテーマを5項目

に大別しています。すなわち、（1）品質管理、工程管理などの管理手法（2）

工作法の基礎（3）計測法の基礎（4）シーケンスの基礎（5）エネルギー変換の

基礎（電気機器の構造と部品）です。

エネルギーシステムコース 電気電子工学実験II
（全コース共通科目）

クリエイティブエンジニアプログラム 電気電子設計

CLOSE UP 授業
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電気電子工学科 エネルギーシステムコース /eコミュニケーションコース /
クリエイティブエンジニアプログラム

JR東日本の川崎火力発電所で電気設備や発電機などの保守点検運用を行ってい

ます。JR東日本では首都圏の各線区へ安定した自営電力を供給しており、川崎

火力発電所はその約6割を担っています。多くの人が毎日のように利用する鉄道。

それを支える電力の供給に貢献できるということがこの仕事のやりがいです。

発電所はもちろん、メーカーや建設など、あらゆる分野で電気は必要とされ

ます。それだけ社会に貢献できる仕事と言えますし、何より活躍の幅も広が

ります。また、仕事をしていく上で、胸をはって「ここだけは私に何でも聞い

て」と言えるようなものを持ちたかった。それが専門職としての電気を選んだ

理由です。小さいころから英語を学んでいたこともあり、学生時代はオース

トラリアとアメリカに留学しました。多くの国の多くの人と触れ合う中で、もっ

と自分を出して、失敗してもいいからいろんなことに挑戦すること。チャレ

ンジ精神を持つ大切さを学びました。社会人になってからではできないよう

な経験ができた。それが大学で得た一番大きな収穫です。留学を応援してく

ださった先生方をはじめとした“人”との出会いは財産になっており、卒業し

た今でも交流があります。電気電子工学科は実験も多く、電気設備に触れる

機会にも恵まれていますので、学生のうちにこうした実際の設備に触れてお

くことは社会人になって現場に出たときに活きてくると思います。私自身は

将来、たとえば海外と日本のエンジニアの懸け橋になって通訳をするなど、チャ

ンスがあれば挑戦してみたいです。

多くの国の多くの人と
触れ合う中でいろんなことに
挑戦できるようになった

取得できる資格
中学校教諭免許状【理科】 (1種／教職課程を履修)

高等学校教諭免許状【理科】 (1種／教職課程を履修)
高等学校教諭免許状【工業】 (1種／教職課程を履修)

電気主任技術者（認定校） 

電気通信主任技術者（認定校） 

第一級陸上無線技術士（認定校） 

電気工事士 

基本情報技術者 

ITパスポート試験 

特殊無線技士

エネルギー管理士 

建築設備士 

工事担当者（アナログ、デジタル） 

目指す資格

教育職員免許（理科・工業）

将来は技術系の仕事に就きたいと考え電気電子工学科に入学。大学１
年を終えた時点で１年間休学してオーストラリアに語学留学しました。
そこでの多種多様な人々との出会いを通じて視野を広げられたと思い
ます。帰国後、1年間日本で過ごし、交換留学制度を利用して大学から
奨学金をいただきアメリカに留学。現地の学生に混じって授業を受けら
れたことはとてもいい刺激になりました。その後、日本に帰国し、４年次
はほぼ毎日研究室に通い研究に打ち込みました。試行錯誤して研究を
進めることにはやりがいを感じました。

光科学の導入による新しいプラズマ理工学の開拓

近年の光科学技術の発展はめざまし
く、先端産業で重要な役割を果たす
キーテクノロジーとなっています。本研
究室では、プラズマ科学と光科学を融
合させ、極低温プラズマと高精度レー
ザー分光法の研究を行っています。

荒巻 光利 研究室

社会の
こんなところで
応用されている

精密なレーザー分光技術を応用して、核融合プラズマや半導体産
業に用いるプラズマの理解と高性能化に貢献しています。

社会の
こんなところで
応用されている

高速無線通信技術は映像伝送や次世代移動通信システムへの適
用が想定されています。また、無線電力伝送技術は災害時の携帯
電話等の基地局への適用が想定されています。

社会の
こんなところで
応用されている

交通事故を未然に防ぐ先進運転支援システムや人間と共存可能
な自律型ロボットへ応用されています。

クルマの自動運転を実現するコンピュータビジョンに関する
研究

本研究室では、自律移動ロボットや
無人走行車の開発に欠かせない「機
械の目」であるコンピュータビジョン
に関する研究を行っています。現在
は、レーザーやカメラ等のセンサを
用い、周囲の状況を可視化する方
法について検討しています。

黒岩 孝 研究室

超高速無線通信システムの実現及び
無線電力伝送高効率化の研究

準ミリ波・ミリ波帯以上の周波数帯を
用いた高速無線通信システムの実現や、
MIMO技術等の並列伝送技術による高
速化の研究を行っています。更には無線
装置の無電源化を可能とする無線電力伝
送技術の研究を行っています。

関 智弘 研究室

私の 4 年間

氏名 研究テーマ 氏名 研究テーマ 

荒巻 光利 レーザーを駆使した核融合プラズマ、極低温プラズマの研究 清水 耕作 半導体が開く明日のエネルギーと私たちの暮らしについての研究

石栗 慎一 高温超伝導および新型超伝導を利用した再生可能エネルギーに関する基礎研究 霜山 竜一 ウェアラブル型高機能聴覚支援システムに関する研究

伊藤 浩 画像の効率的な伝達と画像を媒介とする情報セキュリティの研究 関 智弘 超高速無線通信システムの研究

内田 暁 当たり前の「照明」をもっと快適にする研究 田中 將義 衛星通信と生活環境をより安全、快適にするワイヤレス通信の研究

大塚 哲郎 害となる鳥類や加害虫に対する超音波の効果に関する研究 中西 哲也 粒子線を使ったがん治療のための高エネルギー加速器の研究

工藤 祐輔 燃料電池や光触媒などのクリーンエネルギーに関する研究 新妻 清純 電気自動車やハードディスク等で利用される磁性材料の開発・研究

黒岩 孝 クルマの自動運転を実現するコンピュータビジョンに関する研究 原 一之 人間の優れた知覚原理を取り入れた新しいIT技術の研究

小井戸 純司 交通や建物など社会インフラの安全・安心を守る非破壊検査の研究 蒔田 鐵夫 電気設備の安全・安心環境を構築するための接地技術に関する研究

小山 潔 構造物・プラントなどのヘルスモニタリング技術に関する開発研究 矢澤 翔大 光触媒・放電技術を活用した水処理や室内環境改善などの検討・方法に関する研究

坂口 浩一 ワイヤレス機器・移動体通信などに使われる電波技術の研究開発

東京電力（株）、東日本旅客鉄道（株）、三菱電機（株）、東京地下鉄（株）、（株）小

森コーポレーション、アルプス電気（株）、トランス・コスモス（株）、（株）きんでん、

サンケン電気（株）、（株）ＮＴＴファシリティーズ、（株）安藤・間、東芝プラント

システム（株）、（株）関電工、ヒロセ電機（株）、日本電設工業（株）、ＳＭＫ（株）、

日比谷総合設備（株）、（株）日立パワーソリューションズ、サンワコムシスエンジ

ニアリング（株）、（株）日立プラントサービス、日本ファシリオ（株）、富士古河Ｅ

＆Ｃ（株）、マークテック（株）、（株）東計電算、（株）ユニリタ、新生テクノス（株）、

日本アイ・エス・ケイ（株）、京三電機（株）、大和小田急建設（株）、横浜市役所

就職業種 おもな就職先

建設業

製造業運輸業

飲食店・宿泊業

情報通信業
電気・ガス・熱・供給・水道業

サービス業

公務員

進学

卸・小売業

横江 恵美さん
東日本旅客鉄道株式会社

2011年3月卒業
大分県立舞鶴高等学校出身

高効率無線電力伝送
システムイメージ

高調波抑圧型
レクテナ（24GHz）

社会の
こんなところで
応用されている

本研究をすることで、自然エネルギーの効率利用や化石燃料枯渇
の問題を解決できるなど、現在社会が抱えているエネルギー問題
への解決の糸口を見いだすことができます。

高温超伝導および新型超伝導を利用したエネルギーに
関する基礎研究

石栗研究室では、高温超伝導コイル
のエネルギー貯蔵および冷却温度に
依存しない新型超伝導の発現に関す
る研究を行い、その応用として新現
象による再生可能エネルギーに関す
る研究を行っています。

石栗 慎一 研究室

Fig. 1a新型超伝導コ
イル集合体断面のフ
ラックスライン

Fig. 1b 磁界解析。新型超
伝導集合体では各要素コ
イルに磁界が閉じ込められ
ている。

CLOSE UP 研究室

CLOSE UP 教員一覧

GRADUATE'S VOICE
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土木工学科は実験が多く、実際に自分の手を動かすことで知

識を体得できます。また他の大学にはない実験装置が豊富に

あり、専門的な実験を行うことができる点も魅力です。土木

系の企業で必須の測量機器の操作方法や測量のやり方を、キャ

ンパス内の実習を通して身につけるなど、現場での即戦力と

なれる授業もあります。授業ではOBの方から仕事やその方

のキャリアについて話を聞く機会があり、視野が広がります。

３年次の生産実習では企業で実習を行うわけですが、実際の

社会に出ることで将来のイメージがより明確なものになり、

授業や就職活動に対して真剣に取り組めるようになります。

先生方も就職に関して熱心に相談に乗ってくださいますし、

じっくり自分の将来について考えながら目標に向かっていけ

ます。

実践力を身につけながら
将来を設計していく

快適な暮らしを支える
「市民のための工学」

時代のニーズに応え
再編成した２つのコース

現代が抱える新たな問題・
課題を解決する力を

土木工学は社会活動を円滑に

行うために必要な施設を整備

する、私たちの生活に最も密着

した工学です。取り扱う施設は

道路、河川、上・下水道、港湾、交

通など。これらの計画、設計、建

設、維持、管理の実務を幅広く

カバーできる知識と実践能力を

身につけます。

今や、都市と環境の問題を切り

離して考えることはできません。

そこで本学科では、コースを「環

境・都市コース」とJABEE認定

コースである「マネジメントコー

ス」により地球環境の保護と社

会の繁栄を視野に入れながら、

課題を探求し、新しい技術を開

発できる技術者を育てます。

環境汚染や増大するエネルギー

需要への対策、地震・洪水など

による自然災害の防護策、激増

する通信情報伝達のための施

設の建設等、時代の進歩ととも

に生まれてくる新しい課題。こ

れらの解決方法を導き出すこと

も、次の時代をつくり上げてい

く土木工学にとって重要です。

自 然 環 境 と 調 和 した 持 続 可 能 な 社 会 基 盤 と 安 全 な 市 民 の 生 活 空 間 、
ならびに 利 便 性 の 高 い 都 市 空 間 を 創 出 する

STUDENT'S VOICE

学びのポイント
POINT

1
POINT

2
POINT

3

土木工学科

冨田 詩穂子さん

土木工学科
環境・都市コース3年

実践学園中学・高等学校出身

31 32

地球環境の保護は全世界の共通の課題です。一

方で市民生活において快適かつ有益な都市空間

を得るために、社会基盤の創造を地球環境の観

点から考えることが求められます。そこで環境

保全・保存と開発・経済活動の調和を図りつつ、

都市施設の構築、交通物流や景観といった都市

設計を学び、機能の高度化システムを企画・計画・

設計・施工・管理できる技術者の育成をします。

公共施設の建設プロジェクトなど、計画から建

設までトータルマネジメントできる技術者は、

国内外において高く評価されており、そのニー

ズも時代の流れとともに増大しています。この

コースでは、国内外でこれまで以上に活躍でき

るように計画や設計、施工さらに維持管理から

経営にいたるまで、建設技術を総合的にマネジ

メントできる国際的視点が豊かな技術者を育成

します。

日本技術者教育認定機構（JABEE）認定コース

環境・都市コース

マネジメントコース
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土木工学科 環境・都市コース /マネジメントコース

マネジメントコース 土木プロジェクト演習（S）

土木技術者としての実践的な能力を身につける

測量は、都市・道路・河川等の計画や管理を目的としたもの、土木構造物を

施工するためのものおよび、出来形管理をするものなどがあり、社会基盤の

整備や管理には必要不可欠です。測量実習では、これらの基礎を体系的に学

習し、実践的な能力を養います。

環境・都市コース 測量実習Ⅰ・Ⅱ

1年次 2年次 3年次 4年次

生産工学系科目

専門工学科目

実技科目

実技科目

専門工学科目

生産工学系科目

マネジメントコースはJABEE認定コースです。

マネジメント
コース

構造力学及び演習Ⅰ(S)
土質力学及び演習Ⅰ(S)
水理学及び演習Ⅰ(S)
コンクリート工学(S)
構造力学及び演習Ⅱ(S)
土質力学及び演習Ⅱ(S)

水理学及び演習Ⅱ(S)
測量学Ⅰ(S)　

橋梁工学(S)
河川工学(S)
道路工学(S)
水環境浄化システム(S)
施工技術(S)
測量学Ⅱ(S)

鉄筋コンクリート工学(S)
構造工学(S)
地盤工学(S)
海岸港湾工学(S)
環境工学(S)
施工管理(S)

地域再生論(S)
テクニカルイングリッシュⅠ(S)
テクニカルイングリッシュⅡ(S) メンテナンス工学(S)

国際建設情報(S)
プロジェクトマネジメント(S)

土木設計製図Ⅰ(S)
測量実習Ⅰ(S)

土木CAD演習(S)
土木設計製図Ⅱ(S)
土木工学演習(S)
ゼミナール(S)

構造・コンクリート実験(S)
水工・衛生実験(S)
土質・道路実験(S)
測量実習Ⅱ(S)

土木工学基礎及び演習Ⅰ(S)
土木工学基礎及び演習Ⅱ(S)
土木材料学(S)

安全工学(S)
産業関連法規(S)
生産管理(S)

キャリアデザイン(S)
生産工学特別講義(S)生産実習(S)

経営管理(S)
プロジェクト演習(S)

キャリアデザイン演習(S)
技術者倫理(S)

卒業研究(S)土木生産製図(S)
土木プロジェクト演習(S)

生産実習
経営管理
プロジェクト演習

生産工学特別講義
ＳＤコミュニケーション

安全工学
産業関連法規
生産管理

キャリアデザイン

土木工学基礎及び演習Ⅰ
土木工学基礎及び演習Ⅱ
土木材料学　　

構造力学及び演習Ⅰ
土質力学及び演習Ⅰ
水理学及び演習Ⅰ
コンクリート工学　
構造力学及び演習Ⅱ
土質力学及び演習Ⅱ
水理学及び演習Ⅱ
測量学Ⅰ　

橋梁工学
河川工学
道路工学
水環境浄化システム
施工技術
測量学Ⅱ
鉄筋コンクリート工学
構造工学
地盤工学
海岸港湾工学

環境工学
施工管理
都市システム工学
地震・防災工学
土木計測・処理法

メンテナンス工学
空間情報工学
資源再生工学
エネルギー物質応用学環境・都市

コース

土木設計製図Ⅰ　
測量実習Ⅰ　 卒業研究

土木CAD演習
土木設計製図Ⅱ　
ゼミナール　
構造・コンクリート実験
水工・衛生実験
土質・道路実験

測量実習Ⅱ
土木工学演習

土木生産製図

キャリアデザイン演習
技術者倫理

JABEE認定コース

※配当年次は変更になる場合があります。
履修体系 赤字：必修科目／黒字：選択科目

ディプロマ・ポリシー

アドミッション・ポリシー

カリキュラム・ポリシー

■ 
 
 

■ 
 
 
 

■ 
 

■

■ 
 

■ 

■ 

■

■

■ 

■ 
 

■

教養科目と基礎科学・専門教育科目を連携して学修することにより、豊
かな教養と自然科学に関する基礎知識を身につけることができる。また、
体系化されたカリキュラムにより土木工学に関する専門知識を修得するこ
とができる。

倫理とコミュニケーション能力を裏付ける、教養科目と基礎科学・専門教
育科目の学修により、国際的視野に立って情報を収集分析し、自らの考
えを効果的に伝達することができる。また初年次より適切に配置した実
験実習科目等の学修により、知識基盤社会に通用する技術を修得するこ
とができる。

実験実習科目、ゼミナール、卒業研究等の学修を通して、新たな課題を解
決するために自ら学び、自らの意志と倫理観を持って他者と協働するこ
とができる。

生産実習を中心に据える生産工学系科目の学修を通して、生産工学の基
礎知識と経営管理を含む管理の能力を修得することができる。

豊かな教養と自然科学に関する基礎知識を持ち、土木工学科の教育研究
上の目的に沿って専門分野を体系的に理解するとともに、生産工学に関
する確かな知識を有している。

倫理観を持ち、かつ国際的視野に立ち、必要な情報を収集・分析して自
らの考えを構築し、展開することができる。

グローバル化する知識基盤社会の一員として技術の進歩に適応し、他者と
協働することができる。

獲得した知識・技能・態度等を総合的に活用し、経営管理能力を有する
技術者として新たな課題の解決に貢献することができる。

土木工学科での履修に必要な学力を有している人。

土木・建設を通じた社会貢献に関心を持ち、その目標に向かって自ら
積極的に学修し、新しい技術を開発する意欲を持つ人。

自然環境と調和した持続可能な社会基盤の創出、安全な市民の生活空
間の構築、並びに利便性の高い都市空間を創造できる土木技術者にな
ろうとする人。

社会基盤の建設にともなう計画から維持管理、さらには事業経営など、
総合的にマネジメントができる土木技術者になろうとする人。

カリキュラムCLOSE UP 授業

工学技術者の基礎的な
エンジニアリングデザイン能力を身につける

土木プロジェクト演習（S）は、1 年次の後期に設置されており、土木工学を実

感する最初の科目の一つです。この科目では、工学技術者の基礎的なエンジ

ニアリングデザイン能力の育成に主眼を置いています。学生自身が土木工学

の基礎的な知識に基づいて自ら思考して、課題に対する解決を導き出してい

きます。この過程のなかで、土木構造物の工学的な側面に関する理解が深ま

り、土木工学科の学生としての自覚が芽生えることでしょう。
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土木工学科 環境・都市コース /マネジメントコース

