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7つの大学をPick UP！
金沢工業大学、九州工業大学、九州産業大学、西日本工業大学、福井工業大学、福岡大学、福岡工業大学

未来研究所
理工ガールたちのリアルなエピソードに Zoom UP!

情報系、機械系、電気・電子系、建築・デザイン系、化学・生命科学系、数学・物理系

！





女子学生に優しいKSUだから、自由でのびのびとした時間があなたを迎えます。

学生食堂「アルテリア」の地下「あるちか」に

は、文具や画材を揃えた売店に加えて、ソ

ファーなどを配置したフリースペースがあり、

女子学生が周りを気にせずくつろげる空間と

して、女性専用エリアも用意しています。コー

ヒーを飲みながら友人と話したり、集中して課

題に取り組んだり。リラックスできる雰囲気の

中、思い思いの時間を過ごすことができます。

好きなことを見つけること、語り合える友人と出会うこと、自分らしく過ごすこと。

ファッション、メイク、立ち居振る舞

いなど、何かと気を配るところが多い女

子学生の就職活動。KSUでは、求人紹介や

履歴書添削などに加えて、頑張る女子学

生を後押しする特別プログラムも充実

しています。

プロの現役モデルが歩き方やおじぎの

仕方などの指導を行う「就職活動マナー

講座」や、好感を持たれるメイク方法を学

ぶ「メイク講座」など、就職活動に必要なマ

ナー全般を身に付けることができます。

第一印象で差をつけて、自信を持って

自分をアピールしよう！

いつも私が私で いられる場所。

女子学生のための就職支援も充実

あるちか

3号館にあるブラウンベースのシックな

パウダールームは、驚くほど広々とした一

流ホテルのような豪華な空間。スタンディ

ングで利用できる超大型の鏡に加え、照明

付きのメイクミラーも用意されており、こ

れなら順番待ちで困る心配もありません。

授業終わりはもちろん、授業の合間にも気

分の切り替えにぴったりの場所です。

キャンパス中心部の2号館にある、女子学生

のための憩いの場「くすぐる～む」。アロマが

香る心地良い空間で、勉強や読書はもちろん、

友人とのおしゃべりの場としても利用できま

す。卒業生が職員として在室しており、大学生

活の悩みなどを相談できるのが特徴。女子学

生デザインの公式キャラクター「くすぐる

ちゃん」が出迎えてくれます！

就職活動マナー講座 &メイク講座

くすぐる～む

パウダールーム
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理工系大学への進路は、
すべての女子高校生の選択肢のひとつ
　女子中高生の皆さんが受験する大学を選ぶとき、その基

準の1つに、「理系の大学か、文系の大学か」を挙げる人も少

なくないと思います。近ごろは高校生の時点で文系・理系に

クラス分けがされていることも珍しくはなく、早い人では中学

生の段階で文理選択をしていることになります。

　皆さんの中には、「私は文系だから、理工系には進学はで

きない」と考えている人もいるでしょう。もちろん、自分の得意

科目を生かして進学することも大切です。ですが、文系の人

が理工系の道に進むことが不可能かといえば、必ずしもそう

ではありません。それだけではなく、文系の力が身についた

文理選択の先に
ある、

あなたの
未来とは？

人が理系の道に進むことで、「総合力」のある人材として活躍

できる可能性が高いのです。

　また、理工系と文系、両方の進路に興味があって迷ってい

る人は、テストの点数だけで志望校を決めるのではなく、「自

分が将来どんなことをやってみたいか？」を意識して、文理に

こだわらず色んな大学を覗いてみてください。

　ここでは、文理選択を既に終えた人も、迷っている人にも、

すべての人に「理工系への進学」という選択肢があること

を知っていただきたいと思います。

理工系大学の研究室や、
企業の商品開発の現場には
女性ならではの感性が求められている！
　住宅や電化製品、自動車といった商品は性別に関係なく

幅広い人々が利用しますが、とりわけ生活家電や化粧品を利

用する割合は、男性に比べ女性の方が多いといわれていま

す。また、生活の多様化により、これまで男性が多くの割合を

占めていた商品に関しても、女性が利用する機会は年々増え

ているのです。

　そういった世の中の流れを受け、商品の企画やデザインに

女性ならではの感性が求められる場面が増え、多くの企業

で女性エンジニアの需要は高まっています。

　多面的に物事を検証・追究することが求められる理工系

の研究室においても、女性の視点が加わることはとても有意

義であり、女性が歓迎されない研究室など無いといっても過

言ではありません。

　しかし、そういった需要の高まりに反し、女性研究者の数は

男性に比べて低いというのが現状です。日本は先進国の中

で、最も女性研究者の割合が低いといわれています。グロー

バル化が進む日本社会において、女性エンジニアや研究者

を増やすことは国の大きな課題と考えられており、改善に向

けた政策を政府が打ち出すなど、理工系女子への注目度は

これからも高まり続けると考えられます。

Humanities
文系

Science
理系

理工系進学の基礎知識

文系クラスでも

理工系進学は

できる！
商品開発の

キーワードは

「女性」
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理工系の受験なのに
文系の勉強が必要なのはなぜ？
　理工系への進学を考えている人の中には、「なぜ理系なの

に国語や社会の試験を受けなくちゃいけないの？」と疑問に

思う人もいるはず。たとえば国語は、文系私立大学の代表的

な入試教科ですが、理工系の進学において、その必要性に

疑問を感じている人もいることでしょう。しかし、理工系の研

究に欠かせない「過去の研究論文を読む→実験計画を作成

→実験→実験結果をレポートにまとめる→論文として発表す

る」……この一連の過程で、常に求められるのが「国語力」な

のです。国語力がなければ論文の内容を理解できませんし、

自分の考えを文章にまとめることもできません。

　このように、文系科目を通じて養われる力は文理の選択に

よらず大変重要なことも多く、決して「理系科目だけ得意な

ら大丈夫」ということではないのです。

　入試形態が多様化している現在では、数学や物理、化学

を苦手とする学生でも自分に合った入試方式を選び、受験

することで理工系大学への入学も可能になってきています。

　さらに、ほとんどの大学は高校での学習範囲の再理解を

助ける教育や、個別学習指導を実施しています。そのため、

数学や理科といった理系科目に不安があったとしても、「学び

たい」という意欲さえあれば、大学のさまざまなサポートを活

用して苦手を克服することもできます。

　実は理工系の世界では、公式の暗記による数学や理科の

高得点は、あまり重要視されていません。それよりも、数多く

の実験を正確に繰り返し行うには、根気と粘り強さが必要。

得手不得手にかかわらず「疑問に思ったことを知りたい、解

明したいという欲求」を地道に追究できる人が、理工系進

学に向いているといえます。

理工系大学や学部・学科の
女子学生へのサポート体制は？
女子学生のキャンパスライフをサポートするため多くの大

学が力を入れているのが、女子トイレの増設やパウダールー

ムの設置といった、理工系学部の施設環境の拡充です。

他にも、学生の相談窓口に女性教職員を多く配置してい

たり、学食に女子学生向けのメニューがあったりと、その内容

は大学によってさまざま。

オープンキャンパスで大学を訪れる際は、ぜひ「女子学生

が快適にキャンパスライフを送れる環境か？」という視点でも

見学してほしいと思います。

オープンキャンパスに
行った方がいいのはどうして？
　現在、どの大学もオープンキャンパスの回数を増やし、その内

容を充実させています。皆さんも、学校でオープンキャンパスに

ぜひ参加するようにと強く勧められているのではないでしょうか。

　こうした背景には、大学進学の状況の変化が挙げられま

す。今は「入れるか」ではなく「自分の興味のあること、やりた

いことができるか」で大学を選択し、進学する時代。そのため

に、さまざまな大学のオープンキャンパスに行き、「自分が何

を学びたいか」を見極めることが大事なのです。

　理工系学部・学科の魅力は、なんといっても研究室。研究

室公開、研究テーマなどを紹介してくれる大学のオープンキ

ャンパスへの参加は積極的に行ってみましょう。中には、研究

室の学生自らが研究を紹介してくれる大学もあり、実際の実

験風景が見学できたり、直接質問ができたりと、将来の先輩

と触れ合える貴重な機会でもあります。

　「オープンキャンパスに行ってみたいけど、どの大学を選べば

いいのか分からない」という人は、広く研究を紹介してくれる大

学のオープンキャンパスを選び、自分の好奇心をかき立ててく

れる研究テーマや研究室を探してみるのもおすすめです。

数学、理科が得意でなくても
理工系大学に進める？

▶未来への全体像を把握しておこう！ 

 「理工系進学10イヤー計画書」 P12～

▶進学にかかる費用は？奨学金って？ 

 「大学受験からのお金のはなし」 P14～

▶女子必見！大学の注目ポイントはココ！ 

 「ウチの大学ココがスゴイ！！」 P18～

▶センパイたちの姿を通して、理工系の学びを知ろう！  「未来研究所」 

Ｐ21～

理工系の学びを
実社会で

役立てるために

パウダールームや
女子専用の
スペースも

「OCがよかったから」

で、大学を決める人が

増えています

好きなことに

しっかり

取り組みたい

気になる
トピック

スをCH
ECK!
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自分の好きなこと、興味のある
こと、得意なことについて考えて
みよう。両親や友人に自分の得
意分野について聞いてみても
いいかも。

自分の興味・
関心を知る

得意科目に縛られず、自分の好
きなこと、やりたいことを見つけ、
進路を考えよう。大学主催の理
工系イベントなどに参加するのも
おすすめ。

文系・理系の
進学クラス選択

進学情報誌やインターネットを
使って、理工系学部がある大学
がどのくらいあるのか調べよう。
オープンキャンパスにも積極的
に参加しよう。

どのような大学が
あるか調べる

「理工系学部」とひと口に言って
も、学ぶ分野は実にさまざま。学
部・学科のレベルまで細かく調
べて、興味のある分野を探して
みよう。

学部・学科に
ついて調べる

知名度や偏差値に惑わされず、
本当に興味のある研究テーマで
大学を選ぶのが理想！
大学案内やWebサイトで気にな
る研究テーマを調べよう。

研究テーマに
ついて考える

尊敬できる先生の研究室で、実
験や調査に打ち込むのが理工
系の大学生活の醍醐味。気に
なる教員や研究室について、入
学前に調べておこう。

気になる教員や
研究室を探してみる

高校と違い、大学では自分で受
けたい授業を選び、大学に受講
を申請する。それが履修登録。理
工系科目に限らず、経済学や心
理学なども選べる。

履修登録に挑戦

多くの理工系大学では、1～2年
次に化学・物理・生物・数学な
ど、専門分野を学ぶうえでの基礎
固めをしながら、専門科目を学ん
でいく。

理工系の
基礎知識を再確認

大学2 ～ 3 年次に学部・
学科よりさらに細分化さ
れた「コース」を選択する
大学も多い。1～2年次に
幅広い学びに触れ、研究
分野を考えよう。

コース選択

大学卒業後、どんな仕
事に就きたいか、具体的
に考え始める時期。興
味のある仕事をインター
ンシップなどで体験して
みるのもこの時期がおす
すめ。

将来について
考える

専門的な研究テーマを
絞っていく時期。大学2～
3年次から研究室の活動
に参加できる大学も多い
ので、早めに研究室につ
いて調べておこう。

卒業研究の
テーマを考える

大学3年次の秋くらいか
ら就職活動がスタート。自
己分析で自分の強みを
知り、活躍できそうな業
界について詳しく調べて
みよう。

自己分析・
業界研究

大学4年次の4月から研
究室に配属。最近は3年
次後期から配属となる
大学も多い。自分のテーマ
で調査や実験の計画を
立て、成果を発表する。

研究室に
所属する

4年次の前期のうちに
テーマを確定し、卒業研
究がスタート。大学生活
の集大成となる「卒業論
文」作成のため、時間を
かけて研究に取り組む。

卒業研究に
取り組む

学部時代の研究テーマを
さらに深めていくのが大
学院。企業の研究職に就
くなら、大学院進学は必
須なのが最近の傾向。

研究分野を絞り
専門知識を
深める

専門機関の研究員など、エ
キスパートをめざし知識とス
キルを深めていく。国際学
会での発表機会もある。

エキスパート
としてスキルを
高める

高校

1年

理工系の大学生活とはどのようなもの？ 将来の仕事について、いつ頃考え始めればいい？ 
高校1～2年生の皆さんが、将来に不安を抱えるのは当然のこと。
そこで、大学選びから受験、大学生活、就職に至るまで、理工系進学の全体像を把握しておきましょう。
※一般的な受験、大学生活のスケジュール例を紹介しています。コース選択、研究室配属の時期は、各大学・学部により細かく異なります。

3年間
高校

2年～
大学院

理工系進学10イヤー計画書！

高校

2年

高校

3年

大学

1年
大学

2年

大学

3年

大学

4年

大学院
博士課程
（博士後期課程）
一般的に3年間

大学院
修士課程
（博士前期課程）
一般的に2年間

4年間
大学

就職活動

企業の
研究職に就く

大学で教員・
研究者をめざす道も

大学や大学院で身につけた専門的な知識と
研究スキルが仕事に直結するのが理工系の
大きな強み。出産・育児など女性のライフイベ
ントを経ても、専門スキルがあれば、同じ立場
で仕事を続けることができる。

社会人

★メーカーの研究職
★建築家
★プログラマー
★教員 etc.

国内外の学会で発表

大学3年次の秋頃から大学主催の就職セミナーや企業説
明会がスタート。企業の面接は、翌年2～4月頃がメイン。修
士課程は1年次から、博士課程は2年次から就職活動ス
タートが一般的。

確認してね！
■しながら
チェック

NOW!

理工系の大学や官公庁
が主催する高校生向け
イベントをチェック！

理工系イベント

先輩や女子の仲間と出
会うためにクラブ、サーク
ル活動にぜひ参加しよ
う。1年次から学生主体
の研究プロジェクト活動
に参加できる大学も多
い。

クラブ・サークル・
プロジェクト活動 環境保護や国際協力の

ボランティアに参加して、
視野を広げる時間がと
れるのもこの時期。

ボランティア

社会人になる前に国内
外で視野を広げたいとこ
ろ。

卒業旅行

企 業や行 政の研 究 機
関、建築・デザイン事務
所などで仕事を体験で
きる。就職活動前に参加
する学生が多い。

インターンシップ

大学の授業とバランスを
取りながら、アルバイトに
も挑戦できる。

アルバイト

大学の研究生活の集大
成。悔いの残らないよう
に全力で！

卒業論文提出！

企業のグローバル化が
進む現在、理工系の研
究者・エンジニアも語学
力が大きな強みに！

海外留学
実際に大学を訪れて、キャ
ンパスの雰囲気や研究設
備を見てみよう。各学部の
研究室も見学できる。

オープンキャンパス
□模擬試験を受け、実力を知る
□志望大学の受験方法を調べる
□志望学部の試験科目を調べる

大学受験

未来への全体像を把握しておこう
理工系進学
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お金
志望校選びには、学びの分野や学力の他に、金銭面も関わってきます。

受験から入学まで、そして入学から卒業までにどのくらいのお金がかかるのか、

チェックしてみましょう。

大学受験
のはなし

受験の前におさえておきたい

からの

国立大学（標準額）

私立大文科系学部

私立大理科系学部

医歯系学部

（円）

2,847,940

1,101,854

781,003

535,800 

授業料 施設設備費入学料

国立私立大学 初年度納付金平均額（昼間部の場合）

1,050,306

私立文系と理系は
授業料が違います

理系は、実験・実習や研究のための
環境が整っています。

282,000 

231,811

254,941

872,711

152,496

184,102

81.8万円

116.5万円

477.1万円

平成29年度
文部科学省資料

入試の種類により
出願期間や費用が異なる

大学だけでなく
地方会場でも受験が可能

保護者を支援する
「国の教育ローン」

文系・理工系
費用の差はどのくらい？

　大学受験の際は、まず志望校の入試の種類を

確認しましょう。一般入試のほか、指定校推薦や

公募制推薦、AO入試など大学独自の入試、大学

入試センター試験を利用した入試など多岐にわ

たり、それぞれ出願時期が異なります。出願時に

必要となる費用は「願書」の代金と「受験料」で、

金額は大学によってさまざま。願書代金は、有料

（1部につき1,000円前後が一般的）の大学と無

料の大学があります。大学Webサイトでの請求や

インターネット、情報誌からの一括請求が主です

が、特に一般入試の場合、大型の書店などでも販

売・配布するところも。また近年、多くの大学で『イ

ンターネット出願』を採用しています。ただし、出願

に必要な手続きをインターネット上で行える大学

と、願書の購入が必要な大学があるので注意が

必要です。大学のWebサイトなどで、入手可能時

期や入手方法などの情報を調べてみましょう。

　受験料もさまざまです。センター試験の受験

料は、2教科以下の受験で1万2,000円、3教

科以上で1万8,000円、さらに成績の通知を

希 望する際には、出願 時に手 数 料として8 0 0

円かかります。それに加え、国公立大学の2次

試験では1万7,000円程度、私立大学のセン

ター試 験 利 用入 試では、1 万 5 , 0 0 0  ～ 2 万

5,000円程度（医学系・歯学系では3万円～ 

4万円程度）の受験料が必要です。また、私立

大学の一般入試の場合は文理に関係なく、1

回の受験につき3万5,000円程度（医学系・歯

学系では4万円～ 6万円程度）がかかります。

　私立大学の受験内容は、前述の通り大学に

より異なります。特に一般入試の場合は、1学

部分の受験料で複数学部を受験できたり、セ

ンター試験を利用・併用すると受験料を減額で

きたりと、軽減制度を設けている場合もあるの

で要チェックです。

　遠方の大学を受験するとき、必ず志望する大

学まで行って試験を受けなければならない、と

いうわけではありません。全国から多くの学生

を集めるため、大学によっては本拠地から離れ

た場所にも「地方試験会場」を設けている場合

があります。

　また、受験当日だけでなく、進学相談会のよ

うな入試イベントも地方会場を設けて行ってい

る大学もあります。時間が許されるなら、地方会

場での進 学 相 談 会に参 加した上で、オープン

キャンパスで現地の様子を確かめることもでき

るのです。

　地元近くの会場で説明や試験を受けること

ができれば、その分、大学に行くための交通費

や宿泊費が軽減されます。遠方の大学の受験

を検討する際には、各地方会場の有無も確認

しておくとよいでしょう。

　「文系よりも理工系の方が、費用がかかる」と

いう印象はありませんか？

　しかし、前述の通り、文系も理工系も受験の

段階では、それほど大きな差はありません。それ

では、どこから違いが出てくるのでしょうか。左

表で確認してみましょう。

　入学料を見ても、私立大学の文科系平均と

理科系（理・工）に大きな差はありません。費用

が変わってくるのは、入学後。表のうち、初年度

のみかかる費用は入学料のみ、授業料と施設

設 備 費は在 学中、毎 年かかる費用です。私 立

大 学の文 科 系は毎 年 約 9 0 万円から、理 科 系

（理・工）は約125万円から。理工系は実験や

実習のための施設や設備などが必要となるた

め、こうした差が生じます。大学や学部によって

は年次によって変わる場合もあります。

　このような大 学 在 学中に継 続してかかる金

銭的な負担を軽減するために、教育ローンや奨

学金制度といった、企業や大学などのさまざま

な支援制度があります。

　まずは、日本政策金融公庫が運用している、

教育一般貸付「国の教育ローン」についてご紹

介しましょう。

　世帯で扶養している子供の人数によって世

帯年収（所得）の上限が異なりますが、上限額

以内の方で融資の対象となる学校であれば、

年1.36％～1.71％の固定金利（保証料別・平

成30年7月31日現在）で1人あたり350万円

以内の融資を受けることができます。返済期間

は15年以内、18年以内。入学料や授業料、受

験費用だけでなく、定期券代や在学のための

住居費用、パソコン購入費など、海外留学費、

資 格 取 得 資 金といった多 様なニーズに対 応 。

子供が1人か2人の世帯の場合、8個の要件の

うち1つに該当すれば、上限額が緩和されます。

　学校によっては一定の要件を満たす必要が

あり、入学資金は入学月の翌月末までの融資と

なりますが、受 験 前や合 格 発 表 前に申込みが

可 能です。また、通 年 受 付を行っているため、

在学中でも申し込むことができます。その際は、

必要時期の2 ～ 3か月前を目安とした申し込

みが推奨されています。

　「 国の教 育ローン」の詳 細については、日本

政策金融公庫のWebサイトをご確認ください。

お金大学受験 のはなしからの

154.1万円
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　教育ローンの他に、「奨学金制度」があります。

