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機械工学とは：

 機械を創成する技術や機械の研究開発の基礎と応用

を実践

 「ものづくり」を支える学問領域

 現在および将来の社会を支えるための重要な科学技術

である「ライフサイエンス」，「情報とシステム」，「エネル

ギー及びナノテクノロジー」，「新素材・新材料」等の全て

の領域を包含する基盤工学

機械工学プログラムでは，これらを念頭に教育・研究を進

め，世界に通用する研究者および技術者を育てるためのプ

ログラムを実施しています．

機械工学プログラム



【学生数（Ｒ２.５現在）】

◎学部（総定員：９４名×４学年＝３７６名）

４０４［８］名（男：３８３名，女：２１名）

◎前期課程（総定員：５０名×２学年＝１００名）

１０６［３］名（男：１０４名，女：２名）

［］内は外国人留学生で内数で示す．

【教職員数（Ｒ２.７現在）】

教 授 １０名

准教授 ８名

助 教 ４名

技術職員 ４名

機械工学プログラム

教育目標

1） 人類の幸福と福祉、エネルギ－と環境、人間と社会などの

調和を洞察できる能力を身に付ける。

2） 国際的な場で活用できる外国語の基礎的な能力を身に付

ける。

3） 数学や自然科学の基礎の基に、工学的基礎に関する知識

を身に付ける。

4） 機械工学の基礎知識を修得し、それらを問題解決に活用で

きる能力を身に付ける。

5） 機械工学の知識を総合的に応用して、工学的問題を自主

的に分析し解決するデザイン能力を身に付ける。

6） 調査、討論、発表などを通じて自ら課題を発見し、それを解

決する能力を身に付ける。

7） 自己の能力を主体的に生涯にわたって継続して向上できる

能力を身に付ける。



アドミッションポリシー

機械工学は、「ものづくり」で代表されるように、新しい機械や効率の

良い機械を作るための技術開発や研究を実施する工学分野です。

ミクロな世界から宇宙探索まで私たちの周囲で使われる種々の機械

は、高性能、高機能、省エネ、クリ－ン化が推進され、社会の持続的発

展のためには、これまで以上に効率の良い新しい機械の創造が必要と

なっています。

機械工学プログラムでは次世代を担う技術者・研究者の育成を目指

し、一般入試、推薦入試Ⅰ、推薦入試Ⅱ、編入学試験を実施し、幅広

く人材を求めています。

アドミッションポリシー

[一般入試]

1)機械工学に大いに輿昧があり、真摯に学ぼうとする意欲、向上心・探究心にあふ

れる人

2)数学(数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学B)と理科(特に物理基礎・物理)の基礎学力

があり、論理的・物理的思考に対する素養がある人

3)高等学校で学んだ国語(読解力、文章表現力)、英語(読み、書き、会話)、その

他の科目に対し、総合的な基礎学力がある人

[推薦入試Ⅰ]

1)機械工学に大いに興昧があり、真撃に学ぼうとする意欲、向上心・探究心にあふ

れる人

2)数学(数学Ⅰ・数学Ⅱ)と理科(物理基礎)の基礎学力があり、論理的・物理的思

考に対する素養がある人

3)課外活動を含む学校生活を通して措われた精神力と協調性があり、科学的発想

力などに豊かな感性がある人

[推薦入試Ⅱ]

1)機械工学に大いに興味があり、真摯に学ぼうとする意欲、向上心・探究心にあふ

れる人

2)数学(数学Ⅱ・数学B)と理科(物理)の基礎学力があり、論理的・物理的思考に

対する素養がある人



より優れた機械を考え出すためには，自然現象の基本である力、

熱、流れの性質を十分に知る必要があります。例えば、安全で

信頼性が高く、高性能な自動車を作るためには、次のようなこ

とを学ぶ必要があります。

教育内容と授業科目

◎使用する材料の性質やその強度

→ 機械材料学，材料力学

◎自動車の運動挙動

→ 機械力学，機械制御工学

◎エンジンの燃焼過程

→ 工業熱力学，熱機関

◎車体まわりの流れ場

→ 流体力学，圧縮性流体力学

◎精密な加工方法

→ 生産工学，超精密加工学

◎生産工程の自動化

→ メカトロニクス，ロボット工学

教育研究分野

【生産工学分野】

材料力学，機械材料学，材料加工学

機械設計工学，計算力学など

【エネルギー工学分野】

熱工学，内燃機関，動力エネルギーシステム

流体工学，流体機械など

【機械システム工学分野】

機械力学，計測工学，制御工学，生産加工

ロボティクス，メカトロニクスなど

教育・研究の特色

機械工学科では、以下の３つの分野で、教育と

研究を行っています． 押出し加工の実験シミュレーション

バイオディーゼル燃料

片麻痺前腕回復訓練ロボット



破壊力学，電子実装部の強度評価破壊力学，電子実装部の強度評価破壊力学，電子実装部の強度評価破壊力学，電子実装部の強度評価

異種材料の界面破壊評価や電子実装部の強度信頼性評価

などの研究を行なっています。

クリープ、余寿命診断クリープ、余寿命診断クリープ、余寿命診断クリープ、余寿命診断

発電プラントやロケット、燃料電池など極限環境下で使用され

る材料の劣化・損傷度を正確に評価するための新技術を開発

しています。

金属、セラミックの強度・破壊金属、セラミックの強度・破壊金属、セラミックの強度・破壊金属、セラミックの強度・破壊

機械の設計や信頼性において重要な材料の強さや破壊に関

する教育と研究を行っています。

生産工学分野

電子実装の信頼性、デバイスシミュレーション電子実装の信頼性、デバイスシミュレーション電子実装の信頼性、デバイスシミュレーション電子実装の信頼性、デバイスシミュレーション

電子実装された電子部品（半導体素子等）の機械的・電気的

信頼性の評価技術開発を実験及びシミュレーションにより行っ

ています。

照射損傷、格子欠陥照射損傷、格子欠陥照射損傷、格子欠陥照射損傷、格子欠陥

金属材料の照射損傷における格子欠陥の成長・蓄積過程に

関する研究を実験と計算の両面から進めています。

結晶材料の力学的性質、電子顕微鏡結晶材料の力学的性質、電子顕微鏡結晶材料の力学的性質、電子顕微鏡結晶材料の力学的性質、電子顕微鏡

材料の力学的性質発現のメカニズムと組織との相関に関する

基礎的研究を行なっています。

環境保全機器、可視化、混相流環境保全機器、可視化、混相流環境保全機器、可視化、混相流環境保全機器、可視化、混相流

エネルギーの有効利用と資源循環型社会を目指し、流体力を

利用した環境保全機器の開発とその基礎研究に重点を置い

ています。

内燃機関、バイオ燃料内燃機関、バイオ燃料内燃機関、バイオ燃料内燃機関、バイオ燃料

環境にやさしい再生可能なバイオ燃料の開発と利用方法につ

いて教育・研究を行っています。

超音速流れ、小型ハイブリッドロケット超音速流れ、小型ハイブリッドロケット超音速流れ、小型ハイブリッドロケット超音速流れ、小型ハイブリッドロケット

衝撃波を伴う気体の超音速流れの研究、および小型ハイブ

リッドロケットの研究開発を行っています。

マイクロスケールの流れと熱移動マイクロスケールの流れと熱移動マイクロスケールの流れと熱移動マイクロスケールの流れと熱移動

マイクロチャンネルガス流の流動および熱伝達特性，マイクロ

チューブ出口における超音速噴流の特性，気泡微細化による

沸騰冷却について研究を行っています。

エネルギー工学分野

流体の計測・制御・数値計算流体の計測・制御・数値計算流体の計測・制御・数値計算流体の計測・制御・数値計算

「なんとかする」の精神の下に、数値計算と計測の融合、流量

計測、空気圧系の制御などを研究しています。

気化冷却・ヒートアイランド緩和技術気化冷却・ヒートアイランド緩和技術気化冷却・ヒートアイランド緩和技術気化冷却・ヒートアイランド緩和技術

環境改善技術や計測に関する新しい技術開発を行っています。

小型ハイブリッドロケット 効率的な紛体回収



加工計測制御、応用振動工学加工計測制御、応用振動工学加工計測制御、応用振動工学加工計測制御、応用振動工学

切削加工の高能率化、高精度化を目的とした生産加工システ

ムの研究を行っています。

塑性加工、潤滑、機能性表面塑性加工、潤滑、機能性表面塑性加工、潤滑、機能性表面塑性加工、潤滑、機能性表面

工業製品の生産性と製品品質に寄与する塑性加工・トライボ

ロジーの研究を行っています。

自励振動、非線形振動、振動制御自励振動、非線形振動、振動制御自励振動、非線形振動、振動制御自励振動、非線形振動、振動制御

機械に発生する振動現象の防止対策、振動の有効利用およ

び運動と振動の制御に関する研究を行っています。

知的ロボティクス、センサ、機構、制御知的ロボティクス、センサ、機構、制御知的ロボティクス、センサ、機構、制御知的ロボティクス、センサ、機構、制御

医療・福祉や生産現場の機械の知能化・自動化のために、新

原理に基づく知能ロボット技術を研究・開発しています。

機械システム工学分野

制御、計測、信号処理制御、計測、信号処理制御、計測、信号処理制御、計測、信号処理

新しい制御理論の開発を目指すと共に、先端制御理論をロ

ボット等に組み込む研究をしています。

現代制御、非線形システム現代制御、非線形システム現代制御、非線形システム現代制御、非線形システム

非線形制御の理論と応用を中心に、超音波モータのサーボ制

御や振動抑制制御などを行っております。

積層材料の剥がれ、応力波積層材料の剥がれ、応力波積層材料の剥がれ、応力波積層材料の剥がれ、応力波

剥離を含む積層材料の破壊条件に関して、理論を展開し実験

を行っています。

片麻痺前腕回内回外訓練装置片麻痺前腕回内回外訓練装置片麻痺前腕回内回外訓練装置片麻痺前腕回内回外訓練装置



最近の主な就職先

【重工業】 ＩＨＩ、川崎重工業、三菱重工業、三菱日立パワー

システムズなど

【金属・鉄鋼】 新日鐵住金（現：日本製鉄） 、住友軽金属（現：ＵＡ

ＣＪ）、神戸製鋼、中山製鋼所など

【自動車】 アイシン精機、アイシン・エィ・ダブリュ、いすゞ自動車、ス

ズキ、ダイハツ工業、トヨタ自動車九州、日産自動車、富士重工

（現：SUBARU）、ボッシュ、本田技研工業、マツダ、三菱自動車、

ヤマハ発動機など

【農業機械】 井関農機、クボタ、ヤンマーなど

【電気・精密機械】 パナソニック、日立製作所、富士電機、三菱電

機、ファナック、ダイキン工業、村田製作所、ソニーセミコンダクタ

マニュファクチャリング、京セラ、第一精工、リコー、東京エレクトロ

ン九州、大分キヤノンなど

【その他】 九州電力、牧野フライス製作所、ダイフク、ＮＯＫなど

（博士前期課程修了者を含む）
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広がる電気電子工学の分野

iPhone X

（アップル）

MIRAI（トヨタ）

CX800（パナソニック）

北杜サイト太陽光発電所（北杜市）

ミリ波スキャナ

ProVision 2（L3）

超電導MRI（日立メディコ）

技術衛星「だいち2号」（JAXA）

タービン発電機（三菱電機）

MacbookPro

（アップル）

Inductive charging pad 

ワイヤレスチャージャー（Energizer）

電磁波メス（

滋賀医大）

MOTOMAN

SDA10D/F

（安川電機）

先進工学科 電気電子工学プログラム
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◯教育目標

工学部の教育目標を受けて、電気電子工学プログラムでは次のよう

な人材(技術者・研究者)の育成を目標としている。

1. 基盤となる基礎教育を身につけ、発展的に将来の科学技術の進

展に柔軟に対応する能力を養う。

2. 地球環境に配慮した高度情報化社会の基盤を支え、科学技術

の発展と人類の幸福に貢献できる広範かつグローバルな思考

力を養う。

3. 電気電子工学に関する知識に基づいて、論理的な思考、技術の

応用と創造、問題の発見と解決ができる能力を養う。

・電子物性デバイス工学分野

・電気エネルギー工学分野

・通信システム工学分野



先進工学科 電気電子工学プログラム
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◯教育目標

工学部の教育目標を受けて、電気電子工学プログラムでは次のよう

な人材(技術者・研究者)の育成を目標としている。

1. 基盤となる基礎教育を身につけ、発展的に将来の科学技術の進

展に柔軟に対応する能力を養う。

2. 地球環境に配慮した高度情報化社会の基盤を支え、科学技術

の発展と人類の幸福に貢献できる広範かつグローバルな思考

力を養う。

3. 電気電子工学に関する知識に基づいて、論理的な思考、技術の

応用と創造、問題の発見と解決ができる能力を養う。

・世界に貢献できる人材の育成

・電子物性デバイス工学分野

・電気エネルギー工学分野

・通信システム工学分野

電気電子工学

・基礎教育＋将来の進展への対応力

・地球的な視点に立てる思考力

・知識に基づく応用と創造＋問題発見と解決能力

・インフラ−応用−最先端まで幅広い社会的需要

⇒ 高い就職率

先進工学科 電気電子工学プログラム
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教育システムの概要

入
学  応用数学など

工学の道具とし

ての数学

 電磁気学、電気

回路など電気

電子の基礎

電子デバイス

電気エネルギー

通信システム

１・２年次

分野

分け

３年次

大
学

院
就

職

４年次

卒業

論文

括
り
枠
で
の

入
学
者

先
進

工
学

科
共

通

動
機

付
け
科

目

電
気

電
子

導
入

科
目

１年後期から完全一致

 共通教育科目

 基礎教育科目（数学・物理）
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(A) 技術者倫理
(B) 多面的な思考
(C) コミュニケーション能力
(D) 基礎学力