インフラを守り
当たり前の「安全」を支える

取得できる資格
中学校教諭免許状【理科】 (1種／教職課程を履修)
高等学校教諭免許状【理科】 (1種／教職課程を履修)
高等学校教諭免許状【工業】 (1種／教職課程を履修)
測量士補
測量士 (卒業後実務経験1年要)
技術士補(マネジメントコース)

技術士 

測量士 

土木施工管理技士 

宅地建物取引主任者 

土地家屋調査士 

土地区画整理士 

コンクリート主任技士 

管工事施工管理技士 

造園施工管理技士

下水道処理施設管理技術者 

建設機械施工技士 

砕石業務管理者 

地質調査技士 

火薬類取扱保安責任者 

教育職員免許（理科・工業）

公害防止管理者 

土木学会認定技術者資格 

RCCM資格

東京瓦斯（株）、大成建設（株）、東海旅客鉄道（株）、太平洋セメント（株）、鹿島

建設（株）、東京地下鉄（株）、東京湾横断道路（株）、西松建設（株）、前田建設工

業（株）、戸田建設（株）、（株）奥村組、前田道路（株）、東亜建設工業（株）、鉄建建

設（株）、東急建設（株）、応用地質（株）、（株）ＮＩＰＰＯ、（株）熊谷組、日本道路

（株）、（株）安藤・間、（株）関電工、国土交通省、埼玉県庁、千葉県庁、長野県庁、

新潟県庁、柏市役所、特別区、横浜市役所、浜松市役所

その他

建設業

製造業

複合サービス業
教育・学習支援業

サービス業

情報通信業 電気・ガス・熱・供給・水道業

公務員

進学

運輸業

飲食店・宿泊業
不動産業
卸・小売業

海域環境の将来を予測評価する手法の開発

海洋や湾内などの海域環境を長期的
に予測し評価する手法の開発を行っ
ています。これは災害や事故などによっ
て海域に流出した汚染物質等の拡散
とそれに伴う環境への影響を数値解
析によって評価します。

落合 実 研究室

社会の
こんなところで
応用されている

汚染物質が海域に流出した近年の事例に関して、100年後の物
質の拡散が予測でき、事故等を想定した危機対応面から本手法
の応用が期待されます。

社会の
こんなところで
応用されている

研究成果は、建設プロジェクトの施工段階における施工管理・監
理および供用時の維持管理、運営管理など、施工者や発注者へ幅
広く活用・展開しています。

社会の
こんなところで
応用されている

新エネルギーや廃棄物を利用した緑化技術、排水処理など応用分
野は多岐にわたります。卒業生は行政の環境保全課や下水道課、
環境・下水コンサルなどで活躍しています。

人と自然の共生、持続可能な社会の創出に向けて

環境の保全、共生、再生をテーマとし、
生ゴミのエネルギー化、土壌菌による
排水処理、悪臭対策など幅広く研究を
行っています。さらに、地球温暖化ス
トップをスローガンとした緑化技術の
開発など進めております。

高橋 岩仁 研究室

構造物の高品質な施工とメンテナンスの高度化を目指して

土木構造物には「丈夫で長持ちするこ
と」が要求されています。そのための取
り組みとして、施工時の初期欠陥の防
止技術、構造物の検査技術、メンテナ
ンス技術等に関する一連の研究開発
を行っています。

渡部 正 研究室

社会の
こんなところで
応用されている

衛星画像から抽出された情報は、地図等にわかりやすく表示し、
情報マップや防災マップとしていろいろな場面に利用されていま
す。

衛星画像による地球観測／環境監視への応用

本研究室では、地球観測衛星による空
間情報を使って、土地被覆状況の監
視、都市の熱環境に関する解析等を
行っています。また、古地図、旧版図を
含めた時系列な解析にも取り組んでい
ます。

杉村 俊郎 研究室

GRADUATE'S VOICE

土屋 麻莉英さん
東京都建設局

2010年3月卒業
日本大学藤沢高等学校出身

東京都建設局は東京都内の道路や河川、公園等の整備・管理を行っています。

私はその中で橋梁の維持管理を担当。実際の工事にあたるのは各建設事務所に

なりますが、私は建設事務所からあがってくる要望に応じて予算の配分等の計画

を立て、執行状況の確認等の取りまとめを行っています。橋梁を担当する前は

道路補修の設計に携わっていました。道路や橋梁、下水などさまざまな分野を経

験できる。フィールドの幅広さはもちろん、社会基盤を支えるような影響力の大

きな仕事ができること。そして、都市の利便性や快適性はさることながら、そ

こに暮らす人々の毎日の安全を支えるという仕事に誇りを感じます。

土木に携わろうと思ったきっかけが、小学生のころに見た阪神淡路大震災の被害

映像。「橋脚」が軒並み倒れてしまっていることに大きな衝撃を受けました。「な

んでこうなってしまったのか？」という疑問からはじまり、土木構造物に興味を

持つように。そして、将来を考えていく中で、仕事を通じて「人の役に立ちたい」

という想いが強くなり、土木工学科マネジメントコースに進学。マネジメントコー

スでは設計だけでなく、歴史や計画など土木に関する幅広い学びを得ることが

できました。また、JABEE認定コースですので卒業すると修習技術者の資格が取

得できます。そういった意味で明確に目標を持ちながら大学での勉強に取り組む

ことができたと思います。土木技術は経験工学であり、多くの経験や試験を繰

り返しながら培われてきた部分も多いと思います。今後、より幅広い分野・仕

事を経験し、人々の暮らしを支え続けていく存在でありたいと思います。

１・２年次は、理系の基礎工学、３年次から土木の専門工学を学びました。
生産実習では、現場を経験したいという想いから、施工管理を行っている会
社へ。利益が出るように成果を生み出すというのは、大学では味わえなかっ
たこと。企業のあり方というものを垣間見ることができました。卒業研究では

「橋脚」について研究。橋脚の模型に荷重をかけ、鉄筋量によりどのような壊
れ方をするかなどをグループで実験する中で、団結力が生まれたと思います。
仕事でも、１人では成果を出すことはできませんので、そういった点で、勉強
はもちろん、人との関わりについても学びを得られるいい機会となりました。

私の 4 年間

氏名 研究テーマ 氏名 研究テーマ 

青山 定敬 衛星画像による災害監視に関する研究 澤野 利章 連続繊維シート補強とコンクリートおよび鉄筋の力学的特性に関する実験研究

秋葉 正一 産業副産物を利用した土質安定処理に関する研究 杉村 俊郎 連続観測された衛星画像の応用及び実利用に関する研究

朝香 智仁 空間情報による国土変遷の評価に関する研究 鷲見 浩一 浅海破砕帯の物理的な運動

阿部 忠 道路橋の維持管理およびRC・鋼床版の補修・補強技術の開発に関する研究 髙橋 岩仁 放線菌を用いた高濃度排水の連続処理に関する研究

伊藤 義也 コンクリートのひび割れの補修に関する研究 中村 倫明 現地観測および数値解析による海洋環境の影響評価

内田 裕貴 地中レーダによる液状化跡地に関する研究 西尾 伸也 メタンハイドレート産出に伴う海底地盤の変形に関する研究

小田 晃 流砂の粒度分布と流砂量の計測方法の開発 水口 和彦 道路橋RC部材の新構造開発および維持管理手法に関する研究

落合 実 二酸化炭素の海洋隔離技術に関する研究 森田 弘昭 都市環境の改善に関する研究

加納 陽輔 道路舗装の路面・構造健全性に関する効率的な維持管理手法の開発 山口 晋 高流動コンクリートの流動特性に関する研究

佐藤 克己 下水道管の健全性診断技術の開発 渡部 正 施工品質の保証・評価および構造物のマネジメント技術に関する研究

CLOSE UP 研究室

CLOSE UP 教員一覧

目指す資格

就職業種 おもな就職先
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建築にとどまらない
幅広い分野の修得

能動的学習スタイルで
知識や技術を確実に定着

知識＋αを学び
現場で活きる即戦力へ

建築とは人間の生活環境を創

造する学問。そのベースとなる

のは住宅・家具や都市空間の建

設技術です。ただし人々の精神

に潤いを与えるものづくりには、

社会科学や人文科学、芸術学と

いった学びが必要となります。

本学科では幅広い分野を総合

的に、横断的に学んでいきます。

一方的に知識を伝えるのではな

く、課題研究やプロジェクト活

動、ディスカッション、プレゼン

テーションなどを通じて、自分で

考え、身体を使いながら学んでい

く『アクティブラーニング』という

学習方法を採用。発想力や応用

力、対話力を養成し、問題解決能

力を備えた人材を育てます。

建築デザイナーや技術者として

社会で活躍するには、建物に関す

る専門知識や技術だけでなく、建

築物に関連するさまざまな領域

について横断的に考えるマネジメ

ント力、専門家たちをまとめ上げ

るオーガナイザーとしての力が求

められます。本学科では、こうした

実践力も合わせて修得します。

学びのポイント
POINT

1
POINT

2
POINT

3

建築工学に関わる基礎学力の充実と、設計から

施工・維持保全まで一貫して行う総合教育プロ

グラムにより、建築技術者としての実践能力を

育成します。同時に、自分の頭で考え、自らの

手足を使った学習を通じて、問題解決能力を備

えた創造性豊かな人材の育成を目指します。

１学年30人の少人数制コースで、２年次から４

年次まで練り上げた授業プログラムを学びます。

設計、デザインをキーワードに建築を総合的に

深く掘りさげて学び、住宅、コミュニティ、オ

フィス、美術館や劇場などの多様な課題を通して、

基礎技術と思考を養います。

1学年約30人の女子学生のみを対象とした、1

年次からの少人数制コースです。住宅の設計を

はじめ、集合住宅やインテリアデザイン、エク

ステリア（外構・街並み）デザイン、家具デザイ

ン、照明デザインといった、人の「住まい」と「環

境」に関わるさまざまなデザインを学びます。

子どものころからビルやマンションを見るのが好きで、将来

は建築に携わる仕事がしたいと考えていました。建築工学科

には他の大学にはない女子だけの少人数制コースが設置され

ており、少人数ならではのめんどうみの良さが魅力です。また、

設計をはじめインテリアデザインや照明デザインなど、居住

に関わることを幅広く学ぶことができます。私自身、入学時、

建築に携わりたいと考えていたものの、具体的な職業までは

描けていなかったため、ここでいろんな可能性を探ることが

できました。生産実習では施工管理の仕事を経験しましたが、

建物をつくる工程を目の当たりにして、こんなダイナミック

な仕事に、自分も将来就きたいと思うように。まだまだ女性

技術者が少ない分野ではありますが、夢に向かって一歩一歩

進んでいます。

建築総合コース

建築デザインコース

居住空間デザインコース

居住に関わる幅広い学びから
将来の目標が見えてくる

建築工学科

平川 明里さん

建築工学科
居住空間デザインコース3年
千葉県立小金高等学校出身

建 築 に と ど ま ら な い 幅 広 い 領 域 か ら
総 合 的 に 物 事 を 捉 え る 実 践 力 を 持 っ た 技 術 者 を 養 成

STUDENT'S VOICE
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光を意識し、学び、あやつり、光の空間をつくることを学ぶ

光は空気と同様に生命に関わる基本的な要素ですが、日常その存在を意識す

ることや、そのさまざまな現象に疑問を持つことが意外に少ないものです。

しかし、形や色を扱う建築にとって、そのあり方は空間の印象を決める重要

な要素なのです。この授業では、光は建築のマテリアル(素材）のひとつで

あるという考えを基本に、照明器具の形のデザインではなく、空間における

光のデザインを学びます。課題「光のボックス」によって自ら光をあやつる面

白さを体験したり、授業レポートを通じて受講者の質問に毎回回答する双方

向授業を行い、光を意識して見る目とあやつる力を養います。

建築工学科 建築総合コース /建築デザインコース /居住空間デザインコース

空間の本質を探求する｜コース科目と連携し総合的に学ぶ

建築設計Ⅲは、8 × 8 × 8m のキューブの空間をデザインします。空間が自

律的に存在するために、必要な空間の秩序(オーダー)を探究します。部分の

空間相互の関係、身体性、光や材質による空間の質までを意識し、半年をか

けてひとつのデザインをつくり表現を完成させます。これに対し建築設計Ⅳは、

建築は社会的な存在であり、求められ提供する機能、場所性や環境との関係

の上に成立することを、コミュニティセンターと小さなオフィスビルの設計

を通して学びます。学習は、講義「デザイン論」・「設計論」で論理的に補強

され、また「特別設計Ⅰ・Ⅱ」により技術的に補完されます。そして、建築

設計Ⅳ以降の課題、劇場、美術館、集合住宅に発展します。

建築デザインコース 建築設計Ⅲ・Ⅳ

カリキュラム

講義科目で修得した理論を実験によって現象として確かめる！

建築実験Ⅰ・Ⅱは、２年次後期および３年次前期に必修科目として設置され

ています。建築実験Ｉは、木材、金属、セメント、石材の構造材料に関する

実験、温熱環境実験から構成されています。建築実験Ⅱでは、地盤の支持力

実験、音環境実験、コンクリート実験を行います。建築実験Ⅰから建築実験

Ⅱまで履修が進むにつれて、建築材料レベルから建築部材・建築物全体を対

象としたレベルに発展していきます。建築実験は学生一人ひとりが自ら実験

に参加して注意深く観察を行うとともに実験データを収集し、オリジナルに

考察をまとめるアクティブラーニングです。

建築総合コース 建築実験Ⅰ・Ⅱ

居住空間デザインコース 照明デザイン

CLOSE UP 授業

1年次 2年次 3年次 4年次

生産工学系科目

専門工学科目

実技科目

実技科目

専門工学科目

生産工学系科目

共通科目

建築総合
コース

居住空間
デザイン
コース

キャリアデザイン演習
技術者倫理キャリアデザイン 生産実習

プロジェクト演習
生産工学特別講義
生産管理

ＳＤコミュニケーション 産業関連法規経営管理
安全工学

建築概論
一般構法
建築構造力学Ⅰ
建築構造力学Ⅰ演習

建築デザイン
プロジェクトマネジメント

建築計画Ⅰ
建築環境工学Ⅰ
建築構造力学Ⅱ
建築史Ⅰ
建築法規
建築材料Ⅰ

建築応用力学
建築計画Ⅱ
建築構造力学Ⅱ演習
建築史Ⅱ
建築環境工学Ⅱ
木質構造

建築応用力学演習 鉄筋コンクリート構造
建築施工Ⅰ
建築設備Ⅰ
都市計画
建築構造力学Ⅲ
集合住宅論

建築材料Ⅱ
建築構造力学Ⅲ演習
鉄筋コンクリート構造演習
建築設備Ⅱ
鉄骨構造
鉄骨構造演習

建築維持保全

建築設計Ⅰ
建築設計Ⅱ

建築設計Ⅲ
建築設計Ⅳ
建築実験Ⅰ

建築設計Ⅴ
ゼミナールＡ
ゼミナールＢ

卒業研究
総合設計

住居学

住宅設計
　表現演習

住居史
集合住宅論
照明デザイン
エクステリアデザイン

家具デザイン インテリアデザイン
建築設計Ⅵ

特別設計Ⅰ

ぶ
学
を
目
科
通
共

実技科目

専門工学科目

生産工学系科目

建築
デザイン
コース

デザイン論
設計論

環境デザイン
エクステリアデザイン

特別設計Ⅱ 建築設計Ⅵ
特別設計Ⅲ

ぶ
学
を
目
科
通
共

実技科目

風工学専門工学科目

生産工学系科目

地盤工学
地震工学

建築施工Ⅱ
施設計画

建築実験Ⅱ
建築設計Ⅵ

ぶ
学
を
目
科
通
共

※配当年次は変更になる場合があります。
履修体系 赤字：必修科目／黒字：選択科目

ディプロマ・ポリシー

アドミッション・ポリシー

カリキュラム・ポリシー

■ 
 

■ 
 

■ 
 
 

■

■

■

■ 

■

■

■ 

■ 

■

国家試験である一級建築士受験資格の指定履修科目を中心に体系化され
たカリキュラムを学修することにより、建築分野に必要な幅広い専門知識
を修得することができる。

設計演習と建築実験を学修することにより、情報を収集・分析し、検証
に基づいて理論的かつ効果的に自分の考えを適切に伝えることができ、
社会に通用する建築的技術を修得することができる。

実験実習科目、ゼミナール、卒業研究等における少人数教育を通して、教
員やほかの学生との交流からコミュニケーション能力を身につけ、新たな
課題を解決するために自ら学び、自らの意思を持って他者と協働するこ
とができる。