これは主に、大学入学時や在学中の成績、課外

活動等で優れた結果を出した学生によりよい機

会を設けること、また経済的な理由で修学が困

難な学生を支援することを目的とした制度です。

　さまざまな地方自治体や企業、団体などが独

自の条件で奨学金制度を設けています。中には

トヨタグループが設立した「トヨタ女性技術者育

成基金」のような、大学の理系学部に在籍し、

かつ工 学 系を専 攻する女 子 学 生 向けの奨 学

金給付制度もあります。

　また、奨学金には「給付型」と「貸与型」の2

種類があります。給付型は返還の必要がありま

せんが、貸与型は無利子のタイプと有利子のタ

イプに分かれており、教育ローン同様に返還義

務を伴います。いずれも卒業後、学生本人が返

還していくものであるということを念頭におき、

Webサイトなどでチェックして、有効かつ計画

的に利用しましょう。

　多くの学生が利用しているのが、日本学生支援

機構の奨学金。無利息の「第一種奨学金」と有利

息の「第二種奨学金」があります。申し込みは個人

ではなく、在学する高等学校や専修学校（高等課

程）を通して行います。第一種奨学金の選考対象

は、「特に優れた学生及び生徒で経済的理由によ

り著しく修学困難な人」で、貸与月額は学種別・設

置者・入学年度・通学形態別に定められていま

す。第二種奨学金は第一種奨学金よりもゆるやか

な基準によって選考され、2万～12万円（1万円

単位）で選択可能。在学中は無利息で、利率は経

済・金融情勢により変動しますが年利3％が上限と

されています。日本学生支援機構では、このほか

に返済不要の「給付型奨学金」も用意しています。

　 他にも、前 述の「 国の教 育ローン」に申し込

み、利用することができなかった世帯の学生を

対象とした、貸与額を5種類の額から自由に選

択できる利息ありの「入学時特別増額貸与奨

学金」があります。これは第一種奨学金や第二

種 奨 学 金と合わせ、入 学 時の一 時 金として貸

与されるものですが、入学前の貸与ではないた

め、注意が必要です。

　 募 集の 時 期は 、在 学している（ 在 学してい

た）学校で、奨学金の詳細は、日本学生支援機

構のWebサイトでご確認ください。

　日本学生支援機構の「平成28年度学生生

活調査」によると、調査時点（平成28年11月）

における最近1年間に何らかの奨学金を受給

した 大 学 学 部（ 昼 間 部 ）の 学 生 の 割 合 は 、

4 8 . 9％。大 学が「 給 費 生 制 度 」や「 特 待 生 制

度」などさまざまな名称で設置している学内奨

学金や成績優秀者への授業料・初年度納付金

減免制度を利用している学生が数多くいます。

　大学設置の奨学金の申請は、基本的に入学

後に大学の担当窓口で行いますが、中には、「入

学前予約型」の奨学金もあります。また、神奈川

大学の「給費生制度」のように、特別な入学試

験を課すケースもあります。神奈川大学の給費

生試験に合格すると入学金や委託徴収金を除

く初年度納入金が免除され、文系学生には年額

100万円、理系学生には年額130万円が4年間

給付されます。さらに、自宅外通学者には生活援

助金として年額70万円も4年間給付されます。

　また、学部生だけでなく、大学院生を対象と

した奨学金制度を設けている大学もあります。

　学部を卒業した後には、企業などへの就職

だけでなく、大学院進学という選択肢も存在し

ます。大学進学だけでなくその先の進路も踏ま

えて、志望校にどのような制度があるか、ぜひ

調べてみましょう。

　日本政策金融公庫の「国の教育ローン」や日

本学生支援機構の「海外留学奨学金」は、海

外留学も支援しています。日本学生支援機構の

海外留学奨学金には、2種類の貸与型と海外

留学支援制度（協定派遣）をはじめとする3種

類の給付型の奨学金があります。

　また、外国政府や地方自治体、民間団体もさ

まざまな海外留学向けの奨学金制度を設けて

おり、日本学生支援機構が運営する「海外留学

支援サイト」などで情報を得ることができます。

　「日本の大学のグローバル化」が叫ばれてい

る現在、独自の海外留学希望者向けの制度を

設けている大学も増えており、特に外国語の資

料や論文に触れたり国際学会に参加したりす

る機会も多い理工系の学生には、国際的な教

養が必 要とされています。海 外 留 学 向けの奨

学金なども、ぜひ率先して調べてみましょう。

　大学生活を送るにあたって必要なお金は、

大学に対して支払う分だけではありません。特

にひとり暮らしを始める場合は、アパートやマン

ションの契約時に20万円～ 40万円、月々の家

賃のほか生活費として10万円～ 15万円程度

かかると言われています。また、ひとり暮らしに

は金銭面だけでなく、セキュリティー面などの心

配もあるでしょう。これらを軽減できるよう、多く

の大学が、大学の近隣や大学内に学生寮や学

生会館、提携アパート・マンションといった、学

生のための住居を提供しています。中には管理

人が常駐しているところや、女子専用フロアや

女 子 専用ラウンジといった施 設を用意したり、

朝食や夕食を提供しているところもあります。

　また、日本人学生だけでなく外国人留学生も

入寮し、一棟の建物の中で国際感覚を養うこと

が可能な国際寮を設置している大学もあります。

ひとり暮らしを検討している場合は、志望校の提

供する施設についても、ぜひ調べてみましょう。

学生を支援する
奨学金制度

両親に経済的な負担をかけずに進学したかった私は、高校の先生や両親に勧められ「給費生試験」を受験。合格時

は、驚きとともに勉強の成果を発揮できた喜びを感じました。大学4年間の費用負担が軽減されるため、両親にも

とても喜ばれました。奨学金は、ひとり暮らしの家賃や教材の購入のほか、学費に充てています。給付型奨学金のお

かげで学業に専念できるため、精一杯学んで、将来は食品や化粧品などの研究開発に携わりたいと考えています。

「給費生制度」で、自分の夢を叶えたい

① 入学金相当額20万円
　 プラス、理工系学部 年額135万円×原則4年間＝540万円を給付（毎年継続審査有り）
② 生活援助金 年間70万円×原則4年間＝280万円を給付（毎年継続審査有り）
①＋② ＝ 合計840万円（全て返還は不要）

■神奈川大学の奨学金総額

中村 愛佳さん
神奈川大学 理学部化学科 4年

お金大学受験 のはなしからの

在学校が申し込む
日本学生支援機構の奨学金

海外への留学を
対象とした支援制度も

ひとり暮らしの
強い味方・学生寮

さまざまな大学が
独自の奨学金制度を設置

給
付
型
奨
学
金

申し込み先 高校等を通して申し込む。校長の推薦が必要

申し込み
条件

大学等に進学を予定している人で優れた資質・能力を有し、以下のいずれかに該当する人
・住民税非課税世帯や生活保護受給世帯の人
・社会的養護を必要とする人（18歳時点で児童養護施設に入所していた人など）

給付月額

【国公立】
自宅通学 2万円
自宅外通学 3万円

※社会的養護を必要とする人は、左記とは別に一時金として入学時に24万円が給付される

【私立】
自宅通学 3万円
自宅外通学 4万円

貸
与
型
奨
学
金

第一種奨学金（無利息） 第二種奨学金（利息付き） 入学時特別増額
貸与奨学金
（利息付き）

学力基準

１）申し込み時までの評定平均値が3.5以上または、
2）次の両方に該当する人

・ 家計支持者が住民税非課税または生活保護受給している、 
もしくは社会的養護を必要とする人

・ 特定分野で優れた能力を有したり、学習意欲があり、 
大学で優れた学習成績を修める見込みがある

次のいずれかに該当する人
１）申し込み時までの学習成績が学年の平均水準以上
2）特定分野で特に優れた能力を有すると認められる
3）学習意欲があり、学業を確実に修了できる見込みがある 申し込み

条件

第一種・第二種の申込者
で、低所得等を理由に日
本政策金融公庫の「国の
教育ローン」を利用できな
かった世帯が対象家計基準

（4人家族の目安）
給与所得者 : 年収747万円以下
それ以外 : 年間所得349万円以下

給与所得者 : 年収1100万円以下
それ以外 : 年間所得692万円以下

貸与月額

【国公立】
自宅通学 2万円、3万円、4万5000円
自宅外通学 2万円、3万円、4万円、5万1000円

2万～12万円（1万円単位）
※ 私立大学で12万円を選択した場合、進学時に薬学・獣医学は2万円

の増額、医学・歯学は4万円の増額が可能

貸与金額
（一時金）

10万円、20万円、
30万円、40万円、
50万円【私立】

自宅通学 2万円、3万円、4万円、5万4000円
自宅外通学 2万円、3万円、4万円、5万円、6万4000円

（※最高月額は、家計支持者の収入が一定額以上の場合、利用できない）
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理工ガールたちのリアルなエピソードに
Zoom Up！

●理工系WOMANのお仕事ルポ
神奈川大学 P22

●情報系特集
金沢工業大学 P26
九州工業大学 P28
九州産業大学 P30
西日本工業大学 P32
福井工業大学 P34
福岡大学 P36
福岡工業大学 P38

●情報系
愛知工業大学 P40
青山学院大学 P41
九州工業大学 P42
拓殖大学 P43
千葉工業大学 P44
東京工科大学 P45
東京工科大学 P46
福岡工業大学短期大学部 P47

●機械系
愛知工業大学 P48
神奈川工科大学 P49
九州工業大学 P50
東京工科大学 P51

●電気・電子系
愛知工業大学 P52

●建築・デザイン系
愛知工業大学 P53
工学院大学 P54
大同大学 P55
千葉工業大学 P56
東京都市大学 P57
東洋大学 P58
福岡大学 P59

●化学・生命科学系
愛知工業大学 P60
神奈川工科大学 P61
九州産業大学 P62
京都産業大学 P63
千葉工業大学 P64
東京工科大学 P65
福岡工業大学 P66

●数学・物理系
南山大学 P67



エコカー向け車載充電器の開発に携わる
世界中の自動車メーカーが取引先です！

いろんな学部の学生が一丸となる「神大フェスタ」

理工系の学部・学科で学んだセンパイたちは、社会に出て、
どのような活躍をしているの？　神奈川大学工学部を卒業し、
研究で培った知識とスキルを仕事に生かしているセンパイの

！ たしまみてし問訪を場職

理工系WOMANの
お仕事ルポ

理工系WOMANの
お仕事ルポ

充電器ストラテジックビジネスユニット

パナソニック株式会社
オートモーティブ社

近藤 靖子さん
KONDO Yasuko

神奈川大学 工学部
電気電子情報工学科 卒業
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CM でお馴染みの電気自動車にも、パナソニッ

ク製の充電器が搭載されていることをご存じでした

か？　私は、パナソニック株式会社オートモーティ

ブ社で電気自動車やハイブリッドカーなどエコカー

に採用されている車載充電器の開発・生産に携わ

る仕事をしています。

担当しているのは、車載充電器に使う新規部品

の採用です。精密機械である車載充電器は、100

社以上のメーカーの部品を組み合わせてできてい

ます。そこで、性能向上を追求するため、常に新

規部品を試し、いいものがあれば採用していく必

要があります。新規部品の採用にあたっては、実

際に車載充電器に組み込み、動作させて特性を評

価し、妥当性を判断します。振動による影響は受

けないか？　高温・低温環境にどのくらいの時間耐

えられるか？　といった厳しい条件をクリアするた

め、部品ごとに異なる試験を行います。私はここで、

部品メーカーの担当者に試験内容を説明したり、

試験の状況確認を行ったりしながら、新規部品の

選定から採用完了まですべての工程を管理してい

ます。街で見かける多くのエコカーに自分が選ん

だ部品が搭載されていると考えると大きなやりが

いを感じます。また、国内事業だけでなく、欧州

事業も担当しているので、自分の手がけた製品が、

日本だけでなく、海外でも使われている手応えを

感じられるのはうれしいですね。

おもちゃなどを何でも修理してくれる父に憧れ

て、小さな頃からものづくりが大好きだった私は、

中学・高校時代にパソコンに興味を持つようになり

ました。そこで、大学でも電気電子工学を専門的

に学びたいと考え、神奈川大学の工学部電気電子

情報工学科に進学しました。

大学の研究室で取り組んだのは、「医用超音波」

の研究です。具体的には、「エコー検査」などに

用いる超音波診断装置を使用した際の体内の温度

上昇分布の観測。なかでも私は、血管による熱の

運搬効果の確認を行っていました。

大学時代は、毎週実験を行い、40 枚のレポー

トを提出するような忙しい日々。ここで、目的・方法・

結果を簡潔かつ的確に書くスキルが鍛えられまし

た。その甲斐もあり、現在の仕事で部品メーカー

の担当者に試験の内容を説明したり、社内の他部

署と折衝したりする際に、自分の考えを短時間でま

とめ伝えることができています。大学時代の努力

が今の仕事にもしっかりつながっているのは、大き

な励みです。また、勉強以外では、大学祭「神大フェ

スタ」の実行委員会のメンバーとして活動してい

ました。神奈川大学は、総合大学なので、こうした

活動に参加すると理工系学部に所属しながら、文

系学部の友達とも交流がどんどん広がります。

現在携わっているプロジェクトには、国内外の関

連部署に多くのメンバーがいます。そのため、技

術的スキルだけでなく、コミュニケーション力も重

要になります。この点においても大学時代から普

段の授業や課外活動で、先生や友達に積極的に話

しかけ、信頼関係を築いていった経験が大いに活

かされています。

現在入社 5 年目。エコカーの市場が活気づいて

いるのを実感しながら、新しいことにチャレンジで

きるのは本当に幸せです。最近は海外出張やビジ

ネスメール等のやりとりで、英語でコミュニケーショ

ンをする機会も増えています。電気自動車のニー

ズは、グローバルでますます高まっています。海

外どこへ行ってもパナソニック製の車載充電器を載

せた車が走っている社会を実現できたらいいです

実験スキルと伝える技術を
大学時代に叩き込まれた

ね。

現在の目標は、お客さまの期待以上の製品を届

け続けること。取引先は、世界的メーカーばかり

なので、要求は厳しいですが、それに応えられる

だけの品質を実現していきたいです。また、仕事

と家庭をしっかり両立する技術者になりたい。私が

手がけた車載充電器を搭載した車を街で見かけた

ときに、「この車は、ママがつくった部品で走って

るのよ」なんて言ってみたいです！

実のところ、女性のきめ細かさは技術者として

必要とされている点だと日々感じています。みな

さんにもぜひ、技術者ならではの「ものづくりの

喜び」を味わってほしいです。

お客さまの期待以上の
製品を作り続けたい

さまざまな学部の仲間と
交流し視野を広げられる

神奈川大学のココが好き！

神奈川大学は、文系・理系合わせて 8 学部
を擁する総合大学です。中高一貫の女子校から、
工学部に進学した私にとって、キャンパスに文系
の女子学生がたくさんいる環境は安心材料になり
ました。一般教養科目の授業やサークル活動など
で、他学部の女子ともすぐに友達になれます。私
も英語の課題で困ったときに、外国語学部の友
達に助けてもらったりしていました（笑）。文理さま
ざまな学部の仲間とコミュニケーションをとりなが
ら、視野を広げられるのもこの大学の魅力だと思
っています。
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これが
情報学の現在形！
AIやIoTという言葉が一般化してきた現在、情報学の知識はコンピュータやネットワークだけでなく、身の回りの
さまざまなものに応用されています。幅広い研究分野の中には、女子も夢中になれるテーマがたくさんあります！

◉女子も気になる研究テーマがいっぱい！

◉さまざまな場所で活かされる情報学の学び

■Webページ制作
利用者の使いやすさや視覚的な美しさを追究す
る意識も重要に。

■ダイエットアプリの開発
プログラミング言語を習得し、自分がほしいと思
うアプリやサービスを開発してみよう！

■会話できるAIロボット
AIやシステム構築の技術を習得すれば、ロボット
と会話することも夢じゃない！

人工知能
画像認識
音声認識

センシング
制御プログラミング

ロボット
Webサイト制作
ユーザーインターフェース
人間工学

アプリ開発
インターネット

タブレット端末

音声認識
自然言語処理
セキュリティビッグデータ

IoT
クラウド

スマートスピーカー

IoT
センシング
ロジスティクス

人工知能
制御プログラミング

自動運転車
産業用ドローン

GPS
通信システム

センシング
制御プログラミング

AI（人工知能）技術の進歩でしょう。AIとはArtificial 

Intelligence（人工的な知能）の略。「人間のような知

能を機械に持たせること」あるいは「人工的な知能を

つくること」を目標に研究を進めています。

AI研究で代表的なものは、「機械学習」「自然言語

処理」「画像認識」などです。例えば「自然言語処理」

は、人間が話す言葉を理解したり、話したりする能力。

自動翻訳などが好例ですが、他にもお掃除ロボットや

冷蔵庫といった家電の音声対話システムに自然言語

処理の技術が活かされています。スマホで文字を入力

したときに、勝手に漢字やカタカナに変換してくれる

あの機能にも、実は自然言語処理が使われているんで

すよ。

AI研究が飛躍的に進歩を見せたのは、実はここ10

年ほどのことです。膨大なデータを読み込んで、一貫

性のある規則を見つけ出すことを可能にする「機械学

習」という分野の技術革新が寄与してきました。これ

の発展版で、自ら学習し、精度を高めていく「深層学習

（ディープラーニング）」という技術にも注目が集まり

ます。インターネットの発達によって取り込めるデータ

の量が飛躍的に上がったことで、人間の能力を超える

ほどの技術が生まれてきたのです。

情報技術の進歩におけるもう一つのキーワードは、

IoT（Internet of Things）です。「モノのインターネッ

ト」と訳されるこの技術は、スマホやパソコンはもちろ

ん、家電や自動車などあらゆるものがインターネット

とつながる社会基盤と考えていいでしょう。日本政府

も積極的に推進しているもので、IoTによってあらゆる

人が質の高いサービスを受けられる「超スマート社

会」の実現をめざしています。

このように、情報学は私たちの世界の基盤をつくり

上げる大事な学問です。それでは大学で「情報学」を

専攻するとどのようなことを学ぶことができるのか。情

報学の世界をのぞいてみましょう。

情報学では、コンピュータのハードウェアやソフト

ウェア、情報システムが稼働する原理、コンピュータを

構成する電子回路の基礎など情報についての基礎と

なる分野を研究します。まずは初歩的なプログラミン

グ言語や情報処理、確率・統計学などの基礎知識を

学んでから、アルゴリズム、データベース、ネットワーク

構築などの専門知識を習得。それぞれの極めたい

テーマで卒業研究に取り組みます。

具体的な研究テーマにも触れていきましょう。情報

学系の研究テーマは非常に多岐にわたりますが、ここ

では「システム開発系」「メディア系」「ネットワーク系」

の３つに大別し、その内容を説明していきます。

まずは、「システム開発系」の研究テーマから。私た

ちの生活を支える情報システムに関する研究領域で

す。情報システムというと例えば、インターネットでの

航空券・映画チケットのオンライン予約の利用、コンビ

ニや銀行のATM機能などが身近ですよね。これはごく

一部の活用例で、企業活動や社会インフラ、教育や医

療といったあらゆる分野において、業務を効率化する

情報システムはいまや欠かせないものになっていま

す。また、高度な情報システムを構築するために、これ

からは大量のデータ（通称ビッグデータ）を解析し、必

要な情報を引き出すデータサイエンティストの需要が

高まると言われています。それには前述した機械学習

やディープラーニングといったAI技術が活用される場

面がますます増えてくるでしょう。そうした先端技術を

駆使することで、情報システムはますます進化するの

です。加えて、情報システムが社会に浸透しても、その

システムをユーザーがうまく扱えなければ意味があり

ません。「ユーザーインターフェース」と呼ばれる利用

者にやさしいシステムデザインの追究も、時代が求め

る研究テーマです。

続いて「メディア系」の研究テーマについて。プログ

ラミング言語やCG（コンピュータグラフィック）制作

などの基礎技術を習得し、その技術をWebページや

アプリ、ゲームなどのメディア制作に応用していくのが

一般的な学習の流れ。AR（拡張現実）やVR（仮想現

実）などの最新技術も学ぶことができます。さらに

LINEやYouTubeといった身近なメディアに関する制

作に挑戦する機会もあります。革新的なWebサービ

スやアプリを開発できれば、将来の商品化につながる

かもしれませんよ。

最後に、「ネットワーク系」の研究では主に、冒頭に

述べたIoT社会の実現にもつながる情報通信の基盤

を学びます。具体的には、携帯電話回線やインター

ネットのしくみを追究していく分野と考えればいいで

しょう。例えばIoTの研究では、自動車同士をインター

ネットでつなぎ、互いに通信しながら走行させること

で車間距離や速度などを調整して交通事故を減らす

実験などが行われています。電子マネーやネットバン

キング、ETCなどあらゆるものがネットワークとつなが

る便利な社会ですが、一方ではプライバシーやセキュ

リティの管理に配慮する必要もあります。情報ネット

ワークの安全性を保つための研究も、今後ますます注

目されていくことでしょう。

情報学は日々進化しています。これから情報学を学

ぶ皆さんは、既存の枠組みにとらわれずに幅広い視野

で社会のニーズを見つけて、情報学の知識を応用して

いくことが求められます。そのためにもまずは、身の回

りの生活のなかで、「こういう便利な機能がほしい！」

「面白いものをつくりたい」という発想を持つ心がけが

重要です。そうした身近な疑問や興味にさまざまな角

度からアプローチできるのが、情報学の大きな魅力で

す。

情報社会が広がり続けるなか、情報系の人材不足

が深刻化しています。経済産業省の「IT人材需給に関

する調査」（2019年４月）によると、2018年の時点で

IT人材は101万人いるものの、必要な人材数に対し

て22万人が不足しています。特に「ビッグデータ」

「IoT」「人工知能」「ロボット」等に関わる技術と知識

を持った「先端IT人材」や、「クラウドコンピューティン

グ」「情報セキュリティ」に充分な知識を持ち、製品

サービスを開発できる人材が不足しているとされてい

るのです。こうした現状から、理工系の情報学の卒業

生へのニーズは今後さらに高まっていくと考えられま

す。文部科学省もAI教育の内容に新たな制度を打ち

出し、教育プログラムの拡充をはじめました。

これからは、技術を活かすアイデアやシステム構築

の面で女性らしい感性を活かせる場面もますます増

えるでしょう。本誌に登場する各大学の先輩の体験談

を参考にしながら、進路を考えてみてください。

情報技術の進歩によって社会は大きく変わろうとし

ています。スマホやパソコンといった身近な情報機器

から、自動翻訳や自動運転車といった高度な情報技

術を用いたものまで、なんだかSF映画のような世界が

広がりつつあります。とりわけ注目を集めているのは

何か
リクエストは
ありますか？

明日の天気は雨
傘をお忘れなく

明日の
天気を教えて
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金沢工業大学

自動運転システムの実証実験を
シミュレータ上で実現する

高校では環境技術科電気コースに在籍し、高校

ロボコンの全国大会に出場しました。とても楽しい

思い出で、大学でもっと本格的に回路やプログラミ

ングを勉強したいと思いました。

入学してすぐに、高校時代から関心を持っていた

中沢実教授の研究室を訪問しました。すると、研究

室でプログラミングの勉強会が開催されていること

がわかり、さっそく参加して、「Python」を勉強しま

した。「Python」は、ディープラーニング（深層学習）

など、AI分野のプログラミング言語です。それを習

得したことで、自然とAIに興味が生まれ、その後、同

じく中沢実研究室で開催されていたAIの勉強会に

も参加しました。

３年次に経験した企業との共同研究も有意義で

した。交差点で交通量を調査している人を見かける

ことがあると思いますが、それを自動化したいとい

うニーズが企業から寄せられたのです。企業の担当

者と打ち合わせを重ねる作業は、とても刺激的でし

た。

学部、大学院を通じて取り組んでいる研究テーマ

は「シミュレータ上に自動運転システムを構築する

こと」です。自動運転システムの技術は飛躍的に向

上していますが、なかなか実証実験が困難なことが

課題になっています。例えば、急に人が飛び出して

きたときに、車がどんな挙動を起こすのか、実験す

る必要がありますが、公道でテストをして、事故を引

き起こしたのでは大問題になります。シミュレータ

原点は人にやさしいものづくり
AIはあくまで実現のためのツール

金沢工業大学情報工学科卒業。同大学院工学研究科修
士課程（情報工学）修了。博士（工学）。㈱富士通研究所通
信網システム研究部研究員を経て、1996年金沢工業大
学助手。2011年教授に就任。現在、AIラボ所長。金沢市
AI技術検討委員会座長も務める。