(E) 専門基礎
(F) 専門学力
(G) デザイン・課題解決能力
(H) 継続的な学習

学習・教育

到達目標

JABEE対応の教育システム

先進工学科 電気電子工学プログラム
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JABEE対応の教育システム
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（1）電子物性デバイス工学分野

半導体・超伝導体などの新電子材料の研究開発及びその基礎物性と応用、新機

能光デバイスの開発及びその応用、高機能を有する電子デバイス・量子効果デ

バイス・新電池などの開発を行います。

（2）電気エネルギー工学分野

多変数ディジタルシステムの最適制御、半導体電力変換装置の開発、電気機器

駆動系の高機能化、電気エネルギー供給システムの高品質化、新しい電力発

生・貯蔵方式の開発等を行います。

（3）通信システム工学分野

IoTを支えるLSI電子回路・コンピュータ情報通信機器・光ファイバ通信・超高周波

回路・宇宙通信・信号処理システム等の研究とその応用を学びます。

ソサイエティ5.0を支える環境・エネルギー・情報通信

の重点分野にわたる研究開発に取り組んでいます

各各各各分野分野分野分野のののの教育研究の内容教育研究の内容教育研究の内容教育研究の内容

先進工学科 電気電子工学プログラム
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電力系統台風被害予測

システムの開発

光センサによる配電

線路の電界測定

電動車両用高効率電力

変換装置の特性測定

エネルギー

学科建物は平成２６年に改修学科建物は平成２６年に改修

レーザー薄膜作製装置

高分解能電子顕微鏡

によるデバイス評価

デバイス 通信

通信用IC/LSI，システム

の設計開発

無線電力伝送実験

消費電力解析による

LSIのバラつき測定



先進工学科 電気電子工学プログラム
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学部卒業後の進路

電気電子の卒業生は、広範囲な産業界で活躍している。

また、大学を卒業し、さらに学問・研究を重ね、高度専門

技術者や研究者を志す大学院進学者が増えてきている。

就職人気ランキング上位の大手民間企業は、

大学院修了生 （高い人間力・技術スキル）

を優先的に採用するケースが増加

・大学院へ進学＞６０％

・就職（大手民間企業、公務員等）

大学卒業

先進工学科 電気電子工学プログラム
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平成5年〜30年の電気電子工学科卒業生の主な就職先

（大学院博士前期課程修了者を含む）

企業名企業名企業名企業名

就職就職就職就職

人数人数人数人数

九州電力九州電力九州電力九州電力 77777777

三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機 58585858

ソニーセミコンダクタソニーセミコンダクタソニーセミコンダクタソニーセミコンダクタ 58585858

京セラ京セラ京セラ京セラ 53535353

日立製作所日立製作所日立製作所日立製作所 41414141

富士通富士通富士通富士通 37373737

富士電機富士電機富士電機富士電機 37373737

東芝東芝東芝東芝 35353535

パナソニックパナソニックパナソニックパナソニック 27272727

九電工九電工九電工九電工 27272727

富士通富士通富士通富士通九州九州九州九州ネットワークテクノロジーズネットワークテクノロジーズネットワークテクノロジーズネットワークテクノロジーズ 23232323

企業名企業名企業名企業名

就職就職就職就職

人数人数人数人数

シャープシャープシャープシャープ 19191919

明電舎明電舎明電舎明電舎 17171717

ダイヘンダイヘンダイヘンダイヘン 17171717

きんでんきんでんきんでんきんでん 17171717

本田技研工業本田技研工業本田技研工業本田技研工業 16161616

中部電力中部電力中部電力中部電力 16161616

安川電機安川電機安川電機安川電機 16161616

ヤマハ発動機ヤマハ発動機ヤマハ発動機ヤマハ発動機 14141414

セイコーエプソンセイコーエプソンセイコーエプソンセイコーエプソン 11114444

日本電気日本電気日本電気日本電気 13131313

東京電力東京電力東京電力東京電力 13131313



先進工学科 電気電子工学プログラム
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平成5年〜30年の電気電子工学科卒業生の主な就職先

（大学院博士前期課程修了者を含む）

企業名企業名企業名企業名

就職就職就職就職

人数人数人数人数

九州電力九州電力九州電力九州電力 77777777

三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機 58585858

ソニーセミコンダクタソニーセミコンダクタソニーセミコンダクタソニーセミコンダクタ 58585858

京セラ京セラ京セラ京セラ 53535353

日立製作所日立製作所日立製作所日立製作所 41414141

富士通富士通富士通富士通 37373737

富士電機富士電機富士電機富士電機 37373737

東芝東芝東芝東芝 35353535

パナソニックパナソニックパナソニックパナソニック 27272727

九電工九電工九電工九電工 27272727

富士通富士通富士通富士通九州九州九州九州ネットワークテクノロジーズネットワークテクノロジーズネットワークテクノロジーズネットワークテクノロジーズ 23232323

企業名企業名企業名企業名

就職就職就職就職

人数人数人数人数

シャープシャープシャープシャープ 19191919

明電舎明電舎明電舎明電舎 17171717

ダイヘンダイヘンダイヘンダイヘン 17171717

きんでんきんでんきんでんきんでん 17171717

本田技研工業本田技研工業本田技研工業本田技研工業 16161616

中部電力中部電力中部電力中部電力 16161616

安川電機安川電機安川電機安川電機 16161616

ヤマハ発動機ヤマハ発動機ヤマハ発動機ヤマハ発動機 14141414

セイコーエプソンセイコーエプソンセイコーエプソンセイコーエプソン 11114444

日本電気日本電気日本電気日本電気 13131313

東京電力東京電力東京電力東京電力 13131313

・高い就職率高い就職率高い就職率高い就職率（先輩たちの活躍）

・幅広い業種幅広い業種幅広い業種幅広い業種（電気電子に対する社会的需要）

→ 就職後にも活きる人脈

先進工学科 電気電子工学プログラム
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◯アドミッションポリシー（入学者受入方針）の抜粋（一般入試）

電気電子工プログラムでは、次のような向学・研究心あふれる人を

求めています。

1. 電気電子工学プログラムの教育目標に共感し、それを実現でき

る基礎学力・意欲をもつ人

2. 研究・応用分野での最先端の知識・実践力を身につけ、社会で

活躍したい人

3. 国際的コミュニケーション能力を身につけ、国際的に活躍したい

人

来ていただきたい生徒さん

電気電子工学の分野に興味のある人

もの作りに興味のある人 元気でやる気のある人



先進工学科 電気電子工学プログラム
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高校時代に身につけておいてほしい分野

・数学（科学・技術分野の道具）

・理科（特に物理、化学、生物）

・国語（コミュニケーション，文書作成の基本）

・社会（政治経済、公民、地理、歴史）

・英語（世界が相手）

先進工学科 電気電子工学プログラム
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土木工学に海洋学を加えた複
合領域を学ぶことのできる，
非常にユニークなプログラム
です．

陸上のみならず海洋環境にも
深い理解を持ち，海洋開発と
保全，安全で快適な社会資本
の創造に貢献できる人材を育
成しています．

教育理念

(Ocean Civil Engineering Program)(Ocean Civil Engineering Program)(Ocean Civil Engineering Program)(Ocean Civil Engineering Program)

⾼等学校進路指導担当教諭を対象とした説明会 2019年7月24日⿅児島⼤学⼯学部先進⼯学科海洋⼟⽊⼯学プログラム
海洋土木は陸域から海域まで，さまざま
な環境下での社会インフラを対象としま
す．技術者として調査，環境影響評価，
設計，施工，維持管理に深く関わります．

アドミッションポリシー
1. ⾼等学校で学ぶ数学・理科などの基礎学⼒を
⼗分にもち，論理的思考の好きな⼈．

2. 持続可能な国土・海洋の開発と保全に関する
話題に関心をもち，関連分野で活躍したい人

3. 自然環境と人間社会との調和・共生に関わる
技術開発に興味と情熱をもつ人．

鶴田ダム建設 藺牟⽥瀬⼾架橋建設

⾼等学校進路指導担当教諭を対象とした説明会 2019年7月24日⿅児島⼤学⼯学部先進⼯学科海洋⼟⽊⼯学プログラム

離島間の交通網整備を目的
として，中甑島と下甑島の
間で建設されている橋です．

洪水調節と発電を目的
として川内川に建設さ
れたダムです．

地域貢献に関心と情熱を
持つ学生は大歓迎です．



教育環境
2018年6月に棟の改修が終わり，きれいで明るい建物で就学できます．

⾼等学校進路指導担当教諭を対象とした説明会 2019年7月24日⿅児島⼤学⼯学部先進⼯学科海洋⼟⽊⼯学プログラム

学生室

海洋土木工学棟

テラス

内装の色は白です．
部屋は明るく，清潔
感があります．

外階段を使って直接
２階のテラスやAL室
に⾏けます．

⾒晴らしが良くて，桜
島も⾒えます．⽇当た
りは良すぎるくらい．

教育環境
⾼等学校進路指導担当教諭を対象とした説明会 2019年7月24日⿅児島⼤学⼯学部先進⼯学科海洋⼟⽊⼯学プログラム

2018年6月に棟の改修が終わり，きれいで明るい建物で就学できます．

1階 交流スペース

２階 屋外テラス

学生同士，教職員と
の語らいの場です．

昼休みは休憩，自習
室にもなっています．

天気が良い⽇は外で
食事もできます．

２階 AL室

3〜6階 学生研究室

研究室に配属されて，卒業論⽂に取り組んでいます．



教育カリキュラム
1年次︓数学や物理学および海洋⼟⽊⼯学の導⼊科目を修得します．
現場⾒学を通して⼟⽊構造物の強さや機能美に接します。

２年次︓⼟⽊⼯学を学ぶ上で重要な基礎学⼒（構造、⽔理、⼟質等）を身に付けます．
測量実習等を通して，空間地理情報デザインやチームワークの⼤切さを学びます．

３年次︓⼟⽊⼯学の応⽤⼒や海洋開発利⽤と環境保全との持続的調和を総合判断できる能⼒
を修得します。インターンシップを通して実務的課題を理解・解決する能⼒を修得します。

４年次︓卒業論⽂や海洋⼟⽊デザイン⼯学を通して，問題発⾒、解決能⼒やプレゼンテーショ
ンスキルを修得します。専門英語からグローバル⼈材育成も⾏います。

⾼等学校進路指導担当教諭を対象とした説明会 2019年7月24日⿅児島⼤学⼯学部先進⼯学科海洋⼟⽊⼯学プログラム

⼟⽊構造物建設⼯事⾒学（4月） 海岸測量実習（9月） 論⽂発表会（2月）

⻘い空と海に囲まれて，実習中です．初めての建設工事現場の⾒学です． 教員全員の前での発表は緊張します．

資格
技術士補（日本技術士会へ登録），測量⼠補（国⼟地理院へ登録）

就職先
【建設】⼤成建設，清⽔建設，⼤林組，安藤ハザマ，前田建設工業，東急建設，

三井住友建設，五洋建設，東洋建設，東亜建設工業，ショーポンド建設，
太平洋セメント，パシフィックコンサルタンツ，建設技術研究所，等

【運輸】JR九州，JR⻄⽇本，JR東日本，NEXCO⻄⽇本
【機械・⾦属】JX⾦属，⽇⽴造船
【官公庁】国⼟交通省，⿅児島県，宮崎県，熊本県，大分県，福岡県，⻑崎県，