生産実習を通じて建物が実際にできるまでの過程を間近に経験することで、
社会への対応力と協調性が培われ、さらに生産工学系科目を通じて経営
管理能力を修得するとともに、建築技術者としての倫理性を身につける
ことができる。

計画、構造、環境・設備、材料・施工の専門分野における総合的知識を有する。

専門知識を活用し、自らの考えを論理的に構築かつ実践できる。

建築に関する豊かな知識を有し、グローバル化する知識基盤社会に対応で
きる。

建築に関わる経営管理能力を有し、社会に貢献できる。

建築工学科での履修に必要な基礎学力を有する人。

観察力・表現力・対話力・創造力を有し、問題解決能力・応用能力の
基盤となる知識や技術を修得しようとする人。

社会性・協調性を有し、ボランティア・コミュニティ活動、各種コンクー
ルなどに積極的に参加する意欲がある人。

住居・建築・都市地域環境に深い興味を持ち、ものづくりに熱心に取
り組むことができる人。
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建築工学科 建築総合コース /建築デザインコース /居住空間デザインコース

施工管理として、安全・品質・コスト・工程・モラル・環境などを管理しながら、

現場を動かし、建物をつくっていきます。現在所属している部署は流通店舗

や物流倉庫等、大規模な物件が主流で、ときには300名を超える人たちが現

場で働いています。実際の形にしていくためには設計からあがってくる図面

をもとに、施工が行えるようミリ単位で細かく図面に起していきます。さら

に、工期に遅れが出ないよう、全体を見ながらスケジュールを管理。たとえ

ばどのクレーンなら何トンまで積めてどこまで届くか等、CADでシミュレーショ

ンを行いながら、搬入等についても計画を立てていきます。こうした場面で、

大学で学んだ全体を見る視点が活かされていると感じます。

建物を形にしていくためのあらゆることを行う。それが施工管理の仕事です。

日々、ハプニングの連続ですが、やはり建物ができ上がっていく過程を間近

で見られるのは、この仕事ならではの醍醐味だと思います。現場には鉄筋や

設備関連など、さまざまな工種の業者が入っていますが、施工管理はそういっ

たすべての方たちを動かしていく立場にありますので、とにかく毎日が勉強

です。また、多くの人を巻き込んでひとつの建物をつくりあげていくわけで

すから、何よりコミュニケーションが大事ですね。流通店舗など大規模建築物

は地域社会の中に息づき、その後もたくさんの人に使われていきます。大変

な仕事ですが自分の携わったものが形として残る喜びがあります。

多くの人を動かし
建物を形にしていく

小さい頃からものづくりが好きで建築という分野を選びました。１・2年
次で印象に残っているのは構造の授業で、力学の基本を学びました。
３年次は、ゼミでの模型づくり。その模型は、ある方向から力を加えた
ときにどこを補強したら壊れにくいかを考え作製するものでしたが、
この考え方が今の仕事でも活きています。生産実習は設計事務所で、
毎日模型をつくりました。朝から夜遅くまで実習をし、働くことの大変
さというものを学びました。４年次は可動式のドームについて研究。実
際に動く模型をつくり、ものづくりの楽しさを改めて実感しました。

鉄骨構造の耐震性向上と耐震補強に関する研究

鋼材を組た立てて作られる鉄骨構造
が、強い地震を受けたときに建物を支
えている柱や梁がどのような挙動を
示すのかを、実験・コンピュータシミュ
レーションなどにより検証することで、
安全な建物の開発をしています。

小松 博 研究室

社会の
こんなところで
応用されている

住宅から高層ビルまで鉄骨構造は幅広い建物に使用されていま
す。当研究室の成果は、建物の骨組の設計や施工に反映され、安
全で安心な暮らしに貢献しています。

社会の
こんなところで
応用されている

超高強度コンクリートを使った構造物を建設した建設会社は、今
後必ず訪れる解体に、今はなすすべもなく困っています。これをゼ
ネコン、解体工事業者とも連携して挑んでいます。

社会の
こんなところで
応用されている

本研究の成果は、体温調節機能が麻痺あるいは鈍化している身体
障がい者及び高齢者のリハビリテーション施設や病院の空気調和
設備の設計に生かされています。

脊髄損傷者の温熱環境のバリアフリー化に関する研究

脊髄損傷者は、重度の体温調節障
害を持つことから、健常者とは異な
る脊髄損傷者のための温熱環境計
画、評価方法が必要です。当研究室
では、脊髄損傷者に適した冷暖房シ
ステムなどについて研究を行ってい
ます。

三上 功生 研究室

超高強度コンクリートの解体負荷に関する研究

設計基準強度が 200N/mm² を超える
超高強度コンクリートが実用化されてい
るが、それを解体するとなると、現在一般
的な圧砕工法のままでは難しいとされて
います。そこで、安全で効率的な解体方法
を検討しています。

湯浅 昇 研究室

私の 4 年間

薄波 秋帆さん
大和ハウス工業株式会社

2013年3月卒業
都立竹早高等学校出身

社会の
こんなところで
応用されている

ひとつのデザインは新たな価値や意味をつくりだします。短期の成
果は求めずとも、既成の概念に捉われない自由な発想と技を鍛え
る土壌となるのが研究室であると信じています。

響きあう空間をもとめて ｜ デザインに邁進する

建築デザインを探究します。言葉を
大切にし、建築の領域にとどまらず
知の探究に漕ぎ出るのは、そこに私
たちの生活があるからです。沈思黙
考、ライブなディスカッション、研究
室の内に外に実地の身体的経験を
積み重ねます。

篠﨑 健一 研究室

CLOSE UP 研究室

CLOSE UP 教員一覧

GRADUATE'S VOICE

氏名 研究テーマ 氏名 研究テーマ 

岩田 伸一郎 建築や環境の計画・評価の方法論、建築ストックの活用 下村 修一 摩擦音による土質判別、液状化の予測法、地下構築技術

大内 宏友 環境デザインの計画的方法論の研究 永井 香織 歴史的建造物等の材料・工法調査、レーザによる材料・工法の開発

鎌田 貴久 家具接合部の履歴特性、木床振動及び組み立て柱の性能に関して 廣田 直行 オープン化の方法論、コミュニティ施設の計画論、公共施設の再編

亀井 靖子 郊外戸建住宅地の維持保全、ドコモモジャパン選定建物の継承 藤本 利昭 建物の構造性能および耐震性能に関する研究、新しい構造形式に関する研究

川島 晃 建築骨組の安全性評価に関する解析的研究 三上 功生 障がい者、高齢者などの温熱環境のバリアフリー化に関する研究

神田 亮 免震・制振建築物の地震並びに風応答性状に関する研究 水野 僚子 近代住宅の政策および技術革新、産業遺産の調査と建築技術史研究

北野 幸樹 余暇活動と空間の相補関係、人・活動・空間・時間の相互浸透と継承 師橋 憲貴 再生骨材コンクリートを用いた重ね継手の付着性状に関する研究

小島 陽子 アジアの歴史的建造物の技術史及び保存修復に関する実践的研究 山岸 輝樹 郊外コミュニティにおける地域施設の再生・再編に関する研究

小松 博 組立補剛された山形鋼圧縮材の座屈耐力に関する研究 湯浅 昇 RC造の表層品質・劣化メカニズム・非破壊試験・解体・仕上材

塩川 博義 サウンドスケープおよびダクト開口端反射減衰に関する研究 渡辺 康 建築・環境における、建築のさまざまな要素や人・感覚の関係の研究

篠﨑 健一 建築意匠設計、空間図式の身体的探求、ランドスケープデザイン 

取得できる資格
中学校教諭免許状【理科】 (1種／教職課程を履修)
高等学校教諭免許状【理科】 (1種／教職課程を履修)
高等学校教諭免許状【工業】 (1種／教職課程を履修)

一級建築士

二級建築士

木造建築士

構造設計一級建築士

設備設計一級建築士

技術士・技術士補

建築施工管理技士

インテリアプランナー

エクステリアプランナー

コンクリート主任技士

建築設備士

管工事施工管理技士

建築積算士

再開発プランナー

宅地建物取引士

土地家屋調査士

福祉住環境コーディネーター

（株）大林組、鹿島建設（株）、清水建設（株）、大成建設（株）、（株）竹中工務

店、戸田建設（株）、西松建設（株）、（株）安藤・間、三井住友建設（株）、（株）

NTT ファシリティーズ、（株）日建設計、（株）日本設計、（株）三菱地所設計、

（株）山下設計、積水ハウス（株）、ミサワホーム（株）、大和ハウス工業（株）、住

友林業（株）、旭化成ホームズ（株）、新菱冷熱工業（株）、高砂熱学工業（株）、

ダイダン（株）、大成有楽不動産（株）、東急リバブル（株）、スターツコーポレー

ション（株）、（株）乃村工藝社、（株）丹青社、日本アイビーエム（株）、東京都

庁、千葉県庁

建設業

製造業電気・ガス・熱・供給・水道業

進学

卸・小売業

情報通信業

金融・保険業

不動産業
飲食店・宿泊業
複合サービス業

サービス業
公務員

運輸業

目指す資格

就職業種 おもな就職先
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分子レベルの視点から、新しい材料や物質をつ

くり出すことができる技術者を養成します。ナ

ノテクノロジーを駆使して、ものづくりの基礎

から応用まで含めた幅広い知識を修得。これら

総合的な知識を土台に、それぞれが目指す専門

的知識と能力を獲得します。

化学の知識をベースに、生体機能の利用やバイ

オテクノロジーを基盤とするものづくりができ

る技術者を育成します。バイオテクノロジーを

駆使するのはもちろん、物質から生命まで幅広

い知識を身につけることで、化学技術者として

の豊かな創造性も育みます。

こ の コース で は、 日 本 技 術 者 教 育 認 定 機 構

（JABEE）の基準に基づいて教育プログラムを構

成しています。数学や物理、化学、生物といっ

た自然科学系の知識に加えて、情報処理技術、

国際的なコミュニケーション能力の育成にも力を

入れています。

製品をつくって終わりではなく、製品をつくる過程で環境に

有害なものを出さないようにしたり、廃油などの産業廃棄物

を再利用するなど、ものづくりに携わる上で、これからは“環

境”がキーワードになってきます。応用分子化学科ではそうし

た環境にやさしいグリーンケミストリーを学ぶことができます。

また全学科に設置された生産工学系科目では、ものづくりの

全体を見る視点を学びますので、グリーンケミストリーとあ

わせて学ぶことで、これからのものづくりで必要とされる知

識や考え方が身につくと思います。私は将来、そうした学び

を活かしながらプロセス設計する仕事に携わりたいです。

物質デザインコース

生命化学コース

 国際化学技術者コース

環境に配慮した“これからの”
ものづくりを学ぶ

応用分子化学科

新しい物質をつくる
という可能性の追求

社会ニーズに応える
人材を育成する3コース

科学技術の発展と
環境との共生のために

地球上に存在する物質はすべ

て、わずか 100 数種類の元素の

組合せによってできています。そ

の組合せを研究し、新たな機能

を持つ物質をつくり出すのが化

学。暮らしを豊かにする新たな機

械も医薬品も建築物も、化学は

すべての科学技術の基盤となる

“The Central Science”です。

分子レベルの視点から新しい材

料・物質をつくり出す「物質デザ

インコース」、生体機能の利用や

バイオテクノロジーを基盤とし

たものづくりを行う「生命化学

コース」に加え、教育基準の国

際化に応える「国際化学技術者

コース」の３コースを設置して

います。

豊かな未来をつくるスタート地

点となる化学。そこには地球の

未来を考える責任も伴います。

本学科では総合的な知識に加

え、サステイナブル（持続可能）

で環境にやさしいものづくりを

行うグリーンケミストリーを理

解し、創造性・独創性を備えた

技術者の育成を目指します。

前田 若奈さん

応用分子化学科
物質デザインコース3年

習志野市立習志野高等学校出身

新 た な 機 能 を 持 つ 物 質 を つ く り だ し 、
あ ら ゆ る 分 野 で 人 と 社 会 、地 球 環 境 に 役 立 て る

STUDENT'S VOICE

学びのポイント
POINT

1
POINT

2
POINT

3
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課題解決型学習で化学の「ものづくり」デザインを学ぶ

化学製品を合成、精製あるいは分析するなどの化学プロセスは効率だけでは

なく、安全性、経済性などを考慮しなければなりません。この科目はエンジ

ニアリングデザイン能力を育成する科目として、専門科目で学んできたこと

をもとに、これらの制約条件下でどのように化学プロセスを構築するかをグルー

プワークにより学びます。履修生はまず、効率、安全性あるいは経済性重視

などの視点で個々に化学プロセスを立案し、グループとして案をまとめて他

の履修生に提案します。この提案に対し、どの案を採用するかを履修生全員

で評価します。グループワークごとに自分の得意・不得意な点をルーブリック（評

価基準）により確認し、改善の指標とします。

応用分子化学科 物質デザインコース / 生命化学コース / 国際化学技術者コース

バイオエネルギー、食品および、医薬産業などを支える
タンパク質を学ぶ

すべての生き物が生きていられるのはタンパク質の働きのお陰です。多種多

様な生き物の中では多数のタンパク質が働いており、それらの中には驚くよ

うな機能を持つものも存在します。そのため、これまで化学的な合成手法に

より製造されてきた材料の一部は、タンパク質の働きを利用して製造される

ようになってきました。タンパク質応用の代表的な例としては、洗剤への添加、

バイオエネルギー生産、食品加工、繊維加工、医療診断、そして医薬品原料

の製造などが挙げられ、ますます活躍の分野は広がっています。この授業で

は世の中で活躍するタンパク質を学修してもらうことで、その応用設計から

生産までタンパク質を使いこなせる人材の育成を目標にしています。

生命化学コース 酵素工学

ディプロマ・ポリシー

アドミッション・ポリシー

カリキュラム・ポリシー

カリキュラム

グリーンケミストリーを視野に入れた工学的なものづくり
を学ぶ

化学が関わる「ものづくり」はグリーンケミストリー（GC）という概念に基づ

いています。GC の概念は 12 の条文により表され、環境負荷が小さいこと

はもとより、原料の有効利用や省エネなどが求められます。そして、製造過

程（プロセス）全体にわたる最適化により、【持続可能な社会の構築】を目指

します。応用分子化学科では「クリーンからグリーンへ」というキャッチコピー

のもと、GCを軸とした教育・研究を行っています。この触媒反応工学では、

資源、エネルギーの両面から化学反応を効率よく進行させるために使用され

る触媒に焦点をあてた講義を行い、その機能を理解し、工学的に利用できる

化学技術者の育成を目標にしています。

物質デザインコース 触媒反応工学

 国際化学技術者コース 応用分子化学演習IV(S)

CLOSE UP 授業

1年次 2年次 3年次 4年次

生産工学系科目

専門工学科目

実技科目

生産工学系科目

実技科目

専門工学科目

生産工学系科目

専門工学科目

専門工学科目

実技科目

生産工学系科目

国際
化学技術者
コース

安全工学(S)
キャリアデザイン(S)

生産実習(S)
プロジェクト演習(S)

技術者倫理(S) 経営管理(S)
生産管理（S）

産業関連法規（S）キャリアデザイン演習(S)

卒業研究(S)

基礎無機化学(S)
基礎有機化学(S)
基礎物理化学(S)
無機化学Ⅰ(S)
有機化学Ⅰ(S)

化学熱力学(S)
化学数学(S)
無機化学Ⅱ(S)
分析化学Ⅰ(S)
有機化学Ⅱ(S)
化学動力学(S)

化学工学Ⅰ(S)
分析化学Ⅱ(S)
分子構造解析学(S)
生物化学(S)

化学工学Ⅱ(S)
量子化学(S)
電気化学(S)
有機化学Ⅲ(S)
高分子化学(S)
分子生物学(S)

無機資源化学(S)
有機資源化学(S)
界面化学(S)
分離工学(S)
プロセス工学(S)
グリーンケミストリー (S)

無機材料工学(S)
高分子材料工学(S)
生物工学(S)

応用分子化学実験Ⅰ(S)
応用分子化学演習Ⅰ(S)
応用分子化学実験Ⅱ(S)

応用分子化学演習Ⅱ(S)
化学英語Ⅰ(S)

応用分子化学実験Ⅲ(S)
応用分子化学演習Ⅲ(S)
化学英語Ⅱ(S)

化学プロセスデザイン(S)
化学英語Ⅲ(S)
化学情報処理演習(S)

共通科目
※2コースのみ

物質デザイン
コース

生命化学
コース

生産実習
プロジェクト演習
技術者倫理

経営管理
生産管理
産業関連法規

ＳＤコミュニケーション

化学工学Ⅱ
量子化学
界面化学
有機化学Ⅱ
分子構造解析学

高分子化学
有機化学Ⅲ
グリーンケミストリー

基礎物理化学
基礎無機化学
無機化学Ⅰ

キャリアデザイン
安全工学

化学熱力学
化学動力学
化学工学Ⅰ
無機化学Ⅱ
分析化学Ⅰ
分析化学Ⅱ

基礎有機化学
有機化学Ⅰ
生物化学
物質・生命化学入門

応用分子化学実験Ⅰ
応用分子化学演習Ⅰ
応用分子化学実験Ⅱ

応用分子化学演習Ⅱ
化学英語Ⅰ 応用分子化学実験Ⅲ

ゼミナール
化学英語Ⅱ
化学情報処理演習 卒業研究

分離プロセス工学
無機資源化学
有機資源化学
触媒反応工学

電気化学
無機材料工学
高分子材料工学

物質デザイン演習

生体分子分析学
分子生物学
遺伝子工学
生体高分子化学

酵素工学
微生物工学
細胞工学

実技科目 生命化学演習

キャリアデザイン演習
生産工学特別講義

国際化学技術者コースはJABEE認定コースです。

共
通
科
目
を
学
ぶ

JABEE認定コース

※配当年次は変更になる場合があります。
履修体系 赤字：必修科目／黒字：選択科目

教養科目と基礎科学および生産工学系科目を複合的に学修することにより、
科学技術が社会および自然に及ぼす影響に関する責任を持ち、人類の幸
福を念頭において社会に貢献できる知識を身につけることができる。