中沢 実
工学部
情報工学科
教授

工学部 情報工学科
中沢 実研究室

2020年度、AIの授業を必修化

研究室の場所は、「Challenge Lab」
の２階にある「AIラボ」の一角です。と
てもおしゃれな空間で、棚には大量の
ガジェット（道具、装置）があり、浮か
んだアイデアをすぐに形にすることが
できます。

上ならば、あえて危険な状況を想定した実験も可能

になるわけです。

大学院修了後も、自動運転システムに関わる研究

を続けたいと思っていますが、いま悩んでいるのは、

自動運転システムをどの分野の企業が主導していく

のか、不透明な部分があることです。就職活動の前

に、その点をしっかり見極めたいと考えています。

大学院 工学研究科 情報工学専攻 博士前期課程１年 中沢実研究室
柳澤 理紗さん （秋田県立小坂高等学校出身）

高校生の頃から使っている「リラックマ」の
筆箱。そばにあると気持ちがほっこりします。

大学情報
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ドローン、脳波計、バリスタ、スマホで動かせるロボットなど、学生のアイデアを刺激するものが置かれ
ている。

中沢実研究室では企業の研究所との共同研究も学生が担当。学会での受賞も多い。

脳波で制御できる電動車椅子。ディープラーニングとい
うAI技術を用いて開発された。

私の研究の原点は、医療や福祉に役立つハード

ウェア、ソフトウェアの開発です。

最初に手がけたのは、壁までの距離を計るセン

サーを使って、室内を安全に移動できる車椅子ロ

ボットです。しかし、福祉を必要とする人の中には、

「どこに行きたい」と自分で簡単には指示できない人

もいます。そこで、ディープラーニング（深層学習）と

いうAI技術を用いて、脳波からどのような信号が出

ているときに、頭の中でどのようなイメージを持って

いるのかを分類し、利用者が言葉に出さなくても、

望む場所に移動できる電動車椅子を開発しました。

その実証実験の際に課題になったのが、脳波は

一人ひとり違うことでした。それを逆手にとって次

に挑戦したのが、脳波を指紋などのように生体認証

に活用する技術です。この研究は学会賞を受賞し、

国際学会でも発表しました。

現在は、頭の中で思いついた文章を声に出さなく

ても文字で表現する「サイレント音声認識」に、大学

院生と共同で取り組んでいます。

こうした研究の経緯を踏まえて、学生には次のよ

うなことを伝えています。最も大切なのは、自分に

とって便利なものをつくるという発想ではなく、世の

中で困っている人に光を当てること。それがイノ

ベーションを起こします。誰でも使用しているライ

ターやストローも、最初は手の不自由な人のために

生まれたのです。また、AIの可能性はどんどん膨らん

でいますが、アイデアを実現するためのツールにす

ぎません。根底に、人々にとってやさしいものをつく

りたいという動機があることが重要です。さらに、工

学を学ぶ学生なら、形にすることにもこだわるべき

です。その際、まったく新しい製品を開発するだけで

なく、既存の製品を目にしたときに、何か他の用途

で使えないか、そんな視点で物事が考えられる学

生を育てたいと考えています。

金沢工業大学では、2020年度から１年次の全

学生にAI科目を必修とするなど、AI教育の充実に

力を注いでいます。ただし、画像認識、音声認識な

ど、すでにAIが活躍している技術を示すだけでは、

学生への訴求力は低いでしょう。大事なのは、こん

な意外な分野でもAIが活用でき、社会に多大な成

果をもたらすことができるという例をたくさん見せ

ること。そうした例を豊富に生み出していくことが、

私が所長を務めるAIラボのミッションです。

理工系女子が
活躍する研究室

金沢工業大学は、日本がめざすべき未来社会の姿

「Society5.0」をリードできる学生の育成を目標にして

います。その一環として、2020年度、全学部で１年次後

学期に「AI基礎」と「ICT基礎」を必修化します。そのほ

か、IoTの基礎や、AIプログラミング、データサイエンス、

ロボティクスなどを、入門から応用、そして社会実装ま

で学べる教育体系が構築されます。

また、MITの「Media Lab」をヒントに、新技術への挑戦

の場として、2017年度に誕生したのが「Challenge 

Lab」。その２階には、AIを課題・発見に活用できるよう

に「AIラボ」も設けられています。3Dプリンタやカッティ

ングマシンなど、充実した加工設備も特色です。学生た

ちは斬新な発想とAIの活用によって、多様な社会的課

題に挑戦しています。

情
報
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Kyushu Institute of Technology

九州工業大学

人の行動を予測する人工知能を開発
卒業後は企業内ベンチャーで実用化へ！

現在、センサから得た情報をもとに、人の行動を

自動で認識するための人工知能について研究して

います。そもそもセンサとは、みなさんが手にしてい

るスマートフォンにも搭載されている、速度や角度、

明るさなどを認識するもの。歩いたり、座ったり、ド

アを開けたり…と、スマートフォンを携帯して行動す

るだけで、動作に応じた特徴的なセンサデータが記

録され「今持ち主が何をしているか」を推定すること

ができます。現在は私も、スマートフォンやスマート

ウォッチを用いて人の行動データを集積していま

す。人工知能というものは、実用化するためには膨

大なデータを集めなければなりません。しかし、セン

サの情報を集めることは途方もない作業です。そこ

で、私は機械学習の一つ「Zero-Shot学習法」を用

いて、現時点で集めた行動データを元手に、未知の

行動を推定するシステムの実用化に向け、研究を

行っています。

研究室としては病院や介護施設と連携し、そこで

働くスタッフの行動データを集める実験を行ってい

ます。ゆくゆくは今の研究が、医療や介護現場で、医

療従事者と患者双方の負担を減らす、行動認識シ

ステムとなればと嬉しいと考えています。

修士１年次からスタートした研究も、はや４年。

研究室のみんなと知恵を出し合い、協力しながら、

少しずつではありますが、実用化への手応えを感じ

始めています。そして来年、大手電気通信事業の会

社に就職することが決まっています。そこで今考え

スマホによる看護・介護記録の自動化
ビッグデータの活用で予防医療も視野に

2002年九州大学大学院システム情報科学研究科博士
後期課程修了。2009年より九州工業大学大学院工学研
究院基礎科学研究系准教授。2018年より同大大学院生
命体工学研究科、現在に至る。スマホを用いた人間行動
認識、センサ情報システムの医療応用などを研究。

井上 創造
生命体工学研究科
人間知能システム工学専攻
准教授

生命体工学研究科 人間知能システム工学専攻
井上研究室

Go Abroad! ますます進む九工大の国際化

理系に進むと、モノづくりなど社会貢
献の機会が多いと思います。モノづく
りは膨大な人が関わり、複雑な階層
の中、それぞれのエキスパートがいま
す。個々の力を出し合い、モノを生み出
す楽しさは理系ならでは！

ているのが、就職先の社内起業制度を利用し、今の

研究の実用化を目指して研究を継続すること。最後

まで自分の手で、カタチにできればと思っています。

私がもともと目指していたのは、人を笑顔にする

モノづくり。今の研究が花開き、実社会に届くまで、

まだまだ研究に手は抜けません。

大学院 工学府 工学専攻 先端機能システム工学領域 博士後期課程 ２年
松木 萌さん （私立広島なぎさ高等学校出身）

研究中は常にPC作業。目が疲れるので
ブルーライトカットメガネは必需品です。

大学情報
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介護士がスマートフォンで介護記録を入力するためのアプリケーション。入居者ごとに行動を数日
間記録していくと、徐々に自動で推定されるように。

多くの留学生が在籍する、国際的な井上研究室。研究中は常に英語が飛び交い、「英語への苦
手意識もなくなりました」と、松木さんは語ります。

First Step Program（タイ）

研究室のテーマは、社会応用の人間環境センシ

ング。センシング技術とは、センサを使って音や光、

温度などを計測する技術で、現在はさまざまな分野

に用いられています。なかでも私たちは、病院や介

護施設における実用化を目指し、スマートフォンの

加速度センサを活用して人の行動データを収集。こ

の蓄積したデータをもとに、機械学習を行っていき

ます。

実際に行ったデータ収集の実験として、介護施設

の介護士に業務中スマートフォンを携帯してもらい

ました。食事や入浴といった生活介助をするなか

で、介護士がしゃがんだり、何かを抱えたりといった

１日の動きをセンシング。入居者のベッドにもセンサ

をつけ、眠りの質も観察しました。加えて、独自に開

発した介護記録アプリに、入居者の健康状態を介

護士が入力。ある介護施設では４ヶ月にわたって

27名の介護士の行動データを収集し、合計病院３

箇所、介護施設４箇所にて実験を行いました。本来

介護記録というのは、介護士が30分に１回のサイ

クルで記録をつける施設もあり、毎日最低でも一時

間費やすといわれる大変な業務です。全国に約180

万人いるといわれている介護士の負担を考えると、

業務の効率化は急務だと感じます。

そこで、私たちが目指すのは、行動認識技術を

使った介護記録の自動化です。介護士と入居者の

行動データが集まることで、以前は手で入力してい

た介護記録アプリも、介護士の行動を認識して自動

入力され、介護記録の業務時間は約半分になりま

す。さらに、行動認識の精度を上げるために、学内に

導入された西日本最大のモーションキャプチャー

装置で、看護師、介護士の動きも解析。介護施設で

発生した事故の報告書も分析し、事故が起きやす

い時間帯やシチュエーションのパターンを解析しま

した。これにより近い将来、転倒などの事故や、体調

の急変も未然に防げるのではないかと思っていま

す。薬剤にも勝るとも劣らない、“情報薬”になること

ができるはずです。

介護施設や病院は、資金的な問題により現場に

人工知能を導入することはなかなか困難です。だか

らこそ、私たち研究者ができることがあります。思い

やアイデアをカタチにできる楽しさ、今ないモノを

ゼロからつくるやりがいは、研究室でしか体験でき

ません。未来の学生のみなさん、研究者ならではの

醍醐味を私たちと一緒に体験してみませんか？

理工系女子が
活躍する研究室

「これからの時代のエンジニアには、国際感覚や英語力

が必須」との考えのもと、近年ますます国際化に力を入

れています。海外派遣プログラムなどの教育パッケージ

を用意し、世界各国のトップレベルの教育機関と派遣

ネットワークを確立し、学生のスキルアップをサポート。

実践力を身につける海外企業インターンシップも盛んで

す。さらに、留学をサポートするための様々な経済支援を

準備しています。2018年度の海外派遣数は697人

（29ヶ国）、外国人留学生在学状況は341人（42ヶ国）、

国際交流協定校は144機関（35ヶ国・地域）と、学内外

の国際化は数字にも表れています。こうしたグローバル・

エンジニア教育によって、英語力だけでなく、積極性・

チャレンジ精神・行動力・コミュニケーション能力も養う

ことは、未来のエンジニアを育成する大学の使命です。
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Kyushu Sangyo University

周りに刺激され、支えられながら、
誰もが閲覧しやすいホームページ作りに挑戦

作ったアプリが誰かの生活を豊かにする、
ものづくりの喜びを感じてください

1991年、九州工業大学情報工学部知能情報工学科を卒
業。1993年、同大大学院情報工学研究科情報科学専攻
修士課程を修了。博士（工学）。専門分野は、計算機システ
ム・ネットワーク、ソフトウエア、電子デバイス・電子機器。

田中 康一郎
理工学部
情報科学科
教授

理工学部情報科学科
田中康一郎教授研究室

コミュニティバス運行管理支援が10の自治体に拡大
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「Pepper」用アプリの開発画面。「論理的な思考がプログラミングには大切」と田中教授 完成度100％を目指して、みんなで連携しながら第三者から依頼されたアプリを作り上げていく

久山町のイコバスなど10自治体のバスにシステムを搭載

難しい作業を代行する人工知能は、私たちの生

活を快適にしてくれるでしょう。私の研究室では、そ

んな人工知能を、スマートフォンやタブレット端末、

スマートスピーカー、感情認識ロボットといった

ハードウエアに組み込むシステムを開発していま

す。具体的には、古賀市歴史資料館の来館者数を

増やす取り組みとして、ソフトバンクロボティクスの

「Pepper」用アプリを手がけました。 「Pepper」を

授業でプログラミングの指導に活用しており、子ど

もたちが楽しみながら郷土の知識を深めることが

できるように、「Pepper」がカルタ大会の審判やク

イズの出題を行うシステムです。他にも、田川郡赤

村の観光アプリや、第三者がスマートウォッチを介

してドライバーの疲労状態を把握できるアプリ、九

州産業大学の公認アプリ「KSU」も開発。さらに、そ

れらのバージョンアップも行なっています。

もちろんこれらの作業は、研究室の学生たちが担

当しています。古賀市や赤村の担当者との打ち合わ

せには、授業の一環として参加。学外の方と接する

機会が少ない彼らにとって、このような場は社会経

験そのものです。担当者から感謝の言葉をもらうこ

ともあり、“誰かの役に立てているんだ”という自信に

つながると同時に、責任感も芽生えます。学生には、

最後まで諦めずに、プログラムが動いた時の満足

感、達成感を覚えてもらいたいですね。

80％のものを作れば良しとされる演習と違って、

第三者から依頼された開発は100％のものでなけ

ればいけません。社会に出ると100点以上のスコア

を出す人はたくさんいるので、まずは100点を目指

すことを習慣化してもらいたいと思っています。大学

生の段階でその意識を持てるかどうかは、社会に出

てから大きな差になっていくはずです。

自分が作ったアプリやシステムを誰かに使って喜

んでもらえるという経験は、なかなかできることでは

ありません。理系の学部で、貴重な体験を味わって

ください。

理工系女子が
活躍する研究室

理工学部情報科学科の稲永健太郎准教授と安武芳紘

准教授の研究室が、2016年からICT（情報通信技術）

を活用した自治体コミュニティバスのデータ整備に取り

組んでいます。対象となる自治体のバスで、乗換案内

サービス「駅すぱあと」「Yahoo！路線情報」「Google

マップ」の利用が可能となり、地域住民の“暮らしの足”

を支えています。

このたび、苅田町と久山町が加わって、ICTを使って

データ整備を行った自治体は、2019年７月時点で４市

（古賀市・宗像市・柳川市・嘉麻市）と６町（須恵町・新宮

町・芦屋町・遠賀町・苅田町・久山町）に。

今後も、ダイヤ改正時のデータ更新を行うとともに、対象

となる自治体を県外にも拡大する予定で、地域創生・地

域活性化を支える社会インフラ整備に貢献していきます。

九州産業大学
情報科学部情報科学科※ ４年 田中康一郎教授研究室
鳥巣 舞さん （私立博多女子高等学校出身）

もともとパソコンを触ることが好きだったという理

由もありますが、１つの公式を応用していく数学や物

理に面白さを感じ、大学は理系を選択しました。

入学してプログラミングの基礎を学び、３年生では

計算機のスマートフォン向けアプリを制作したり、学

内サークルのアプリに機能を追加したりしました。

現在は、卒業研究のテーマである「ユーザビリティー

を意識したホームページ制作」に取り組んでいます。古

賀市歴史資料館のホームページを対象に、年配の方

が閲覧する場合は文字を大きく、子どもが閲覧する場

合は丸みを帯びたフォントにするなど、閲覧者の年齢

やスキルに合ったページを表示するシステムを開発中

です。他にも、新入生をサポートする「ラーニング・アシ

スタント」として、ソフトバンクロボティクスの感情を

持ったパーソナルロボット「Pepper」の使い方を教え

ています。

授業では、学外の方や他学部の学生と接する機会

に恵まれています。先日は古賀市歴史資料館の担当

者と、夏休みに貸し出しする「Pepper」の活用法につ

いて話し合ったほか、写真や文字の組み方などホーム

ページの改善点も提案しました。

学部連携もスムーズで、芸術学部の学生に、ホーム

ページの色やデザインなど、自分では気付けないこと

をアドバイスしてもらうこと

も。逆に、私たちがプログラ

ミングの知識を教えるなど、

学部の垣根を越えて高め合

える関係を築いています。

好きなことに取り組んでい

る人は、とても輝いて見えま

す。難しそうだからという理

由で、理系を諦めてしまうの

はもったいないこと。興味が

あればまず挑戦してほしい

と思います。研究室のMacBookは、プログラミングや卒業
論文作成で使用。私物なみに愛着があります！

大学では、在学中にノートパソコンを
１人１台借りられます。授業やレポート
作成などで大活躍！  私が所属する田
中研究室では、４年次からMacBook
を借りられ、自分で買わなくて済むの
で、かなり助かっています（笑）。

Message

※ソフトバンクロボティクスの「Pepper」を
活用し、本学が独自に取材・制作しています

赤村の観光アプリ

※2017年４月、理工学部情報科学科に再編
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Nishinippon Institute of Technology

西日本工業大学

前進、右折、停止…と、自動車を自在に
操作する制御工学のおもしろさを実感

私は小学生のころから大の算数好き。高校生の

進路選択のときも、自然と理工系の学部のある本学

に進学しました。その中でも、興味があったものが

ロボット。テレビで見聞きしていた、AIを搭載したロ

ボットや自動制御などの技術に心惹かれ、いつしか

私もそんなロボットをつくってみたいと思うように

なりました。

そして、現在は知能制御コースで、２年次に学ん

だ機械制御の基礎知識をベースにさまざまな実験

を行っています。４人グループで実験を行っていま

すが、ゼロの状態から自分たちで話し合い、一つの

答えを導いていくことは、まるで冒険のようでとても

おもしろいです。

現在取り組んでいるのは、マイコンを用いた自動

車ロボットの制御に関する実験です。そのなかの一

つとして、ライントレースを行っています。そもそもマ

イコンとは、現在あらゆる家電にも搭載されている、

プログラム（＝命令）を実行するためのもの。自動車

が「前に進む」「右に曲がる」といったプログラムを

組み立て、そのプログラムをマイコンに転送し、自動

車に載せます。さらに、ライン（線）トレース（なぞる）

できるように、線を感知するためのセンサーを配

置。そして、実際に線を引いた紙の上に置き、いかに

早く的確に走行できるかを、都度プログラムを組み

直しつつ実験を行います。うまくいかないことも多い

ですが、プログラム通りに動いたときは、一瞬で苦

労も吹き飛びます。

より“人間らしい”義足の開発と、
未来を担う、搬送ロボットの開発に挑む

2009年九州工業大学大学院生命体工学研究科博士後
期課程単位取得退学。2009年より福岡県産業・科学振
興財団研究員。ロボットハンドの研究に従事。2010年に
ロボットの関節構造に関する研究にて博士（工学）取得。
2012年より九州工業大学研究員、2015年より同学特
任准教授に。2018年より現職。