⿅児島市，熊本市，福岡市，北九州市，宮崎市，横浜市等
【大学院】⿅児島⼤学，東京⼯業⼤学

土木系合同企業説明会（3年⽣）及びインターシップ説明会（1,２年⽣）（3月）
９０社参加（企業、自治体）

⾼等学校進路指導担当教諭を対象とした説明会 2019年7月24日⿅児島⼤学⼯学部先進⼯学科海洋⼟⽊⼯学プログラム

みんな、熱心に
話を聞いています．

会社内容を丁寧に説
明して頂きました．



海洋土木工学プログラムの研究分野
�環境システム工学分野（6名）
海洋基礎G，海岸工学G，沿岸環境G

テーマ︓津波防災，河川防災，⾚潮・アオコ問題，
海洋プラスチック問題，海洋再生エネルギー開発

�建設システム工学分野（8名）
地盤工学G，建設材料G，構造工学G

テーマ︓地盤防災，河川防災，地盤情報データベースの⼯学的利⽤，
⼟⽊材料開発，社会インフラの維持管理，構造物の耐震化

⾼等学校進路指導担当教諭を対象とした説明会 2019年7月24日⿅児島⼤学⼯学部先進⼯学科海洋⼟⽊⼯学プログラム

ドローンを⽤いた海岸漂着ごみ定量化⼿法
の開発

口之島

四国
九州

⿊潮

⾼分解数値モデルを⽤いた⿊潮エネルギー
ポテンシャル算定と海流発電の適地選定

ドローン

奄美大島 海流発電デバイス

⿅児島湾における⽔環境とラフィド藻⾚潮
の予測に関する研究

調査

分析

環境システム工学分野
研究テーマ
津波防災，河川防災，
赤潮・アオコ問題，
海洋プラスチック問題，
海洋再生エネルギー開発等

ピコプランク
トン

解析 河川からの栄養塩供給と
⿅児島湾の⽔環境を現地
観測し，赤潮の発生と終
息を予測する研究です．

ドローンで海岸⽴体モデル
を作り，機械学習により漂
着ごみを抽出，体積を推定
する手法を開発しています．

1.5㎞メッシュの高分解能
数値モデルを使って⿊潮の
流れを再現し，海流発電の
適地を調べる研究です．



機械学習による素因と誘因を考慮した土砂
災害発生予測モデルの構築

建設システム工学分野
研究テーマ
地盤防災，河川防災，地盤情報
データベースの⼯学的利⽤，
⼟⽊材料開発，社会インフラの
維持管理，構造物の耐震化等

地形情報

降⾬情報

崩壊履歴

土砂災害発生
予測モデル

予測
学習

危険度評価

地形，降⾬，崩壊履歴を機械
学習し⼟砂災害発⽣危険度を
評価可能とするモデルを構築
する研究です．

⿅児島版地盤情報データベースの開発と
その⼯学的利活⽤に関する研究

⿅児島の地盤情報DBを作成，
任意の3次元地盤図を表示・
活用するためのシステムを構
築する研究です．

地域産業の活性化を目的とした未利⽤資源
（シラス）の有効利⽤

丸尾滝橋 温泉

⽕⼭灰堆積物のシラスを利
用して温泉環境や海洋環境
に適用できるシラスコンク
リートを開発しています．

ご清聴ありがとうございました．

海洋土木工学HP
http://oce.oce.kagoshima-u.ac.jp/

海洋土木工学はみなさんが快適で安全な生
活が送れることに貢献する学問です．
私達と一緒に，この学問を追究しましょう．

(Ocean Civil Engineering Program)(Ocean Civil Engineering Program)(Ocean Civil Engineering Program)(Ocean Civil Engineering Program)

⾼等学校進路指導担当教諭を対象とした説明会 2019年7月24日⿅児島⼤学⼯学部先進⼯学科海洋⼟⽊⼯学プログラム



鹿児島大学工学部鹿児島大学工学部鹿児島大学工学部鹿児島大学工学部先進工学科先進工学科先進工学科先進工学科

化学工学プログラム化学工学プログラム化学工学プログラム化学工学プログラム 吉田昌弘吉田昌弘吉田昌弘吉田昌弘

問い合わせ先：問い合わせ先：問い合わせ先：問い合わせ先： myoshida@cen.kagoshimamyoshida@cen.kagoshimamyoshida@cen.kagoshimamyoshida@cen.kagoshima----u.ac.jpu.ac.jpu.ac.jpu.ac.jp

http://www.cen.kagoshima-u.ac.jp/

1. 少人数制によるきめ細やかな指導

化学工学プログラム化学工学プログラム化学工学プログラム化学工学プログラムの特徴

３. 実践的な教育・研究を背景とする

群を抜いて高い求人倍率

２. 多彩な研究開発シーズの創出と

研究成果の積極的な社会への還元

一学年３５人の少人数制（教員1名あたり３～4名の少ない学生数）で、きめ

細やかなフォローができます。また、同級生、先輩、先生との間にできるネッ

トワークは、社会に出てからも役立ちます。少人数制の大きなメリットです。

化学工学は、「化学産業」 にとって必要な学問領域であり、就職状況が

良好なだけでなく、大学での勉強が活かせる企業へ就職できます。

「エネルギー有効利用技術の開発」、「新規プロセス創出」、「医療・バイオ・電子

デバイス分野における新素材開発」など、多岐にわたる先進的な課題の解決を

通じて、社会へ貢献することを目指しています。



日本を牽引してきたリーディングインダストリーの変遷
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「ものづくり」は我が国の産業を支える基盤「ものづくり」は我が国の産業を支える基盤「ものづくり」は我が国の産業を支える基盤「ものづくり」は我が国の産業を支える基盤

我が国の産業をささえる「ものづくり」我が国の産業をささえる「ものづくり」我が国の産業をささえる「ものづくり」我が国の産業をささえる「ものづくり」::::

世界第世界第世界第世界第3333位の位の位の位のGDPGDPGDPGDPを支える基幹産業を支える基幹産業を支える基幹産業を支える基幹産業

橘川武郎、平野創、化学産業の時代－日本はなぜ世界

を追い抜けるのか？より抜粋、化学工業日報社

１．巨大な市場規模１．巨大な市場規模１．巨大な市場規模１．巨大な市場規模

約１１０兆円以上の規模約１１０兆円以上の規模約１１０兆円以上の規模約１１０兆円以上の規模

「化学「化学「化学「化学28.628.628.628.6兆円」、「自動車部品兆円」、「自動車部品兆円」、「自動車部品兆円」、「自動車部品27.327.327.327.3兆円」、「プラントエンジ兆円」、「プラントエンジ兆円」、「プラントエンジ兆円」、「プラントエンジ 16.716.716.716.7兆円」、兆円」、兆円」、兆円」、

「医薬品「医薬品「医薬品「医薬品10.310.310.310.3兆円」、「電子部品兆円」、「電子部品兆円」、「電子部品兆円」、「電子部品9.99.99.99.9兆円」、「非鉄金属・電線兆円」、「非鉄金属・電線兆円」、「非鉄金属・電線兆円」、「非鉄金属・電線9.79.79.79.7兆円」、兆円」、兆円」、兆円」、

「農業関係（農薬など）「農業関係（農薬など）「農業関係（農薬など）「農業関係（農薬など）9.29.29.29.2兆円」兆円」兆円」兆円」 などが該当などが該当などが該当などが該当

２．高い世界シェアを占める高機能化学製品２．高い世界シェアを占める高機能化学製品２．高い世界シェアを占める高機能化学製品２．高い世界シェアを占める高機能化学製品

質の高い質の高い質の高い質の高い基礎化学品（合成原料）、基礎化学品（合成原料）、基礎化学品（合成原料）、基礎化学品（合成原料）、液晶、有機液晶、有機液晶、有機液晶、有機ELELELEL、量子ドット、半導体、、量子ドット、半導体、、量子ドット、半導体、、量子ドット、半導体、

炭素繊維、液晶ディスプレイ用偏光フィルム、シリコンウエハ、炭素繊維、液晶ディスプレイ用偏光フィルム、シリコンウエハ、炭素繊維、液晶ディスプレイ用偏光フィルム、シリコンウエハ、炭素繊維、液晶ディスプレイ用偏光フィルム、シリコンウエハ、

リチウム電池用電極材などリチウム電池用電極材などリチウム電池用電極材などリチウム電池用電極材など

３．幅広い分野にまたがり我々の生活にも身近な化学製品３．幅広い分野にまたがり我々の生活にも身近な化学製品３．幅広い分野にまたがり我々の生活にも身近な化学製品３．幅広い分野にまたがり我々の生活にも身近な化学製品

プラスチックプラスチックプラスチックプラスチック材料、セラミックス、合成繊維、合成ゴム、医薬品、農薬、材料、セラミックス、合成繊維、合成ゴム、医薬品、農薬、材料、セラミックス、合成繊維、合成ゴム、医薬品、農薬、材料、セラミックス、合成繊維、合成ゴム、医薬品、農薬、

肥料、インク・肥料、インク・肥料、インク・肥料、インク・塗料塗料塗料塗料、、、、洗剤、化粧品、洗剤、化粧品、洗剤、化粧品、洗剤、化粧品、電子電子電子電子情報材料、エネルギーなど情報材料、エネルギーなど情報材料、エネルギーなど情報材料、エネルギーなど

世界的な競争力を有する多彩な化学産業



どうやって化学製品をつくるのか？

「化学工学」の知識が必要！！

化学の知識だけで、化学プラントの設計ができるでしょうか？

化学製品は試験管ではなく、多くの装置からなる化学製品は試験管ではなく、多くの装置からなる化学製品は試験管ではなく、多くの装置からなる化学製品は試験管ではなく、多くの装置からなる化学化学化学化学プラントプラントプラントプラント

で最適なプロセスにて大量生産されるで最適なプロセスにて大量生産されるで最適なプロセスにて大量生産されるで最適なプロセスにて大量生産される

◎◎◎◎ 生産される化学製品の製造過程における生産される化学製品の製造過程における生産される化学製品の製造過程における生産される化学製品の製造過程における「物理現象」「物理現象」「物理現象」「物理現象」 とととと

「化学現象」「化学現象」「化学現象」「化学現象」を理解できる人を理解できる人を理解できる人を理解できる人

多彩な化学産業に必要とされる人材とは！！

◎化学製品を製造するために、◎化学製品を製造するために、◎化学製品を製造するために、◎化学製品を製造するために、「製造コストを考慮した基礎設計「製造コストを考慮した基礎設計「製造コストを考慮した基礎設計「製造コストを考慮した基礎設計

や基礎研究」や基礎研究」や基礎研究」や基礎研究」ができる人ができる人ができる人ができる人

◎大量生産される化学製品の◎大量生産される化学製品の◎大量生産される化学製品の◎大量生産される化学製品の「最適なプロセス構築」「最適なプロセス構築」「最適なプロセス構築」「最適なプロセス構築」ならびにならびにならびにならびに

「オペレーション」「オペレーション」「オペレーション」「オペレーション」ができる人ができる人ができる人ができる人

「化学工学を学んだ研究者や技術者」が必要！！



「化学工学」で何を学ぶのか？「化学工学」で何を学ぶのか？「化学工学」で何を学ぶのか？「化学工学」で何を学ぶのか？

有機化学、無機化学、物理化学を基礎とする点では一般的な

化学系学科と同じですが、

専門科目では「化学、物理、数学」の知識をベースにして、

熱力学熱力学熱力学熱力学 （エネルギー保存や変換）

移動現象論移動現象論移動現象論移動現象論 （流体の運動やエネルギーの伝達）

分離工学分離工学分離工学分離工学 （蒸留・膜などによる分離や精製技術）

反応工学反応工学反応工学反応工学 （触媒や反応装置の設計）

プロセス設計プロセス設計プロセス設計プロセス設計 （化学プロセスの設計）

などの授業科目を勉強します

「化学産業」に貢献する「総合化学」を学ぶ場が

「化学工学プログラム」

先進的な研究開発テーマで社会へ貢献しています先進的な研究開発テーマで社会へ貢献しています先進的な研究開発テーマで社会へ貢献しています先進的な研究開発テーマで社会へ貢献しています

◎◎◎◎ 化学プロセスに関する研究化学プロセスに関する研究化学プロセスに関する研究化学プロセスに関する研究

環境にやさしい環境にやさしい環境にやさしい環境にやさしい電子デバイスの接着ガラス電子デバイスの接着ガラス電子デバイスの接着ガラス電子デバイスの接着ガラスの開発の開発の開発の開発

超音波による超音波による超音波による超音波による省エネかつ高性能な分離装置省エネかつ高性能な分離装置省エネかつ高性能な分離装置省エネかつ高性能な分離装置の開発の開発の開発の開発

目に見えない世界を映し出す目に見えない世界を映し出す目に見えない世界を映し出す目に見えない世界を映し出す流体シミュレーション・可視化計測流体シミュレーション・可視化計測流体シミュレーション・可視化計測流体シミュレーション・可視化計測

かごしま産かごしま産かごしま産かごしま産バイオマスから高価値の製品をつくる技術バイオマスから高価値の製品をつくる技術バイオマスから高価値の製品をつくる技術バイオマスから高価値の製品をつくる技術の開発の開発の開発の開発

日本発祥の日本発祥の日本発祥の日本発祥のファインバブル技術ファインバブル技術ファインバブル技術ファインバブル技術の開発の開発の開発の開発

鹿児島発世界一の鹿児島発世界一の鹿児島発世界一の鹿児島発世界一の電子デバイス放熱技術電子デバイス放熱技術電子デバイス放熱技術電子デバイス放熱技術の開発の開発の開発の開発