基礎科学と専門教育科目の学修により、幅広い自然科学の基礎知識や社
会の変化に対応した知識を身につけることができる。

専門工学科目と生産工学系科目及び実験や実技を連携して学修すること
により、化学および化学技術をベースとするさまざまな産業分野やビジネ
ス分野で活用できる知識を身につけることができる。

教養科目と専門教育科目の学修により、グローバルな視点に立って協調し
て課題に取り組み、論理的な記述、発表、討論等のコミュニケーション能
力を身につけることができる。

■ 
 

■ 

■ 
 

■

■ 

■ 

■ 

■

■

■

■ 

■

科学技術が社会および自然に及ぼす影響に関する責任を持ち、人類の幸
福を念頭において社会に貢献できる。

自然科学の基礎知識を身につけ、社会の変化に対応した知識を自律的に
獲得できる。

化学および化学技術をベースとするさまざまな産業分野やビジネス分野で
活躍できる。

グローバルな視点に立って協調して課題に取り組み、論理的な記述、発表、
討論等のコミュニケーション能力を有する。

応用分子化学科での履修に必要な基礎学力を有する人。

自らの考えをまとめて表現し、協調して課題に取り組む人。

人類の幸福を念頭において、化学技術でグローバル社会に貢献する意
欲を持つ人。

化学に関する知識や経験を修得し、さまざまな産業分野やビジネス分
野で活躍を目指す人。
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応用分子化学科 物質デザインコース / 生命化学コース / 国際化学技術者コース

日本リファインは、製薬会社をはじめとしたお客さまの化学工場から排出され

る使用済溶剤を回収し、蒸留することでまた使える状態にする精製リサイクル

等を行っています。私はその中で開発を担当。分離できるかどうか、どの設備・

工場で精製できるか、それにかかるコストを計算し、安全性の評価も行ってい

ます。

この仕事を選んだ理由は化学工学に携われるから。学生時代、化学工学を専門

とする研究者のもとで生産実習を行いましたが、効率的に、環境に優しいもの

づくりを行っていく上で、ものづくりのプロセスそのものを最適化していく化

学工学は欠かせないものであること。それだけにさまざまなものづくりの現場

で必要とされる人材であり、海外ではオールラウンダーとして認められている。

それを知って将来自分の進むべき道が見えました。その後、気液平衡のデータ

を扱う研究室に所属。化学工学はそうした基礎データを取得した上で、プロセ

ス設計していきますので、そこでの学びが仕事にダイレクトに活かされていま

す。近年、日本の製造業は競争力を高めるために海外にその製造拠点を移して

います。そうした中で学生のうちから海外も視野に入れること。またこれは私

自身社会人になって痛感したことですが、企業では答えがない中で手探りで開

発を進めていく場面も多い。そういったときに、一つだけでなく複数の専門を

持つことでいろんな発想ができるようになり、それがブレークスルーにつなが

ることもあります。これからの技術者に求められるものだと思います。

化学工学との出会いが世界を変えた

応用分子化学科は化学、物理、生物と科学分野を広く学習するカリキュ
ラム。私は中でも高分子化学や化学工学の授業を比較的多く履修して
いました。３年次の思い出深い授業は化学実験の実技授業。いろいろな
分析機器・器具に直に触れ、行った測定作業や各試験は今の仕事でも
基礎分析技術として役立っています。３年次の生産実習では化学工学
系の研究を経験。それを境に化学工学が面白くなり、４年次は化学工
学系の研究室を選択。当時完成したばかりの学術フロンティア・リサー
チ・センターで一年目の立ち上げの研究テーマに取り組みました。

社会に役立つ「日本発・世界初」の分析法・機器の開発を
目指す

本研究室では、プラズマや液滴、あるい
は炭素微粒子上などで起こる反応や
物質移動現象を利用して、極微量の有
害物質を正確に測定する新しい分離
分析法の提案や小型で省エネルギーな
分析機器の開発を行っています。

中釜 達朗・齊藤 和憲・山根 庸平 研究室

社会の
こんなところで
応用されている

たとえば、科学技術振興機構「先端計測分析技術・機器開発プログ
ラム」で開発したプラズマを利用した検出器（写真）は、環境分析
や化学製品の品質管理などに利用されます。

私の 4 年間

山本 良さん
日本リファイン株式会社

2005年3月卒業
千葉県立実籾高等学校出身

社会の
こんなところで
応用されている

最近話題のiPS 細胞の研究からわかるように、細胞分化や再生の
基礎研究は再生医療へと展開し、人類の幸福に役立ちます。特に
再生医工学のものづくりを目指しています。

再生医療に役立つものづくり

本研究室では、生命と化学に関わる研
究を、細胞という単位に基礎を置き、
モデル生物や培養細胞を用いて行っ
ています。特に細胞接着、細胞分化、再
生について分子生物学的研究をして
います。

野呂 知加子 研究室

CLOSE UP 研究室

CLOSE UP 教員一覧

GRADUATE'S VOICE

社会の
こんなところで
応用されている

さまざまな手法で溶液の性質に関するデータを集めることで、化
学プラント内の反応器や配管の設計や、ものづくりを効率よく進
めるための化学プロセスの設計に役立てています。

溶液の性質を活かした化学プロセスデザイナーを目指そう！

化学反応によるものづくりの多くは溶
液の中で行われています。溶液の性質
は温度や圧力によって大きく変化しま
す。いろいろな溶液の性質を解明し、
溶液の性質を活かしたものづくりをデ
ザインすることを目指します。

保科 貴亮 研究室

社会の
こんなところで
応用されている

新たな分子を設計・合成できる有機化学の技術を用いた我々の技
術は、エネルギー枯渇問題に貢献できる有機太陽電池や、生活の
質を向上させる医薬品合成に貢献しています。

炭素を別の元素に置き換え未知の高機能性材料を創出する

分子レベルでのものづくりによる高機
能性材料の研究を行っています。特
に、機能性香料・色素・発光性素材な
どの新材料の開発だけではなく、元素
間を結ぶ新たな結合の創出による革
新的な物性発現に成功しています。

藤井 孝宜 研究室

氏名 研究テーマ 氏名 研究テーマ 

市川 隼人 過酸化水素を利用する環境調和型酸化、不斉有機分子触媒の開発 津野 孝 不斉有機遷移金属錯体および複素環化合物の新規合成

岡田 昌樹 放電プラズマをエネルギー源とした新規化学反応場の開発 中釜 達朗 環境汚染物質・生体関連物質の高感度・高選択的分析法の開発

柏田 歩 新規バイオマテリアルの開発、細胞レベルでの薬物送達系の構築 野呂 知加子 細胞接着分子カドヘリン、4次元組織再生工学、幹細胞再生

木村 悠二 新規機能性を付与した高分子材料の開発 日秋 俊彦 グリーンプロセスを志向した分離技術の開発と物性測定

齊藤 和憲 電気化学反応を利用した液体クロマトグラフィーの高機能化 藤井 孝宜 ヘテロ原子の特性を利用した機能性分子の創製、発光性金属錯体

佐藤 敏幸 高温高圧水中における機能性金属酸化物ナノ粒子の合成 保科 貴亮 二成分混合溶液の誘電物性測定、電解質溶液中におけるイオン伝導

清水 正一 人工酵素、カリックスアレーン、鏡像体の分割、超分子材料 山田 和典 環境汚染物質除去技術の構築と機能性高分子材料の開発

高橋 大輔 タンパク質の変性機構の解明とリフォールディング技術の開発 山根 庸平 固体における超イオン伝導現象の発現と二次電池への応用

田中 智 レアメタルに代わる高活性触媒または体内に使える無機材料の開発 吉宗 一晃 食品加工、バイオエネルギー生産および医療診断技術の開発

取得できる資格
修習技術者（技術士捕）※国際化学技術者コース修了
毒物劇物取扱責任者
中学校教諭免許状【理科】(1種/教職課程を履修)
高等学校教諭免許状【理科】(1種/教職課程を履修) 
高等学校教諭免許状【工業】(1種/教職課程を履修)

技術士

Fundamentals of Engineering(FE)

公害防止管理者

計量士(環境・一般)

甲種危険物取扱者

エネルギー管理士

（株）東芝、積水ハウス（株）、凸版印刷（株）、（株）荏原製作所、山九（株）、リン

テック（株）、トピー工業（株）、雪印メグミルク（株）、デクセリアルズ（株）、クリ

ナップ（株）、大東京信用組合、わらべや日洋（株）、日東エフシー（株）、（株）や

まびこ、（株）ジェイデバイス、横河マニュファクチャリング（株）、ロンシール工

業（株）、東和薬品（株）、日水製薬（株）、ジョンソンコントロールズ（株）、新菱

冷熱工業（株）、（株）きもと、新興プランテック（株）、キヤノン電子テクノロジー

（株）、トーイン（株）、マークテック（株）、不二サッシ（株）、東洋合成工業（株）、

ジェイフィルム（株）、埼玉県教育委員会

建設業

製造業

不動産業 情報通信業

医療・福祉
教育・学習支援業

運輸業 電気・ガス・熱・
供給・水道業

サービス業

公務員

進学

卸・
小売業

不動産業
金融・保険業

目指す資格

就職業種 おもな就職先
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経営資源といわれるヒト、モノ、カネ、流通と情報、

さらに知的財産に関する考え方やマネジメント

工学の理論・技法を学修。それらの資源の選択

と集中を図るための戦略を考え、日々、変化す

るビジネスの状況において、直面するさまざま

な問題を工学的視点でマネジメントできる専門

的スタッフあるいは企業経営者を育成します。

科学技術や工学、情報通信技術の知識のみなら

ず、組織が直面するさまざまなマネジメントの

問題を解決するための方法論を実践的に学修。

製品やサービスの企画、システムの開発・デザ

イン及び運用の各段階において、創造力を発揮

して効果的にマネジメントできる経営スタッフ

あるいはエンジニアを育成します。

フードビジネスを視野に、企業マネジメント工

学の理論、手法など、その考え方を通して問題

解決を見出していく方法論を修得することを目

的とします。実践教育によってグローバルな視

点からの経営スタッフあるいはエンジニアとし

て必要となる企画力、問題解決能力、マネジメ

ント能力を有する人材を育成します。

経営的な視点はさまざまな分野で必要とされます。将来の可

能性を広げるためマネジメント工学科を選びました。マネジ

メント工学科の特長は、データで分析を行うなど、すべての

授業に経営“プラス”工学的な視点が活きていること。またフー

ドやコンビニなど実社会と接点を持った幅広い学びができる

点も魅力です。ビジネスプラン演習の授業では、実際に店舗

を経営するとしたらという課題を与えられ、どんなお店を立

ち上げるか、一から自分で考えるなど、ものをつくりあげて

いく楽しさに触れることができました。将来は自分のアイデ

アや発想力を使って活躍していきたいです。そのためには、

いろいろなことを吸収し、幅広い視点と考えることができる

力を身につけたいと思います。

ビジネスマネジメントコース

経営システムコース

フードマネジメントコース

広くさまざまな学びを得ることで
確実に視野が広がる

マネジメント工学科

経営者や大手企業の管理職、
スペシャリストを多く輩出

日本で唯一の学科であり、
唯一のコースを設置

文理融合の学びで、
将来を選択できる

マネジメントとはヒト・モノ・カ

ネ・流通・情報といった資産や資

源を有効に活用し管理する手

法。マネジメント工学とは、その

理論や技法に工学の基礎的な知

識を融合させたものです。企業経

営を中心に、生産現場、販売・流

通、サービス、情報通信など多く

の分野で活用されています。

2013 年度から、フードビジネス

業界に特化した「フードマネジ

メントコース」を新たに設置す

るとともに、既存の２コースの

学びも刷新。変化し続ける産業

界の発展を読み解きながら、新

しい社会のニーズに応えること

のできる、これからの産業人を

育成していきます。

マネジメント工学は、理系の学

問に加えて文系知識も活かせ

る文理融合型の学び。その理論

と技法はあらゆる場所で用いら

れ、卒業後の進路は業界・職種

ともに多岐に渡ります。ものづ

くりやシステム構築、サービスの

現場への深い理解と経営能力

を兼ね備えた人材へ。

櫻井 花菜さん

マネジメント工学科
ビジネスマネジメントコース 4年

日本大学山形
高等学校出身

経 営 資 源 を 有 効 に 活 用 す る た め の 理 論 と 技 法 を 修 得 し
企 業 経 営 な ど の 分 野 に 役 立 て る

STUDENT'S VOICE

学びのポイント
POINT

1
POINT

2
POINT

3
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フードサービスビジネスの貿易および現地市場進出を学ぶ

グローバル化が進展する現在、海外ビジネスは拡大し続けています。そこで、

本科目では、フードサービスビジネスを中心に海外市場をターゲットとして、

多国籍企業、貿易形態、貿易関係機関、契約方法、仕様書の種類、法制度、

リスクヘッジ、経営組織、マーケティングに基づく経営のあり方などを豊富

な事例とともに楽しく学びます。

マネジメント工学科 ビジネスマネジメントコース / 経営システムコース / フードマネジメントコース

実験を通して生産管理や品質管理を学ぶ

実験では、さまざまな機械や測定機器の操作を修得しながら、少人数制で実

験を行います。たとえば、生産管理や品質管理、あるいは電気や光の計測等、

具体的な例題について、理論だけでなく実体験を通じて理解することができ

ます。

経営システムコース マネジメント工学実験Ⅰ
（全コース共通科目）

カリキュラム

経営、情報および生産に関する知識を実体験を通じて身に
つける

当学科の基礎である経営、情報および生産に関する知識を、理論だけでなく

実体験を通じて、身につけることができます。たとえばプロジェクト管理、

知的財産権、仕事の効率化など、各コースに分かれてさまざまな問題に対し

て実習を行います。

ビジネスマネジメントコース マネジメント工学実習Ⅰ
（全コース共通科目）

フードマネジメントコース　　海外市場展開

CLOSE UP 授業

営業班 法務班

国内営業課 海外営業課

工場

社長

総務・経理部 設計・開発部営業部

1年次 2年次 3年次 4年次

生産工学系科目

専門工学科目

実技科目

生産工学系科目

専門工学科目

実技科目

生産工学系科目

実技科目

専門工学科目

生産工学系科目

専門工学科目

経営管理
キャリアデザイン
キャリアデザイン演習

キャリアガイダンス
生産工学概論

生産実習Ⅰ
生産工学特別講義
技術者倫理

プロジェクト演習
生産実習Ⅱ

共通科目
マネジメント工学総論
工学基礎
情報科学
フードマネジメント概論

生産管理
品質管理
人的資源管理
会計管理

経営情報管理
販売流通管理
情報システム 品質工学

基礎製図
マネジメント工学実験Ⅰ
コンピュータ演習Ⅰ
マネジメント工学実験Ⅱ
コンピュータ演習Ⅱ

ゼミナールⅠ
マネジメント工学実習Ⅰ
ゼミナールⅡ
マネジメント工学実習Ⅱ

ビジネス
マネジメント
コース

マーケティング
ワークデザイン
知的財産管理
特許・実用新案法
経営法規
商標・意匠・著作権法
在庫・物流管理

品質保証
賃金・報奨管理
キャッシュフロー会計
ビジネスイングリッシュⅠ

経営戦略
企業評価
サプライチェーン
　マネジメント
顧客・販売戦略
経営品質マネジメント
日本の産業構造

財務マネジメント
知的財産戦略
ビジネスモデル
生産性工学
リスクマネジメント
商品企画開発
ビジネスリーダーシップ

プロジェクト
　マネジメント
ビジネス
　イングリッシュⅡ

ビジネスプラン演習
ビジネスシミュレーション演習

ビジネスＩＴ演習
統計解析演習

経営システム
コース

オペレーションズリサーチ
デザインエンジニアリング
経営統計
人間工学
生産技術
情報処理基礎
マーケティング

環境安全工学
意思決定論
知的財産管理

信頼性工学
情報ネットワーク
認知工学
情報セキュリティマネジメント
システム方法論
社会シミュレーション
ロジスティクス

データベースシステム
生産システム
経済分析基礎
人間－機械システム
経営品質マネジメント
プロジェクトマネジメント

実技科目

フード
マネジメント
コース

ワークデザイン
海外市場展開
経営戦略
フードサプライシステム
オペレーションズリサーチ
在庫・物流管理
経営統計
管理会計

サプライチェーンマネジメント
顧客・販売戦略
プロセス＆サービスイノベーション
ホスピタリティ・マネジメント
マーケティング
情報工学
チェーンストア論
生産性工学
経営品質マネジメント