園田 隆
工学部
総合システム工学科
准教授

工学部 総合システム工学科 電気情報工学系
園田研究室

移動ロボットの知能化を研究テーマに社会に貢献できるロボットを開発

私の学部は、実験をはじめグループ
ワークがたくさんあります。とくに実験
では、ゼロから話し合いを重ね、小さ
な失敗や成功の繰り返しの日々です。
大変なだけに、友達との絆も深まり、
今では戦友のような存在です！

グループでものづくりする魅力は、あれこれと意

見を出し合いながら、想定した通りに機能したり、

カタチになったりする楽しさと、その達成感をみん

なで共有できること。今後は、制御という分野を突

き詰め、ロボットの組み立て方、動かし方…など、

「誰にも負けない」と胸を張れるような、得意分野を

開拓していきたいです。

工学部 総合システム学科 電気情報工学系 ３年
辻 佑佳子さん （私立梅光学院高等学校）

収納力のある使い勝手バツグンの２段式
ペンケース。鏡も付いていて便利です！
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義足の研究開発にあたって、健常者用の義足を体験している様子。実際に体験してこそ、不便なと
ころ、改良点などが発見でき、それが開発のヒントになります。

園田研究室は総勢８名。学部４年次は、本格的に研究テーマを定める前に、論文をリサーチ。研究
を概観する手がかりとして、このサーベイ論文が必要不可欠に。

第３回トマトロボット競技会では、本学工学部武村准教授
の研究室が参加し、レールスタイル部門で優勝しました。

私の研究室では、「医療福祉工学」と「自律型搬

送ロボット」を２本柱に研究を進めています。2018

年からは、医療福祉工学の分野で「繊維結合型膝

継手を搭載した大腿義足による歩行機能再建に向

けた研究開発」という研究で科研費が採択され、ま

すます力を入れているところです。

まず、医療福祉工学の研究では、ロボット工学を

応用し、より人の動きに近い構造の義足を開発して

います。現在の一般的な義足というのは、四節リン

クといって本来の脚の関節とは違う構造です。人の

膝関節とは、転がるように動いたあと滑るように動

きます。実際、その動きを機構的に再現するのは難

しいため、ロボット工学で培った技術を用いること

ができないか、という仮説のもと研究を進めていま

す。そこで、ロボット工学にある生体模倣という技術

で、動物がもつ特徴的な身体特性を模倣し、より自

然な動きを分析。今後、モーションキャプチャーも

導入し、さらに“人らしい動き”を解明し、義足の設

計に役立てていく予定です。今後の目標は、既存の

義足よりも安価かつ丈夫につくること、そしてより人

らしい歩行を実現することです。義足を履いている

方は見た目を気にされる方も多く、金額的な都合で

満足いく状況にない方もいらっしゃいます。そんな

方の精神的な負荷を少しでも軽くしたいです。

搬送ロボットの研究には約６年前から関わって

いるのですが、昨年度より新たな研究がスタートし

ています。現在、搬送ロボットは、自動車工場でレー

ンからレーンへ部品を運んだり、物流センターで荷

物を運んだりと、欠かすことのできない存在です。し

かし、現状の欠点として、ロボットは施設の地面に

敷いた磁気テープを頼りに磁界を観測しながら走

行しますが、この磁気テープは定期的に張り替えが

必要になり、コスト面がネック。そこで私たちは、磁

気がなくとも空間を自身で認識できる、自律型搬送

ロボットの開発を、地元企業とタッグを組んで開発

しています。今や、世界的に工場の自動化は必至。近

い将来あらゆる場面での“モノの動き方”が変わる

でしょう。

ロボット工学は、現在では生活密着型の技術。多

彩な分野の知識が必要となり、広い視点で物事を

考える力が必要です。その点、女性研究者は全体を

俯瞰して、考察できる人が多いように思います。広

い視野と新たな発想を武器に、理工学の世界に新

たな息吹をもたらしてください。

理工系女子を
応援する研究室

移動ロボットの知能化をテーマに、「移動ロボットが現

在の社会でどのように活躍できるか」という視点から研

究、開発を行っています。現在取り組んでいるのは、農林

水産分野での活躍を目指した収穫ロボットの開発です。

農業サービス会社と連携してドローンを用いた計測を

行うなど、実際のフィールドを想定した実験を実施して

います。移動ロボットが実用化することで、人に頼ってき

た作業を自動化できるメリットは、農林水産分野だけに

とどまらず、社会全体としてもとても大きい。ロボットが

実社会で活躍するにはまだまだ多くの課題が山積して

いますが、それを解決し、社会に貢献できるロボット開

発を進めていくことが狙いです。ロボット工学に限らず、

研究は大変ですが吸収できる技術が多岐に渡っている

ので、様々な分野に応用できる技術を学びます。

情
報
系

情
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Fukui University of Technology

福井工業大学

画像処理技術を使って
「インスタ映え」画像をアップしたい

システムエンジニアの叔父の影響で、小さい頃か

らパソコンに触れる機会が多く、情報学に興味を持

つようになりました。とはいえ、情報システムコース

というと理系のイメージが強く、高校で普通科の文

系クラスだった私が、授業についていけるのか、不

安もありました。

しかし、福井工業大学の情報システムコースで

は、基礎から丁寧に教えてもらえるので大丈夫で

す。何よりも学びのモチベーションを高めてくれたの

が、１年次から必修のプログラミングの授業です。

「テストの平均点を入力すると、合否判定とコメント

が表示される」という簡単なものでしたが、自分で

考えたプログラムが実際に動きはじめると、ちょっ

とした感動が味わえます。もっと高度なことに挑戦

しようという意欲がわきました。

もう１つ興味を持った授業が、木森義隆准教授

の「画像情報処理論」です。写真の中から、例えば動

物の画像だけを鮮明に抽出する方法などが学べま

す。この画像処理技術を使えば、スマホで撮った写

真をいろいろと編集することもできそうです。「イン

スタ映え」する画像に加工して、アップしたいと思っ

ています。

授業以外で最も力を入れているのが、学友会の

活動です。

私は文化部委員長を務めており、文化部の予算

などを担当しています。そのほか、学校祭のパンフの

作成にも携わっています。

画像処理の技術を
生命学や医学などの生命分野に応用

九州工業大学情報工学科生命情報工学科卒業。同大学
院情報工学研究科博士課程修了。博士（情報工学）。東京
大学研究員、自然科学研究機構特任助教などを経て、
2018年福井工業大学准教授。共著書に『非線形画像・信
号処理モルフォロジの基礎と応用』（丸善）。

木森 義隆
環境情報学部
経営情報学科
准教授

環境情報学部 経営情報学科
木森義隆研究室

地域への貢献を目指す「AI&IoTセンター」が誕生

将来の進路は、公務員と企業でまだ
迷っています。情報コースの学びを通
して、自分なりに工夫してプログラムを
組む楽しさに目覚めたので、それを生
かせる仕事を、これからじっくり探した
いと考えています。

学友会の楽しみは、他学部・学科にもたくさんの

友人ができることです。これまであまり興味を持っ

ていなかった分野の話題で盛り上がることも多く、

考え方の幅が広がった気がします。学校祭の活動

では、学外の方々と交流する機会もあり、コミュニ

ケーション力が高まりました。就職活動にも役立つ

と感じています。

環境情報学部 経営情報学科 情報システムコース ３年
南 真生さん （福井県立大野高等学校出身）

ピンクレッドのリップ。同級生の女子学生の
誕生日プレゼントです。
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南さんに脳の立体構造を解説する木森准教授。 「AI&IoTセンター」の農業関連プロジェクトの構想図。

多様なデータをAI解析し新たな価値を創出。

私の専門分野は「バイオ・イメージ・インフォマ

ティックス（生物画像情報学）」という画像情報学と

生物学の境界領域で、比較的新しい研究分野です。

画像処理の技術を、生物学や医学などの生命分野

に生かすことをめざしています。

例えば、現代医療においては、レントゲン、CT、

MRIなど、多様な画像が病気の早期発見に役立て

られています。しかし、人間の目は絶対ではなく、見

落としてしまう可能性もあります。そこで、私が取り

組んでいるのが、自動的に病変領域を抽出する画

像診断技術です。

北海道大学との共同研究では、マウスの脳の顕

微鏡画像から、神経細胞だけを抽出し、その３次元

形態の解析を進めています。

最近では、再生医療に画像診断を活用する研究

にも力を入れています。再生医療で重要になるの

が、細胞の品質管理です。人の組織から採取した細

胞を培養して、再度人に戻すわけですが、その際、培

養している細胞の中から、できるだけ元気な細胞だ

けを取り出すことが大切になります。従来はそれを

目視で行っており、そのための専門家も存在してい

ます。しかし、品質がよくない細胞が混在してしまう

ケースも見られました。画像処理技術と、エキス

パートの目視を組み合わせることで、良質な細胞を

抽出する精度を向上させる研究が進行中です。

生物学への応用としては、電子顕微鏡の画像

データの中から、対象となるものを自動抽出する方

法を開発中です。従来はこれも生物学者の目視で

行われていました。しかし、生物関連のデータもビッ

グデータになっており、目視では大量のデータに対

応できません。また、目視には、個人の主観が入りま

す。例えば細胞などの挙動でも、どんな動きをしてい

るのか、人によって解釈が違う場合があるのです。

コンピュータを用いて、客観的に認識できるように

することで、この問題は改善されるでしょう。

福井工業大学には、2019年４月、「AI&IoTセン

ター」が開設され、私も所属しています。このセン

ターがターゲットとするのは、私がこれまで進めて

きた医療などへの応用とは、必ずしも同一ではない

かもしれません。しかし、画像から情報を抽出する

技術が生かせる点では共通しており、今後は農業な

ど、地域と密着した分野への活用にも、積極的に取

り組んでいきたいと考えています。

理工系女子が
活躍する研究室

後送

2019年４月、福井工業大学に誕生したのが「AI&IoT

センター」。AIやIoTの技術を用いて新たな価値を創出

し、地域の活性化に役立てることをめざしています。

例えば現在、宇宙の街・福井をめざす「ふくい

PHOENIXプロジェクト」が進行中で、あわらキャンパス

には北陸最大のパラボラアンテナが設置され、今年度

中には超小型衛星の打ち上げが予定されています。そ

れらが取得したデータのほか、多様なデータをクラウド

サービスで提供し、AI解析することで、土砂崩れの危険

性認識、道路補修判断、電線の損傷検査など、地域の

生活に役立てます。また、木森准教授の画像診断技術も

活用して、稲の色や形から、肥料の必要性や、適切な稲

刈りの時期を判断するなど、農家に貢献する研究も進

められます。
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Fukuoka University

福岡大学

部屋の模様替えをスマホで手軽に！
ARのバーチャルアプリを開発中

理系を目指したきっかけは、苦手な“論理的思考”

を克服するため。幼い頃、家族との日常会話のほ

か、塾で受けるテスト問題などで、物事を頭の中で

整理し、筋道立ててアウトプットすることがあまり得

意ではありませんでした。その一方で、システムエン

ジニアとして働く父の姿を見て、幼心にも父の仕事

に憧れを抱いていました。その思いから、将来は理

系に進むと決心し、中学生のときには数学を猛勉

強。すると、徐々に数学が楽しくなり、そのせいか、自

然と成績も伸びました！

これまでに蓄えた数学の知識は、現在のiPhone

アプリの開発に生かされています。インテリアに興

味があったことから、AR（拡張現実）を使ったイン

テリアコーディネートのアプリを開発中です。これ

は、iPhoneの画面上でソファや本棚といった商品

をバーチャルで空間に設置し、実際に家に置いた様

子をシミュレーションできるというもの。個人経営

の家具店では、一般利用向けのアプリ開発は費用

面でもハードルが高いため、私は個人経営のお店で

も導入しやすい、ユーザーの購買意欲を高めるアプ

リを開発したいと思っています。具体的な構想とし

ては、お店で商品を撮影したのち、その画像を部屋

でバーチャルに出現させるか、もしくは事前に部屋

を撮影し、のちにお店で部屋の画像上に商品を配

置させるなど、どちらかの手法で検討しています。今

は画像という二次元のものを三次元化して配置す

るという難題をクリアしなければなりません。完成

インテリジェントなアプリの開発を通し
アイデアを形にする力を身につける

1984年九州大学大学院総合理工学研究科情報システ
ム学専攻博士課程修了。1984年国立佐世保工業高等専
門学校講師。1986年福岡大学理学部応用数学科講師。
1992年同大学理学部応用数学科助教授。1994年プロ
グラミング創造賞受賞（共同受賞）。2003年より現職。主
軸となる研究は、「グラフアルゴリズム」と「パスカルデータ
ベースの構築と言語解析」。

白石 修二
理学部
応用数学科
教授

理学部 応用数学科
情報数学研究室

最先端の学びをバックアップする手厚い学習環境

私が通う18号館には、理学部の専門
性に特化した蔵書を揃える図書館理
学部分室があります。中央図書館に
行かずとも、研究に必要な本が読める
のでとても便利。ほかに医学部分館、
工学部分室などもあります。

までの課題は山積みです。

私たちの研究はパソコン一つあれば、研究の成

果を具現化することができます。頭の中で思い描い

たプログラムが動いた達成感は、この研究の醍醐味

です。夢に見たシステムエンジニアとして将来活躍

できるよう、在学中は今の研究を軸に幅広い知識を

身につけていきたいと考えています。

大学院 理学研究科 博士課程前期 １年
中村 有希さん （福岡県立福岡中央高等学校出身）

スマホリングは、米津玄師のグッズを愛用中。
見ているだけで気分が上がります♡
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中村さんが開発中のアプリ。現在は画面の球体に周辺環境をリアルタイムに写り込ませる機能ま
でを開発済み。写真は、広場の緑と空の青が反射している様子。

学生９名が所属する情報数学研究室。年に１度、理学部と工学部が合同合宿を行い、相互の発
表を通して研究をブラッシュアップする機会を設けています。

ゼミ全員に貸し出しされるMacBook Pro。

「社会数理・情報インスティテュート」コースで

は、データ分析や機械学習、ならびにソフトウェアの

開発が研究の主軸です。そのなかでも、私たちの情

報数学研究室では、学生たちはモバイルアプリの研

究・開発を行っています。現在、世界的に人工知能

の開発はバブルともいえる状況。中でも、私たちは

より高い知能を備えた“インテリジェントなアプリ”

の開発を目指しています。

研究室配属直後の３年次前期は、プログラミン

グの基礎を学び、後期には簡単なアプリの開発に

着手。プログラミング言語としては、アンドロイドで

あればJava、iPhoneであればSwiftという言語を

使用します。数ある言語のなかでも、Swiftはモダン

で安全性を求める新しい言語ですが、高頻度にアッ

プデートされるため、言語を暗記するというより、実

際にプログラムを組みながら、理解する方がベ

ター。仕組みが理解できれば、あとは仕様をカスタ

ムしていく本人のセンスが問われる作業です。

また、アメリカのグーグルが開発した囲碁AI

「AlphaGo（アルファ碁）」が、人類最強といわれる

プロ棋士に勝利したことも記憶に新しい昨今。大学

院の学生は、このアルファ碁の開発にも用いられた

数値計算手法の一つ、モンテカルロ法による、イン

テリジェントなアプリの開発に挑んでいます。モンテ

カルロ法とは、大量の乱数を条件式に当てはめて問

題の近似解（厳密な正解ではないもの）を求める方

法。開発するのは、今のところ人工知能も及ばない

トランプゲームの大貧民の最強プログラムです。も

ちろん、このゲームのシステムをつくるだけでなく、

インターフェースというアプリの顔ともいえる部分

も制作しなければならならないため、ユーザーの立

場に立った使い勝手のよさや、デザイン性の高さも

重要になってきます。

私たちの研究は、最終的に“モノ”ができなければ

達成とはいえません。学生のみなさんには、アイデア

を形にする力を身につけてほしいと思っています。た

だし、アプリの開発中は、エラーが発生しては修正、

の繰り返し。目標へと突き進む根気強さはもちろ

ん、研究に関連する論文を読み込める基礎知識を

身につけることも大事。基礎を怠ることなく技術を

磨き続ける人こそが、さらなるインテリジェントなシ

ステムを生み出せるはずです。

理工系女子が
活躍する研究室

学生の研究の主体はモバイルアプリの開発ですが、研

究室としての研究テーマは、グラフを対象とした理論的

研究と、パスカルデータベースの構築と言語解析です。

研究室の指導のモットーは「理論も実践も」。学生のみ

なさんには、丁寧に時間をかけて関連書籍を読んでもら

い、プログラミングの基礎となる部分を学んでもらいま

す。そうすることで、研究のモバイルアプリの制作もス

ムーズにできます。何より、機器を自在に使いこなせるこ

とが大前提。最初はとにかく作業に慣れるために、ゼミ

生全員にハイスペックのMacBookを貸し出しています。

毎年夏には情報基盤センター研究開発室と研修検討

会合宿を開催。発表でプレゼン能力を鍛えると同時に、

工学系の先生のアドバイスを交えることで、多角的に検

討する能力を伸ばします。

情
報
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Fukuoka Institute of Technology

福岡工業大学

アバターの洋服コーディネートで
人の感性の裏側にあるルールを解明

人は、美しいものや興味のあるものに出会ったと

き、直感的にいろいろな感情を抱きます。それは、

「かわいい」だったり、「おもしろそう」だったりと人

によってさまざまで、その理由も千差万別です。現在

私は、このような人の嗜好の裏側にあるルールを取

得するためのシステムを、検証実験を通して開発し

ています。

今は研究室で独自につくったアバターを用いて、

ファッションコーディネートの評価を行っています。

アバターに着用させる洋服のほか、アバターのヘア

スタイルや目の色などのパターンも用意。色味や柄

は、アニメや実際の洋服などから着想を得て、幅広

くデザインしました。実際の検証実験ではアバター

のさまざまな着用例をモニターに複数パターン提

示し、被験者にどちらが好きか選択してもらいます。

選択の際には、ある一定の時間視線を留めている

だけで、選択の意思になる可能性の高い視線情報

を採用。被験者の負担を軽減することができ、より

多くの実験結果が収集可能になります。この実験に

より、被験者の好みを学習し、その人の感性に合っ

たデザインをつくれるほか、多くの人に好まれるデザ

インの特徴というルールも獲得できるとみています。

私が小学生の頃、家族を亡くした研究者に人工

知能がそっと寄り添うAIを題材にした小説を読み

ました。こんなコンピューターを私も将来つくりた

い！と感銘。そして現在、答えが見つかっていない問

題を解いたり、この世にないものを開発したりと、理

「いいね！」「かっこいい！」といった
人が抱く感情をコンピューターが学習する

2013年関西大学大学院理工学研究科総合理工学専攻
博士後期課程修了。2014年より福岡工業大学助教に。
研究テーマは感性情報処理。ユーザーの感性情報を利用
したファッションコーディネートシステムやユーザーの嗜
好ルールを獲得するアルゴリズムの開発を行う。

竹之内 宏
情報工学部
システムマネジメント学科
助教

情報工学部 システムマネジメント学科
竹之内研究室

情報工学部 学生の自主研究活動「FITポケットラボ」

理系が苦手で理工系大学への進学を
諦めかけていました。しかし、私の所
属するシステムマネジメント学科は文
系からの志願者も多いと知り、一念発
起。今は好きな分野を学べる楽しさか
ら理系の成績も伸びました！

系の研究のおもしさを日々感じています。それは、小

学生のときに思い描いた夢に、少しずつ近づいてい

るからかもしれません。まずは来年、大学院に進学

し、感性情報処理についてより専門性を深く研究す

ることが重要だと考えています。そして卒業後はシ

ステムエンジニアとして、人や生活を支えるシステム

をつくりたいと思います。

情報工学部 システムマネジメント学科 ４年
西村 優花さん （宮崎県延岡高等学校出身）

研究室配属の際に竹之内先生からいただいた
USBメモリー。研究に欠かせません。

大学情報
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研究室のメンバーは３名。研究はパソコンでの作業がメインで、各々の実験データを共有しながら、
ブラッシュアップしていくことも多いそう。