◎◎◎◎ エネルギー・資源の有効利用に関する研究エネルギー・資源の有効利用に関する研究エネルギー・資源の有効利用に関する研究エネルギー・資源の有効利用に関する研究

次世代合成燃料次世代合成燃料次世代合成燃料次世代合成燃料製造のための触媒反応装置の開発製造のための触媒反応装置の開発製造のための触媒反応装置の開発製造のための触媒反応装置の開発

固体電解質を用いた固体電解質を用いた固体電解質を用いた固体電解質を用いたエネルギー変換デバイスエネルギー変換デバイスエネルギー変換デバイスエネルギー変換デバイスの開発の開発の開発の開発

植物油からの植物油からの植物油からの植物油からのバイオディーゼル燃料バイオディーゼル燃料バイオディーゼル燃料バイオディーゼル燃料製造製造製造製造

◎◎◎◎ 高機能材料に関する研究高機能材料に関する研究高機能材料に関する研究高機能材料に関する研究

紫外可視光を吸収する紫外可視光を吸収する紫外可視光を吸収する紫外可視光を吸収する光機能セラミックス光機能セラミックス光機能セラミックス光機能セラミックスの合成の合成の合成の合成

金属金属金属金属ガラスガラスガラスガラスややややハイドロキシアパタイトハイドロキシアパタイトハイドロキシアパタイトハイドロキシアパタイトからの触媒開発からの触媒開発からの触媒開発からの触媒開発

多機能性を有する多機能性を有する多機能性を有する多機能性を有するナノ・マイクロ・ミリカプセルナノ・マイクロ・ミリカプセルナノ・マイクロ・ミリカプセルナノ・マイクロ・ミリカプセルの開発の開発の開発の開発

新しい新しい新しい新しい有機有機有機有機----無機ハイブリッド材料無機ハイブリッド材料無機ハイブリッド材料無機ハイブリッド材料の開発の開発の開発の開発

◎◎◎◎ バイオプロセスに関する研究バイオプロセスに関する研究バイオプロセスに関する研究バイオプロセスに関する研究

消化器系がんの消化器系がんの消化器系がんの消化器系がんの新しいバイオマーカー新しいバイオマーカー新しいバイオマーカー新しいバイオマーカーの探索の探索の探索の探索

アルツハイマー予防アルツハイマー予防アルツハイマー予防アルツハイマー予防のためののためののためののための新しい製剤新しい製剤新しい製剤新しい製剤のののの開発開発開発開発

軟骨・硬骨軟骨・硬骨軟骨・硬骨軟骨・硬骨ならびにならびにならびにならびに生体組織生体組織生体組織生体組織のののの再生医療再生医療再生医療再生医療技術技術技術技術

微生物の機能微生物の機能微生物の機能微生物の機能を活かしたを活かしたを活かしたを活かした水環境浄化水環境浄化水環境浄化水環境浄化やややや土壌環境浄化土壌環境浄化土壌環境浄化土壌環境浄化

化学工学プログラムでは化学工学プログラムでは化学工学プログラムでは化学工学プログラムでは、、、、化学工学の知識を実社会に役立てるための実践的で先進的な研究開発を行っています化学工学の知識を実社会に役立てるための実践的で先進的な研究開発を行っています化学工学の知識を実社会に役立てるための実践的で先進的な研究開発を行っています化学工学の知識を実社会に役立てるための実践的で先進的な研究開発を行っています。。。。

「「「「エネルギー有効利用技術の開発エネルギー有効利用技術の開発エネルギー有効利用技術の開発エネルギー有効利用技術の開発」」」」、、、、「「「「新規プロセス創出新規プロセス創出新規プロセス創出新規プロセス創出」」」」、、、、「「「「医療医療医療医療・・・・バイオバイオバイオバイオ・・・・電子デバイス分野における新素材開発電子デバイス分野における新素材開発電子デバイス分野における新素材開発電子デバイス分野における新素材開発」」」」

などなどなどなど、、、、多岐にわたる先進的な課題の解決を通じて多岐にわたる先進的な課題の解決を通じて多岐にわたる先進的な課題の解決を通じて多岐にわたる先進的な課題の解決を通じて、、、、社会へ貢献社会へ貢献社会へ貢献社会へ貢献することを目指していますすることを目指していますすることを目指していますすることを目指しています。。。。



「何を学んだか！！」「何を学んだか！！」「何を学んだか！！」「何を学んだか！！」は

就職活動で大きく影響

何を研究したか！！よりも、

「どれだけ自分で考え研究をしたのか！！」「どれだけ自分で考え研究をしたのか！！」「どれだけ自分で考え研究をしたのか！！」「どれだけ自分で考え研究をしたのか！！」

が就職活動では問われる

専門として何を勉強専門として何を勉強専門として何を勉強専門として何を勉強

してきたのか？してきたのか？してきたのか？してきたのか？

どのような研究をどのような研究をどのような研究をどのような研究を

してきたのか？してきたのか？してきたのか？してきたのか？

（（（（学部で勉強したことを基礎

にして研究を進める）

将来どのような仕事将来どのような仕事将来どのような仕事将来どのような仕事

に就けるのか？に就けるのか？に就けるのか？に就けるのか？

※※※※ 少人数教育体制なので、所属学生の就職指導少人数教育体制なので、所属学生の就職指導少人数教育体制なので、所属学生の就職指導少人数教育体制なので、所属学生の就職指導

においてもきめ細かく対応しています。においてもきめ細かく対応しています。においてもきめ細かく対応しています。においてもきめ細かく対応しています。

就職について

三井化学三井化学三井化学三井化学、、、、旭化成旭化成旭化成旭化成、、、、積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業、、、、花王花王花王花王、、、、資生堂資生堂資生堂資生堂、、、、三菱ケミカルホールディングス三菱ケミカルホールディングス三菱ケミカルホールディングス三菱ケミカルホールディングス、、、、宇部興産宇部興産宇部興産宇部興産、、、、住友化学住友化学住友化学住友化学、、、、東ソー東ソー東ソー東ソー、、、、

JNCJNCJNCJNC、、、、三菱ガス化学三菱ガス化学三菱ガス化学三菱ガス化学、、、、ダイセルダイセルダイセルダイセル、、、、住友ベークライト住友ベークライト住友ベークライト住友ベークライト、、、、トクヤマトクヤマトクヤマトクヤマ、、、、日本曹達日本曹達日本曹達日本曹達、、、、日油日油日油日油、、、、クレハクレハクレハクレハ、、、、日立化成日立化成日立化成日立化成、、、、 KHKHKHKHネオケムネオケムネオケムネオケム、、、、

日鉄ケミカル日鉄ケミカル日鉄ケミカル日鉄ケミカル&&&&マテリアルマテリアルマテリアルマテリアル、、、、川澄化学工業川澄化学工業川澄化学工業川澄化学工業、、、、日本アルコール産業日本アルコール産業日本アルコール産業日本アルコール産業、、、、KJKJKJKJケミカルズケミカルズケミカルズケミカルズ

IHIIHIIHIIHI、、、、日本製鉄日本製鉄日本製鉄日本製鉄、、、、ダイキン工業ダイキン工業ダイキン工業ダイキン工業、、、、三井三井三井三井E&SE&SE&SE&Sグループグループグループグループ、、、、日立造船日立造船日立造船日立造船、、、、千代田化工建設千代田化工建設千代田化工建設千代田化工建設、、、、日本精工日本精工日本精工日本精工、、、、山九山九山九山九、、、、日揮日揮日揮日揮、、、、

NOKNOKNOKNOK、、、、三井ハイテック三井ハイテック三井ハイテック三井ハイテック、、、、日阪製作所日阪製作所日阪製作所日阪製作所、、、、高田工業所高田工業所高田工業所高田工業所、、、、 、、、、大気社大気社大気社大気社、、、、新日本空調新日本空調新日本空調新日本空調、レイズネクスト、三菱ケミカル、レイズネクスト、三菱ケミカル、レイズネクスト、三菱ケミカル、レイズネクスト、三菱ケミカル

エンジニアリング、三井エンジニアリング、三井エンジニアリング、三井エンジニアリング、三井E&SE&SE&SE&S環境エンジニアリング、千代田工商、東レエンジニアリング、日鉄パイプライン環境エンジニアリング、千代田工商、東レエンジニアリング、日鉄パイプライン環境エンジニアリング、千代田工商、東レエンジニアリング、日鉄パイプライン環境エンジニアリング、千代田工商、東レエンジニアリング、日鉄パイプライン

&&&&エンジニアリングエンジニアリングエンジニアリングエンジニアリング、アサダメッシュ、大阪富士工業、アサダメッシュ、大阪富士工業、アサダメッシュ、大阪富士工業、アサダメッシュ、大阪富士工業、アタカ大機、アタカ大機、アタカ大機、アタカ大機

化学メーカー化学メーカー化学メーカー化学メーカー

材料・素材材料・素材材料・素材材料・素材

メーカーメーカーメーカーメーカー

機械・プラントエ機械・プラントエ機械・プラントエ機械・プラントエ

ンジニアリングンジニアリングンジニアリングンジニアリング

メーカーメーカーメーカーメーカー

京セラ京セラ京セラ京セラ、、、、三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル、、、、大日本印刷大日本印刷大日本印刷大日本印刷、、、、凸版印刷凸版印刷凸版印刷凸版印刷、、、、日本製紙日本製紙日本製紙日本製紙、、、、積水ハウス積水ハウス積水ハウス積水ハウス、、、、DICDICDICDIC、、、、東洋紡東洋紡東洋紡東洋紡、、、、太平洋セメント太平洋セメント太平洋セメント太平洋セメント、、、、三井金属三井金属三井金属三井金属

鉱業鉱業鉱業鉱業、、、、住友大阪セメント住友大阪セメント住友大阪セメント住友大阪セメント、、、、DOWADOWADOWADOWAホールディングスホールディングスホールディングスホールディングス、、、、ニチアスニチアスニチアスニチアス、、、、 ADEKAADEKAADEKAADEKA、、、、矢崎総業矢崎総業矢崎総業矢崎総業、、、、大阪チタニウムテクノロジーズ大阪チタニウムテクノロジーズ大阪チタニウムテクノロジーズ大阪チタニウムテクノロジーズ、、、、

ニイタカ、ニイタカ、ニイタカ、ニイタカ、YEJYEJYEJYEJガラス、日軽パネルシステムガラス、日軽パネルシステムガラス、日軽パネルシステムガラス、日軽パネルシステム

自動車・自動車・自動車・自動車・

旅客鉄道業界旅客鉄道業界旅客鉄道業界旅客鉄道業界

JRJRJRJR西日本西日本西日本西日本、、、、スズキスズキスズキスズキ、、、、トヨタ自動車九州トヨタ自動車九州トヨタ自動車九州トヨタ自動車九州、トヨタテクニカルデベロップメント、トヨタ車体研究所、トヨタテクニカルデベロップメント、トヨタ車体研究所、トヨタテクニカルデベロップメント、トヨタ車体研究所、トヨタテクニカルデベロップメント、トヨタ車体研究所

石油・石炭・ガス石油・石炭・ガス石油・石炭・ガス石油・石炭・ガス

業界業界業界業界

岩谷産業、富士石油岩谷産業、富士石油岩谷産業、富士石油岩谷産業、富士石油、、、、丸善石油化学丸善石油化学丸善石油化学丸善石油化学、、、、西部ガス西部ガス西部ガス西部ガス、、、、西武石油西武石油西武石油西武石油、、、、 JXJXJXJX喜入石油基地喜入石油基地喜入石油基地喜入石油基地、、、、日本コークス日本コークス日本コークス日本コークス、太陽石油、、太陽石油、、太陽石油、、太陽石油、

大分ガス、日本ガス大分ガス、日本ガス大分ガス、日本ガス大分ガス、日本ガス

環境（水・廃棄物）環境（水・廃棄物）環境（水・廃棄物）環境（水・廃棄物）

業界業界業界業界

栗田工業栗田工業栗田工業栗田工業、、、、タクマタクマタクマタクマ、、、、メタウォーターメタウォーターメタウォーターメタウォーター、、、、オルガノオルガノオルガノオルガノ、、、、神鋼環境ソリューション神鋼環境ソリューション神鋼環境ソリューション神鋼環境ソリューション

半導体・半導体・半導体・半導体・ITITITIT業界業界業界業界

PanasonicPanasonicPanasonicPanasonic、ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング、フェニテックセミコンダクター、ラピスセミコンダクタ宮崎、、ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング、フェニテックセミコンダクター、ラピスセミコンダクタ宮崎、、ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング、フェニテックセミコンダクター、ラピスセミコンダクタ宮崎、、ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング、フェニテックセミコンダクター、ラピスセミコンダクタ宮崎、