データベースシステム

グローバル
　マネジメント

卒業研究

環境マネジメント
ネットマーケティング

環境マネジメント
ネットマーケティング

ぶ
学
を
目
科
通
共

※配当年次は変更になる場合があります。
履修体系 赤字：必修科目／黒字：選択科目

ディプロマ・ポリシー

アドミッション・ポリシー

カリキュラム・ポリシー

■ 
 

■ 
 
 

■ 
 

■

■ 
 

■ 
 

■

■

■ 

■ 

■

教養科目と基礎科学・専門教育科目の学修により、豊かな教養と自然科
学に関する知識とビジネスの現場をマネジメントするために必要な知識
を修得することができる。

ヒト・モノ・カネ・情報および知財経営に関する知識とビジネス現場で
活用できる方法論を体系的に修得することによって、国際的視野に立ち、
顧客が求める新たな価値を自ら構築し、ビジネス現場に応用できる能力
を身に付けることができる。

実験実習科目、ゼミナール、卒業研究等の学修を通して、マネジメント工
学に関するさまざまな技法を修得し、対象領域における新たな問題を自
ら発見し解決することができる。

生産実習を中心に据える生産工学系科目の学修を通して、生産工学の基
礎知識と経営管理を含む管理能力を修得することができる。

豊かな教養と工学の基礎知識や方法をベースにしたマネジメントに関する
基礎知識を有し、ビジネスの現場をマネジメントでき、また生産性の向
上や効果的なシステムの開発をマネジメントできる。

国際的視野に立ち、ヒト・モノ・カネ・情報を有機的に結合させ、顧客
が求める新たな価値（製品やサービス）を自ら構築すると同時に、獲得し
た知識を総合的に活用させる技術者として貢献できる。

企業経営や知的財産の取り扱い、また情報技術などのマネジメントに関
する理論や技法を駆使し、複雑かつ多様に変化する社会やビジネスの問
題に協働して取り組むことができる。

マネジメント工学科での履修に必要な基礎学力を有する人。

マネジメントに関わる情報を収集・分析して、自らの考えをまとめて
表現できる人。

マネジメントの視点から社会貢献に関心を持ち、その目標に向かって
自ら学修する意欲を持つ人。

「ものづくり」や「ことづくり」とともに、マネジメントに興味を持ち、
それらを理解し、実践したいと考える人。

51 52
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マネジメント工学科 ビジネスマネジメントコース / 経営システムコース / フードマネジメントコース

多様性に富む人との
出会いが財産

トノックスはパトカーや消防車などの特装車の製造を行う会社です。私は役

員として経営全般を担っていますが、その中でも、生産管理などの製造、総務、

人事を担当しています。大学卒業後は、別のものづくりの会社で営業を５年

間経験。その後ヤナセテックに入社し、一貫して経営の仕事に携わってきました。

私は経営者としてそれぞれの担当者に指示を与える立場にあるわけですが、

生産管理などは、ものづくりの流れやそれにかかる時間を把握した上で、品

質はもちろんのこと、コストやスケジュール等、全体を見渡しながら的確に

指示を出していくことが求められます。多くの人を動かしていく仕事ですが、

相手のことを知らなければ動いてもらうことはできません。単に言葉を交わ

すだけではなく、その人の性格や家族構成などの背景を知った上で、ときに

は自分も一緒になって作業にあたる。ものづくりと言えど、一人でできる仕

事ではなく、組織・チームで仕事をしています。喜びも苦しみも一緒になっ

て共有することで、「この人のためなら頑張れる」そう思ってもらえるような

信頼関係を築くことを大切にしています。

マネジメント工学科には、私のように将来の裾野を広げたいと考える人が多

く在籍していましたが、彼らとは今でも仕事でお互いの得意分野で協力し合

うなど、つながりがあります。学生時代にこうした多様性に富んだ人たちと

出会えたことは、自分にとって大きな財産です。

将来の幅を広げるために、文理融合の学びを得ることができるマネジ
メント工学科を選択。１・２年次は先輩・同級生など仲間を増やす機会
に恵まれました。３年次の生産実習では、日ごろ接する機会の少ない、
20 ～ 30歳も年上の方と話をするなど、日常の学生生活では得られな
い幅広い視野を得ることができました。社会がどのように成り立ってい
るか知る良いきっかけになったと思います。卒業論文は、自動車の代替
エネルギーに関する論文を作成。文献を読み込み専門分野に対する知
識を身につけることについて、学びを得ました。

フードビジネスでの 高 品 質・高 効 率 生 産 システムの 提 案
と現場支援

安全で高品質の製品提供のための生
産管理・改善、品質管理、サービス・供
給体制の改善など、食品産業などの
生産現場で求められるマネジメント
能力に関係する手法や考え方、必要
な技術を学んでいきます。

五十部 誠一郎 研究室

社会の
こんなところで
応用されている

食の信頼性や資源の利活用向上のため、農産物からの食品製造で
の安全で効率的な生産が求められており、生産管理や工程改善や
技術導入などに、成果が活用されています。

社会の
こんなところで
応用されている

工場で生まれた生産管理学、特に改善技術は近年になり、農業・
漁業、サービス業、地域活性化、家事など、さまざまな組織・分野の
マネジメントに応用されています。

社会の
こんなところで
応用されている

マーケティングでは、ヒット商品の人気要因分析を行ったり、世の中の流行やトレンドを
分析することができます。また数値シミュレーションを応用すると、コンサートホールを実
際に建築する前に、コンピュータ内の計算で、どのような音響が得られるのかがわかります。

マーケティングや広告など幅広いテーマでの研究

教員が実際にコンピュータ業界で働い
ていた知識と経験を活かして、マーケ
ティングによるヒット商品の要因分析、
さらにデータマイニングやビッグデータ
を対象とした研究を行っています。また
音響の数値シミュレーションも、その特
性を解明して研究成果を出しています。

豊谷 純 研究室

生産現場を支える人を理解し、応援する研究

ものづくりの現場で生産管理を担当する人は、製
品をつくる仲間だけではなく、原材料を仕入れる
サプライヤーや製品を購入してくれるお客さまな
ど、多くの人と関わりながら仕事を進めています。
このような人たちの苦労や喜びを理解しながら、
彼らがより良い生産を実現できるような考え方
や手法について私たちは日々研究しています。

村田 康一 研究室

私の 4 年間

殿内 崇生さん
株式会社トノックス

2001年３月卒業
湘南工科大学附属

高等学校出身
社会の

こんなところで
応用されている

人が2人以上集まれば組織であり、組織学習理論は社会の基盤と
いえます。この理論は人が経験から得た直感を、統計分析を通じ
て客観的に説明できる魅力があります。

最新の統計分析手法でイノベーションを生む組織学習を
研究

組織があたかも人のように学習するこ
とを組織学習といいます。イノベーショ
ンを生む研究のために化学災害・工
場・スポーツ・歴史等の様々なデータを
利用して、社会に還元できる質の高い
研究を目指しています。

大江 秋津 研究室

CLOSE UP 研究室

CLOSE UP 教員一覧

GRADUATE'S VOICE

氏名 研究テーマ 氏名 研究テーマ 

飯沼 守彦 コンピュータを使って、技術革新をおこす組織のメカニズムを探求 豊谷 純 コンピュータを活用してヒット製品を開発する

石橋 基範 使いやすい製品開発のための人間の行動・感性の研究 平田 光子 「創る」ことを通して、ビジネスを成功に導くための研究

五十部 誠一郎 お客さんも従業員も満足できる外食ビジネスの提案 水上 祐治 国際的な製品開発のプロジェクトマネジメント

大江 秋津 新しい技術を生み出すために、自発的に考えて行動する組織の研究 三友 信夫 原子力発電所等の大規模システムのリスクについての研究

小田部 明 働く人たちの悩みは、どうしたら解決できるか 村田 康一 生産管理を担当する人を応援・サポートするための研究

河合 信明 技術やデザイン、コンテンツ等を法律でどう守るのか 矢野 耕也 いろいろな製品の品質の良しあしを数値で判定する

齋藤 敏雄 情報の活用とセキュリティを両立させるマネジメントの仕組みと方法 山本 壽夫 文化の仕組みを調べ、皆さんが住むまちの発展に役立てる研究

酒井 哲也 製品の寿命を考える研究。製品を長持ちさせるための研究 吉田 典正 経営情報（売上など）を人が把握しやすいよう可視化

柴 直樹 コンピュータを上手に使って効果的な経営を行うための研究 若林 敬造 物流の効率化に関する研究

鈴木 邦成 モノの流れをさまざまな会社の仕組みに合わせて効率化

取得できる資格
高等学校教諭免許状【工業】 (1種／教職課程を履修)

中小企業診断士 

技術士 

修習技術者 

社会保険労務士 

税理士 

弁理士 

教育職員免許（工業） 

ITパスポート試験 

情報処理技術者

インテリアコーディネーター

富国生命保険（相）、（株）三菱東京ＵＦＪ銀行、日本郵便（株）、日本電気

（株）、東日本旅客鉄道（株）、富士重工業（株）、キヤノンマーケティングジャパ

ン（株）、住友重機械工業（株）、明治安田生命保険（相）、富士ソフト（株）、塩野

義製薬（株）、東芝メディカルシステムズ（株）、クラリオン（株）、茨城県信用組

合、（株）ニチレイロジグループ本社、サミー（株）、文化シヤッター（株）、（株）山

形銀行、ＮＥＣフィールディング（株）、ＮＥＣソリューションイノベータ（株）、

キリンビバレッジ（株）、サンフロンティア不動産（株）、（株）日本コンラックス、

岡三証券（株）、（株）アーネストワン、（株）マイナビ、北越メタル（株）、（株）ア

イ・エス・ビー、（株）東計電算、警視庁

建設業

製造業

飲食店・宿泊業

不動産業
金融・保険業

情報通信業

運輸業

サービス業

公務員
その他

進学

卸・小売業

教育・学習支援業
複合サービス業

目指す資格

就職業種 おもな就職先
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数理情報工学科

未来の工学を支える
理論と実務

多様な業界から
求められる人材に

基礎から学び実践力を
高める段階的カリキュラム

数理情報工学とは、数理工学、情

報工学、メディアデザイン工学と

いったさまざまな「情報」を扱う

学問。技術革新の早い高度情報

化社会の中にあって、本学科で

は、新たな技術を開発する実践

的能力と情報技術開発（特にソ

フトウェア）能力を修得した、情

報処理技術者を育成します。

卒業生の進路は情報通信関連

各社を中心に、電機・自動車メー

カーなど、専門職での就職が多い

状況です。ただし高度情報化社会

の中、情報系技術者へのニーズは

異業種の企業でも高まってきて

おり、多様な業界への就職が可能

です。また本学科では数学と情報

の教育職員免許も取得できます。

本学科では、基礎力と問題解決

能力の養成を重視した3つの

コースを設置。専門性の異なる

2つのコースとJABEE認定コー

スである「情報工学コース」です

が、どのコースでも情報工学（コ

ンピュータソフトウェア）の基礎

理論から実践的な側面までを

段階的に学ぶことができます。

各 種 の 情 報 処 理 技 術 を 理 論・実 務 の 両 面 か ら 学 び
高 度 情 報 化 社 会 に 対 応 で き る 人 材 を 育 て る

数理情報工学科では、エンジニアとしての専門知識・技術だ

けでなく、全学科共通の生産工学系科目で経営管理やマーケ

ティング分野についても学ぶことができます。私自身、将来

の目標は起業すること。エンジニアとしての技術はもちろん、

デザインやタスク管理などのマネジメント、プランニング等、

幅広いスキルを持ったフルスタックエンジニアになりたいです。

そのために、スキルの種類を問わず独学しています。また、

学生グループ“NeT Group”を立ち上げ、数人の学生でアプ

リを開発。実際にアプリをリリースしました。そこで見えて

きた課題はどうやって多くの人にアプリの存在を知ってもら

うかということ。アウトプットすることで課題が見えてきて、

それをまた次に活かしていく。起業していく上で学生時代の

こうした経験が必ず活きてくると思います。

経営もわかるエンジニアへ
目標は起業すること

STUDENT'S VOICE

学びのポイント
POINT

1
POINT

2
POINT

3 木田 敬也さん

数理情報工学科
メディアデザインコース3年

武南高等学校出身

55 56

自然･社会現象、携帯電話や情報ネットワークな

どさまざまなシステムの数理モデル化と、その

解析やシミュレーション技術などの分野が学べま

す。また、情報処理技術者の育成を目指し、プ

ログラミングなどの演習を含んだ情報工学の基

礎能力も身につけることができます。

従来までの「情報の解析・処理」の技術ではなく、

「情報を魅力的に表現する」技術を中心に学びま

す。どのメディアを用いてどのように表現すれば、

情報を必要とする人にわかりやすく、効果的に

伝えられるのかといった、深い視点で考えられ

る人材を育成します。

このコースでは、情報工学分野に焦点を絞り、

ソフトウェア開発といった実践的側面を兼ね備

えたコンピュータサイエンスの教育を目的とし

ています。特にインターネットやマルチメディア、

知的情報処理といったソフトウェアの技術を修

得することができます。

数理情報システムコース

メディアデザインコース

情報工学コース
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ソフトウェア開発の一連の工程を体験し、実践力を身に
つける

ソフトウェアの要求定義・外部設計・内部設計・プログラム設計・テストと

いう企業と同様の開発工程を具体的な題材で学び、実際に３～４名のプロジェ

クトを組んでソフトウェア開発を行う実践力が身につく科目です。将来情報

処理技術者として活躍する際に本講義と演習で学んだ知識は社会に出てから

大変役立つ他、基本情報技術者試験及び応用情報技術者試験等の就職に有利

な資格取得に役立つ知識が身につきます。

数理情報工学科 数理情報システムコース /メディアデザインコース /情報工学コース

実践を通してCG制作方法と専門知識を会得する

映画、アニメーション、ゲーム、Webサイトなどに応用されるCG制作の方

法と基礎知識を学びます。3DのキャラクターとCG作品の制作を通し、CG

クリエーター、CGエンジニアやWebデザイナーの資格取得に役立つ知識が

身につきます。本講義に続く講義としてはコンピュータアニメーション、ゲー

ムデザイン、Webデザイン等があり、3年次後期に行うメディアデザイン演

習ではこれら学んだ技術を総合的に応用した映像作品を制作します。本コー

スの学生のほとんどは在学中にCG検定のベーシックを受験し、複数のカテゴリー

でエキスパートの資格を取得する学生も多く、就職に有利な資格取得に役立

つ知識が身につきます。

メディアデザインコース CGデザイン・
 CGデザイン演習

ものづくりを効率的に行う上で必要となる運動方程式の
立て方・解き方を学ぶ

「もの」の特性を予測することは効果的な「ものづくり」に必要不可欠です。

精度良く予測するには特性を再現する数理モデル（数式）が必要です。ダイ

ナミックスの講義では、まず最初にニュートンの運動の法則を数理的に扱う

ことを学ぶとともに、物理的意味の理解を深めます。続いて運動や振動を簡

単な数理モデルに置き換えて表現し理解させた上で、さらに実例（自動車工学、

構造工学）に対する数理モデル化手法を学ぶことにより、工学的価値と数理

モデル化手法の有用性を把握できるようになり、数理情報工学技術者として

の醍醐味や喜びを体感できるようになります。

数理情報システムコース ダイナミックス

情報工学コース ソフトウェア構築（S)・
 プロジェクト演習（S)

1年次 2年次 3年次 4年次

生産工学系科目

専門工学科目

実技科目

生産工学系科目

専門工学科目

実技科目

生産工学系科目

専門工学科目

実技科目

実技科目

専門工学科目

生産工学系科目

キャリアデザイン
キャリアデザイン演習

アルゴリズムとデータ構造演習
UNIX演習

オブジェクト指向プログラミング演習
プレゼンテーション及び演習

生産実習Ⅰ
経営管理

プロジェクト演習
情報化社会と情報倫理

技術者倫理
生産実習Ⅱ

生産工学特別講義
知的所有権

プログラミング及び演習Ⅰ
コンピュータ概論
離散数学
プログラミング及び演習ＩＩ

アルゴリズムとデータ構造
確率統計解析
情報メディア
オブジェクト指向
コンピュータアーキテクチャー
オートマトン

メディア数理
データベースシステム
オペレーティングシステム
線形空間論
応用解析学
ソフトウェア構築

ソフトウェア工学概論
情報ネットワーク
人工知能
コンパイラ

数理情報工学演習Ⅰ
ゼミナールⅡゼミナールⅠ
数理情報工学演習Ⅱ 卒業研究

モデリング＆デザイン
数理計画法
現象の数理
ダイナミックス
地理情報システム

複雑系と創発
ゲーム理論
計算論
システム解析

数値シミュレーション
組合せ最適化
オペレーションズリサーチ
エンジニアリングアナリシス
幾何学
カオスと情報処理
計測と制御

多変量データ解析
時系列データ処理
意思決定システム
計算工学
インターネットプログラミング
システム工学
コンピュータグラフィックス

数理情報システム実験

ＣＧデザイン
ヒューマンインタフェース
ディジタル画像設計論

コンピュータアニメーション
インターネット
認知科学

Webデザイン
ゲームデザイン
マルチメディアデータ論
メディアと社会
マーケティングリサーチ

情報理論
形式論理
情報セキュリティ
グラフィックス幾何学
ソフトウェアデザイン

CGデザイン演習 メディアデザイン演習

数理
情報システム
コース

メディア
デザイン
コース

卒業研究（S）

情報工学
コース

情報工学コースはJABEE認定コースです。

プロジェクト演習（Ｓ）
キャリアデザイン（Ｓ）

キャリアデザイン演習（Ｓ）
情報化社会と情報倫理（Ｓ）

生産実習Ⅰ（Ｓ）
経営管理（Ｓ）
技術者倫理（Ｓ）

知的所有権（Ｓ）
生産実習Ⅱ（Ｓ）

ゼミナールⅠ（Ｓ）
数理情報工学演習Ⅰ（Ｓ）

ゼミナールⅡ（Ｓ）
数理情報工学演習Ⅱ（Ｓ）

アルゴリズムとデータ構造（Ｓ）
ソフトウェア工学概論（Ｓ）
コンピュータアーキテクチャー（Ｓ）
オブジェクト指向（Ｓ）
ソフトウェア構築（Ｓ）
数理計画法（Ｓ）

オートマトン（Ｓ）
オペレーティングシステム（Ｓ）
データベースシステム（Ｓ）
計算論（Ｓ）
ヒューマンインタフェース（S）
線形空間論（Ｓ）
確率統計解析（Ｓ）