「第７回サイエンス・インカレ」にて、サイエンス・インカレ
奨励表彰を受賞するという栄誉に輝いた瞬間。

「かわいいワンピースがほしい」「かっこいい時計

を買いたい」。そんな人の感性をコンピューターが

理解できたら、もっと生活が豊かになるのではない

か？ そんな考えのもと、私たちは新たなシステムの

研究開発を行っています。そういった研究分野を、

感性情報処理といいます。

例えば、インターネットである人が商品を購入す

る際、「好き」や「嫌い」といった直感で商品を選択す

るとします。この消費行動では、製品のメーカーに

とって、その商品のどういったデザインがよく、逆に

どんな部分が足りないのかが、とても重要な情報で

す。そこで、私たちはそういった人の感覚の裏側にあ

る、嗜好のルールを分析し、本当に欲しいものを提

案していくシステムをつくりたいと考えています。

既存のショッピングサイトでは、その人の検索履

歴をもとに関連商品が表示されますが、私たちが考

えているのは、より高精度でリアルタイムなシステム。

現状は誤ってクリックしてしまったものまでも個人の

情報としてカウントされてしまいます。そこで、理想と

するレコメンドエンジンをつくるために、個人の趣味

嗜好はもちろん、属性や行動といった個人の情報を

もとにしたシステムのアルゴリズムを開発中です。

また、西村さんも携わっている、アバターによる

ファッションコーディネートのシステムも開発してい

ます。アバターの髪型や目の色、洋服や靴などそれ

ぞれに多彩なパターンを考え、学生の努力の甲斐

あって約26万通りの組み合わせが用意できまし

た。現在は、より多くの実験データを集めるべく、

日々検証を行っています。情報を集積し、デザインを

その人の好みにより近づけていくために進化計算

をすることで、デザインに詳しくない人でも簡単に

デザインできるほか、どのようなデザインが好まれ

るかといったマーケティング分析にも役立つと考え

ています。

私たちの研究は、プログラミングによるシステム

構築から実験によるデータ収集までを一貫して行

う、根気の要る作業。今日失敗しても明日は成功す

るかもしれないと前向きに取り組む、諦めない気持

ちが不可欠です。一方で、何度トライしてもダメな

ら、違う方向に舵取りをするという、切り替えの柔

軟さも求められます。これはセルフマネジメントにも

極めて近いものです。目標に向かって一生懸命にな

れる未来の学生と一緒に、感性情報工学の世界を、

さらに発展させていきたいと思っています。

対話型進化計算を用いた時計のデザインをカスタマイズするシステム。提示された２つから、複数回
好きな方を選択していくだけで希望のデザインが完成する。

理工系女子が
活躍する研究室

FITポケットラボは、研究室に配属前の学生が、先輩学

生の指導を仰ぎながら自主的に研究活動に打ち込むこ

とができる、情報工学部（全４学科）独自の取組みです。

低学年からユニークな学術活動に専念でき、自主的に

知的探究心を追及できる環境が整えられています。自

主研究活動の最終目的としては、文部科学省主催の「サ

イエンス・インカレ」で成果を発表すること。過去に「サイ

エンス・インカレ」では７年連続でファイナリストに選出

され、数多くの名誉ある賞も獲得しました。その他の学

術大会にも参加し、同じく賞をいただいています。FITポ

ケットラボでは開発したシステムを展示するほか、地域

のイベント等にも参加。ここでの経験により学生の学術

活動に対する意識が向上し、就職という観点からも企

業から注目が集まっています。

情
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普段のスケジュールを管理している手帳。
就職活動のときも大活躍しました！

愛知工業大学のキャリアセンターは、学生一人ひとりの将
来に合わせて、手厚いサポートをしてくれます。私も就職活
動のマナー講座やメイク講座などをしっかり受講したこと
で、自信を持って企業の面接に臨むことができました。研究
室の先生もいつでもキャリアに関する相談に乗ってくれて、
心強かったです。

就職も留学も手厚くサポート

ITを用いて鶏卵の評価手法を
自動化する技術開発に挑戦！

コンピュータの画像処理技術を用いた鶏卵の評価

手法の研究に取り組んでいます。対象となるのは、愛

知県のブランド鶏である名古屋コーチンの卵。体積や

形状、色などを画像処理技術で検知して、自動で「い

い卵」を判別するシステムの開発が目標です。

実験は、愛知県農業総合試験場と共同で行います。

まず、卵の殻の画像から光の三原色であるRGBの値

を割り出し、現行の計測装置の値との関係性を調べ

ます。色だけでなく、大きさや斑点の有無など、判断要

素は他にもたくさんあるので、これから基準となる

データ量を増やして、さらに分析を進める予定です。

現状では、色度計や職員の皆さんの目視で行ってい

るこの作業を機械化できれば、現場の負担が大幅に

軽減されると期待されています。個人的には、学生で

ありながら、社会人の方と一緒に研究に取り組める環

境は非常に貴重だと思っています。また、実験に使っ

た名古屋コーチンの卵は、自宅でおいしくいただける

ので、それもモチベーションになっています（笑）。

父がIT関連の仕事をしていた影響で、小学校の頃

からパソコンに触れる機会は多いほうだったと思いま

す。その後、高校生になり、得意だった数学を活かし

て、将来役立つ分野を学びたいと考え、情報科学部を

選択。本格的にシステム開発を学べるコンピュータシ

ステム専攻に進みました。

プログラミング言語を理解するのは想像以上に難

しく、何度もくじけそうになりましたが、先生やまわり

の友達に質問をしながら乗り越えました。１・２年次に

C言語、３年次にデータベースをつくるJAVA言語を

覚え、今では画像処理のプログラムを自作できるまで

に成長できました。卒業後は、金融系企業への就職が

決まりました。IT分野の新サービスもありそうなので、

積極的に参加していきたいと思っています。

愛知工業大学
情報科学部 情報科学科 ４年

瀧内 菜月さん
（愛知県立名古屋南高等学校出身）

大学情報
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MessageMessage

My Happy Technology!!
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幅広いテーマで研究ができるメディア情報学を専

門とした研究室で、私がテーマに選んだのは「ネイル

アート」。現在は、ネイルの傾向を分析し、最適なイ

メージを提案するネイルアート検索システムを研究し

ています。自分の気分も上がるし、人にもほめられる、

生活上一番目につくネイルアートなら女性の共感も

得やすいと考えましたが、何より自分が好きだからと

いうのがテーマ設定の大きな理由です。

色、デザイン、季節、爪の形といった要素を検索条

件とし、読み込んだ画像の中から条件に合うネイル

アートのイメージを提示するシステムですが、現状は

色の設定ができてきたばかり。プログラミング言語な

どをより深く学びながら、システムの完成をめざしてい

ます。

高校では文系コースを選択していましたが、一番好

きな科目が数学だったこともあり、理系の分野も学べ

る文理融合の社会情報学部に進学しました。「人間科

学」「社会科学」「情報科学」の３つの分野を横断的に

学んでいくなかでプログラミングの楽しさを知ったこと

が、メディア情報系の研究室を志望したきっかけです。

文系だった私がプログラミングと出合えたのも、幅

広い分野が学べる社会情報学部に進学したから。理

系分野にも興味があるけど、まだ何をやりたいのかわ

からないという人には、たくさんの選択肢がある情報

系の分野はおすすめだと思います。

卒業後はシステムエンジニア（SE）として就職する

ことが決まりました。今はお客様が求めているものを

察知し、最適な提案ができる、“お客さまに近いエンジ

ニア”になるためにアパレル系の店舗で販売のアルバ

イトもしています。販売のお仕事で培ったコミュニケー

ション力や洞察力などを、エンジニアとして活かしてい

きたいと思っています。

青山学院大学
社会情報学部 社会情報学科 ４年

小田島 美咲さん
（神奈川県立平塚江南高等学校出身）

大学情報
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ODAJIMA MisakiODAJIMA Misaki

大学ではキャンパスツアーのボランティアガイドに携わっています。
オープンキャンパスで高校生や保護者の方を案内するのが主な活
動ですが、「Aoyama Rikei Girls Fair」という理系分野に興味のある
女子中高生を対象にしたイベントなど、様 な々機会に理系分野の魅
力やキャンパスライフについてお話ししています。

理系志望の女子学生を応援

MessageMessage

気分に合う色やデザインを提案する
「ネイルアート検索システム」を構築中！

My Happy Technology!!

自分でネイルアートをするのも大好き。この
ネイルも１日がかりで完成させました。
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研究に欠かせないデジタルペーパー。PDFに直接
書き込め、ノート代わりに活用しています。

将来は、今学んでいることを生かし、エンジニアの仕事に
就きたいです。社会の役に立つシステムをつくるためにも、
今は国家試験の一区分である「基本情報技術者」の資格
取得に向け、勉強に取り組んでいます。自分で勉強する以
外にも、研究室の後輩にプログラミングについて教えるこ
とが、自分の理解や知識を深めるために役立っています。

社会に役立つシステムづくりを

データ構造同士の“そっくり度”を
高速で計算するプログラムを設計

データマイニングという言葉は聞いたことがありま

すか？ 情報化が一気に進んだことから、さまざまな分

野において大量のデータ（ビッグデータ）が蓄積され

ています。もはや人が直接見ても手に負えないため、

ビッグデータから有用な規則を見つける、このデータ

マイニングの研究が発展。その中でも、私たちは「木構

造」と呼ばれるデータ構造を対象に、研究を行ってい

ます。木構造とは、その名の通り木のような形をとる

データ構造のこと。現在は、例えば、AとBのデータ構

造がどれだけ似ているのかを表す「類似度」を高速に

計算するプログラムを設計し、それによって木構造

データのタイプを類別していきます。具体的には、地

元の医療機関と提携し、提供いただいたウイルスの

DNAデータの糖鎖を調べ、似ているデータ構造を

ビッグデータから抽出し、そのウイルスに有効なワク

チンを見つけることができるのではないかと考えてい

ます。現在までに蓄積したデータがあれば、医師の目

でしか判断できなかったものが、データから精度の高

い答えを導けるかもしれません。

大学受験前、ちょうどAIの活用が話題になってお

り、「これからは情報技術が必須！」と考え、この道に進

みました。なかでも、九工大の情報工学部は1986年

に創設された日本初の情報工学部。比較的新しい学

問でありながら、30年以上の歴史があるこの大学で

学べることが誇らしいです。

情報工学の醍醐味は、コンピューターの中で自分の

アイデアを形にできること。プログラムの基礎をしっか

りと身につけさえすれば、自分の理想の形に近づける

ために、どんなアルゴリズムを実装するか考えたり、こ

んな動きがあるとおもしろいだろうなと遊び心を交え

てつくりこんだりと、自由自在です。今後も楽しむ気持

ちを忘れず、高みを目指して研究を進めていきます。

情報工学府 先端情報工学専攻 博士前期課程 １年

安倍 望さん
（大分県立安心院高等学校出身）

大学情報
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MessageMessage

My Happy Technology!!
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九州工業大学 大学院

大学から貸し出されるパソコン。
研究のさまざまな場面で活躍しています。

拓殖大学への進学を決めた理由のひとつに、緑豊かな環
境に惹かれたことが挙げられます。研究に最適な癒しの空
間にとても満足しています。学食は、「グランエターナカ
フェ」がシックな雰囲気でおしゃれ。ワンコインでおいしい
メニューがそろっています。テラス席も気持ちいいですが、
私は奥のソファ席がお気に入りです！

大自然とおしゃれな学食が魅力

勉強時の集中力や進捗度がわかる
ゲームアプリの開発に挑戦！

私が所属する研究室では、「教育工学」という専門

領域を扱っています。教育工学とは、インターネットや

AIなどの情報技術を利用して、教育をよりよいものに

していく研究分野。ここで私は、勉強することに達成感

を与え、それを第三者が見守ることができるアプリの

開発に挑戦しています。

アプリでは、学習者の集中度や勉強の達成度が、ア

プリ内のゲームと連動するようなシステムを構築。学

習者には市販のセンサ付きメガネをかけてもらい、頭

や身体の動きを感知します。例えば、集中して勉強で

きているとゲームが進行し、顔や身体がふらついてい

ると集中できていないとみなしてゲームの進行が止ま

ります。勉強がはかどるとゲーム画面でアイテムがもら

えるなど、学習者の達成感につながるしくみも検討中

です。

３年次には、研究の一環で、タイで開催された国際

学会で発表する機会もありました。現地では、いつも

と違う視点の質問を受け、異文化に触れる楽しさを実

感できました。

小さい頃からパソコンを自由に触れる環境だったこ

ともあり、インターネットやプログラミングといった情

報系の学問に興味を抱いていました。また、教員とい

う仕事にも関心があったので、大学進学後は情報学

の教員をめざした教職課程の勉強にも挑戦。教育工

学を選んだのも、「情報技術」と「教育」の相互関係に

ついてもっと知りたかったからです。

大学卒業後は大学院に進学し、現在開発中のアプ

リをさらによいものに改良していきたいと思っていま

す。そして将来は、情報技術の魅力を伝えられる情報

学の教員になることが目標。工学系出身ならではの

「ものづくり」の視点を強みに、プログラミングの楽し

さを伝えていきたいです。

拓殖大学
工学部 情報工学科 ４年

嵩下 里菜さん
（埼玉県立川越女子高等学校出身）

大学情報
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ノイズキャンセリング機能が“感動モノ”の
ヘッドホン。一度使ったら手放せません。

千葉工業大学を選んだ決め手は、興味のあった空間表現
を学べる環境だから。ただ、通学だけで片道２時間かかる
ため、１日のうち４時間は電車の中……。だからこそキャン
パス内では周囲の学生や先生と活発にコミュニケーション
をとり、徹底した情報収集を心がけています。行動力も高ま
り、とても充実した学生生活を送っています。

自分の興味を最優先！

ライブでの感動体験をつくり出す
空間表現技術を身につけたい

レーザー光線や映像が流れる液晶の床、炎や紙吹

雪などの演出、プロジェクションマッピング。これらは

どれも音楽のライブイベントなどで駆使されている空

間表現技法です。私は中学・高校時代にガールズバン

ドでドラムを担当し、ライブを見に行くことも好きでし

た。アーティストのライブでは常に最新のデジタル技

術が導入され、空間表現や音響などの演出方法が劇

的に進化してきたことを、実体験をとおして認識して

いました。

そしていま私は、自分が感動を味わった空間表現に

作り手として携わることを目標に掲げ、デジタル技術

の習得に挑んでいます。

コンピュータグラフィック（CG）の授業では、手など

体の一部分の形状データを作成する「モデリング」か

らスタート。その後、全身を描き「モーション」と呼ばれ

る動きをつけていきます。さまざまな“指示”の組み合

わせで多彩な動きを表現できるため、自身のセンスや

アイデアの見せどころ。大学で学んだ技術に、プライ

ベートでの体験を含めて磨いてきた私なりの感性を

融合させ、動きをデザインします。

プライベートでは、好きなジャンルである現代美術

からインスピレーションを得て、新たなアイデアが生ま

れることもあります。また、海に潜って非日常を味わう

ダイビングも大切な趣味のひとつ。将来的にはバー

チャルリアリティー（VR）の技術を活かして、ダイビン

グの感動を多くの人と共有する技術やアプリの開発も

できるのではないかと、夢は広がるばかりです。

課題が増えると大変ですが、知識量のアップは確か

な手応えがあり、大学院進学も視野に入れています。

この先、着実に技術を身につけ、私ならではの感性も

磨きながら、空間表現に携わるクリエイターとしての

将来像に近づいていきたいです。

千葉工業大学
情報科学部 情報ネットワーク学科 ３年

三宅 亜美さん
（私立穎明館高等学校出身）

大学情報

P73

MIYAKE AmiMIYAKE Ami

MessageMessage

My Happy Technology!!

研究室から貸し出されるMacBook。尊敬する
先輩から受け継いだものです。

柴田先生は、私が憧れる女性研究者のモデルとなる存在。
オランダの学術コンテストで優勝を経験するなど、海外で
も活躍している尊敬する先生です。研究室には何度も国際
学会に出ているような女子の先輩もいて、そうした憧れの
方 か々らアドバイスをもらえる東京工科大学の環境は、とて
も恵まれていると思います。

憧れの女性から学べる

アニメキャラの個性に合わせた会話文を
自動で生成するAIシステムを開発中！

アニメに登場するキャラクターには、口癖や特徴の

ある語尾など、言葉づかいに“個性”がありますよね。卒

業研究では、そうした個性的な会話文を自動で生成し

てくれるAIシステムの作成に挑戦しています。これは、

話題の「深層学習」と呼ばれるAI技術を用いた研究。

キャラクターの会話例を集めた大量のデータをAIに

自動で学習させ、自然な会話を成立させるのが目標で

す。現在は、５人組のアニメキャラクターの会話例を用

い、個々の“キャラクターらしい”受け答えができるか

実験しているところです。敬語中心、関西弁、お嬢様風

など、さまざまなパターンの会話ができつつあり、毎日

その進歩を見るのが楽しみです。

高校２年生のときに、情報の授業でホームページ作

成に取り組んだのが、情報系分野に興味を持ったきっ

かけ。大学では社会で役立つ実践的な分野を学びた

いと考え、それが叶う東京工科大学コンピュータサイ

エンス学部に進学しました。AIに興味を持ったのは、

３年次の「プロジェクト実習」という科目を受講してか

ら。深層学習などの先端技術によって、自分が頭に思

い描いていることが形になると知り、みるみる魅了さ

れました。この科目では、深層学習の原理と応用方法

を学んだ後に、少人数のグループごとにテーマを設定

して研究に取り組みます。それが現研究のベースと

なったもので、所属する研究室でこのシステムをさら

に高性能にすることが目標です。研究室の担当である

柴田千尋先生は、AI分野のエキスパート。日々、先生

の知識の豊富さに驚かされながら、この環境で学べる

ことに喜びを感じています。

就職活動ではIT系の企業をめざし、ソフトウェア開

発など幅広い事業を手がけている企業から内定を得

ました。卒業後は大学で学んだ知識を活かし、AIを用

いたソフト開発に挑戦することを夢見ています。

東京工科大学
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 ４年

鈴木 加乃さん
（神奈川県立追浜高等学校）

大学情報

P74

SUZUKI KanoSUZUKI Kano

MessageMessage

My Happy Technology!!

45

情
報
系



46

情
報
系

手帳は昔から手書き派ですね。就職活動もあった
ので、今年は少しまじめな感じにしました。

作曲機材やスタジオといった音響の分野はもちろん、動画
制作やモーションキャプチャーなど、研究や実習のための
本格的な設備が豊富に揃っているのが大きな魅力です。
研究を進める中で動画を制作する必要がありましたが、学
部の授業で覚えた制作のスキルと学内の機材を使って、自
分ひとりでつくることができました。

充実した設備が自慢！

人は音をどのように知覚するのか……
その探求から新たな音響環境を実現

７月に中国で行われたマルチメディア分野の論文コ

ンテストである「NICOGRAPH International」に参

加し、はじめて英語での論文発表を行いました。とて

も緊張しましたが、しっかり準備した甲斐もあり、質疑

応答も含めて満足のいく発表ができました。

発表した研究内容は「Learn ing Effect  of  

Fo re -Af t  Pe rcep t i on  o f  Fam i l i a r  and  

Unfamiliar Sounds」。研究室では「サウンド×ヒュー

マン」というテーマのもと、音と人の接点について研究

をしています。なかでも私が取り組んでいるのは、人間

の前方と後方から音を出したときに、馴染みのある音

とない音ではその知覚に差が生じるか、というテーマ

です。研究では、被験者の前後にスピーカーとモニ

ターを設置し、前方には後方のモニターが確認できる

ように鏡を設置。そこで、馴染みのある音として人の声

と話している人の映像、馴染みのない音として電子音

と図形が表示される映像を発信します。前後の発信位

置と音の種類による違いを検証しています。

人が音をどのように知覚しているか。環境や音の種

類によってどのような違いが生まれるか。このような

研究は、例えば、音楽や映画を見るときの音響環境の

つくり方に関わってくるもの。人と音の関係を見出すこ

とで、よりよい音響環境や音を使った表現の可能性が

広がることにつながります。

もともとはライブの音響エンジニアに憧れてメディ

ア学部を選び、大学院にも進学しましたが、現在興味

があるのは音響環境の世界です。卒業後は音響映像

系の企業に就職することが決まっています。これから

も、人が音を楽しむときのよりよい環境を提案し、新し

い音の世界を創造できる技術者として成長していきた

いと思います。
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東京工科大学 大学院
バイオ・情報メディア研究科 メディアサイエンス専攻 博士前期課程 ２年

矢島 春香さん
（埼玉県立熊谷女子高等学校出身）
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YAJIMA HarukaYAJIMA Haruka

大好きな芸人のお笑いCDは、最高の勉強の
相棒。音声だけで思い切り笑えます（笑）。

第一志望だった大手インターネット事業の会社の内定を獲
得！ インターネット金融事業やウェブメディア事業、インター
ネットインフラの構築など、仕事は多岐に渡ります。いつか
挑戦してみたい仕事は、デザイン性の高いホームページを
自分でつくれるサービスの開発。使いやすいものにブラッ
シュアップできたらと思っています。

プログラマーとしての目標

人を楽しませ、人の役に立つ
人に寄り添うシステムを開発したい

中学生のときにロボットの動きを制御する簡単なプ

ログラミングを経験しました。そのときに感じたワクワ

ク感が忘れられず、工業高校の情報技術科に進学。そ

して、高校時代にプログラミングの基礎を学び、知識

も技術ももっと身に付けたいと、現在の情報メディア

学科に進むことを決意しました。最初は地元の宮崎か

ら離れる不安もありましたが、最先端の機器に囲ま

れ、同じ目標を持つ友達と一緒に学ぶうちに、学校生

活も心から楽しめるようになりましたね。

１年次には、C言語やJavaなどプログラミング言語

をはじめ、コードを書く際に必要な基礎文法を学びま

した。そして、課外活動の一環で学科のみんなとゲー

ムを開発。大根のキャラクターが目の前のトラックを

走りながら追いかけるというもので、家庭用ゲーム機

のコントローラーで走る動作をしながらプレイする体

験型ゲームです。大根にどんな動きをさせるか、ビジュ

アルはどういったデザインにするかなど、手探りながら

も楽しんで開発ができました。

現在は、無事に就職活動も終え、卒業研究を残すの

みとなっています。今後の学生生活は、これまでの学

びを活かし、同じ企業に内定した友人と一緒にシステ

ムを共同開発する予定で、今はアイデアを出し合って

いるところです。そして、卒業後はまずはしっかりとプ

ログラマーとしての経験を積んで、近い将来、人の役

に立ち、さらに使う人が楽しいと思える技術・サービス

を開発していきたいと思っています。新たな技術が

次々に生まれ、常に進化し続ける情報技術の世界。い

ち早く一人前のプログラマーとして幅広い仕事に挑

戦できるように、卒業までの時間も勉強を重ねていき

たいと思います。

福岡工業大学短期大学部
情報メディア学科 ２年

水永 萌々子さん
（宮崎県延岡工業高等学校出身）

大学情報
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「メタンハイドレート」は、石油や石炭に変わり日本