ロームアポロ、リコーロームアポロ、リコーロームアポロ、リコーロームアポロ、リコーITITITITソリューション、富士通鹿児島インフォネットソリューション、富士通鹿児島インフォネットソリューション、富士通鹿児島インフォネットソリューション、富士通鹿児島インフォネット

医療・製薬・食品医療・製薬・食品医療・製薬・食品医療・製薬・食品

業界業界業界業界

田辺三菱製薬田辺三菱製薬田辺三菱製薬田辺三菱製薬,,,,、、、、ニプロニプロニプロニプロ、、、、ツムラツムラツムラツムラ、、、、テルモテルモテルモテルモ、、、、シスメックスシスメックスシスメックスシスメックス、、、、KMKMKMKMバイオロジクスバイオロジクスバイオロジクスバイオロジクス、、、、森永乳業森永乳業森永乳業森永乳業、、、、大塚製薬大塚製薬大塚製薬大塚製薬、、、、ユニ・チャームユニ・チャームユニ・チャームユニ・チャーム、、、、

新日本科学新日本科学新日本科学新日本科学、中外製薬工業、理研ビタミン、キリンエンジニアリング、味の素エンジニアリング、ヱスビー食品、鹿、中外製薬工業、理研ビタミン、キリンエンジニアリング、味の素エンジニアリング、ヱスビー食品、鹿、中外製薬工業、理研ビタミン、キリンエンジニアリング、味の素エンジニアリング、ヱスビー食品、鹿、中外製薬工業、理研ビタミン、キリンエンジニアリング、味の素エンジニアリング、ヱスビー食品、鹿

児島県薬剤師会、東郷メディキット、関西酵素、アステラスファーマテック、熊本乳業児島県薬剤師会、東郷メディキット、関西酵素、アステラスファーマテック、熊本乳業児島県薬剤師会、東郷メディキット、関西酵素、アステラスファーマテック、熊本乳業児島県薬剤師会、東郷メディキット、関西酵素、アステラスファーマテック、熊本乳業

化学工学プログラムの就職先（２０１６，２０１７，２０１８，２０１９，２０２０年度化学工学プログラムの就職先（２０１６，２０１７，２０１８，２０１９，２０２０年度化学工学プログラムの就職先（２０１６，２０１７，２０１８，２０１９，２０２０年度化学工学プログラムの就職先（２０１６，２０１７，２０１８，２０１９，２０２０年度) ) ) ) 

資本金資本金資本金資本金 １０００億以上１０００億以上１０００億以上１０００億以上 ５００億以上５００億以上５００億以上５００億以上 ３００億以上３００億以上３００億以上３００億以上 100100100100億円以上億円以上億円以上億円以上 １００億未満３０億円以上１００億未満３０億円以上１００億未満３０億円以上１００億未満３０億円以上

30303030億未満億未満億未満億未満

就職担当データより就職担当データより就職担当データより就職担当データより



年度年度年度年度 化学工学プログラム化学工学プログラム化学工学プログラム化学工学プログラム

（定員（定員（定員（定員35353535名）名）名）名）

２０２０年度（途中）２０２０年度（途中）２０２０年度（途中）２０２０年度（途中） ５．０５．０５．０５．０ 倍倍倍倍

２０１９年度２０１９年度２０１９年度２０１９年度 ５．１５．１５．１５．１ 倍倍倍倍

２０１８年度２０１８年度２０１８年度２０１８年度 ４．４４．４４．４４．４ 倍倍倍倍

２０１７年度２０１７年度２０１７年度２０１７年度 ４．１４．１４．１４．１ 倍倍倍倍

２０１６年度２０１６年度２０１６年度２０１６年度 ４．０４．０４．０４．０ 倍倍倍倍

２０１５年度２０１５年度２０１５年度２０１５年度 ３．６３．６３．６３．６ 倍倍倍倍

化学工学プログラムにおける求人倍率（求人件数/学生定員）

なぜ就職状況がいいのかなぜ就職状況がいいのかなぜ就職状況がいいのかなぜ就職状況がいいのか ？？？？

１．１．１．１．化学系エンジニアが企業で仕事をする上で化学系エンジニアが企業で仕事をする上で化学系エンジニアが企業で仕事をする上で化学系エンジニアが企業で仕事をする上で必要な考え方必要な考え方必要な考え方必要な考え方（工学）（工学）（工学）（工学）をををを勉強する。勉強する。勉強する。勉強する。

２．化学工学の学問体系には２．化学工学の学問体系には２．化学工学の学問体系には２．化学工学の学問体系には国際的基準国際的基準国際的基準国際的基準があります。米国でのがあります。米国でのがあります。米国でのがあります。米国での ProfessionalProfessionalProfessionalProfessional

EngineerEngineerEngineerEngineerや国内でのや国内でのや国内でのや国内での化学工学技士（基礎）化学工学技士（基礎）化学工学技士（基礎）化学工学技士（基礎）の資格を受験し、資格取得できます。の資格を受験し、資格取得できます。の資格を受験し、資格取得できます。の資格を受験し、資格取得できます。

３３３３．．．．求人数求人数求人数求人数 >>>>>>>> 卒業生数卒業生数卒業生数卒業生数

化学を勉強した学生はたくさんいるが化学を勉強した学生はたくさんいるが化学を勉強した学生はたくさんいるが化学を勉強した学生はたくさんいるが、、、、化学工学化学工学化学工学化学工学を勉強した学生は全国的にもを勉強した学生は全国的にもを勉強した学生は全国的にもを勉強した学生は全国的にも

不足している不足している不足している不足している。。。。特に九州地区の国立大学には特に九州地区の国立大学には特に九州地区の国立大学には特に九州地区の国立大学には、、、、九州大九州大九州大九州大とととと鹿児島大鹿児島大鹿児島大鹿児島大にのみにのみにのみにのみ化学化学化学化学

工学を専攻する学科工学を専攻する学科工学を専攻する学科工学を専攻する学科があるがあるがあるがある。。。。

その結果その結果その結果その結果、、、、

４４４４．．．．化学系の採用で化学系の採用で化学系の採用で化学系の採用で、、、、人事担当者が一様に口を揃えて採用したいとい学生は人事担当者が一様に口を揃えて採用したいとい学生は人事担当者が一様に口を揃えて採用したいとい学生は人事担当者が一様に口を揃えて採用したいとい学生は、、、、

「「「「化学工学化学工学化学工学化学工学」」」」を学んだ学生ですを学んだ学生ですを学んだ学生ですを学んだ学生です。。。。

特に就活生は就職活動解禁になって早々に内定が決まる特に就活生は就職活動解禁になって早々に内定が決まる特に就活生は就職活動解禁になって早々に内定が決まる特に就活生は就職活動解禁になって早々に内定が決まる!!



1

化学と生命工学の融合による地球環境との調和化学と生命工学の融合による地球環境との調和化学と生命工学の融合による地球環境との調和化学と生命工学の融合による地球環境との調和

化学生命工学化学生命工学化学生命工学化学生命工学プログラムプログラムプログラムプログラム

化学化学化学化学は物質変換の学問であり、は物質変換の学問であり、は物質変換の学問であり、は物質変換の学問であり、有用物質の生産や分析・評価の基礎有用物質の生産や分析・評価の基礎有用物質の生産や分析・評価の基礎有用物質の生産や分析・評価の基礎としてとしてとしてとして

重要であるとともに、重要であるとともに、重要であるとともに、重要であるとともに、生命現象に関わる学問の基礎生命現象に関わる学問の基礎生命現象に関わる学問の基礎生命現象に関わる学問の基礎です。です。です。です。

本学科では物理化学や有機化学などの本学科では物理化学や有機化学などの本学科では物理化学や有機化学などの本学科では物理化学や有機化学などの一般化学と生命現象に関わる化学一般化学と生命現象に関わる化学一般化学と生命現象に関わる化学一般化学と生命現象に関わる化学をををを

基礎として学び、基礎として学び、基礎として学び、基礎として学び、化学・生命工学・環境工学化学・生命工学・環境工学化学・生命工学・環境工学化学・生命工学・環境工学などの様々な分野の研究開発やなどの様々な分野の研究開発やなどの様々な分野の研究開発やなどの様々な分野の研究開発や

技術開発を担うことのできる能力を得ることを目的としています。技術開発を担うことのできる能力を得ることを目的としています。技術開発を担うことのできる能力を得ることを目的としています。技術開発を担うことのできる能力を得ることを目的としています。

【【【【アドミッション・ポリシーアドミッション・ポリシーアドミッション・ポリシーアドミッション・ポリシー】】】】

本学科では、化学の知識を役立てることにより、本学科では、化学の知識を役立てることにより、本学科では、化学の知識を役立てることにより、本学科では、化学の知識を役立てることにより、

地球環境や生命との調和を図りつつ、グローバ地球環境や生命との調和を図りつつ、グローバ地球環境や生命との調和を図りつつ、グローバ地球環境や生命との調和を図りつつ、グローバ

ルな視野をもって人類社会の持続的発展に寄与ルな視野をもって人類社会の持続的発展に寄与ルな視野をもって人類社会の持続的発展に寄与ルな視野をもって人類社会の持続的発展に寄与

できる人材の育成をめざしています。できる人材の育成をめざしています。できる人材の育成をめざしています。できる人材の育成をめざしています。

Chemistry and Biotechnology

１．新物質や機能材料の創製に意欲をもつ人１．新物質や機能材料の創製に意欲をもつ人１．新物質や機能材料の創製に意欲をもつ人１．新物質や機能材料の創製に意欲をもつ人

２．バイオテクノロジーに興味をもち、２．バイオテクノロジーに興味をもち、２．バイオテクノロジーに興味をもち、２．バイオテクノロジーに興味をもち、

医薬や医用材料の創製に意欲をもつ人医薬や医用材料の創製に意欲をもつ人医薬や医用材料の創製に意欲をもつ人医薬や医用材料の創製に意欲をもつ人

３．分析や化学計測に関心のある人３．分析や化学計測に関心のある人３．分析や化学計測に関心のある人３．分析や化学計測に関心のある人

４．環境保全やエネルギーなどに興味をもつ人４．環境保全やエネルギーなどに興味をもつ人４．環境保全やエネルギーなどに興味をもつ人４．環境保全やエネルギーなどに興味をもつ人
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化学生命工学プログラムのカリキュラム化学生命工学プログラムのカリキュラム化学生命工学プログラムのカリキュラム化学生命工学プログラムのカリキュラム

【【【【1111年次、年次、年次、年次、2222年次（基礎知識の習得）年次（基礎知識の習得）年次（基礎知識の習得）年次（基礎知識の習得）】】】】

○○○○1111年次は年次は年次は年次は基礎的な化学基礎的な化学基礎的な化学基礎的な化学を学ぶとともに、を学ぶとともに、を学ぶとともに、を学ぶとともに、数学・物理・語学・人文社会数学・物理・語学・人文社会数学・物理・語学・人文社会数学・物理・語学・人文社会等の基礎知識を身につけます。等の基礎知識を身につけます。等の基礎知識を身につけます。等の基礎知識を身につけます。

○○○○2222年次で年次で年次で年次で有機系、物理系、生物系有機系、物理系、生物系有機系、物理系、生物系有機系、物理系、生物系の専門基礎講義が始まります。の専門基礎講義が始まります。の専門基礎講義が始まります。の専門基礎講義が始まります。

【【【【3333年次（専門講義）年次（専門講義）年次（専門講義）年次（専門講義）】】】】

○卒業研究に向けて、より○卒業研究に向けて、より○卒業研究に向けて、より○卒業研究に向けて、より専門性の高い講義専門性の高い講義専門性の高い講義専門性の高い講義が開始されます。が開始されます。が開始されます。が開始されます。

○○○○3333年前期終了時から年前期終了時から年前期終了時から年前期終了時から研究室に配属研究室に配属研究室に配属研究室に配属されます。されます。されます。されます。

【【【【4444年時（年時（年時（年時（卒業研究卒業研究卒業研究卒業研究））））】】】】

○所属研究室で専門分野の卒業研究を実施し、高度な専門知識、技術を身につけます。○所属研究室で専門分野の卒業研究を実施し、高度な専門知識、技術を身につけます。○所属研究室で専門分野の卒業研究を実施し、高度な専門知識、技術を身につけます。○所属研究室で専門分野の卒業研究を実施し、高度な専門知識、技術を身につけます。

○○○○半數以上の学生は大学院に進学半數以上の学生は大学院に進学半數以上の学生は大学院に進学半數以上の学生は大学院に進学し、さらに専門的な能力を磨きます。し、さらに専門的な能力を磨きます。し、さらに専門的な能力を磨きます。し、さらに専門的な能力を磨きます。

〇ナノマテリアル、ケミカルバイオロジー、〇ナノマテリアル、ケミカルバイオロジー、〇ナノマテリアル、ケミカルバイオロジー、〇ナノマテリアル、ケミカルバイオロジー、応用化学応用化学応用化学応用化学、高分子、高分子、高分子、高分子、環境、分析、、環境、分析、、環境、分析、、環境、分析、遺伝子工学遺伝子工学遺伝子工学遺伝子工学