情報ネットワーク（Ｓ）
人工知能（Ｓ）
形式論理（Ｓ）
情報理論（Ｓ）
情報メディア（Ｓ）
プログラミング言語論（Ｓ）
情報セキュリティ（Ｓ）

コンパイラ（Ｓ）
数値シミュレーション（Ｓ）
オペレーションズリサーチ（Ｓ）
組合せ最適化（Ｓ）
インターネットプログラミング（Ｓ）
コンピュータグラフィックス（Ｓ）

）Ｓ（ 理処報情とスオカ

アルゴリズムとデータ構造演習（Ｓ）
UNIX演習（Ｓ）

オブジェクト指向プログラミング演習（Ｓ）
プレゼンテーション及び演習（Ｓ）

プログラミング及び演習Ⅰ（Ｓ）
プログラミング及び演習 II（Ｓ）
離散数学（Ｓ）
コンピュータ概論（Ｓ）

共通科目
※2コースのみ

ぶ
学
を
目
科
通
共

JABEE認定コース

※配当年次は変更になる場合があります。
履修体系 赤字：必修科目／黒字：選択科目

ディプロマ・ポリシー

アドミッション・ポリシー

カリキュラム・ポリシー

■ 
 
 

■ 
 
 

■ 
 

■

■ 
 

■ 

■ 

■

■

■

■ 

■

教養科目と基礎科学・専門教育科目を連携して学修することにより、豊
かな教養と自然科学に関する基礎知識を身につけることができる。また
数理情報工学に関する体系化されたカリキュラムにより数理工学、情報工
学、メディアデザイン工学に関する専門知識と理論を修得することができる。

コミュニケーション能力を裏付ける、教養科目と基礎科学・専門教育科目
の学修により、国際的視野に立って情報を収集・分析し、自らの考えを
効果的に伝達することができる。また初年次より適切に配置した科目の
学修により、知識基盤社会に通用する技術を修得することができる。

数理情報工学に関する演習科目、ゼミナール、卒業研究等の学修を通して、
新たな課題を解決するために自ら学び、自らの意思を持って他者と協働
することができる。

生産実習を中心に据える生産工学系科目の学修を通して、生産工学の基
礎知識と経営管理を含む管理能力を修得することができる。

数理情報工学に関する基礎知識を持ち、学科の教育研究上の目的に沿っ
て専門分野を体系的に理解するとともに、産業界に適用する実践的な知
識を有している。

国際的視野に立ち、必要な情報を数理工学、情報工学、メディアデザイン
工学を活用し、収集・分析して自らの考えを構築し、展開することができる。

グローバル化する高度情報化社会の一員として数理情報工学に関する技術
の進歩に適応し、プロジェクトの中で協働することができる。

獲得した数理情報工学に関する知識・技能等を総合的に活用し、マネジ
メント能力を有する情報処理技術者として新たな課題の解決に貢献する
ことができる。

数理情報工学科での履修に必要な基礎学力を有する人。

数学的知識、情報工学の知識あるいは技術を修得する意欲がある人。

数学、理科、情報のいずれかに関心を持ち、その関心を具体的な行動
に結び付けている人。

情報化社会で活躍する自分の具体的なイメージを持っている人。

カリキュラムCLOSE UP 授業
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数理情報工学科 数理情報システムコース /メディアデザインコース /情報工学コース

三菱電機インフォメーションシステムズは企画からシステム構築、保守・運用ま

で一貫したITソリューションを提供する会社です。事業領域は幅広く、金融や製造、

航空・空港、社会インフラ、流通などあらゆる分野に広がっています。私は現在、

クレジットカード会社を担当しており、お客さまの各システムから出力される日々

のログを収集・分析し、セキュリティを高めるためのシステムの新規開発を行っ

ています。お客さまが抱えている課題に対してどんなシステムを導入したらそ

れが解決できるのか、詳細を煮詰めていくわけですが、業界そのものに対する

理解がなければ良い提案はできません。特に金融業界は使用される用語が特殊

なので、日々周りの先輩に聞くなどして業界理解を深める努力が怠れません。

この会社を選んだ理由の一つであり、仕事のやりがいにもつながっているのが社

会価値の高い仕事であること。システムは今や至るところで使われており、そ

れだけに社会に与える影響も大きい。間違いなどもちろんあってはならず、高い

緊張感を強いられますが、それだけに仕事を通じて自身の成長を実感できます。

学生時代に所属していた研究室では、つくったものは外に出して評価してもらう

という方針を掲げていたため、私自身も学会発表を行うなど、自分の考えを社

会に発信する機会に恵まれました。世の中からどう評価されるかというところ

まで考えたものづくりを学生のうちから学べたことは、現在の仕事をしていく

上で大きな糧になっています。

社会に影響を与え
社会のためになる

目指す資格

１年次のプログラミング演習で初めて作成したソフト（プログラム）が
動いたときの喜びは今でも鮮明に覚えています。３年次は教育・医療用
途の活用が期待されるシリアスゲームを研究テーマとして扱う研究室
に入りました。生産実習は将来の自分を考えると同時に、現在の自分を
見つめなおす良い機会になったと思います。そして４年次には、シリア
スゲームに関する研究を学会で発表。自分の考えを相手にわかりやすく
伝えるという、社会人になってから活きる貴重な経験ができました。

“壊れないコンピュータ”、“壊れないネットワーク”をつくる

安心・安全な生活を支えるための高信頼設計
技術について研究しています。適切な冗長化技
術を適用することによって、設計・製造不良、誤
操作、災害などがあっても“壊れないコンピュー
タ”、“壊れないネットワーク”をつくることが目
的です。また、解析やシミュレーションによって、
提案システムの信頼性の評価も行っています。

新井 雅之 研究室

社会の
こんなところで
応用されている

自動車、鉄道、航空分野など、故障が人間の生死に関わるようなシステムや、銀行システム
など障害が生活に甚大な影響を及ぼすシステムにおいて必須の技術です。それ以外にも、
ユーザの利便性を損なわないため、携帯電話などさまざまな機器にも応用されています。

社会の
こんなところで
応用されている

現在は基礎研究ですが、数理モデルや数値計算手法を改良するこ
とで、将来的には基板のパターニング等の工学的応用やガン転移
等の医療への応用に発展させていきたいと考えています。

社会の
こんなところで
応用されている

これらの研究成果は、スマートフォンやカーナビなどの端末、テレビや電子レンジな
どの家電製品、案内板や券売機などの商業施設の端末など、子どもからお年寄りま
でさまざまな人が使用する情報端末の内部制御としての応用が期待されています。

「人が困らない」「誰でもすぐにできる」メディアを実現

「人のサポート」「人とメディアのコミュニケー
ション」をテーマに、コンピュータやスマートフォ
ンなどの内部で行う、人間のさまざまな活動
を手助けする制御手法について研究していま
す。これにより「機器を操作する」という感覚
をなくし、「人が困らない」「誰でもすぐにでき
る」メディアの実現を目指しています。

関 亜紀子 研究室

身の回りの現象の形成過程とそのメカニズムを明らかに
する

私たちの身の回りには、構造・パターンが自
発的に形成されるような現象が多 あ々りま
す。中でも、本研究室では、対流・蒸発・相分
離等で得られるパターンや生物の形作り等
を対象に、現象の数理モデル化と数値計算
を行い、形成過程とそのメカニズムを明ら
かにしようと研究を行っています。

野々村 真規子 研究室

私の 4 年間

就職業種 おもな就職先

武田 智裕さん
三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社

2011年3月卒業
日本大学山形高等学校

出身
社会の

こんなところで
応用されている

我々が開発したLS-Qという手法は、人間の認知バイアス（思い込み）を数理モデルにして人
工知能に応用したもので、人間とコンピュータのそれぞれの優れた部分をいいとこ取りしたハ
イブリッドな方法です。現在、研究室で自作した鉄棒ロボットでLS-Qの性能を検証中です。

生命の巧みな情報処理を知り・まねる

人間や生物は、最先端のコンピュータでも難しい
問題をいとも簡単に（“いい加減に”）解決したり、
ロボットにとって判断が難しく停止してしまうよ
うな環境でも“たくましく”生き続けたりすること
ができます。このような人間や生物すなわち「生命」
の特徴を、情報処理という側面から数理的に解明
し、それを社会に活かす研究を行っています。

浦上 大輔 研究室

氏名 研究テーマ 氏名 研究テーマ 

新井 雅之 コンピュータシステム及びネットワークの高信頼設計 西澤 一友 AHPに関する研究

伊東 拓 数値解析、コンピュータグラフィックス 野々村 真規子 非線形物理

浦上 大輔 情報数理、制御工学、人と機械の協調 古市 昌一 シリアスゲーム（災害、医療・福祉、教育等）、組織行動のM&S

岡 哲資 マルチモーダル対話システム 細川 利典 コンピュータ/システムLSIの設計・CADアルゴリズム

角田 和彦 流れの数値シミュレーション 松田 聖 人工知能（機械学習、論理的手法による知識表現）

関 亜紀子 コンテンツ流通支援と権利許諾管理に関する研究 見坐地 一人 音響・振動の数値シミュレーション

髙橋 亜佑美 振動の数値解析 目黒 光彦 ディジタル画像処理

栃窪 孝也 情報理論及び情報セキュリティに関する研究 山内 ゆかり 人工知能（学習、最適化、曖昧さを取り入れた推論）

中村 喜宏 適応型ヒューマンインタフェース

GRADUATE'S VOICE

取得できる資格
中学校教諭免許状【数学】 (1種／教職課程を履修)
高等学校教諭免許状【数学】 (1種／教職課程を履修)
高等学校教諭免許状【情報】 (1種／教職課程を履修)
高等学校教諭免許状【工業】 (1種／教職課程を履修)

教育職員免許（情報・数学・工業） 

情報処理技術者

（基本情報技術者・応用情報技術者） 

CGエンジニア検定 

CGクリエーター検定 

Webデザイナー検定 

画像処理エンジニア検定 

計算力学技術者

大和ハウス工業（株）、みずほ証券（株）、ＳＢＩホールディングス（株）、（株）京葉

銀行、いすゞ自動車（株）、大東建託（株）、（株）インターネットイニシアティブ、（株）

富士通ゼネラル、東洋証券（株）、（株）ショーワ、イノテック（株）、ＮＥＣソリュー

ションイノベータ（株）、（株）アルファシステムズ、（株）ＮＳＤ、（株）サイバーエージェ

ント、（株）ＤＴＳ、（株）ミロク情報サービス、（株）ジャステック、（株）富士通ビー・

エス・シー、キーウェアソリューションズ（株）、（株）アイ・エス・ビー、セコムトラス

トシステムズ（株）、（株）ユニリタ、（株）エクサ、（株）ラック、ＴＤＣソフトウェアエ

ンジニアリング（株）、三井造船システム技研（株）、（株）コア、千葉県教育委員会、

（学）君津学園　木更津総合高等学校

複合サービス業

製造業

情報通信業

サービス業

公務員
進学

建設業

教育・学習支援業
飲食店・宿泊業

不動産業

卸・小売業
金融・保険業

CLOSE UP 研究室

CLOSE UP 教員一覧
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もともと機械いじりなど、ものづくりが好きで工学系に進み

たいと考えていました。ただ、工学部といっても具体的にど

んなことを学ぶのかイメージできない。また、いろんなこと

を学び、その上で、自分がほんとうにやりたいことを見つけ

ていきたいという想いが強くあったので、生産工学部環境安

全工学科を選びました。環境安全工学科の特長は何よりその

学びの幅広さ。土木系、化学系、機械系など異なる分野につ

いての学びを複合的に得ることができます。いろんな分野の

知識や技術、考え方に触れていく中で、自分は将来どうなり

たいのか、そして、そのためには何を勉強すべきか見えてき

ます。また、一つだけでなく複数の分野の知識を持つことで

将来の選択肢も広がると思います。

土木・化学・機械
複合的な学びで可能性を広げる

自然との共生と安全社会
の確立を目指して

未来のものづくりの担い手
として広がる活躍の場

幅広い工学分野を融合
した新しい複合工学

科学技術の発展は豊かな生活を実現する

一方、環境やエネルギーなどいくつかの問題

を引き起こしました。これから求められるの

は、現在の科学技術をサステイナブル（持続

可能）なものに転換する技術。製品の安全性

確保や事故防止、長期的エネルギー供給な

ど、環境や安全に関する視点を交え、社会

と科学技術のより良い関係を作り上げるこ

とができる人材が、いま求められています。

環境安全工学科は、環境・安全・エネル

ギー分野に関する学問領域を、企業現場

で必要とされる知識、技術という観点か

ら融合的に学びます。将来の進路は環

境・安全・エネルギー分野を中心に、エネ

ルギー関連企業、環境プラント関連企業、

環境分析、医薬品、化粧品、化学メーカー、

自動車関連企業、一般製造業、建設会社、

商社など幅広く目指すことができます。

現代の巨大化・複雑化した科学技術を理

解するため、環境安全工学科では環境・安

全・エネルギーに関する学問を幅広く学び

ます。そして獲得した知識と社会科学的な

考え方を融合して持続可能な技術に結び

付けるための洞察力と実践力を修得しま

す。さらにそれらを発信するための国際コ

ミュニケーション力を修得する、これまで

にない先進的な学びを特徴としています。

幅 広 い 工 学 分 野 を 融 合 し 、
持 続 発 展 可 能 な 社 会 づ く り を 担 う 人 材 を 育 成 す る

STUDENT'S VOICE

学びのポイント
POINT

1
POINT

2
POINT

3

環境安全工学科

高山 奈央さん

環境安全工学科
環境エネルギーコース3年
新潟明訓高等学校出身

61 62

ものづくりを担う科学技術者にとって必要である、

安全に関する法律を理解し、事故を未然に防止

する知識と技術、事故後の安全を確保する知識

と技術、有害排出物の抑制など環境に与える負

荷を抑える知識と技術を学ぶとともに、インター

ナショナルコミュニケーション能力を駆使し、そ

の成果を世界に発信できる技術者を養成します。

自然環境との調和を図り、なおかつ今以上の発

展を維持するため、持続可能な新エネルギー獲

得技術として太陽光、風力、バイオマス、ヒー

トポンプ、クリーンコールテクノロジーなどの次

世代エネルギー源に対する知識と理解を深める

とともに、インターナショナルコミュニケーショ

ン能力を駆使し、その成果を世界に発信できる

技術者を養成します。

環境安全コース

環境エネルギーコース
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モノの環境負荷を把握する

私たちの身の回りにはさまざまな製品やサービスがあり、それらを利用して

生活しています。そして、それらを利用することにより、環境へ負荷をかけ

ています。携帯電話の製造はどれだけ環境に負荷を与えているでしょうか？

ライフサイクルアセスメントは、製品やサービスのライフサイクル全体で使

用されるエネルギーや天然資源や環境へ排出されるさまざまな汚染物質や副

製品などを定量的、客観的かつ科学的に分析し、環境影響を評価する方法で

す。一つの製品の資源採取、製品製造、流通、販売・購入、使用、そして廃

棄・リサイクルまでの各段階における環境負荷を把握し、環境負荷の少ない

商品の開発や設計などに利用されます。講義では、ライフサイクルアセスメ

ントの考え方と手法を講述しています。

環境安全工学科 環境安全コース /環境エネルギーコース

安全なものづくりのためにリスク概念を導入し、安全に
ついて学ぶ

私たちの生活とその生活を豊かにするためのものづくりに安全は欠かせませ

ん。薬やプラスチックなどの化学物質、自動車やそれらを構成する機械、道

路や橋などの建設など、ものづくりにはときとしてさまざまな形でヒトやモ

ノ、環境に被害をもたらすことがあります。これらの安全に対する考え方と

して工学的リスク概念が国際的に定義されています。リスクを定量的に評価・

判断し、事故を未然に防ぐ予防安全と、万が一起きたときに被害を最小限に

する危機管理対策を行うことによって安全で持続可能な社会の構築につなが

ります。講義ではリスクの概念からリスクの評価方法と安全対策の考え方に

ついて講述します。

環境安全コース 安全工学
（全コース共通科目）

都市環境に関するさまざまな技術の領域と環境との関わり
について学ぶ『１年次設置科目』

都市環境を考える上で、その構成要素に関わる技術を理解することは非常に

重要です。この科目では、都市環境を形成する都市施設、インフラストラクチャー

および、都市の構成に関する基礎的事項、用語を理解するとともに、都市施

設やインフラストラクチャーの計画、設計、開発、維持などの各段階におけ

る都市環境に関わる基本的な課題について、技術および社会的、経済的側面

から講述します。

共通科目 都市環境工学

環境エネルギーコース 
（全コース共通科目）

ライフサイクル
アセスメント

1年次 2年次 3年次 4年次

専門工学科目

生産工学系科目

実技科目

生産工学系科目

専門工学科目

実技科目

生産工学系科目

専門工学科目

実技科目

共通科目

生産実習
プロジェクト演習
技術者倫理
経営管理

生産工学特別講義
SDコミュニケーションキャリアデザイン

キャリアデザイン演習
安全工学

環境物質化学
都市環境工学
物理化学および演習
応用力学および演習

有機化学および演習
流体力学および演習
図学および製図
エレクトロニクス
環境安全科学

都市環境景観工学
設計工学
材料化学
ランドサーべイ

リスクマネジメント
環境衛生工学
ライフサイクルアセスメント
アーバンデザイン
製造化学
コンストラクションマネジメント　
環境分析学

環境アセスメント
アセットマネジメント
環境マネジメント

産業関連法規
生産管理

環境安全工学実験Ⅰ
環境安全工学実験Ⅱ
インターナショナルコミュニケーションⅠ

環境安全工学実験Ⅲ
環境安全工学総合演習
インターナショナルコミュニケーションⅡ
ゼミナールⅠ
ゼミナールⅡ

卒業研究

環境安全
コース

無機化学
地盤力学
環境生態調査

分析化学
マテリアルセーフティ
環境材料工学

化学物質管理
構造化学

バイオ利用科学
防災科学
国土情報学

環境
エネルギー
コース

熱力学
メカトロニクス
エネルギー化学

エネルギー変換システム
計測と制御
移動現象論

空気調和工学
電気化学

材料力学
燃焼工学
エネルギー利用科学

共
通
科
目
を
学
ぶ

※配当年次は変更になる場合があります。
履修体系 赤字：必修科目／黒字：選択科目

ディプロマ・ポリシー

アドミッション・ポリシー

カリキュラム・ポリシー

■	
	
	