の未来を担う新エネルギーとして注目される海底資

源。私はこの未知の物質の燃焼挙動について研究して

います。メタンハイドレートは、木や紙などとは異なる

燃え方をします。そのため、海底から陸上に輸送する

際の防災対策として、燃焼特性を解明する必要がある

のです。

具体的には、外気の温度や燃焼時間などさまざま

な条件下でメタンハイドレートの燃焼実験を行い、燃

焼挙動を分析します。そして、それらのデータを数式に

当てはめてシミュレーションし、どのような条件下でど

のような燃え方をするのかがわかるような数式を確立

することが、私の研究の目標です。これが達成できれ

ば、近い将来の実用化が期待されるメタンハイドレー

トを安全に輸送するために役立つはず。今まさに注目

を集めている新エネルギーの研究なので、将来につな

がる可能性を感じています。

小学生の頃から算数や理科が好きで、高校では物

理の勉強に興味を持ちました。愛知工業大学の工学

部機械学科機械工学専攻を選んだのは、将来自動車

やエンジンに携わる仕事がしたいと思ったから。１年

次では材料力学や熱力学といった機械に関する基礎

知識を身につけ、２年次からは「機械工学実験」などで

専門的な実習に取り組みました。高校時代は普通科

で学んでいたので、工業高校出身者と違って工作機械

に触るのは初めての経験。しかし先生や周りの仲間の

サポートもあってすぐに機械にも慣れ、ものづくりの楽

しさを味わうことができました。

卒業後は、夢だった自動車部品メーカーの設計・開

発職として働きます。大学４年間での研究の経験を生

かし、自分のアイデアをカタチにできるような仕事が

したいです。

愛知工業大学
工学部 機械学科 機械工学専攻 ４年

内田 茉穂さん
（私立名古屋経済大学市邨高等学校出身）

大学情報
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自分がやろうと思えばなんでも学べるのが愛知工業大学の魅力で
す。八草キャンパス内の「みらい工房」では、講習を受ければ誰でも
機械や資材を自由に使ってものづくりの体験が可能。授業や実習で
はもちろん、授業以外の空いた時間を使って自分の好きなものをつ
くることもできます。機械工学を学びたい学生にとっては、とても充
実した環境です！

本格的な設備がそろう「みらい工房」

MessageMessage

お気に入りの定期入れ。入学したころから
ずっと愛用しています！

メタンハイドレートの燃え方を分析
輸送時の防災に役立てたい！
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愛車『BMW MINI R50』は外内装を好みに
カスタム。もちろんほぼ自分の手でやりました！

受験を考えた時、学科所属の女子学生は０人。さすがに不
安でしたけど、入学後は趣味や夢を共有できる仲間達にす
ぐ出会えました。自動車分野は女子が少ないけれど、自分
が夢中になれることに打ち込める時間こそが、本当に大切
なもの。周囲に流されず、興味に素直になって飛び込め
ば、これまでになく充実した時間を手に入れられますよ。

「好き」を大切にしてほしい

よりスムーズに、より快適に̶̶
自動車制御の未来形を模索する

自動車には機械だけでなく、幅広い工学の知識が

求められるもの。学科では１～２年次に力学や数学、

情報工学とともに自動車の基礎から専門的な知識ま

で多角的に学んでいきます。模型を使って車両に遠心

力がかかった時やフロントに荷重がかかった時の運

動特性を学ぶ「自動車システムプロジェクト工学」は

印象深く残っていますし、モーターや通信機器、開発

プロセスまで体系的に学ぶことができます。

現在は自動車の運動と制御に関する研究に取り組

み、２輪車に利用されているフロントサスペンション機

構を取り入れた４輪車の製作を進めています。前輪に

３本のサスペンションを利用することでブレーキ時の

前のめりを抑制し、より運転しやすい操作感を実現す

ることが狙いで、2020年４月には実車での試走会を

行う予定。研究を通して、自動車に関わる知識や技術

を習得することはもちろん、チームでものづくりに取り

組むプロセスを体験できるのも魅力で、実社会につな

がる経験を得られていると感じています。

研究と並行して、学生フォーミュラの課外活動も

行っており、そこでは計35人の学生チームでフォー

ミュラスタイルの電気自動車を製作しています。私の

担当は車両のフレームを保護するカウルと、センサー

等につながる配線をまとめたハーネスの製作です。自

分達だけですべてを手掛ける自動車づくりは、まず走

らせることだけでも苦労の連続ですが、研究同様に

チームとしてプロジェクトを遂行することを大切に、大

会をめざして精力的に取り組んでいます。

このように学びも課外活動もプライベートも自動車

に浸かっているような毎日ですが、すべては「好き」が

原動力だからとても充実した時間を過ごせています。

将来はメーカーで自動車開発に携わるという夢も固

まって、モチベーションはまだまだ上昇しています！

神奈川工科大学
創造工学部 自動車システム開発工学科 ３年

渡邊 久葉さん
（栃木県立宇都宮工業高等学校出身）

大学情報
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研究の合間にひと息つけるよう、お茶や飴などを
お菓子ポーチに入れて携帯しています！

人工衛星は、ロケットに乗せて打ち上げる前に、衝撃や振
動など、JAXAが定めた条件下で行う複数の安全試験をク
リアしなければいけません。実は九州工業大学には、この
安全試験の大半を行える施設が、学内に備わっています。
これだけ環境が整っている場所で、最先端の宇宙工学を
学べることが本当にありがたいですね。

最先端の施設が学内に！

宇宙工学の発展に必要不可欠な
太陽電池パネルの検証実験を実施中

今の私を決定付けたのは、幼少期に読んだ一冊の

本です。宇宙を題材にしたSF小説で、そのとき宇宙が

持つ世界観に完全に引き込まれました。実は深海も大

好きで、日常とは遠い世界の未知なるものに関心のあ

る子供時代でした。

そして、憧れの世界に近づくために九工大に進学し

た現在、宇宙用太陽電池に関する研究を行っていま

す。国際宇宙ステーションでの実験や観測といった作

業では電力が使用されていますが、実はそのすべては

太陽光発電によってつくられたもの。宇宙空間は雲な

ど遮るものがなく、天候に影響されないため、実は地

上よりも効率良く発電ができます。そういった点から

も、宇宙では太陽電池パネルが必要不可欠なのです。

人工衛星などは宇宙に打ち上げる前には、ありとあ

らゆる安全試験を行います。太陽電池パネルの動作

確認をする際は、故障の原因の１つ“持続放電”が、試

験回路によっては起こることがあります。問題点を明

らかにし、対策を考えることが私の研究テーマです。放

電が起きると、パネル自体が破壊されるので、実験で

は太陽電池パネルを模して自作した模擬クーポンパ

ネルを使用。大電力を使い、宇宙と同じ真空状態で放

電を発生させ、実験を繰り返しています。

宇宙工学は発展しているものの、宇宙はまだまだ分

からないことばかり。そして、訓練に訓練を重ねた宇宙

飛行士だけが行ける、特別な場所でもあります。今、

ずっと憧れていた世界の研究に携われていることが本

当にうれしいです。

宇宙工学は１つのプロジェクトでも携わる人数が

膨大です。個々の力を集め、同じ目標に向かって走り

続けるものづくりの世界は、失敗の分だけ成功の喜び

も大きいです。将来、私もものづくりに関わる仕事に挑

戦したいと思います。

九州工業大学 大学院
工学府 工学専攻 電気宇宙システム工学コース 博士前期課程 １年

中島 菜月さん
（私立長崎日本大学高等学校出身）

大学情報
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ピンクが映えるこの小型電子工作ボードも、
ロボットの動作を制御しています。

工学部には、学内の授業と学外での就業経験を組み合わ
せた「コーオプ教育」というプログラムがあります。電気
メーカーでの２か月間の実習では、授業やロボコンで学ん
できたことが社会で活かされる実感を得ました。また、楽し
そうに働く社員さんを間近に見たことで、「私も好きなことを
仕事にしたい」という思いが一層強まりました。

学外での就業経験も励みに

ロボット制御のプログラミングに挑戦
めざすは「NHK学生ロボコン」優勝！

東京工科大学のロボコンプロジェクトに参加してい

ます。めざすは、「NHK学生ロボコン」での優勝。これ

は、日本全国の大学がロボットを使ったさまざまな競

技に挑むもので、このたびの大会では、障がい物を避

けたり、物を投げたりするロボットの開発を競う種目

に取り組みました。書類選考を通過するのは20校と

狭き門ですが、東京工科大学は努力の甲斐もあり、４

年連続で出場を果たしてきました。優勝となるとさら

に厳しい競争を勝ち抜く必要がありますが、2017年

には特別賞を受賞するなど、手応えを感じています。

チーム内での私の役割は、ロボットの動作やスピー

ドを制御するプログラムを作成すること。プログラミン

グは初挑戦だったものの、１年次から選抜メンバーと

して大会に出場し、試行錯誤しながら課題に取り組ん

できました。こうしたプロジェクトに参加するメリット

は、大会出場のために身につけたロボット制御の知識

を、授業で理論として改めて学ぶ機会があること。実

践で手を動かした後、基礎理論へと立ち返り、また実

践に取り組むサイクルで、知識がより深く定着する実

感があります。

中学・高校時代から憧れていたものづくりの世界。

東京工科大学のオープンキャンパスで、3D CADを

使った機械設計や工作機械によるものづくりを目の当

たりにして「これだ！」と確信し、工学部機械工学科へ

の進学を決めました。

将来については模索中ですが、開発職に就くことを

目標に業界研究を進めています。約30人のチームで

連携しながら日々の作業や大会に挑むロボコンプロ

ジェクトで鍛えたチームプレーの経験は、必ず企業の

研究現場でも活かせると思っています。大学でのすべ

ての経験が将来につながると信じて、目の前のことに

全力で取り組んでいきたいと考えています！

東京工科大学
工学部 機械工学科 ３年

中尾根 美樹さん
（東京都立保谷高等学校）

大学情報
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普段からリップを３～４本持参。午前と午後で
色を変えて、気分転換しています！

高校の普通科を卒業し、プログラミング未経験のまま、電
子情報工学専攻に進学するのは、正直不安でした。最初は
授業の内容がまったくわからず、２年生になってやっとプロ
グラミングの楽しさがわかるように。大切なのは、手を動か
して、ものをつくりながら理解すること。先生も丁寧に指導
してくれるので、興味に任せて挑戦してみてください。

未経験者でも大丈夫！

スマホの動画をサクサク見られる
未来のプロセッサを開発する！

スマホでインターネットのサイトや動画を見ている

とき、動作が遅くてイライラした経験って、誰でもあり

ますよね？　私の研究は、その悩みを解決できる可能

性を秘めています。研究室では、ニューラルネットワー

クに特化した超小型プロセッサの開発を大きな目標

として、さまざまな基礎研究を行っています。ニューラ

ルネットワークとは、生物の神経ネットワークをコン

ピュータに応用した技術で、話題のAI（人工知能）にも

つながる分野。プロセッサとは、コンピュータの性能を

左右する演算処理を行う基幹部品です。この超小型

プロセッサを完成し、スマホに組み込めば、動作が革

新的に速くなるかもしれません。

現在は本格的な研究スタートに先立ち、プロセッサ

の仕組みについて勉強しているところです。所属する

工学部電気学科電子情報工学専攻は、その名の通

り、「電気電子工学」と「情報工学」を同時に学べるの

が魅力。一例を挙げると、スマホのゲームアプリ開発

の知識に加え、スマホ本体の開発や改良に携わる技

術も身につけることができるのです。

入学して実感したのは、この学科は就職にとても有

利だということ。特に、この分野の女性技術者は非常

に少ないので、女子学生への注目度は高いです。その

代わり、勉強はとにかくハード。１年次から本格的なプ

ログラミングを学び、２年次にはデジタル回路の制作

などに挑戦。３年次の課題では、基盤設計からプログ

ラミングまでを自分で行い、簡単なロボットをつくり上

げるところまで実践します。まさに、「ハード」と「ソフ

ト」の両面をバランスよく学べるカリキュラムなので、

自然と就職先の幅も広がります。

私も就職活動を経て、自動車の制御システムを開発

するメーカーの内定を獲得。注目される次世代の電気

自動車の開発に貢献したいです！

愛知工業大学
工学部 電気学科 ４年

安田 江里果さん
（愛知県立津島東高等学校出身）

大学情報
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お気に入りのリップとハンドクリーム。母からもらった
ポーチに入れていつも持ち歩いています！

建築学科の学びは、専門性が高いものの暮らしに密着し
た内容なので、興味を持つ女子高校生も多いと思います。
愛知工業大学は、建築学科棟のアトリエがおしゃれで、学
ぶ環境としては自信をもっておすすめできます。また、プロ
として活躍する外部講師の方からアドバイスをもらえる機
会も多く、学びながら将来をイメージできるのも魅力です。

学びに最適な環境

デザイン性＆機能性に優れた
竹材を現代建築で活用したい！

インドネシアのバリ島には、すべてが竹でできた「グ

リーンヴィレッジ」という建造物群があります。そこで

は、図書館、食堂、ゲストハウスなど、すべての建物が

竹材で構築されていて、デザイン的にも機能的にも優

れた要素が豊富にあります。「グリーンヴィレッジ」に

魅せられた私は、建材としての竹に興味を持つように

なり、現在は、日本における竹材の利用やそれに関連

する竹林の問題について調べています。

日本でも古くから親しまれてきた竹材ですが、プラ

スチックの登場により、建材や家具材としての使用頻

度が減り、全国の竹林が荒れ果てて問題化していま

す。そこで私は、強度や環境負荷の低さの面で優れた

竹材を現在の建築で利用する方法を検討しています。

今年（2019年）はバリ島を訪れ、「グリーンヴィレッ

ジ」を視察する予定。それまでに、竹材に関する知識を

深めていくつもりです。

子どもの頃から住宅を見るのが大好きで、特に家具

やインテリアの設計を学びたいと考え、愛知工業大学

工学部建築学科の住居デザイン専攻を選びました。

入学後、特に面白かったのは、設計製図の授業。もと

もと絵を描くのが好きだったので、毎回楽しく受講で

きました。また、印象に残っているのは、２年次の「生

活デザイン」の授業。フリーハンドで、一切の制約を設

けずにマンションの間取りを考える課題などに挑戦

し、イマジネーションが大いに鍛えられました。

さまざまな授業を受けるなかで、インテリアだけで

なく、エクステリア（外観）にも興味が出てきました。建

物だけでなく、庭や外構などを含めた全体のデザイン

に今は興味があります。卒業後は、住宅メーカーでエ

クステリアプランナーとして働く予定です。就職先の

企業が得意とするシンプルモダンな住居デザインに

合うエクステリアを追究したいと思っています。

愛知工業大学
工学部 建築学科 ４年

加藤 真子さん
（三重県立桑名西高等学校出身）

大学情報
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イギリス留学中のリバプールにて。都市の風景美
と西洋建築に大いに感銘を受けました！

「ハイブリッド留学」で３年次の３か月間、イギリスへ留学し
ました。これは、現地で日本語の授業を受けながら英語圏
の文化に触れる工学院大学独自のプログラム。現地の学
生と英語でグループワークにも挑戦しました。また、建築学
部の仲間とイギリス各地の有名建築巡りをした経験は、イ
ンテリアデザインの仕事に大きく活かされそうです。

大充実のイギリス留学！！

業態設計からブランディングまで
「手紙屋さん」のプロデュースに挑戦！

社会におけるインテリアデザインの役割について学

んでいます。４年次の春には、研究室のメンバーと「お

店屋さんごっこ」というイベントを企画。ひとつのお店

の業態設定からブランディング、設計までをすべてひ

とりで考え、デザインする課題に挑戦しました。顧客の

ニーズを把握し、立地や敷地面積などの決まった条件

のなかで理想のデザインを実現する過程で、ビジネス

の視点も同時に養うことをめざします。

そこで私がデザインしたのは「手紙屋さん」。SNS社

会の現在、手紙の専門店というのは珍しいですが、だ

からこそ特別な存在感を放つのではないかと睨みま

した。しかし、ただポストカードなどを売っているだけ

では特徴がありません。工夫したのは、好みの手紙を

選び、その場で書いて、届けるまでができるスペースを

設けたこと。気に入ったポストカードを選んだ瞬間の

ワクワク感を大事にしながら、手紙を書くという行動

につなげることをコンセプトに掲げました。今回のイベ

ントでは製作した模型をもとに展示やプレゼンテー

ションを実施。建築関係者や企業の方を含む約50名

を招き、講評を受けました。プロ目線からの質疑応答

は厳しかったですが、社会に直結する学びを得ること

ができたと思います。

この課題に挑戦する直前まで、工学院大学の留学

プログラムでイギリスに行っていました。そこで現地の

ポストカードショップの雰囲気や手紙を書く文化に魅

了されたのが、この課題に取り組んだきっかけ。お店の

方にコンセプトやインテリアについてお話を聞けたこ

とが、デザインのヒントになりました。

卒業後は、空間ディスプレイ業界でアパレルや専門

店のインテリアデザインに従事する予定です。顧客や

消費者の視点を大事にしながら、人々を魅了する空間

をたくさんデザインしていきたいと思っています。

工学院大学
建築学部 建築デザイン学科 ４年

石村 友里さん
（私立熊本マリスト学園高等学校）

大学情報
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現在授業で取り組んでいる課題は、愛知芸術文化

センター10階にあるレストランと屋外ギャラリーの設

計です。現状を変えるとすればどんな提案ができるか

を２人１組で話し合い、コンセプトを作成して図面に

起こし、プレゼンまで行います。これは、あくまで授業

の課題なので、場所は実在するものの、実際に採用さ

れることはありません。

しかし、昨年秋、学内で開催された「学生ホール空

間デザイン（内装設計）提案コンペ」では、応募した学

生の中から私の提案が採用され、実際に形となりまし

た。元は４人掛けの四角いテーブルだけだったのを、

使う人の用途に合わせて選べるように１～２人用の

小さくて丸いテーブルと、４人以上座ることのできる

ひょうたん型のテーブルの２種類に変えました。また、

それぞれのテーブルの高さを変えることで、テーブル

の端の部分を重ねて連結することが可能になり、自由

なレイアウトで大人数でも使えるように工夫しまし

た。このコンペで自分のアイディアがカタチになること

の喜びを知りました。

小さい頃から絵を描くこととものづくりが好きで、家

の中で秘密基地をつくって遊んでいました。高校時代

にはアニメ制作にも興味があり、美大への進学も考え

ましたが、ららぽーとのような大型施設で、店舗ごとに

異なるインテリアを見た時に、こういうのがやりたい、

やはり子供の頃から好きだったものづくりの道に進み

たいと思いました。大同大学を選んだのは、住居だけ

でなく商業施設など幅広くインテリアデザインを学べ

るから。入学後、建築の歴史や構造を学ぶうちに、

「用・強・美」の総合力が建築の魅力であることを実感

でき、今ではインテリアデザインだけでなく、建物全体

においても自分でデザインできたら面白いだろうなと

考えています。

大同大学
工学部建築学科 インテリアデザイン専攻 ３年

松原 成佳さん
（愛知県立同朋高等学校出身）

大学情報
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夢は店舗のディスプレイ。中でも家具店に興味があります。そういっ
た仕事を手掛けている会社に就職して、経験を積みたい。３年生後
期には関連会社で働くインターンシップがあるので、自分の夢に近
づくために大切な機会だと考えています。自分をしっかり持って、周
りに流されず、強い意志で取り組めばきっと大丈夫。そう信じて頑張
ります。

いつか家具店のディスプレイを

MessageMessage

一人で住所を書いたメモを見せながらようやく尋ね
当てたフランスの修道院の写真。宝物です。

小さい頃から得意だった
モノづくりを生涯の仕事に

My Happy Technology!!
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私が取り組んできたのは、幕張ベイタウンで２つの