大学院

前期（２年）

４年３年２年１年
後期（３年）

共通教育、基礎科目共通教育、基礎科目共通教育、基礎科目共通教育、基礎科目

英語・情報・物理・数学、人社

専門基礎科目専門基礎科目専門基礎科目専門基礎科目

基礎化学、有機化学、高分子、

物理化学、生物化学

専門科目専門科目専門科目専門科目

分析化学、環境化学、

材料化学、分子生物、医工学

高度専門科目高度専門科目高度専門科目高度専門科目

複合材料、機器・環境分析、

精密合成、生体分子・材料

卒業研究卒業研究卒業研究卒業研究 学位論文研究学位論文研究学位論文研究学位論文研究学生実験・実習学生実験・実習学生実験・実習学生実験・実習

工学部共通工学部共通工学部共通工学部共通

科目科目科目科目
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化学生命工学プログラムを担当するスタッフ（現在化学生命工学プログラムを担当するスタッフ（現在化学生命工学プログラムを担当するスタッフ（現在化学生命工学プログラムを担当するスタッフ（現在14141414名）名）名）名）

隅田 泰生 教授

専門分野：

チップテクノロジー、

糖鎖生化学

門川 淳一 教授

専門分野：

多糖化学、

高分子合成

橋本雅仁 教授

専門分野：

天然物有機化学、

免疫学、細菌学

高梨啓和 准教授

専門分野：

水道水、農薬、

精密質量分析

吉留俊史 准教授

専門分野：

分析化学、物理化学、

分光学

山元和哉 准教授

専門分野：

高分子合成、

機能性高分子

中島常憲 准教授

専門分野：

バイオアッセイ、

環境分析化学

橋口周平 助教

専門分野：

免疫学、遺伝子工学

満塩勝 助教

専門分野：

表面科学、分析化学、

近接場光学

若尾雅広 助教

専門分野：

合成化学、ナノ材料、

糖科学

新地浩之 助教

専門分野：

糖鎖工学、

ナノ材料工学

金子芳郎 准教授

専門分野：

高分子合成、材料化学

上田岳彦 准教授

専門分野：

生体関連高分子化学

石川 岳志 教授

専門分野：

計算化学、理論化学

インシリコ創薬

上田グループ・・・ハイブリッド材料上田グループ・・・ハイブリッド材料上田グループ・・・ハイブリッド材料上田グループ・・・ハイブリッド材料

上田上田上田上田 岳彦岳彦岳彦岳彦 准教授准教授准教授准教授

・・・・培養した細胞を集積して臓器を作るための形態保持材料培養した細胞を集積して臓器を作るための形態保持材料培養した細胞を集積して臓器を作るための形態保持材料培養した細胞を集積して臓器を作るための形態保持材料

・・・・特殊な機能を持った細胞だけを乗せて分離する細胞選択材料特殊な機能を持った細胞だけを乗せて分離する細胞選択材料特殊な機能を持った細胞だけを乗せて分離する細胞選択材料特殊な機能を持った細胞だけを乗せて分離する細胞選択材料

高梨・中島研究室・・・環境化学高梨・中島研究室・・・環境化学高梨・中島研究室・・・環境化学高梨・中島研究室・・・環境化学

高梨高梨高梨高梨 啓和啓和啓和啓和 准教授准教授准教授准教授

中島中島中島中島 常憲常憲常憲常憲 准教授准教授准教授准教授

・環境中の微量有害物質の分析法の開発・環境中の微量有害物質の分析法の開発・環境中の微量有害物質の分析法の開発・環境中の微量有害物質の分析法の開発

・淡水生物を用いる環境中の微量有害物質の環境影響評価・淡水生物を用いる環境中の微量有害物質の環境影響評価・淡水生物を用いる環境中の微量有害物質の環境影響評価・淡水生物を用いる環境中の微量有害物質の環境影響評価

・未知環境汚染物質の探索・構造推定技術の開発・未知環境汚染物質の探索・構造推定技術の開発・未知環境汚染物質の探索・構造推定技術の開発・未知環境汚染物質の探索・構造推定技術の開発

吉留・満塩研究室・・・表面情報化学吉留・満塩研究室・・・表面情報化学吉留・満塩研究室・・・表面情報化学吉留・満塩研究室・・・表面情報化学

吉留吉留吉留吉留 俊史俊史俊史俊史 准教授准教授准教授准教授

満塩満塩満塩満塩 勝勝勝勝 助教助教助教助教

・金属表面の形態制御技術の開発とその利用法に関する研究・金属表面の形態制御技術の開発とその利用法に関する研究・金属表面の形態制御技術の開発とその利用法に関する研究・金属表面の形態制御技術の開発とその利用法に関する研究

・金属薄膜や微粒子表面の自由電子と光との相互作用の研究・金属薄膜や微粒子表面の自由電子と光との相互作用の研究・金属薄膜や微粒子表面の自由電子と光との相互作用の研究・金属薄膜や微粒子表面の自由電子と光との相互作用の研究

・金属薄膜と光ファイバーと光を組み合わせた濃度センサーの開発・金属薄膜と光ファイバーと光を組み合わせた濃度センサーの開発・金属薄膜と光ファイバーと光を組み合わせた濃度センサーの開発・金属薄膜と光ファイバーと光を組み合わせた濃度センサーの開発

01020nm 0.51.0μm室温0 0.5 1.00μm473℃01020nm0 0.5 1.00 0.51.0μm μm
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金子グループ・・有機金子グループ・・有機金子グループ・・有機金子グループ・・有機----無機ハイブリッド材料無機ハイブリッド材料無機ハイブリッド材料無機ハイブリッド材料

金子金子金子金子 芳郎芳郎芳郎芳郎 准教授准教授准教授准教授

・規則的な分子構造をもつシルセスキオキサンの創製と機能化・規則的な分子構造をもつシルセスキオキサンの創製と機能化・規則的な分子構造をもつシルセスキオキサンの創製と機能化・規則的な分子構造をもつシルセスキオキサンの創製と機能化

・機能性有機・機能性有機・機能性有機・機能性有機----無機ハイブリッド材料の開発無機ハイブリッド材料の開発無機ハイブリッド材料の開発無機ハイブリッド材料の開発

化
学
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命
工
学
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門川研究室門川研究室門川研究室門川研究室・・・機能・・・機能・・・機能・・・機能高分子化学高分子化学高分子化学高分子化学

門川門川門川門川 淳一淳一淳一淳一 教授教授教授教授

山元山元山元山元 和哉和哉和哉和哉 准教授准教授准教授准教授

・イオン液体を利用した新規多糖材料の創製・イオン液体を利用した新規多糖材料の創製・イオン液体を利用した新規多糖材料の創製・イオン液体を利用した新規多糖材料の創製

・分岐型複合多糖材料の創製・分岐型複合多糖材料の創製・分岐型複合多糖材料の創製・分岐型複合多糖材料の創製

・多糖超分子の創製・多糖超分子の創製・多糖超分子の創製・多糖超分子の創製

橋本研究室・・・生物機能分子化学橋本研究室・・・生物機能分子化学橋本研究室・・・生物機能分子化学橋本研究室・・・生物機能分子化学

橋本橋本橋本橋本 雅仁雅仁雅仁雅仁 教授教授教授教授

橋口橋口橋口橋口 周平周平周平周平 助教助教助教助教

・・・・生物機能分子の探索生物機能分子の探索生物機能分子の探索生物機能分子の探索

・・・・分子間相互作用機構の解明分子間相互作用機構の解明分子間相互作用機構の解明分子間相互作用機構の解明

・・・・アレルギー、腫瘍、感染等による疾患を改善する医薬分子の創製アレルギー、腫瘍、感染等による疾患を改善する医薬分子の創製アレルギー、腫瘍、感染等による疾患を改善する医薬分子の創製アレルギー、腫瘍、感染等による疾患を改善する医薬分子の創製

隅田研究室・・・生体分子コンジュゲート隅田研究室・・・生体分子コンジュゲート隅田研究室・・・生体分子コンジュゲート隅田研究室・・・生体分子コンジュゲート

隅田隅田隅田隅田 泰生泰生泰生泰生 教授、若尾教授、若尾教授、若尾教授、若尾 雅広雅広雅広雅広 助教、助教、助教、助教、

新地新地新地新地 浩之浩之浩之浩之 助教助教助教助教

・新規な・新規な・新規な・新規な糖鎖－無機複合体材料の創製と医療用材料へ展開糖鎖－無機複合体材料の創製と医療用材料へ展開糖鎖－無機複合体材料の創製と医療用材料へ展開糖鎖－無機複合体材料の創製と医療用材料へ展開

・糖鎖を利用した検査・診断システムの創成・糖鎖を利用した検査・診断システムの創成・糖鎖を利用した検査・診断システムの創成・糖鎖を利用した検査・診断システムの創成

・糖鎖の新規合成法の開発と高機能化・糖鎖の新規合成法の開発と高機能化・糖鎖の新規合成法の開発と高機能化・糖鎖の新規合成法の開発と高機能化

・複合糖質による免疫システムの制御、免疫賦活能を有する・複合糖質による免疫システムの制御、免疫賦活能を有する・複合糖質による免疫システムの制御、免疫賦活能を有する・複合糖質による免疫システムの制御、免疫賦活能を有する

新規複合糖質の探索新規複合糖質の探索新規複合糖質の探索新規複合糖質の探索
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石川研究室・・・生命計算化学石川研究室・・・生命計算化学石川研究室・・・生命計算化学石川研究室・・・生命計算化学

石川石川石川石川 岳志岳志岳志岳志 教授教授教授教授

・・・・生体分子のための量子化学計算プログラムの開発生体分子のための量子化学計算プログラムの開発生体分子のための量子化学計算プログラムの開発生体分子のための量子化学計算プログラムの開発

・・・・コンピュータを利用した感染症の新薬開発コンピュータを利用した感染症の新薬開発コンピュータを利用した感染症の新薬開発コンピュータを利用した感染症の新薬開発

・・・・凝集系の化学凝集系の化学凝集系の化学凝集系の化学反応反応反応反応シシシシミミミミュレーシュレーシュレーシュレーショョョョンンンン
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【【【【化学・製薬・化学・製薬・化学・製薬・化学・製薬・繊維繊維繊維繊維】】】】

卒業生の就職先卒業生の就職先卒業生の就職先卒業生の就職先 （（（（2012201220122012----2019201920192019））））

アース環境サービス岡野バルブ製造鹿児島トヨペットダイキン工業ダイハツ工業濱田重工不二熱学工業三井ハイテック

【【【【金属・金属・金属・金属・各種各種各種各種材料材料材料材料】】】】

【【【【電電電電気気気気電子電子電子電子】】】】

【【【【機機機機械械械械・機器・計・機器・計・機器・計・機器・計測測測測技術技術技術技術】】】】

アウトソーシングテクノロジー朝日航洋天草市役所アミューズSMBCフレンド証券鹿児島銀行鹿児島興業信用組合北九州市役所九州商船熊本市役所興農園シーテック昌平高等学校親和銀行高千穂町役場長崎県庁中津市役所ニシムタ日研トータルソーシング日本郵政Basic Japanバレットグループ姫路市役所丸三証券宮崎県警宮崎県庁宮崎市役所三好不動産八代市役所八代ひかり福祉会山形屋渡辺組

【【【【そのそのそのその他他他他】】】】旭化成小野薬品川崎技研共立製薬再春館製薬所沢井製薬三省製薬ＪＲ九州ドラッグイレブン城山薬品ゼオライト大正富山医薬品田辺三菱製薬日新薬品工業日本ヒューマンメディックボールド

ガスパル九州コーアガス

大分キヤノンマテリアル九電工京セラ宮崎富士通コンポーネント
年度年度年度年度 進学生（人）進学生（人）進学生（人）進学生（人）////卒業生卒業生卒業生卒業生((((人人人人)))) 進学率進学率進学率進学率((((％％％％))))

2018201820182018 29292929/45/45/45/45 64646464

2019201920192019 28/4828/4828/4828/48 58585858

【【【【食品食品食品食品・バイオ・医療・バイオ・医療・バイオ・医療・バイオ・医療】】】】アルフレッサファーマえがお大平製麺化学及血清療法研究所3鹿児島県薬剤師会釜屋霧島酒造クルニカルパソロジーラボラトリー健康家族康正産業サツマ化工新日本科学トーアエイヨーニプロ日本食研ホールディングスフィードフジパンフンドーキンマルハチテクノロジー山野井やまやコミュニケーションズ
【【【【システムシステムシステムシステムエエエエンンンンジニジニジニジニアアアア】】】】情報技術開発ソフト流通センターソフネットピクオス富士通鹿児島インフォネットミック南日本情報処理センター

大学院進学（他大学の大学院も含む）大学院進学（他大学の大学院も含む）大学院進学（他大学の大学院も含む）大学院進学（他大学の大学院も含む）
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【【【【化学・製薬・化学・製薬・化学・製薬・化学・製薬・繊維繊維繊維繊維】】】】