■	
	
	
	

■	
	

■

■	

	
■	

■	

■

■

■	
	

■	

■

教養科目、基礎科学と環境・安全・エネルギー系の専門教育科目を体系
的に配置し、環境影響および環境材料、物質管理およびリスク管理、エ
ネルギー管理およびエネルギー利用に関する基礎知識、専門知識を、社会
科学的観点を含めて修得することができる。

コミュニケーション能力を涵養する専門教育科目と教養科目、基礎科学が
連携し、国際的視野に立って情報を収集・分析し、自らの考えを効果的
に伝達することができる。また初年次より適切に配置した実験実習科目
等の学修により、持続可能な社会の構築に資する技術を修得することが
できる。

実験実習科目、ゼミナール、卒業研究等の学修を通して、持続可能な社会
構築のための新たな課題を解決するために自ら学び、自らの意志を持っ
て他者と協働することができる。

生産実習を中心に据える生産工学系科目の学修を通して、環境・安全・
エネルギーに関する生産工学の知識と経営管理を含む管理能力を修得する
ことができる。

豊かな教養と自然科学に関する基礎知識を持ち、環境・安全・エネルギー
分野についての専門知識を体系的に理解するとともに、生産工学に関す
る確かな知識を有している。

国際的視野に立ち、必要な情報を収集・分析して自らの考えを構築する
とともに、それらを展開するためのコミュニケーション能力を有している。

知識基盤社会の一員として、環境・安全・エネルギー技術の進歩に適応し、
他者と協働することができる。

獲得した知識・技能・態度等を総合的に活用し、環境・安全・エネルギー
に関する新たな課題の解決に貢献することができる。

環境安全工学科での履修に必要な基礎学力を有する人。

グローバリゼーションについて興味を持ち、必要な情報を収集・分析
して自らの考えをまとめて表現できるとともに、コミュニケーション
能力の向上に意欲的に取り組むことができる人。

自然との共生や安全社会について関心を持ち、その実現に向けて自ら
学修する意欲を持つ人。

持続発展可能な社会を実現するための環境・安全・エネルギーに関す
る技術やその技術革新とともに、経営管理に興味を持った技術者にな
ろうとする人。

カリキュラムCLOSE UP 授業

63 64
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環境安全工学科 環境安全コース /環境エネルギーコース

世界一の技術を
つくっているという誇り

椿本チエインは動力の伝動、モノの搬送に不可欠な部品やユニット、さらにそ

れらを組み合わせたシステムを提供しています。中でも私が所属する自動車

部品事業部は自動車エンジンの高性能化、軽量化、エコ化に寄与するタイミ

ングチェーンドライブシステムを世界の自動車メーカーに提供。私はその中で

技術部に所属。製品の開発を行っていますが、機械部品を扱う上では摩耗がネッ

クになり、それをいかに抑えるかが課題でありやりがいです。

環境、中でもエネルギーについて学びたいと思い環境安全工学科に進学。当

初は電力関係を志望していました。しかし、地域や国という枠を超え、世界

の人々に自分が携わったモノが使われるような仕事に就きたいと考えるように

なり、メーカーへ。この仕事では機械だけでなく、表面処理など化学の知識も

必要になります。大学では化学・機械・土木と幅広い分野を学び、また、実

際にそうしたさまざまな分野の分析機器に触れる機会が多くありました。仕

事では試作をつくってテストしてということの繰り返しですので、そうした機

器に学生時代から触れることができたのは大きいです。世界中に製品を供給

している当社にあって、技術部はブレインとも言える存在。そこにいるという

ことは世界一の技術をつくっているということです。開発をしてそれが実際の

製品として日の目を見るまでには長い年月がかかりますが、これから自分が

携わったものが世の中に出て多くの人に使われていくことを考えると、今から

わくわくします。

目指す資格

大学では化学・機械・土木と幅広い分野の基礎を学ぶことができ、自分
が何を勉強したいかが明確になりました。２年次からは選択科目も増え
ますので興味があったエネルギーについて学ぶため機械系の授業をメイ
ンに他学科の授業も受講。生産実習では電力関係の企業に行き、地域
の生活を支える大切さに直に触れる機会を得ました。卒業研究は外部
の研究機関で研究に携わりましたが、ほとんど手探りの状態で始めたた
め根気のいる作業が多かったです。専門的なことはもちろん、主体性・計
画性・継続することの大切さを痛感しました。

地球環境の把握のための低圧環境試験設備

たとえばオゾン層を模擬した環境下に
て試験を行えるようにするため、低圧
環境試験が行える共用設備である大
型チャンバー（LINCS）を設置し、整備
を進めています。オゾン層の他、火星
大気の模擬なども可能です。

今村 宰 研究室

社会の
こんなところで
応用されている

たとえば地球環境を観測する人工衛星は一度打上げてしまうとト
ラブルがあっても修理するのが困難なので、本設備を用いて開発
試験を繰り返すことで信頼性の向上を実現できます。

社会の
こんなところで
応用されている

河川や湖沼における植物や底生生物の生育・生息基盤の物理的
環境の調査や評価、また事業後の環境予測を行うことが可能とな
ります。

社会の
こんなところで
応用されている

消費電力を抑制できるLED照明の普及が進んでいますが、その発
光素子のひとつである蛍光材料を省エネルギープロセスの観点か
ら材料合成を行い、実用化を検討しています。

環境負荷低減のための機能性材料、新規合成プロセスを
目指す

私たちの暮らしが便利になるに伴い、
省資源、省エネルギー、長寿命、環境負
荷低減、といった「ものづくり」が求め
られています。そこで、当研究室では、
サステイナブル材料の開発に関する研
究を行っています。	

亀井 真之介 研究室

水圏の環境保全や創出、水循環に関する課題解決を目指す

河川や湖沼、海岸などの水辺空間の整
備・創出には、環境の現状把握と将来
予測が重要です。当研究室では、水圏
の環境保全や課題解決を目標とし、現
地観測やモデル実験、数値解析等を併
用して研究を行っています。

武村 武 研究室

私の 4 年間

就職業種 おもな就職先

青木 滋さん
株式会社椿本チエイン

2013年3月卒業・2015年3月修了
名古屋市立桜台高等学校出身

社会の
こんなところで
応用されている

衛星リモートセンシング技術は、都市環境、災害、植生等の環境評
価に直接、間接に活用されています。近年では生活に密着したグー
グルマップなどに応用されるまでとなりました。

空間情報による環境アセスメント
- Environmental Remote Sensing -

人工衛星データによる環境解析が主の
本研究室は、1980年以来、国内の同
分野の草分け的存在のDNAを引き継
ぎ、米国国家機関；NASA、EPA、JPLや
関連諸大学とのコラボレーションによ
りグローバルな業績を出しています。

岩下 圭之 研究室

氏名 研究テーマ 氏名 研究テーマ 

秋濱	一弘 レーザー点火、レーザー燃焼計測、すす粒子生成メカニズム解明 武村	武 水圏に形成される環境の定量評価と将来予測モデルの開発

五十畑	弘 橋梁等の土木構造物保全、長寿命化に関する調査研究 永村	景子 美しく住みよい地域づくり、まちづくりに向けた土木デザイン、地域計画に関する研究

今村	宰 大気環境保全のためのエネルギー変換システムの改善に関する研究 野中	崇志 衛星データを用いた湖の解氷日推定手法の開発に関する研究

岩下	圭之 多重分光衛星データによる汚濁水塊評価手法に関する研究 古川	茂樹 バイオディーゼル燃料製造プロセスの開発

鵜澤	正美 コンクリートの環境負荷を低減する製造技術に関する研究 保坂	成司 下水道施設の維持管理および長寿命化に関する研究

亀井	真之介 新規環境調和材料の設計と合成に関する研究 山﨑	博司 バイオディーゼル燃料の燃焼性･排ガス特性改善とその評価

小森谷	友絵 微生物を利用した環境浄化やバイオエタノール・水素生産 吉野	悟 反応性化学物質の危険性評価と安全管理技術に関する研究

坂本	恵一 太陽電池用およびがん光線力学療法用有機色素の開発

GRADUATE'S VOICE

取得できる資格
中学校教諭免許状【理科】	(1種／教職課程を履修)
高等学校教諭免許状【理科】	(1種／教職課程を履修)
高等学校教諭免許状【工業】	(1種／教職課程を履修)

技術士	

環境計量士	

一般計量士	

土木施工管理技士	

管工事施工管理技士	

造園施工管理技士

エネルギー管理士	

環境カウンセラー

環境アセスメント士

公害防止管理者

危険物取扱者	

毒物劇物取扱責任者	

労働安全コンサルタント	

労働衛生コンサルタント	

情報処理技術者

作業環境測定士	

土壌環境監理士

建築施工管理技士

電気工事施工管理技士

建設機械施工技士

廃棄物処理施設技術管理者

その他各専門分野の資格	

東日本旅客鉄道（株）、スズキ（株）、日本総合住生活（株）、大東建託（株）、トー

ヨーカネツ（株）、セーレン（株）、高砂熱学工業（株）、（株）アドヴァン、味の素冷

凍食品（株）、（株）ケーヒン、ライト工業（株）、日特建設（株）、飛島建設（株）、

（株）日立ビルシステム、キヤノンシステムアンドサポート（株）、共同印刷（株）、

ジョンソンコントロールズ（株）、東鉄工業（株）、（株）テクノ菱和、大日本土木

（株）、（株）シード、ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株）、日東ベスト（株）、パナソニックＥ

Ｓエンジニアリング（株）、菱機工業（株）、第一工業（株）、（株）ナカボーテック、

三建設備工業（株）、埼玉県庁、船橋市役所

建設業

製造業

不動産業
金融・保険業

飲食店・宿泊業

情報通信業運輸業

サービス業

公務員 進学

卸・小売業

その他

医療・福祉
教育・学習支援業

CLOSE UP 研究室

CLOSE UP 教員一覧
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創生デザイン学科では発想力を伸ばすことができます。たと

えば椅子をデザインするにしても、アーティスティックなもの

をデザインする人もいれば、機能的なものをデザインする人

もいる。人によって着眼点も考え方も違いますが、それを一

人ひとりの良さとして伸ばしていけます。思い思いのものを

つくってみんなで発表することで、こんな考え方もあるんだ、

あんな考え方もあるんだと、お互い刺激し合える。さまざま

な考えに触れることで、自分自身気づかなかった可能性が広

がると思います。逆にいろんな人がいるからこそ、その中で

モチベーションを高く保ち、自分の方向性を見つけていくこ

とも大事です。

お互い刺激し合いながら
発想力を伸ばしていく

「デザイン思考」で「ヒトのこともわかって、
モノのこともわかる」人材を育てる

幅広い分野のスタッフ・好環境
による実践的な学びを実現

体系的に学べる
カリキュラム

社会がグローバル化し、ユーザーの

要求や社会のニーズは多様になって

います。自然科学をベースとする工

学知識や技術、芸術を基礎とする感

覚や技法、その両方を駆使して人と

人工物の理想的な関係を築く「デザ

イン思考」によって、「ヒトのこともわ

かって、モノのこともわかる」デザイ

ナー、デザインエンジニアを育てます。

デザイン関連諸分野の専任教員

をはじめあらゆる分野から非常

勤講師を招き、ティーチングアシ

スタント、ピアサポーター制度も

活用しながら、低学年次から演

習室や実験室を拠点としたスタ

ジオ、製図演習等の実技科目を

設置し、「デザイン思考」を体得

的に経験します。

新しい社会のニーズにあった製品

開発や空間づくりを行うために

は、科学的発想力や企画力、表現

能力を下地とした「デザイン力」

「システマティックに全体像を把

握できる力」が必要です。将来の

方向性に合わせた2 つのコース

と特徴的なカリキュラムでこれら

をバランス良く身につけます。

「 デ ザ イ ン 思 考 」で 新 し い 社 会 の ニ ー ズ に 合 っ た 製 品 開 発 、
空 間 づ く り を 行 う

STUDENT'S VOICE

学びのポイント
POINT

1
POINT

2
POINT

3

創生デザイン学科

大久保 昂洋さん

創生デザイン学科
プロダクトデザインコース3年
東京都立南多摩高等学校出身

67 68

文具から家電にいたる工業製品はもちろん、ロボッ

トなどメカニカルな技術を含む製品までを対象に、

材料や構造、安全性をも考慮しつつ、社会のニー

ズや使い手の立場に立ったものづくりを実現で

きるデザイナーやデザインエンジニアの育成を

目指します。さらには、社会の変革をもたらす

ようなアイデアやコンセプトを創生できる人材

の育成を目指します。

空間デザインから住まい、街づくりにいたる、人々

の暮らしや生活をデザインするための技術や方

法、考え方を学びます。また、快適かつ安心な

生活の提供はもちろん、これからの社会を見据

えた生活の提案ができるようなデザイナーやデ

ザインエンジニアの育成を目指します。さらには、

次世代のライフスタイルやライフコンセプトを

創生できるような人材の育成を目指します。

プロダクトデザインコース

空間デザインコース
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創生デザイン学科 プロダクトデザインコース / 空間デザインコース

デザイン活動の基礎的アプローチの方法と技術を、製作
実習を通して学ぶ

デザインスタジオIは、20 名程度の少人数制によって実施され、デザイン活

動の基礎的アプローチの方法と技術を、製作実習を通して学ぶ授業です。学

科共通の7クラス編成とし、マテリアルデザイン、モデリングデザイン、デ

ジタルデザイン、レンダリング、ビジュアルデザイン、カラーデザイン、イ

ンタラクションデザインの7テーマから選択します。テーマに関わる調査分

析の過程（現状調査・情報収集・分析など）を経てデザインの提案を考えた上で、

表現の過程（まとめ・実施方法・工程の決定・製作）を進め、発想力、独創力、

美意識を養います。

私たちの社会や生活を理解することによりどのような
デザインが求められているのかを学ぶ

デザインとは、作り手（デザイナー）の自己表現の場ではなく、人々の暮ら

しや社会を豊かにするための解決手法です。したがって、人々が暮らす社会や、

その中での生活を知っておかないと、良いデザインを産み出すことはでき

ません。また、時代の流れを読み、将来を予測することも、デザインには

重要です。技術の発展とともに、これまでできなかったことが可能となり、

それに伴って、求められるデザインも変わってくるからです。この授業では、

人 （々使い手や暮らし手）の生活や、それを取り巻く社会を時系列的に捉え、

考察することにより、なぜそこにデザインが発生したか、いまどのような

デザインが求められているか、これからどのようなデザインが必要となるか、

考えることを目的としています。

共通科目　　 デザインスタジオⅠ

共通科目　 社会と生活

プロダクトデザインと空間デザインの基礎となる製図演習
を行う

デザイン基礎製図は、25名程度の少人数制で行う製図演習です。図学で修

得した基礎知識を発展させた製図の基礎知識と技法、特に立体と図法・図面

の関係性の理解に重点をおきます。有名デザイナーの作品を題材として、図

面内容の読み取りと種々の与条件から生み出される発想と形・空間の把握、

加えて図面での正確な表現を行うスキルを修得します。製図法に則った各種

図面の描き方、透視図法による立体の捉え方、アイデア表現法の一つである

スケール模型の作り方等の基礎訓練を行います。

共通科目 デザイン基礎製図

カリキュラムCLOSE UP 授業

※配当年次は変更になる場合があります。
履修体系 赤字：必修科目／黒字：選択科目

1年次 2年次 3年次 4年次

専門工学科目

生産工学系科目

実技科目

生産工学系科目

専門工学科目

実技科目

生産工学系科目

専門工学科目

実技科目

キャリアデザイン演習
安全管理

生産実習
プロジェクト演習
SDコミュニケーション

経営管理
技術者倫理
生産管理
生産工学特別講義
産業関連法規

基礎デザイン演習
平面デザイン演習
CAD演習

デザイン実験
立体デザイン演習
デザイン基礎製図

デザインスタジオⅠ
デザイン製図Ⅰ

デザインスタジオⅡ
デザイン製図Ⅱ
デザインスタジオⅢ

創生プロジェクト演習
ゼミナールA
ゼミナールB

エルゴノミクスデザイン
商品企画とブランディング
メディアデザイン
サウンドスケープ

卒業研究
造形表現及び演習

共通科目

機械工学
加工技術機械要素

プロダクト
デザイン
コース

空間
デザイン
コース

基礎デザイン概論
図学
社会と生活
デザイン史

キャリアデザイン

インタラクションデザイン
人間工学
ものづくり概論
色彩・明視論
プログラミング

プレゼンテーション
デザイン心理
インテリアデザイン
アルゴリズミックデザイン
デザイン材料学

材料力学及び演習
ユニバーサルデザイン
サスティナブルデザイン
感性工学
照明デザイン
センシング技術
ソーシャルデザイン
シミュレーションと最適化デザイン

CAE
構造力学

空間計画
空間設計空間構法

共
通
科
目
を
学
ぶ

ディプロマ・ポリシー

アドミッション・ポリシー

カリキュラム・ポリシー

■ 
 
 