路線を運行させるバス会社との連携プロジェクト。

ミッションは、街のイメージを向上させるバス停のデ

ザインです。幕張ベイタウンは、ヨーロッパを彷彿とさ

せる街並みが特徴で、グッドデザイン賞の受賞実績も

あります。そんな素敵な街にマッチするバス停にする

ために、現地に何度も足を運び、参考になる洗練され

たデザインを探すため数々の書籍に目を通しました。

こうして基本のデザインを学部時代に完成させ、大学

院進学後に細部を調整。「タウンルート」はシックな深

緑系、「マリンルート」はさわやかなブルー系と、２路線

を色分けして仕上げました。

現在はこのデザインのバス停が実際に設置されて

います。自分の作品が世に出る喜びを感じる半面、い

までも責任やプレッシャーを感じています。バス停は

人が集まり、コミュニケーションが生まれる場所。誰か

らも見やすく機能しているか、このバス停によって街が

どう変化し、街のブランディングにどう作用したか。修

士課程修了までに、バスの利用者へのヒアリングをも

とに検証を進めていきます。

教訓として実感したのは、デザインの前段階から入

念に調査を行い、骨子となるコンセプトや全体像を考

える「プランニング」と、それを具現化する「デザイン」

の両軸の大切さ。いわばプロジェクト自体を“デザイ

ン”する企画力です。とても奥深く、やりがいを感じるか

らこそ、学外のビジネスコンペにも挑戦するなどして、

企画力の向上にも努めました。

修士課程修了後は、このプランニングとデザインの

プロセスに携われる広告業界に進みます。人の心を動

かすデザインスキルを発揮しながら、驚きや感動を生

み出すプランナーとしての企画力も兼ね備えたクリエ

イターとして活躍していくことが目標です。

千葉工業大学 大学院
工学研究科 デザイン科学専攻 修士課程 ２年

笠松 かおりさん
（千葉県立木更津高等学校出身）

大学情報
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私が“遊び”よりもデザインの勉強にのめり込んでいったきっかけ
は、パッケージデザインや、ショーウィンドーのディスプレイデザイン
を行う授業が楽しかったからです。一気にやる気が高まり、グラ
フィックデザインのスキルアップを決意しました。大学院に進んだの
も、デザインの引き出しを増やして実力を高めたかったからです。

デザインしたい ＞ 遊びたい

MessageMessage

考えに考え、練りに練ったデザイン案や
ビジネスプランがつまったノートパソコン。

目標は、優れたデザイン感覚と
企画力を兼ね備えたクリエイター

My Happy Technology!!
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スピーカーメーカーMarshallのワイヤレス
イヤホンを愛用しています。

通っている世田谷キャンパスは、建築学科の先生が設計を
担当した新しい建物も多く、スタイリッシュな空間が広がっ
ています。私がよくいるのは、建築学科棟と図書館。居心地
がよくて製図やデザイン作業がはかどります。理工系です
が、女子比率が高いのも建築学科の特徴。私の学年は約４
割が女子学生なので、いつも賑やかな雰囲気です。

おしゃれキャンパスで学べる！

寺院の維持・改修方法を調査し
未来のまちづくりに活かしたい！

法隆寺など、1000年以上前に建てられた伝統的な

建造物が今も残っている日本。こうした建物は、どのよ

うにして維持されてきたのでしょうか？

私が研究で取り組んでいるのは、全国の寺院建築

を対象にした維持・改修方法の実態調査です。改修を

行う周期や耐震補修への取り組み、地域にいる宮大

工さんの人数などを調べることで、寺院ごとの維持・

改修へのアプローチの方法を探っています。

地震や台風などの自然災害も多い日本において、壊

れずに長持ちする建築をめざすためにはどういった取

り組みが必要なのか……。そうした疑問をもとに全国

約700の寺院へ向けて、30項目ほどの質問をまとめ

たアンケートを実施。建築物のなかでも古くから存在

する「寺院」に着目することで、よりよい建築を維持し、

未来へと残していくために必要なノウハウを調べてい

ます。

建築士をしている父親の影響もあり、高校生のとき

から建築や設計の仕事に興味を持ちはじめました。進

学先として東京都市大学を選んだのは、教員として日

本建築学会賞を受賞している建築家が多く在籍して

いることに魅力を感じたから。第一線で活躍する先生

から直接指導を受けられる環境は、貴重だと思いま

す。建築や設計の面白いところは、つくる人の「個性」を

課題や作品に反映できること。私も古い寺院建築の

研究成果を「個性」として、未来の設計・デザインを考

える取り組みにつなげていきたいです。

卒業後は、住宅地の開発から渋谷の再開発まで、幅

広く都市計画に携わることができる設計事務所への

就職が内定しています。現在は、一級建築士の資格を

取るための勉強に励んでいるところ。多くの人に利用

され、長く愛される建物・施設、街や都市をつくること

が将来の目標です。

東京都市大学  （旧 武蔵工業大学）
工学部 建築学科 ４年※

皿海 美智さん
（私立香蘭女学校高等科出身）

大学情報
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※2020年４月より建築都市デザイン学部建築学科に再編
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都市環境デザイン学科は主に土木工学を学ぶ学科

です。なかでも、私が所属するストックマネジメント研

究室では、土木インフラの基礎となるコンクリートな

どの構造物の耐久性向上や老朽化対策について研究

しています。

もともとアルカリ性であるコンクリートは経年に

よって中性化し、もろくなってしまいます。海水による

塩害なども劣化の大きな要因です。現在は、こうした

劣化を防ぐ含浸材の種類や効果について日々研究し

ていますが、コンクリートの劣化具合やひび割れなど、

目に見える形で実験の結果を確認できるところに面白

さを感じています。

また、企業と共同で研究を行うため、より実践的で、

社会への貢献度が高い取り組みに参加できることも、

土木を学ぶうえで有意義な経験になっていると思い

ます。

論理的に考えたことを実験という手段で検証してい

くのが好きで理系の道に進みました。入学後、土木の

実験では自分たちでコンクリートを練って固めてみる

など、実際に自分の手を動かす機会が多く、ものづくり

の楽しさにもめざめました。

そして、土木工学の学習を通じてものづくりの楽し

さや、人と協力して課題を達成する喜びを経験できた

ことで、インフラの建設現場で現場監督の仕事がした

いと思うようになり、総合建設会社への就職を決めま

した。

インフラ整備は社会に役立つだけでなく、地図に残

る仕事として目に見える形で成果を実感できることも

大きな魅力だと思います。将来は大学で学んだ経験を

活かし、大きな構造物の建設に関わることを夢見てい

ます。

東洋大学
理工学部 都市環境デザイン学科 ４年

藤田 眞子さん
（東京都立国分寺高等学校出身）

大学情報
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FUJITA MakoFUJITA Mako

人と関わることが好きで、大学でも女子学生同士で旅行の計画を立
てたり、バレーボール部のマネージャーをしたりしています。理系とい
うと、ひとりで課題と向き合い、研究する孤独なイメージを持っている
人もいるかもしれませんが、グループで協力し合いながら研究を行
うことも多いので、人と関わることが好きな人にとっても楽しい授業
はたくさんあると思います。

理系は人との関わりが豊富！

MessageMessage

常に持ち歩いているのは、手帳とイヤホン。
K-POPが好きで、最近はBLACKPINKを
よく聴いています。

コンクリートの劣化のしくみを探り
都市のインフラ整備に役立てたい

My Happy Technology!!

建築学科は女子が少ないというイメージがありますが、人
数は少なくても、将来の建築業界を考えると、存在意義はと
ても大きいと感じています。建築の中でも特に住宅は、女性
が使う時間も場所も多く、女性の感性や視点が大切です。
そのため女性建築家のニーズは高くなっています。福岡大
学の建築学科も年 女々子が増えていますよ！

建築には女子のセンスが必須

近年問題視されている海の汚染
建築の力を解決の糸口に！

近年、海洋プラスチックゴミの問題が深刻化してい

ます。海の汚染は巡り巡って人体にも影響を及ぼすた

め、決して軽視できない問題です。そこで、美しい海を

取り戻すために、建築の視点から何かアプローチでき

ないかと考え、現在「里海」を題材に研究を進めていま

す。里海とは、「人手が加わることにより生物生産性と

生物多様性が高くなった沿岸海域」のことで、環境省

による望ましい沿岸海域の環境を維持するための取

り組みです。現在、具体的な研究内容は構想中です

が、地域の人々の生活に影響を与えたり、新たな活動

が生まれたりと、人がアクションを起こすきっかけとな

る建物を設計したいと考えています。海がきれいにな

れば、山もきれいになる。海は命の源です。次代を担う

私たち世代が、慎重に考えていかなければなりません。

海の問題に着目したきっかけは、水族館が大好き

だったことから。水族館は幼少期に行ったことはあり

ましたが、建築を学び始めてからも足を運び、ストー

リー性のある演出や動線、海の生き物の特性を生かし

たディスプレイと、空間のあらゆる部分に強く感動し

ました。

建築とは、正解のない世界だと思っています。設計

課題に取り組む授業では、住宅や地域交流施設、小

学校、公園などの設計（製図と模型製作）を行いまし

たが、同じテーマでも学生が30人いれば30通りの答

えがありました。先生や友人らのアドバイスを交える

ことで、自分一人では思いつかないようなユニークな

アイデアが浮かんでくることも！ 多様な考え方がある

ことを改めて実感しました。それは、建物を使う目的や

人数、年齢…と、条件が違えばなおさらです。

将来は、相手の目線に立ち、人間だけでなく、自然に

とって建築がどうあるべきかも考えられる、視野の広

い建築士を目指していきます。

福岡大学
工学部 建築学科 ４年

高田 好美さん
（福岡県立福岡工業高校出身）

大学情報
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総合設計で公園をテーマに製作した模
型。博多織をモチーフに、織物ならではの
やわらかさを建築に落とし込みました。
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大学の入学祝いに、両親に買ってもらった
時計。今でも大切に使っています！

工業大学と聞くと女子が少なく、不安に感じる女子高校生
の方も多いかもしれません。私も入学する前は心配でした
が、愛知工業大学は女子学生が快適に楽しく過ごせる空
間がたくさんあるので、すぐに馴染むことができました。私
のおすすめは、「アメリカフェ」。本格的なカフェレストラン
で、おいしいカフェメニューはもちろん、居心地も抜群です！

キャンパス内でカフェ気分♪

人々の健康や環境保全のために
「水質管理」で課題を解決したい！

私たちが住む地球において、「環境」と「健康」は今

後ますます重要なキーワードになるでしょう。私の卒

業研究のテーマは、環境水や工場から出る排水の水

質を管理するための分析方法の開発。特に環境中で

分解されにくい「ふっ素化合物」に着目しています。

ふっ素化合物は歯科材料の原料として私たちの生

活に役立っています。一方で人体や環境に配慮して、

排出量が厳格に規制されています。私は、微量のふっ

素化合物を測定するために、pH（水素イオン指数）や

試薬濃度などの効果を調べています。本研究によって

従来法よりも高感度かつ迅速に測定する方法が解明

できれば、それが標準的な分析方法として実社会で

応用できるかもしれません。実験では思ったように

データがとれず苦労することもありますが、この研究

を通じて水質保全や環境保護に貢献したいと考えて

います。

化学に興味を持つようになったのは、高校時代か

ら。大学で専門的に学びはじめると、化学という学び

の分野の広さに驚きました。工学部応用化学科バイオ

環境化学専攻では１、２年次のうちに有機化学、無機

化学、材料化学などの基礎知識をひととおり身につけ

ます。私が特に興味を持ったのが、分析化学。なかでも

水質管理や環境保全について学びたいと考えていた

ので、今の研究室を選びました。化学の論文は英語で

書かれていることが多いため、研究と並行しながら英

語の勉強にも力を入れています。

卒業後の進路は、カテーテルなどを扱う医療機器

メーカーの開発職。昔から「人の命や健康に関わる仕

事がしたい」と考えていたので、希望通りの就職を叶

えることができました。就職後もエンジニアとしての腕

を磨き、医療機器の開発を通じて人々の健康を支えら

れるようになりたいです。

愛知工業大学
工学部 応用化学科 バイオ環境化学専攻 ４年

時松 愛佳さん
（愛知県立高蔵寺高等学校出身）

大学情報
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登校前につけている『チップとデール』の練り香水。
これで気持ちにスイッチが入ります！

１年次からオープンキャンパススタッフに参加しています。
ちょっと苦手意識のあるコミュニケーションを鍛える場にも
なっていますし、来場者に喜んでもらえると大きなやりがい
を感じられます。臨床工学科は校舎も新しく、設備も充実し
たやる気の出る環境。私がしっかり案内しますので、気軽に
オープンキャンパスに来てください。

オープンキャンパスにぜひ！

医療機器のスペシャリスト
臨床工学技士の夢を追いかける

小さい頃に祖父が心臓手術をして、病院の集中治

療室に入る機会があったんです。そこで多くの人と機

器が活躍する医療現場を目の当たりにして、医療分野

への憧れが生まれました。そして高校生の頃には医療

機器と薬学で進路を悩んでいたのですが、物理好きが

決め手になりました。医療と工学が融合した臨床工学

は、私の興味をピッタリと満たす進路でした。

神奈川工科大学は、のどかな環境で地方出身者の

私には安心して過ごせるところ。自宅でも大学でも、

しっかり勉強できる落ち着いた雰囲気が良いところだ

と思います。

２年次になってからは「生体計測機器学実習」や

「電子工学実習」など、バイタルサインを計測する実際

の医療機器に触れる機会も増えてきました。講義で機

械の構造や原理を学んで、自宅で復習をして、実習で

学んだ通りに機能するのかを確認する。私はこの事前

に学んだ知識が実習での体験を通してスッと連動して

理解できる瞬間が本当に楽しくて、実習でちゃんと理

解できるように原理や構造の勉強を頑張っている、と

いう感じです。もちろん実習で予習通りにできないこと

もまだまだ多いですが、そこでは「電気工学」や「機械

工学」といった１年次の授業はもちろん、大学受験の

時の勉強もしっかり役立っていると思います。

そして臨床工学科の学生全員がめざすのが臨床工

学技士の資格取得で、４年次３月の国家試験が大き

な目標になります。資格取得後の将来として大規模な

病院をめざすか、小中規模のクリニックをめざすかは

まだ悩んでいる最中ですが、いまはまずその国家試験

と内容的につながる９月の第２種ME技術実力検定

試験に向けて勉強を頑張っているところ。３年次まで

の合格をめざす資格ですが、２年次に合格して、いち

早く国家試験への準備を進めたいと考えています。

神奈川工科大学
健康医療科学部 臨床工学科※ ２年

村上 舞菜さん
（愛媛県立今治北高等学校出身）

大学情報
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※学部・学科改組再編に伴う新学部設置を計画中
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細胞生物学の教科書。大学院の授業も受講して
いるので、要点を書き込みながら見直しています

私は苦手な国語を克服するために、SF小説や遺伝子の専
門書など、気に入った本を読むように心がけています。そう
することで国語に親しみを持てるようになり、文章構成力が
上がってきたと感じています。無理せず、まずはできること
から始めることが大切だと思います。

苦手意識をなくすには！？

乳がん細胞の増殖を抑える
新たな女性ホルモンを求めて

小学生の頃から“がんを研究する科学者になりた

い”という夢がありましたが、高校時代は、生物に対し

て暗記する教科だという退屈なイメージを持っていま

した。しかし、大学で学んでいく中で、遺伝子がタンパ

ク質に変わるまでの過程には無数の因子が作用して

いることを知り、その複雑なメカニズムに奥深さを感

じるようになりました。

現在は、女性ホルモンであるエストロゲンと同じ働

きをしながらも、乳がん細胞の増殖を抑える物質がな

いかを研究しています。エストロゲン活性のある物質

を含む化合物について、研究室のメンバーで分担して

調査しており、私は生姜から抽出した成分を乳がん細

胞に加えることで、タンパク質がどう変化するかを調

べています。がん細胞が増殖しないことが分かれば、

乳がんの方でも安心して女性ホルモンを摂取できる

ようになるのではないかと考えています。

がんの研究に没頭する毎日ですが、入学したばかり

の頃は、食品や薬品などさまざまな分野にも興味があ

りました。「食品開発研究会」というサークルに所属

し、農家と連携して「いちご

ジャム」や「トマトケチャップ」

を作り、博多阪急で販売した

こともあります。

このように、私は低学年から幅広い分野を学び、私

はその中でがんという研究テーマを見つけることがで

きました。今度、授業の一環で国立がん研究センター

を見学するのですが、今からもう楽しみで仕方ありま

せん（笑）。“乳がんで苦しむ人を救いたい”という目標

に向かって、来年は大学院に進学する予定です。

自分の可能性は、あなた自身が選択できます。大学

で興味のあることにたくさん触れて、一番夢中になれ

ることを見つけてください。

九州産業大学
工学部物質生命化学科※ ４年 木山亮一教授研究室

丹羽 優月さん
（長崎県立佐世保南高等学校出身）

大学情報
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※2017年４月、生命科学部生命科学科に再編
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生命科学研究科は2014年に新設されました。研究室や実
験棟が新しく、最先端の設備がそろっていることで、研究へ
のモチベーションもアップ。またキャンパス内にはさまざま
な学問分野の学生が集まっているので、サークル活動など
を通して交流できるのも魅力です。幅広い立場、視点から
物事を考えられるようになり、視野が広がりました。

研究意欲が高まる環境！

いつまでも若 し々い肌でいたい！
女性の夢をヒアルロン酸でかなえる

超高齢社会といわれる現在、誰もが健康で若々しく

長生きしたいもの。私が所属している「抗老化医学研

究室」はヒアルロン酸に着目し、その構造を解明する

ことで、医療への技術展開をめざしています。

ヒアルロン酸は関節でクッションや潤滑の役割を果

たすため、高齢者の関節機能の向上に役立ちます。ま

た、肌の水分を保つ働きもあるので、美容効果の面で

も女性の注目を集めています。もともと私たちの肌に

は、コラーゲン、エラスチン、ヒアルロン酸などをつくり

出す「線維芽細胞」が存在しているのですが、老化や

紫外線によるダメージによって線維芽細胞の働きが

衰えることで、シワやたるみが現れてしまいます。まず

は、この線維芽細胞の衰えのメカニズムを知るべく、

紫外線を照射した細胞にさまざまな試薬を使ってス

トレスを与え、その反応を見比べているところ。将来的

には、老化によって減少してしまう皮膚におけるヒア

ルロン酸の量をどのようにすれば維持できるのかを解

明することが目標です。

高校時代、化学の実験がおもしろくて理系への進

学を決めたのですが、そのなかでもどんな分野が得意

なのか、自分に向いているのかを考えるきっかけをく

ださったのは、当時の担任の先生でした。他にも、私が

つまずきやすいポイントを見抜いて適切に指導してく

ださった塾の先生のおかげで、苦手だった数学もなん

とか克服することができました。

そして現在、なかなか研究の成果が出ないときや、

実験の進め方に迷ったとき、相談にのってくださるの

が板野教授。信頼できる師との出会いに恵まれて、今

の私があります。先生方の恩に報い期待に応えるため

にも、将来は企業の研究・開発職に就き、医療や美容

の分野でヒアルロン酸に関する研究知識を活かした

いと思います。

MessageMessage
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実験の手順や参考論文のポイントなどを
記したノート。インデックスでわかりやすく！

京都産業大学 大学院
生命科学研究科 生命科学専攻 博士前期課程 １年

米原 由喜さん
（私立朋優学院高等学校出身）

大学情報

P71

YONEHARA YukiYONEHARA Yuki



64

化
学
・
生
命
科
学
系

資料やノートを科目別に色分けして整理している
クリアケース。関数電卓も必需品です。

学年が上がるにつれて授業内容が専門的になると、過去
の授業で使った教材を見て確認したいことも出てきます。
そこで、「あの資料が見たい！」と思ったときにすぐに取り出
せるように、自宅でも学年別・科目別に教材をファイリングし
ています。整理整頓は苦手だったのですが、知識を身につ
けたい一心で、私は変わることができました。

整理整頓は苦手でしたが…

実験のその先をイメージしながら
化学の可能性を追究していきたい

大学で化学を勉強する際の醍醐味のひとつが、高

校時代よりも専門的な実験だと思います。例えば、活

性炭を用いた環境浄化現象の実験では、メチレンブ

ルーという色素によって青色を帯びた水溶液を、活性

炭によって透明に変化させます。これは色素が活性炭

に吸着されることで起こる現象。「活性炭吸着法」とし

て、水質浄化などに応用できます。社会での実用シー

ンをイメージできる実験だからこそ、学習意欲も高ま

ります。

一方で、実験をしても想定外の結果になる場合もあ

ります。ただ、その原因を探ることで新たな発見につな

がり、社会に役立つ新技術が生まれる可能性もありま

す。高校３年次に千葉工業大学のオープンキャンパス

で模擬授業を受けた際、印象的だったのが「化学の可

能性」という言葉。その真意を授業の中で理解できる

ようになりました。

私が応用化学科を選んだ原点は、テレビドラマなど

に登場する白衣を着た化学者や研究者に憧れたこと。

高校時代から問題を解いて達成感を味わうことので

きる数学が好きだったこともあり、興味のあった化粧

品や食品、医薬品などの研究に得意科目を活かした

い思いがありました。現在は関数電卓が自分の代わり

に複雑な計算をしてくれますが……（笑）、さまざまな

実験で新たな気づきを得られる点が魅力です。

大学入学後は、化粧水の潤いの違いや、口紅の落ち

やすさの違いなど、私生活でも化学的な「なぜ？」とい

う素朴な疑問を追究する意識が高まりました。成分な

どを調べ、疑問が解消され、自分の知識になると行動

も変化します。化粧品から食品、日用品まで、成分表示

をしっかりとチェックするようになり、商品を購入する

際に専門知識をベースにした判断材料が増えていく

という実社会でのメリットも感じています。

千葉工業大学
工学部 応用化学科 ３年

笹島 優里さん
（私立二松学舎大学附属柏高等学校出身）

大学情報
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友達からもらった手鏡は、動物好きになった
きっかけの猫のモチーフがお気に入りです。