大学院修了生の就職先大学院修了生の就職先大学院修了生の就職先大学院修了生の就職先 （（（（2012201220122012----2019201920192019））））

AQUAPASSアジレント・テクノロジーアルバック九州鹿児島県環境技術協会KYB-YSダイキン工業トヨタ車体研究所バブコック日立三菱重工

【【【【金属・金属・金属・金属・各種各種各種各種材料材料材料材料】】】】【【【【電電電電気気気気電子電子電子電子】】】】

【【【【機機機機械械械械・機器・計・機器・計・機器・計・機器・計測測測測技術技術技術技術】】】】 旭化成アミダス有川商店アルプス技研井原築炉工業VSN海遊館鹿児島県庁鹿屋体育大学WDBエウレカテクノプロ・R&D社不動技研工業メイテックヤギ

【【【【そのそのそのその他他他他】】】】

アキレス旭有機材工業上野製薬栄研化学大塚製薬オカモト花王化研テック川澄化学工業関西熱化学杏林製薬クラレ興人フィルム&ケミカルズ小林製薬JSPJCRファーマ生化学工業星光PMCセメダイン大日精化工業田辺三菱製薬富田薬品西日本プラント日油日揮触媒化成日産化学工業日新薬品工業日本ケミファ日本触媒日本新薬林テレンプビオフェルミン製薬富士化学藤森工業

アイ・エム・アイ尾池工業三共理化学シーシーアイ中井工業日本ガスパーカー興産フジミインコーポレーテッド
大分キャノンマテリアル九電産業京セラ京セラドキュメントソリューションズ太陽社電気ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング宮崎富士通コンポーネントルネサスエレクトロニクス【【【【食品食品食品食品・バイオ・医療・バイオ・医療・バイオ・医療・バイオ・医療】】】】池田糖化工業イーピーエス医療システム研究所えがお鹿児島県薬剤師会熊本乳業健勝会建昌福祉会サクラファインテックシスメックスジャパンファーム新日本科学新日本科学PPD生化学工業チューケン日本医薬中央研究所デンカ生研同仁化学研究所第一三共ケミカルファーマ名古屋製酪ニチバン日本ハム惣菜富士レビオ本坊酒造マルハチテクノロジー宮崎くみあいチキンフーズ明治ホールディングスメディサイエンスプラニングワクチノーバ

【【【【システムシステムシステムシステムエエエエンンンンジニジニジニジニアアアア】】】】KSK鈴与シンワートハイテクシステム
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学科学科学科学科WebWebWebWebサイサイサイサイトトトトにににに詳詳詳詳細を細を細を細を掲載掲載掲載掲載していしていしていしていまままますすすす

受験に必要な情報から各研究室の研究内

容まで様々な情報を公開しています。

（http://www.cb.kagoshima-u.ac.jp/）

鹿児島大学化学生命工学科 検索

北興化学工業リンテック三菱ケミカル三菱レイヨンミズノ



Information Science 

and Biomedical Engineering

先進工学科

情報・生体工学プログラム

ヒトとコンピュータを繋ぐ！ヒトとコンピュータを繋ぐ！ヒトとコンピュータを繋ぐ！ヒトとコンピュータを繋ぐ！

～未来を一緒に創造しよう～～未来を一緒に創造しよう～～未来を一緒に創造しよう～～未来を一緒に創造しよう～

Information Science and Biomedical Engineering

プログラムの概要

「ヒトとコンピュータを繋ぐ」「ヒトとコンピュータを繋ぐ」「ヒトとコンピュータを繋ぐ」「ヒトとコンピュータを繋ぐ」

平成21年度に情報工学科と生体工学科・生体電子工学コースの

特色を生かして新たに誕生した

◎どのようなことが学べるのか

本プログラムでは、高度な情報福祉社会実現のための基盤技術として、

 情報システム工学情報システム工学情報システム工学情報システム工学

 脳認知工学脳認知工学脳認知工学脳認知工学

 生体計測工学生体計測工学生体計測工学生体計測工学

などを総合的に学修することが可能

◎どのような人材育成を目指しているのか

世界をリードする技術を追求できる専門的な能力と倫理的判断力を

持った技術者の育成を目指す
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教育研究分野の概念図

＜情報システム工学＞＜情報システム工学＞＜情報システム工学＞＜情報システム工学＞

＜脳認知工学＞＜脳認知工学＞＜脳認知工学＞＜脳認知工学＞

＜生体計測工学＞＜生体計測工学＞＜生体計測工学＞＜生体計測工学＞

ヒトの状態の計測ヒトの状態の計測ヒトの状態の計測ヒトの状態の計測

情報処理と情報処理と情報処理と情報処理と

ネットワークネットワークネットワークネットワーク

知の理解と応用知の理解と応用知の理解と応用知の理解と応用

インテリジェントインテリジェントインテリジェントインテリジェント

システムシステムシステムシステム

知能ロボット知能ロボット知能ロボット知能ロボット

脳型脳型脳型脳型

コンピュータコンピュータコンピュータコンピュータ

ヒトの理解ヒトの理解ヒトの理解ヒトの理解

ヒトの内的状態推定ヒトの内的状態推定ヒトの内的状態推定ヒトの内的状態推定

脳活動脳活動脳活動脳活動

計測システム計測システム計測システム計測システム

ＭＥ信号処理ＭＥ信号処理ＭＥ信号処理ＭＥ信号処理

画像診断の自動化画像診断の自動化画像診断の自動化画像診断の自動化

医用機器の医用機器の医用機器の医用機器の

ネットワーク化ネットワーク化ネットワーク化ネットワーク化

先端的情報先端的情報先端的情報先端的情報

ネットワークネットワークネットワークネットワーク

量子コンピュータ量子コンピュータ量子コンピュータ量子コンピュータ

高次プログラミング技術高次プログラミング技術高次プログラミング技術高次プログラミング技術

情報システム工学情報システム工学情報システム工学情報システム工学

コースワークコースワークコースワークコースワーク

認知生体システム工学認知生体システム工学認知生体システム工学認知生体システム工学

コースワークコースワークコースワークコースワーク

ヒトに優しいヒトに優しいヒトに優しいヒトに優しい

情報システム情報システム情報システム情報システム

Information Science and Biomedical Engineering

情報・生体工学

 情報・生体工学プログラムとは？情報・生体工学プログラムとは？情報・生体工学プログラムとは？情報・生体工学プログラムとは？
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＜情報システム工学＞＜情報システム工学＞＜情報システム工学＞＜情報システム工学＞ ＜脳認知工学＞＜脳認知工学＞＜脳認知工学＞＜脳認知工学＞
＜生体計測工学＞＜生体計測工学＞＜生体計測工学＞＜生体計測工学＞ヒトの状態の計測ヒトの状態の計測ヒトの状態の計測ヒトの状態の計測

情報処理と情報処理と情報処理と情報処理とネットワークネットワークネットワークネットワーク 知の理解と応用知の理解と応用知の理解と応用知の理解と応用
インテリジェントインテリジェントインテリジェントインテリジェントシステムシステムシステムシステム知能ロボット知能ロボット知能ロボット知能ロボット脳型脳型脳型脳型コンピュータコンピュータコンピュータコンピュータヒトの理解ヒトの理解ヒトの理解ヒトの理解

ヒトの内的状態推定ヒトの内的状態推定ヒトの内的状態推定ヒトの内的状態推定
脳活動脳活動脳活動脳活動計測システム計測システム計測システム計測システムＭＥ信号処理ＭＥ信号処理ＭＥ信号処理ＭＥ信号処理画像診断の自動化画像診断の自動化画像診断の自動化画像診断の自動化

医用機器の医用機器の医用機器の医用機器のネットワーク化ネットワーク化ネットワーク化ネットワーク化
先端的情報先端的情報先端的情報先端的情報ネットワークネットワークネットワークネットワーク量子コンピュータ量子コンピュータ量子コンピュータ量子コンピュータ
高次プログラミング技術高次プログラミング技術高次プログラミング技術高次プログラミング技術

情報システム工学情報システム工学情報システム工学情報システム工学コースワークコースワークコースワークコースワーク 認知生体システム工学認知生体システム工学認知生体システム工学認知生体システム工学コースワークコースワークコースワークコースワーク

ヒトに優しいヒトに優しいヒトに優しいヒトに優しい情報システム情報システム情報システム情報システム
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研究グループ構成（16グループ）

情報・生体工学プログラム情報・生体工学プログラム

画像情報研究グループ画像情報研究グループ

メディア情報工学研究グループメディア情報工学研究グループメディア情報工学研究グループメディア情報工学研究グループメディア情報工学研究グループメディア情報工学研究グループメディア情報工学研究グループメディア情報工学研究グループ

視覚情報工学研究グループ視覚情報工学研究グループ 神経情報学研究グループ神経情報学研究グループ

認知脳科学研究グループ認知脳科学研究グループ

システムシミュレーション研究グループシステムシミュレーション研究グループシステムシミュレーション研究グループシステムシミュレーション研究グループシステムシミュレーション研究グループシステムシミュレーション研究グループシステムシミュレーション研究グループシステムシミュレーション研究グループ

数理情報研究グループ数理情報研究グループ

画像認識研究グループ画像認識研究グループ

数値シミュレーション研究グループ数値シミュレーション研究グループ数値シミュレーション研究グループ数値シミュレーション研究グループ数値シミュレーション研究グループ数値シミュレーション研究グループ数値シミュレーション研究グループ数値シミュレーション研究グループ 非線形生物学研究グループ非線形生物学研究グループ

分子情報工学研究グループ分子情報工学研究グループ

生体計測工学研究グループ生体計測工学研究グループ

計算物理学研究グループ計算物理学研究グループ

視覚情報処理研究グループ視覚情報処理研究グループ

聴覚コンピューティング研究グループ聴覚コンピューティング研究グループ聴覚コンピューティング研究グループ聴覚コンピューティング研究グループ聴覚コンピューティング研究グループ聴覚コンピューティング研究グループ聴覚コンピューティング研究グループ聴覚コンピューティング研究グループ 超解像研究グループ超解像研究グループ

http://www.ibe.kagoshima-u.ac.jp/

に今すぐアクセス
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講義科目

情報生体システム工学基礎

応用数学

情報数学

情報生体システム工学実験

電気回路学・演習

電気磁気学・演習

ソフトウェア工学

プログラミング序論

プログラミング演習

プログラミング言語

マルチメディア

計算機ネットワーク

オペレーティングシステム論

情報理論

計算機工学

人工知能

自然言語処理

情報計測工学

情報セキュリティ

電子物性基礎

生体機構学

電子回路

計算物理学

生体情報工学

電気化学

分子コンピュータ

データベース

アルゴリズムとデータ構造

共通教育科目

教養科目

情報科学科目

外国語科目

体育・健康科目

基礎教育科目

工学基礎科目

生産工学論

エレクトロニクス論

材料科学論

科学技術論

環境工学論

エネルギー工学論

実践経営論

情報システム工学科目情報システム工学科目

脳認知工学科目脳認知工学科目 生体計測工学科目生体計測工学科目

情報倫理学

数値解析

オートマトンと言語理論

信頼性工学

画像情報処理

情報通信工学

ヒューマンインターフェイス
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職業別コースの設定

 ソフト技術者コース：ソフト技術者コース：ソフト技術者コース：ソフト技術者コース：

ソフトウェア工学，言語処理系，情報通信工学，ソフトウェア工学，言語処理系，情報通信工学，ソフトウェア工学，言語処理系，情報通信工学，ソフトウェア工学，言語処理系，情報通信工学， ・・・・・・・・・・・・

 メディア関連技術者コース：メディア関連技術者コース：メディア関連技術者コース：メディア関連技術者コース：

ソフトウェア工学，人工知能基礎，画像情報工学，ソフトウェア工学，人工知能基礎，画像情報工学，ソフトウェア工学，人工知能基礎，画像情報工学，ソフトウェア工学，人工知能基礎，画像情報工学， ・・・・・・・・・・・・

 情報ネットワーク技術者コース：情報ネットワーク技術者コース：情報ネットワーク技術者コース：情報ネットワーク技術者コース：

符号理論，計算機構論，光通信工学，符号理論，計算機構論，光通信工学，符号理論，計算機構論，光通信工学，符号理論，計算機構論，光通信工学， ・・・・・・・・・・・・

 論理回路設計技術者コース：論理回路設計技術者コース：論理回路設計技術者コース：論理回路設計技術者コース：

シミュレーション工学，デジタル回路，信号処理工学，シミュレーション工学，デジタル回路，信号処理工学，シミュレーション工学，デジタル回路，信号処理工学，シミュレーション工学，デジタル回路，信号処理工学， ・・・・・・・・・・・・

 電気技術者コース電気技術者コース電気技術者コース電気技術者コース：：：：

電気回路工学電気回路工学電気回路工学電気回路工学，，，，制御システム制御システム制御システム制御システム，，，，電磁気学電磁気学電磁気学電磁気学，，，， ・・・・・・・・・・・・