■ 
 
 
 

■ 
 

■

■ 

 
■ 
 

■ 

■

■ 

■ 

■ 

■

教養科目と基礎科学・専門教育科目を連携して学修することにより、豊
かな教養と自然科学に関する基礎知識を身につけることができる。また
デザイン領域に関する体系化されたカリキュラムにより芸術と工学に関す
る専門知識と理論を修得することができる。

コミュニケーション能力を裏付ける、教養科目と基礎科学・専門教育科目
の学修により、国際的視野に立って情報を収集・分析し、自らの考えを
効果的に伝達することができる。また初年次より適切に配置したデザイ
ン演習等の学修により、知識基盤社会に通用する技術を修得することが
できる。

デザイン演習等の演習科目、ゼミナール、卒業研究等の学修を通して、新
たな課題を解決するために自ら学び、自らの意思を持って他者と協働す
ることができる。

生産実習を中心に据える生産工学系科目の学修を通して、生産工学の基
礎知識と経営管理を含む管理能力を修得することができる。

豊かな教養と自然科学に関する基礎知識を持ち、デザイン領域を体系的
に理解するとともに、芸術と工学に関する専門知識と理論の両面を身に
つけている。

世界の動向と社会のニーズを理解し、情報の収集と分析を通してさまざま
な領域を関連付けて考え、全体像を把握し、最新のテクノロジーを用いた
高度な表現で企画・提案ができる。

グローバル化する知識基盤社会の一員としての自覚を持ち、創造的なコミュ
ニケーションがとれ、常に時代を牽引しようとする努力を怠らない。

獲得した知識・技能・態度等を総合的に活用し、コンセプト立案から関
係者との意思疎通までものづくりのプロセスを取り仕切るコンセプターと
して新たな課題の解決に貢献することができる。

創生デザインに必要な工学知識や技術、感覚や技法を学ぶに相応しい
基礎学力を有する人。

ニーズ発見から問題解決までに必要な情報の収集と分析を通してさま
ざまな領域を関連付けて考え、わかりやすく表現できる人。

社会や環境の動向に深い関心を持ち、工学知識や技術および技法をもっ
てこれに貢献する意欲がある人。

「人ともの」「人とこと」の理想的な関係を築くことに強い関心を持ち、
この問題解決に向けた新しい提案をうみだそうとする人。

69 70
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創生デザイン学科 プロダクトデザインコース / 空間デザインコース

伝え、広げていくことで
ものづくりを支えていくモノ・ハコ・コトとの関係からヒトの行動をデザインする

生活を取り巻くさまざまな問題に対して、
人間の行動をデザインすることによって
解決を図るというアプローチで研究を行っ
ています。センサーを用いて人間の行動を
定量的に捉え、解析による結果をモノ（プ
ロダクト）・ハコ（建築）・コト（ライフスタ
イル）の計画に応用します。

遠田 敦 研究室

社会の
こんなところで
応用されている

センサーなどから得られたデータを大規模に集積した「ビッグデー
タ」の分析は、社会のトレンドや人間の流動を把握するために用い
られ、デザインの意思決定や政策の立案などに活用されています。

社会の
こんなところで
応用されている

大手メーカーのヘッドフォン開発にアルゴリズミックデザインが
用いられています。また、新国立競技場の設計にも同様の手法が
使われています。

社会の
こんなところで
応用されている

機器やインタフェースのデザイン、職場デザイン、情報デザイン、
空間デザイン、生活デザイン、サービスデザイン等に応用されてい
ます。

人間の行動・思考のパターンを理解し「使いやすさの先」
を考えたデザイン

人間生活工学を研究対象とした研究室
です。いろいろな場面・状況における人間
の自然な「感じ方」「情報の捉え方」「行
動」を考え、「なにがそのように考えさせ
るのか」を解明し、そしてそれらに基づい
ていろいろなことをデザインしようとし
ています。

鳥居塚 崇 研究室

コンピュータを 応 用 して 最 適 なデザインを 見 つけ 出 す
「 アルゴリズミックデザイン 」

自然界にみられる花びらや貝殻などの自
由な形は、強度や機能と合理的に関係し
ていますが、合理性の近傍に潜む美しい魅
力的な形を見つけ出す有力な手段・アルゴ
リズミックデザインを研究テーマとしてい
ます。3D プリンターなどを使った新しい生
産手段とも親密な関係をもった手法です。

三井 和男 研究室

社会の
こんなところで
応用されている

練習として身の回りを観察し柔軟な発想から実際に使えるモノ
を制作します。これらの経験は自信となり実社会においても更な
る提案を創出していくでしょう。

時代背景や社会環境との関連から求められるデザインを
探る

人々に必要とされるモノのデザインは時
代によって変わります。生活環境や生活
習慣によってもデザインに対する基準は
変わってきます。これらの理解を深める
ために、芸術文化の意味や役割・環境・
視覚表現・子どもの視点などを通して、
デザインを考えていきます。

田中 遵 研究室

GRADUATE'S VOICE

矢野 優毅さん
株式会社読売広告社

2015年3月卒業
同朋高等学校出身

媒体営業として、テレビCMを放送するための番組枠の提案を行っています。

現在私が担当しているのは食品関係ですが、たとえば20代の女性向けのスイー

ツのCMを打つ場合、そういった方たちが視聴しない番組枠で放送しても効

果がありません。ですから、どこで、いつ放送すれば高い効果が得られるか

をシミュレーションし、それをお客さまである食品会社に提案するといったこ

とを行っています。

もともとものづくりが好きで創生デザイン学科に入学。授業では作品につい

てプレゼンテーションを行うのですが、プレゼンテーション一つで作品の良さ

が伝わるか伝わらないか大きく左右されてしまう。それに気づいたとき、世

の中には人の目に触れず埋もれてしまっている良いものがたくさんあるので

はないかと考えました。だから、自分がものをつくる立場になるのではなく、

伝え、広げていく仕事がしたいと考えるようになりました。それが広告会社

を選んだ理由です。実際、自分が携わった仕事が、毎日多くの人の目に触れ

る形になって見えてくるわけですから、やりがいも大きいです。広告会社は、

商品などを生活者に宣伝するためにお客さまのお手伝いをさせていただく仕事。

そうした中で、大学でものづくりの苦労を経験してきた分、お客さまの立場

に立って、ご提案するといったことができていると思います。お客さま１社

１社のものづくりにかける熱い想いにこれからも応えていきたいと思います。

１・２年次はデッサンやスケッチなどの基礎、３年次には3DCADを使用
したデザインや設計を学びました。3DCADのスキルが身につくことで自
分のものづくりの幅も広がり、発想もより豊かになりました。生産実習で
は、学生のうちから企業の方々と同様の仕事をすることで、社会人として
の仕事との向き合い方や仕事に対する責任感に直に触れることができ
ました。卒業研究では、主にデータの分析を行い、数字一つに対してもい
ろいろな角度から考えることができるようになったと同時に、あらゆる場
面においてデータの扱い方がいかに重要になるのかを学びました。

私の 4 年間

CLOSE UP 研究室

CLOSE UP 教員一覧

氏名 研究テーマ 氏名 研究テーマ 

内田 康之 ロボット・コミュニケーション・障がい者支援等に関する研究 中澤 公伯 都市解析、GISとBIMを用いた環境デザイン・インテリア企画

遠田 敦 建築情報システム・建築人間工学・火災安全工学 二井 進 デザイン、造形活動の一連のプロセスの応用

大野 茂 複合材料の信頼性とリサイクル 西 恭一 コスメティック歯科矯正器具のデザイン、画像・映像解析システム

木下 哲人 金属素材におけるデザインと加工・身体と装身具の関係・家具制作 藤井 愛 認知心理学、人間工学、デザインの定量的な評価

竹島 正博 人間がモノを把握する際の特性評価 星野 和義 美術鋳造に関する研究

田中 遵 サインデザイン・子ども視点のデザイン・造形手法と技術・芸術文化 三井 和男 自己組織化による構造形態の自律的生成と空間デザイン

鳥居塚 崇 人間工学、感性工学、生活工学、UXデザイン、安全学 山家 哲雄 日本と西欧のあかり文化の比較研究

中川 一人 金属材料の表面処理による耐食性と意匠の向上

取得できる資格
中学校教諭免許状【理科】 (1種／教職課程を履修)
高等学校教諭免許状【理科】 (1種／教職課程を履修)
高等学校教諭免許状【工業】 (1種／教職課程を履修)

建築士

建築施工管理技士

色彩検定

環境社会検定

プロダクトデザイン検定

認定人間工学専門家

CGクリエイター検定

CAD利用技術者

照明コンサルタント

福祉住環境コーディネーター

インテリアコーディネーター

GIS上級技術者

（株）かんぽ生命保険、東日本旅客鉄道（株）、日本アイ・ビー・エム（株）、凸版

印刷（株）、（株）りそなホールディングス、（株）バンダイ、千葉信用金庫、エス

テー（株）、河西工業（株）、日本ユニシス（株）、髙松建設（株）、（株）ジェイアイ

エヌ、（株）トッパンＴＤＫレーベル、トーイン（株）、（株）新昭和、（株）ニトリ、

（株）サイネックス、（株）ユニバーサルホーム、（株）クラウン・パッケージ、野原

産業（株）、ジーク（株）、（株）クマヒラ、コパル・ヤマダ（株）、（株）帆風、（株）新

陽社、（株）ザ・ヘッド、ユニシステム（株）、（株）あとらす二十一、住友林業ホー

ムテック（株）、警視庁

建設業

製造業

不動産業 金融・保険業

飲食店・宿泊業

情報通信業

運輸業

サービス業

公務員
その他

進学

卸・小売業

教育・学習支援業

目指す資格

就職業種 おもな就職先
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基盤科目

教養科目

教員INTERVIEW

工学を学ぶための基礎体力を養い、人間としての幅を広げる

教養・基礎科学系
人類の身体・文化・社会と自然に関する知識を修得し、人間への理解を深め、
論理的思考力・自己管理能力を養うことを目的とした科目です。各科目が目
指す内容をゆるやかにまとめた5つの主題群を設置し、学生が自分の興味を
発見していく目安としています。学生は自分の興味ある科目を自由に選択で
きるため、ひとつの主題を集中して学ぶことも、複数の主題を横断的に学ぶ

共通科目は数学、物理学、化学を中心に、専門知識を修得する上で根幹とな
る知識と実技を修得します。また、国際的視野に立って情報を収集・分析し、
自らの考えを効果的に伝達するための基盤となる情報処理能力、英語力を身
につけます。基本的な科目は全学科必修として、それ以外の科目は選択科目
として設置してあります。

工学を学ぶ上での基礎能力を養う 専門分野へと発展させるための綱渡し
共通科目で学んだ基礎が工学にどう役立つかを理解し、高度な専門分
野に適応するための能力を修得します。また「ものづくり科学」の基幹と
なる工学基礎、先端工学、環境学などに関連する知識も修得して積極的
に使いこなせる力量を身につけます。知識基盤社会の一員として技術の
進歩に貢献できる技術者となるために必要な科目です。

赤字は必修科目

赤字は必修科目
※配当年次は変更になる場合があります。

※配当年次は変更になる場合があります。

共通科目 連携科目

人間学

芸術と文学
歴史学
心理学
比較文化論

健康科学

体育

現代社会の諸相

社会学
政治経済論
法学
国際関係論

言語

初習外国語
日本語表現法

科学の思想

科学基礎論
科学トピックス

主題科目

教養課題研究
総合科目

総合科目

教養科目では自分の専門とは異なる分野の学びにも触れることで、さまざ
まな視点から考える力を身につけます。また、違う学科の学生が同じ課題
に取り組む科目でもあります。グループで取り組む場合もあり、それぞれ
の得意分野について、お互いに発見しあうという経験もあります。実際に
社会に出て仕事をしていく上では、チームプレーは欠かせません。自分と
は異なる能力を認め、お互い高め合っていく、そうした力を学生のうちか
ら身につけてほしいと考えています。
基盤科目は、基礎科学系の科目と英語系の科目で出来ています。専門科目の
導入科目に位置づけられ、工学を学ぶ基礎力を養います。工学を学ぶ前提を
身につけておくことは、問題につきあたったとき原理原則に立ち戻って自分
で考える力を得るということでもあります。基盤科目は、共通科目と連携科
目という群に分かれています。連携科目の中でも特徴的な授業が「自主創造
の基礎１」「自主創造の基礎2」です。これらの授業では、自ら課題を設定・
解決にあたることで、従来の暗記型の勉強ではない、学ぶ力を身につけます。
これからの社会で活躍できる技術者となるためには、一つの専門を極める
だけではなく、広い視野を持って自ら考えることができる力が求められま
す。つくるだけではなく社会に発信したり、経営的な視点まで含めてもの
づくりに関わっていく。「考える力」という、技術者として成長していく上
で欠かせない土台を養ってもらいたいと思います。

一つの専門を極めるだけではなく
幅広い視野を身につけた
技術者としてのベースを築く

教養・基礎科学系　教授　清水 明美

共通科目

物理系

物理学
応用物理学
基礎物理学演習

実技系

物理学実験
化学・生物実験

化学・生物系

化学
応用化学
基礎化学演習

英語系

プラクティカル
イングリッシュⅠA
プラクティカル
イングリッシュⅠB
プラクティカル
イングリッシュⅡA
プラクティカル
イングリッシュⅡB
プラクティカル
イングリッシュⅢ
プラクティカル
イングリッシュⅣ

情報系

情報リテラシー

連携科目

自主創造の基礎１
自主創造の基礎２
物理工学
材料科学
環境科学
情報基礎科学
統計学
微分方程式

数学系

微分積分学Ⅰ
線形代数学
微分積分学Ⅱ
基礎数学演習

こともできます。また、時代に即した学問領域において、教員が各々の専門
的視点でテーマを設定して論じる授業を設けており、学生は、その多角的な
アプローチを独自の視点で俯瞰あるいは分析して、有機的な関連性や共通の
問題点、相互補完的な解決方法への発見を試みます。

人間として自立できる
力を養う教養科目

主体的に学ぶ姿勢を
身につけ専門科目に活かす

工学を学ぶための
基礎体力となる基盤科目

「人間的魅力を備えた信頼される社
会人を育成する」ために、さまざま
な科目が設置されています。それら
の科目を継続的に学ぶことで、多面
的で幅広い視点を確保することを目
指します。人間をとりまくさまざま
な問題を理解し、考察することで、
論理的思考力・モラルやコミュニケー
ション力などを身につけ、人として
の幅を広げて技術者として社会で活
躍するための素養を築いていきます。

必修科目として「自主創造の基礎1」
と「自主創造の基礎2」を設置。教員と
学生、学生同士の繋がりを深めながら、
主体的に学ぶ方法を身につけ、生涯、
学び続ける力を養います。また自分の
専門領域とそれをとりまく学問領域
の関連性を理解していきます。学習
内容が工学においてどう役立つのか
を理解し、専門分野へと発展させる
ため、教養科目・基盤科目と専門学
科の科目との連携が図られています。

将来的にどのような工学系の分野に
就いても対応できるよう、自然科学、
情報、英語を含むあらゆる分野を網
羅し、専門科目を学ぶ際に各学科間
で共通となる幅広い基礎学力を構築
します。これらの科目で学ぶことは、
4年間の学びをスムーズにするだけ
ではなく、工学上の問題にアプロー
チする際に基本原理に立ち返って考
察したり、新たに創造的な方向を模
索するプロセスで大切な力となります。

学びのポイント
POINT

1
POINT

2
POINT

3
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