 医用電子関連技術者コース医用電子関連技術者コース医用電子関連技術者コース医用電子関連技術者コース：：：：

生体計測工学生体計測工学生体計測工学生体計測工学，，，，光通信工学光通信工学光通信工学光通信工学，，，，神経情報システム神経情報システム神経情報システム神経情報システム，，，， ・・・・・・・・・・・・

 通信関連技術者コース通信関連技術者コース通信関連技術者コース通信関連技術者コース：：：：

通信工学通信工学通信工学通信工学，，，，電子回路電子回路電子回路電子回路，，，，光通信工学光通信工学光通信工学光通信工学，，，， ・・・・・・・・・・・・

Information Science and Biomedical Engineering

卒業後の進路：大学院進学が約半数

 学部卒業生数学部卒業生数学部卒業生数学部卒業生数 75757575名名名名

・・・・大学院進学大学院進学大学院進学大学院進学 43434343名名名名

・・・・民間企業就職（情報通信業、製造業、他）民間企業就職（情報通信業、製造業、他）民間企業就職（情報通信業、製造業、他）民間企業就職（情報通信業、製造業、他） 26262626名名名名

富士通富士通富士通富士通㈱㈱㈱㈱

ＮＴＴフィールドテクノＮＴＴフィールドテクノＮＴＴフィールドテクノＮＴＴフィールドテクノ

セントラルソフト㈱セントラルソフト㈱セントラルソフト㈱セントラルソフト㈱

安川情報システム㈱安川情報システム㈱安川情報システム㈱安川情報システム㈱

三菱電機インフォメーションネットワーク三菱電機インフォメーションネットワーク三菱電機インフォメーションネットワーク三菱電機インフォメーションネットワーク

JRJRJRJR九州旅客鉄道九州旅客鉄道九州旅客鉄道九州旅客鉄道

鹿児島信用金庫鹿児島信用金庫鹿児島信用金庫鹿児島信用金庫

九州日立システムズ、他九州日立システムズ、他九州日立システムズ、他九州日立システムズ、他

・・・・公務員公務員公務員公務員1111名名名名

8

大学院57%一般企業35%公務員1% 公務員志望5% その他1%



Information Science and Biomedical Engineering

進路： 大学院終了後は大手企業へ

 大学院修了生大学院修了生大学院修了生大学院修了生４４名４４名４４名４４名

博士前期課程の博士前期課程の博士前期課程の博士前期課程の主な一般企業就職先主な一般企業就職先主な一般企業就職先主な一般企業就職先

・・・・情報通信業情報通信業情報通信業情報通信業 23232323名名名名

三菱電機情報ネットワーク㈱三菱電機情報ネットワーク㈱三菱電機情報ネットワーク㈱三菱電機情報ネットワーク㈱

日立グループ各社日立グループ各社日立グループ各社日立グループ各社

NECNECNECNECグループ各社グループ各社グループ各社グループ各社㈱㈱㈱㈱

ドコモシステムズドコモシステムズドコモシステムズドコモシステムズ㈱㈱㈱㈱

富士通グループ各社富士通グループ各社富士通グループ各社富士通グループ各社

東京コンピュータサービス東京コンピュータサービス東京コンピュータサービス東京コンピュータサービス㈱㈱㈱㈱、他、他、他、他

・・・・製造業（メーカー）製造業（メーカー）製造業（メーカー）製造業（メーカー）：：：：16161616名名名名

㈱㈱㈱㈱東芝東芝東芝東芝

キャノンキャノンキャノンキャノン㈱㈱㈱㈱

ファナックファナックファナックファナック㈱㈱㈱㈱

三菱電機、他三菱電機、他三菱電機、他三菱電機、他

・・・・公務員公務員公務員公務員：：：：2222名名名名

9

情報通信52％製造業36％
公務員5％ その他7％

Information Science and Biomedical Engineering

主な就職先企業名リスト（過去５年）

富士通，富士通，富士通，富士通，富士通鹿児島インフォネット富士通鹿児島インフォネット富士通鹿児島インフォネット富士通鹿児島インフォネット及びグループ（及びグループ（及びグループ（及びグループ（

以下，以下，以下，以下，GGGG）各社，三菱電機，三菱自動車，三菱重工及）各社，三菱電機，三菱自動車，三菱重工及）各社，三菱電機，三菱自動車，三菱重工及）各社，三菱電機，三菱自動車，三菱重工及

びびびびGGGG各社，日立メディコ，日立アロカメディカル及び日各社，日立メディコ，日立アロカメディカル及び日各社，日立メディコ，日立アロカメディカル及び日各社，日立メディコ，日立アロカメディカル及び日

立立立立GGGG各社，各社，各社，各社，NTTNTTNTTNTTドコモ及びドコモ及びドコモ及びドコモ及びNTTGNTTGNTTGNTTG各社，各社，各社，各社，NECNECNECNEC及び及び及び及びGGGG各各各各

社，社，社，社，京セラ京セラ京セラ京セラ, , , , ソニーセミコンダクタソニーセミコンダクタソニーセミコンダクタソニーセミコンダクタ,,,,東芝及び東芝及び東芝及び東芝及びGGGG各社，キ各社，キ各社，キ各社，キ

ヤノン，トヨタ自動車，ヤノン，トヨタ自動車，ヤノン，トヨタ自動車，ヤノン，トヨタ自動車，トヨタ車体研究所トヨタ車体研究所トヨタ車体研究所トヨタ車体研究所及び及び及び及びGGGG各社，各社，各社，各社，

富士電機，富士電機，富士電機，富士電機，南日本情報処理センター南日本情報処理センター南日本情報処理センター南日本情報処理センター，リコー及び，リコー及び，リコー及び，リコー及びGGGG

各社，セイコーエプソン，ファナック，ヤフー，オムロ各社，セイコーエプソン，ファナック，ヤフー，オムロ各社，セイコーエプソン，ファナック，ヤフー，オムロ各社，セイコーエプソン，ファナック，ヤフー，オムロ

ン，九州電力，九州旅客鉄道，ソフトバンク，凸版印ン，九州電力，九州旅客鉄道，ソフトバンク，凸版印ン，九州電力，九州旅客鉄道，ソフトバンク，凸版印ン，九州電力，九州旅客鉄道，ソフトバンク，凸版印

刷，安川電機，刷，安川電機，刷，安川電機，刷，安川電機，岩崎産業岩崎産業岩崎産業岩崎産業，，，，KDDI, KDDI, KDDI, KDDI, コーエーテクモ，島コーエーテクモ，島コーエーテクモ，島コーエーテクモ，島

津製作所，村田製作所津製作所，村田製作所津製作所，村田製作所津製作所，村田製作所



Information Science and Biomedical Engineering

むすび

 情報・生体工学プログラムとは？情報・生体工学プログラムとは？情報・生体工学プログラムとは？情報・生体工学プログラムとは？

– 「情報と生体が学べる」ユニークなところ

 コンピュータ（ソフトウェア・ハードウエア）や生体機コンピュータ（ソフトウェア・ハードウエア）や生体機コンピュータ（ソフトウェア・ハードウエア）や生体機コンピュータ（ソフトウェア・ハードウエア）や生体機

能に興味のある学生さんに是非紹介していただけ能に興味のある学生さんに是非紹介していただけ能に興味のある学生さんに是非紹介していただけ能に興味のある学生さんに是非紹介していただけ

ればとお願い致します！ればとお願い致します！ればとお願い致します！ればとお願い致します！
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日本でも、とても日本でも、とても日本でも、とても日本でも、とても

ユニークなユニークなユニークなユニークな

ところです！ところです！ところです！ところです！



建築学科紹介 SINCE 1945

1954年に設置された建築学科は

単独の学科体制を維持して、

建築設計の教育を軸に多角的で多

様な教育プログラムを構築して、

社会で活躍する建築技術者の育成

を目指しています。

建築学プログラムの推薦入試Ⅱの一部で大学入学共通テストの合格者最低基準が引き下げられました。

大学ホームページでご確認ください。



建築学科の教育理念

文明の発祥以来、美しく快適で安全な建物を作る技術が開発さ

れています。本学科は、人類の建築文化の遺産を継承しつつ、

地球環境の保全に配慮しながら現代の科学技術を総合的に利用

して、建築空間と生活環境の創造に貢献できる人材を育成しま

す。

近代建築のはじまり サヴォワ邸（設計：ル・コルビュジ

エ） 建築１新



サグラダファミリア大聖堂

設計：アントニオ・ガウディ建築１新

設計：ザハ・ハディド・アーキテクト

地域の歴史的建築 加世田麓

世界中に多様な建築、設計案がある

建築２新

新入生の現場見学2年生学外実習（水路閣にて）

建築設計の講評会

多様な方法で建築を学びます



どのようにつくられているか？

なぜそのような「かたち」になったのか？

暗記するのでなく理由を考えること？疑問を持たなければ何もはじまらない

『覚える』から『考える』へ

イギリスが誇る世界最古の鉄橋アイアンブリッジ学生と共に調査(2014年9月)

建築学科では以下のような学生を求めています‼ アドミッションポリシーアドミッションポリシーアドミッションポリシーアドミッションポリシー

建築の役割は、個々の建物から都市までを対象として、学術と技術と芸術の３

つの面を融合して、人々に快適な空間を創造することです。建築学科では、数

学、理科、語学、地理歴史、公民に関する基礎学力を有し、科学と芸術と社会

の広い分野に関心を持つ次のような学生を求めています。

建築を造りたいという情熱を持っている人

建築と人間や社会や環境との関係に興味がある人

建築デザインの分野で能力を活かしたいと考えている人

安全で美しい建築を造る技術に関心のある人

国際文化会館再生 （設計：鰺坂徹） カキノキノイエ（設計：柴田晃宏） 星ヶ峯の住宅（設計：鷹野敦）



建築の３つの分野

建築

計画/デザイン

建築設計

建築計画

都市計画

意匠・歴史

構造/材料

構造設計

耐震・免震

風圧・振動

施工・生産

環境/設備

設備設計

日照・日射

断熱・気密

光・音・熱

７名

３名

４名

建築４新

研究分野/建築設計・計画

建築学科では、主に

「建築設計・計画」

「建築構造・生産」

「建築環境・設備」

の３つの分野で、各研究室毎に研究

活動が行われています。

使いやすく、かつデザイン的にも優れた建物

をどのようにして創り出すかを考える。

カウルハウス(設計：柴田晃宏准教授）

衆議院議員会館

（設計：鰺坂徹教授：三菱地所設計）

ハララハウス(設計：増留麻紀子助教）



建築４新

地震などで壊れない建物を作るにはどのよう

な材料と形態を用いるのが最適かを考える。

■

研究分野建築/構造・生産

建築学科では、主に

「建築設計・計画」

「建築構造・生産」

「建築環境・設備」

の３つの分野で、各研究室毎に

研究活動が行われています。

ベルギーリエージュ駅 学生と共に調査(2019年9月)

コンピュータによる構造最適化で形態を検討

(設計：スペインの建築家サンティアゴ・カラトラヴァ)

■

地球への負荷が少なく、快適な環境を作るに

はどのような設備・環境が最適かを考える。

研究分野/建築環境・設備

建築学科では、主に

「建築設計・計画」

「建築構造・生産」

「建築環境・設備」

の３つの分野で、各研究室毎に研

究活動が行われています。

屋上緑化が施されたかごしま環境未来館

(設計：日建設計)   23. 0  23. 0

  30. 0  30. 0

  37. 0  37. 0

  44. 0  44. 0

  51. 0  51. 0

  58. 0  58. 0

  65. 0  65. 0

  72. 0  72. 0

  79. 0  79. 0

RG: 1 ε : 0 . 9 0 SC: FAST

(100.0)

(-20.0)

09/07/14

13:59:24

a

38.0

1.00

屋上緑化前 08/07/24 14時撮影

屋上緑化後 09/07/14 14時撮影

ミスト噴霧による学校教室の暑熱環境の改善実験

2009年9月 名山小学校



建築３新

スケッチ
模型

建築設計の演習では建物の模型や図面を作成し、魅力的な建物の計画を発表します。

建築３新建築設計の演習では建物の模型や図面を作成し、魅力的な建物の計画を発表します。



建築計画

構造

環境

の3分野を14名の教員が担当します

改修の終わった明るい建築学科棟で学びます改修の終わった明るい建築学科棟で学びます改修の終わった明るい建築学科棟で学びます改修の終わった明るい建築学科棟で学びます



改修の終わった明るい建築学科棟で学びます改修の終わった明るい建築学科棟で学びます改修の終わった明るい建築学科棟で学びます改修の終わった明るい建築学科棟で学びます

改修の終わった明るい建築学科棟で学びます改修の終わった明るい建築学科棟で学びます改修の終わった明るい建築学科棟で学びます改修の終わった明るい建築学科棟で学びます



建築に興味のある学生を歓迎します