実験は好きでしたが、数学や理科の勉強には苦手意識も
ありました。勉強をする中で気をつけたのは、先生や友人
に聞いて、わからない点をそのままにしないこと。そして高
校生の頃は１科目１時間程度の復習を自宅で行い、１日３時
間ほど勉強をしていました。予習復習を大事にやっていくの
が、私の勉強のポイントです。

時間をかけて予習復習を

抗がん剤の効果を守る化合物を探求し
人 を々笑顔にする医薬品を開発したい

がん治療のなかで大きな問題となるのが、がん細胞

が抗がん剤に耐性をもって効かなくなってしまうこと。

私は、従来の抗がん剤にさまざまな化合物を付与する

ことで、抗がん剤への耐性をさらに超えて、がん細胞へ

の効果を発揮する新薬開発につながる基礎研究に取

り組んでいます。

実験では、いくつもの化合物を抗がん剤と組み合わ

せてがん細胞に投与し、数日間かけて細胞の状態変

化を検証します。目標は、より高い効果を発揮する化

合物を見つけること。先輩と一緒に取り組んでいる

テーマで、作業は常に根気が必要です。正直に言えば

うまくいかず辛いことも少なくありません。だけど、そ

れ以上に成功したときの喜びは大きいです。私はもと

もと理系科目が特に得意だったわけではありません

が、小学生の頃から実験は大好き。努力を続ければ成

果を期待できるこの研究にやりがいを感じています。

研究では医薬品分野を学んでいますが、所属してい

るのは、先端化粧品コース※です。もともと医薬品開発

に興味があって、東京工科大学に進学しましたが、入

学後、化粧品を専門的に学ぶことができる貴重な環

境があることを知り、このコースを選びました。

方向性が違う分野のように見えるかもしれません

が、化粧品も医薬品も、人々を笑顔にできるという点

で私の中では近い存在です。そして日常生活の中にあ

る化粧品と、命に係わる医薬品の両方を学ぶことで幅

広い視野を身につけて、自分らしい将来を描けるので

はと考えています。

私が理系に進むきっかけとなったのは、白衣への憧

れや、猫好きからはじまった生き物への興味など、とて

も些細なもの。それでも目標を見つけて努力を続ける

ことで、多くの人の笑顔をつくることができる、価値の

ある成果につながる可能性が広がっています！

東京工科大学
応用生物学部 応用生物学科 ４年

海老原 未来さん
（私立横浜隼人高等学校出身）

大学情報
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※2020年４月より食品・化粧品専攻 化粧品コースに変更
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実験中は頻繁に手を洗うため、ハンドクリームは
必須。香りもよくてお気に入りです！

研究の世界にいると、「私が今やっていることは、実社会で
どんな役に立っているのだろう…」と、思う瞬間があります。
そこで、「日本化粧品検定」を受験することにし、１級に合格
しました。つい先日は、開発の仕事にも生かせると思い「化
粧品成分検定」１級を受験。化学は生活密着型の研究だと
改めて感じました！

研究のその先を知りたくて

完全養殖サバから美肌成分を抽出！
肌悩みを解決する“抗酸化作用”に注目

完全養殖のサバと化粧品。一見かけ離れたこの２つ

が、現在携わっている研究です。佐賀県にある産学官

連携組織「ジャパン・コスメティック・センター（JCC）」

と共同で、2018年に研究を開始。注目している成分

は、サバの体表にあるヌメリです。とある魚の加工従事

者の方の手荒れが改善されたことから注目され、調べ

てみることにしました。そのヌメリ成分中に抗酸化作

用物質が含まれているとみて、近海で獲れた天然サバ

と、私たちが着目する養殖サバとを比較すると、養殖サ

バの方が格段に高数値という結果に。そもそも抗酸化

とは、肌が紫外線などを浴びて体内で細胞が酸化し、

シミやシワといった原因となることを防ぐ力です。化粧

品業界では、抗酸化成分としてビタミンCやEなどが用

いられていますが、新たな素材として、この完全養殖の

サバを活用できたらと、日々研究を重ねています。

学部４年生からこの研究に参加していますが、一つ

実験を行うと、その結果から「なぜこの結果になるの

だろう」と、さらに突き詰めて考えることがすごく楽しく

感じられます。新たな分野なだけに分からないことが

膨大ですが、その分小さな発見がおもしろいし、やり

がいもあります。現時点では、養殖サバのヌメリ成分の

可能性としては、広く“美肌効果”としか謳うことがで

きませんが、在学中に成分評価を徹底的に行い、それ

が化粧品への応用の一歩となればとてもうれしいで

す。

私は幼少期から肌が弱く、肌の悩みと長年向き合っ

てきました。自分自身が経験したからこそわかる、その

切なる思いと、研究で身につけた知識を、将来は化粧

品の開発という仕事で大いに生かしたいと思っていま

す。

福岡工業大学 大学院
生命環境化学専攻 修士課程 １年

田上 真央さん
（福岡県立三井高等学校出身）

大学情報
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高校時代は将来の夢などは特になく、理系への進

学を選択したのも、数学や物理など理系科目が得意

だったのと、就職時に仕事の幅が広がるかなと考えた

からです。実際に入学してみると、大学の学びはとても

楽しいです。特に印象的だった授業は、２年次に受講

した「OR概論」。OR（オペレーションズリサーチ）と

は、例えばある企業の利益をどうすれば最大化できる

かといった課題に対し、現状を分析して、それを数式

化するといった数学的な処理を行うことで解決策を

見出す研究のことです。高校までの数学と違って、自分

が出した正解が現実の生活の中で多くの人の役に立

つことが面白いと感じるようになりました。

３年次からはORの研究室に所属し、より実用的な

研究や運用を学んでいます。

今までは既に解決された課題を演習問題として解

き直すことが中心でしたが、３年次の後期からは、企

業と合同で実際の問題解決に挑みます。例えば、今先

輩方が取り組んでいるのは、ある企業の駐車場の車の

出入りを分析して、待ち時間を最短にする研究です。

企業にとってプラスになる上に、周辺道路の渋滞緩和

や排気ガスの軽減など社会貢献にも繋がります。グ

ループ研究なので、一人で取り組むよりも協調性や自

分には無い発想が学べそうで楽しみです。

課外活動では中学時代から続けている吹奏楽だけ

でなく、ダンスサークルに入会して、大学祭や地域のお

祭りに出演するなど、私はグループで力を合わせて何

かをつくりだすことが好きみたい。将来も、周りの人た

ちと協力し合って社会に役立つモノやシステムをつく

る仕事がしたいと考えています。

南山大学
理工学部 システム数理学科 ３年

島崎 萌さん
（愛知県立五条高等学校出身）

大学情報
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理系でも、問題が英文だったり論文作成に必要だったり、英語運用
能力はとても大事。研究室では、先生がTOEICの教材を買ってくださ
り、皆で自主的に英語の勉強をしています。「理工学海外研修」とい
う授業でアメリカの提携大学に３週間の短期留学。現地では理工系
に特化した授業も受け、学部の仲間とも親しくなって、思い出深い経
験でした。

研究室の仲間と英語の自主トレ

MessageMessage

大学から貸与されたノートパソコン。初めて持った
自分だけのパソコンは、宝物で相棒です。

みんなの力で、社会に役立つ
モノやシステムをつくりあげたい

My Happy Technology!!
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愛知工業大学
◦工学部：電気学科／応用化学科／機械学科／土木工学科／建築学科　◦経営学部：経営学科　◦情報科学部：情報科学科

お問い合わせ先
〒470-0392 愛知県豊田市八草町八千草1247
入試広報課　TEL：0565-48-5011

1959年、工科系大学として誕生した愛知工業大学。人と地球にや
さしいエンジニアを育てる「創造と人間性」を教育モットーに、もの
づくり産業の第一線で活躍できる人材を育成し、国内外の産業界
に輩出してきました。2009年には工学部に経営学部と情報科学部
が加わり、「工科系総合大学」へと進化。2010年には名古屋市内の
交通の便のいいエリアに「自由ヶ丘キャンパス」を開設しました。豊
田市にある広大な八草キャンパスには、2016年には新食堂棟「セ
ントラルテラス」、2017年には「バイオ環境化学実験棟」など、充実
の設備が次々に完成。ロボット研究ミュージアムや吹き抜けの建築
アトリエなど、学生の向学心を刺激する充実の学びの場を提供し
ています。

トヨタ自動車、パナソニック、本田技研工業、東芝、ヤフー、トヨタ車体、トヨタ紡織、豊田合成、アイシン精機、住友電装、日本電話施設、スズキ、イビデン、東芝プラントシス
テム、バッファロー、NECソフト、清水建設、大和ハウス工業、積水ハウス、岐阜信用金庫、INAX、リンナイ、西日本旅客鉄道、東海旅客鉄道、東日本旅客鉄道、綜合警備保
障、YKK AP ほか

最先端施設を備えた拠点で、ものづくり人材を育成

約66万平方メートルの広大な八草キャンパス

神奈川工科大学
◦工学部：機械工学科（航空宇宙学専攻含む）／電気電子情報工学科／応用化学科　◦創造工学部：自動車システム開発工学科／ロボット・メカトロニクス学科
／ホームエレクトロニクス開発学科　◦応用バイオ科学科科学部：応用バイオ科学科　◦情報学部：情報工学科／情報ネットワーク・コミュニケーション学科／
情報メディア学科　◦健康医療科学部※：看護学科（看護師・保健師養成課程）／管理栄養学科（管理栄養士養成課程）／臨床工学科（臨床工学技士養成課程）

お問い合わせ先
〒243-0292 神奈川県厚木市下荻野1030
企画入学課　TEL：046-291-3000

本学の教育の大きな特徴は、さまざまな能力の育成に、特に力を
入れ実践していることです。具体的には、PBL（Project-Based 
Learning）教育を早くから取り入れ、社会で活躍する上で必要とな
る能力をより効果的に身につけることができる「ユニットプログラ
ム」を実施。従来の1科目の時間の2～4倍を充てています。また、開
学以来重視している卒業研究によって、身につけてきた能力に磨き
をかけることで、「このように考えるとができるようになった」、ある
いは「このように対応することができるようになった」と皆さんが実
感できることでしょう。本学は、学生が社会で活躍する人材に成長
していくことを目指します。

厚木市立病院、アルファシステムズ、エームサービス、越後製菓、NSD、海老名総合病院、関電工、東芝キヤリア、北里大学病院、紀文食品、アマダホールディングス、相模鉄
道、ＪＶＣケンウッド、第一屋製パン、東芝プラント、KOA、東プレ、日産自動車、ＪＲ東日本、弘前大学医学部附属病院、富士ソフト、富士通、IMAGICA、わかもと製薬 ほか

力と自信がつく教育で「考え、行動する人材」を育成します

主な就職先（2019年３月卒業生）

主な就職先

※工学部臨床工学科、応用バイオ科学部栄養生命科学科、看護学部看護学科は、健康医療科学部のもとに再編する計画です。
栄養生命科学科は管理栄養学科に名称を変更する計画です。

神奈川大学
◦理学部：総合理学プログラム／数理・物理学科／情報科学科／化学科／生物科学科　◦工学部：総合工学プログラム／機械工学科／電気電子情報 
工学科／物質生命化学科／情報システム創成学科／経営工学科／建築学科　◦国際日本学部（NEW）　◦法学部　◦経済学部　◦経営学部　 
◦外国語学部　◦人間科学部

お問い合わせ先
〒221-8624 神奈川県横浜市神奈川区六角橋3-26-1
入試センター　TEL：045-481-5857

文系・理工系８学部を擁し（2020年４月より）、全都道府県から学
生が集う総合大学。キャンパス内には、最先端の装置をそろえた研
究棟とハイテク・リサーチセンター、個人利用ができるコンピュー
タ演習室、約135万冊の蔵書がある図書館、語学力を磨く「English 
Lounge」など、快適な学修環境が整います。2021年には、新し
い学び舎としてみなとみらいキャンパスが誕生します。12月22日

（日）に全国20会場で試験を実施する「給費生制度」をはじめ、入
学前に経済的支援を約束する給付型の奨学金「神奈川大学予約
型奨学金」などの大学独自の給付型奨学金制度も充実。さらに、少
人数教育やキャリア教育などで、学生一人ひとりの成長を全力でサ
ポート。詳細は大学公式ホームページをご確認ください。

東日本旅客鉄道、富士通、シャンソン化粧品、関電工、日本発条、日本電産、アイシン・エィ・ダブリュ、スズキ、SUBARU、日産自動車、三菱自動車工業、東京電力ホールディン
グス、東芝プラントシステム、三菱電機、京セラ、関西電力、東京エレクトロン、リコージャパン、日本航空、東京ガス、積水ハウス、凸版印刷、東京急行電鉄、大林組 ほか

文・理の学びで世界が広がる総合大学

主な就職先

青山学院大学
【相模原キャンパス】◦理工学部：物理・数理学科／化学・生命科学科／電気電子工学科／機械創造工学科／経営システム工学科／情報テクノロジー
学科　◦社会情報学部　◦地球社会共生学部　◦コミュニティ人間科学部

【青山キャンパス】◦文学部　◦教育人間科学部　◦経済学部　◦法学部　◦経営学部　◦国際政治経済学部　◦総合文化政策学部

お問い合わせ先
〒252-5258 神奈川県相模原市中央区淵野辺5-10-1
入学広報部（青山キャンパス）　TEL：03-3409-0135

青山学院大学の理工学部は、理学系・工学系合わせて６つの学科からな
り、自然科学の基盤となるサイエンスの最先端探究はもとより、広く社会
に貢献することをめざす多彩なテクノロジーの研究開発を推進していま
す。加えて「グローバル人材」の育成にも注力。英語の論文を読んだり、自
分の研究を英語で発表したりすることを想定したカリキュラムのなかで、
理工分野ならではの英語コミュニケーション能力・実践力を修得します。
また社会情報学部では、社会科学系、人間・コミュニケーション系、情報
科学系の３領域の知識とスキルをバランスよく学習。文理融合の知恵を
実践的に体得し、高度情報化社会で活躍する人材を育成します。

TIS、本田技研工業、SCSK、NECソリューションイノベータ、三菱総研DCS、エヌ・ティ・ティ・コムウェア、日本総合研究所、アクセンチュア、伊藤忠テクノソリューションズ、
キヤノン、スズキ、ソフトバンク、日産自動車、富士ソフト、みずほフィナンシャルグループ、三菱電機、ヤフー、横浜銀行、日立製作所、KDDI、富士通、フューチャーアーキテク
ト、三井住友銀行、エイチ・アイ・エス、エイムネクスト、エヌ・ティ・ティ・データ、GMO TECH、TIS、帝国データバンク、デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム、日本ビジ
ネスシステムズ、ネオキャリア、みずほ証券、三井住友信託銀行、三井不動産リアルティ、日本放送協会、日本航空、神奈川県公立高校教諭 ほか

既存の学問領域にとらわれない学習環境を整備

主な就職先（理工学部・社会情報学部実績）
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九州産業大学
◦理工学部：情報科学科／機械工学科／電気工学科　◦生命科学部：生命科学科　◦建築都市工学部：建築学科／住居・インテリア学科／都市デザ
イン工学科　◦国際文化学部　◦人間科学部　◦経済学部　◦商学部　◦地域共創学部　◦芸術学部　◦造形短期大学部

お問い合わせ先
〒813-8503 福岡県福岡市東区松香台2-3-1
入試課 TEL：092-673-5550／092-673-5988

情報科学部：長府製作所、東芝テック、日本システムウエア、日立社会情報サービス、メディアファイブ、GMOインターネット、アプライドグループ、アクセンチュア、テクノ
プロ テクノプロ・デザイン社、アルプス技研 ほか／工学部：大林道路、三井住友建設、安藤・間、九電工、きんでん、福岡県高等学校教員、飯塚市役所、大和リース、エイチ・
アイ・エス、京阪電気鉄道 ほか

“リケジョ” 活躍中！

九州工業大学
◦工学部：建設社会工学科／機械知能工学科／宇宙システム工学科／電気電子工学科／応用化学科／マテリアル工学科
◦情報工学部：知能情報工学科／情報・通信工学科／知的システム工学科／物理情報工学科／生命化学情報工学科

お問い合わせ先
〒804-8550 福岡県北九州市戸畑区仙水町1-1
入試課　TEL：093-884-3056

建学の理念である「技術に堪能なる士君子」の養成の実践により、
これまで６万人以上の優秀な工学系人材を輩出。これからも、教育
および研究力を駆使し、学術の進展につながる知の創造、産業界の
競争力強化ならびに地域の発展に貢献していきます。
海外で学ぶ多様な教育プログラム（約700名、８名に１名程度が参
加）をはじめ、アイデアを形にできるデザイン工房、留学生と共同
生活ができる学生寮、産業界で活躍する卒業生との対話といった
多彩な学習の機会を提供。その教育の成果として、毎年就職率は
99％超、大学院卒の６割以上は上場企業に就職、という国内トップ
レベルの実績を誇っています。昨今、女性エンジニアの必要性は一
段と高まっています。グローバル社会で活躍し続けるエンジニアの
一歩を、九州工業大学ではじめてみませんか？

本田技研工業（ホンダ）、日立製作所、三菱電機、三菱自動車工業、パナソニック、日本製鉄、オービック、スズキ、NECソリューションイノベータ、ソニーセミコンダクタマニュファ
クチャリング、トヨタ自動車九州、トヨタ自動車、九州NSソリューションズ、川崎重工業、マツダ、富士電機、富士通、日産自動車、九州電力、キヤノン、京セラ、村田製作所、アイシ
ン・エィ・ダブリュ、三井ハイテック、日鉄テックスエンジ、山九、TOTO、九州工業大学（教員・研究員・職員等）、SUBARU、アイシン精機 ほか

九州工業大学は今年、創立110周年を迎えました。

京都産業大学
◦理学部：数理科学科／物理科学科／宇宙物理・気象学科　◦情報理工学部：情報理工学科　◦生命科学部：先端生命科学科／産業生命科学科　 
◦経済学部　◦経営学部　◦法学部　◦現代社会学部　◦国際関係学部　◦外国語学部　◦文化学部

お問い合わせ先
〒603-8555 京都府京都市北区上賀茂本山
入学センター　TEL：075-705-1437

京都産業大学は、文系・理系合わせて10学部、約14,000人がひとつのキャンパ
スで学ぶ総合大学です。この一拠点総合大学の利点を活かし、実社会へ活きる
高度な専門知識とスキルを養うとともに、学部を超えた知の交流により総合的
かつ柔軟な学びを展開しています。
2019年４月には、政治・経済・社会・文化と多様な視点で国際関係を読み解き、
世界に発信する「国際関係学部」、生命科学の知識をもとに、「先端」と「産業」の
２つのアプローチで課題解決を目指す「生命科学部」を新設。また、「経営学部」
を再編し、次代の社会を担う、柔軟な発想と行動力を持つ人材を育成します。

積水ハウス、アサヒビール、大阪ガス、京セラ、キヤノン、村田製作所、ローム、堀場製作所、日本電産、
マツダ、Sky、ソフトバンク、任天堂、カプコン、NTTコミュニケーションズ、西日本旅客鉄道、阪急電
鉄、日本通運、日本郵便、全日本空輸、日本航空、資生堂、イオンリテール、ユニクロ、JTB、三菱UFJ銀
行、京都銀行、野村證券、日本生命保険、国家公務員一般職（厚生労働省・法務省）、国税専門官、京
都府庁、警視庁、京都府警察本部、京都市消防局、京都府教育委員会 ほか

文理10学部が集うワンキャンパス

主な就職先

主な就職先（2018年度 現行学部実績）

主な就職先

九州産業大学は、理工系の学部に加えて、人文・社会・芸術系学部
と大学院研究科を有する総合大学です。AI社会に貢献できる情報
メカトロニクスを学ぶ「理工学部」、化学と生物学を融合した先進
技術を修得する「生命科学部」、建築・住まい・都市を総合的に学ぶ

「建築都市工学部」の３つの学部編成で、高度かつ実践的な研究
活動を実現します。
また、リハビリ・介護支援ロボットを開発する「ヒューマン・ロボティ
クス研究センター」や、乳製品やレトルト食品を製造する「食品加工
プラント」など、充実した設備が整っています。
その他、女性専用エリアを設けた学生食堂や、共に働きやすい環境
を目指して「男女共同参画推進室」を設置するなど、女子学生に優
しい環境づくりを推進しています。

金沢工業大学
◦工学部：機械工学科／航空システム工学科／ロボティクス学科／電気電子工学科／情報工学科／環境土木工学科
◦情報フロンティア学部：メディア情報学科／経営情報学科／心理科学科
◦建築学部：建築学科
◦バイオ・化学部：応用化学科／応用バイオ学科

お問い合わせ先
〒921-8501 石川県野々市市扇が丘7-1
入試センター　TEL：076-248-0365

「誰一人取り残さない世界」の実現に向け国連全加盟国が合意した
「SDGs」。金沢工業大学は第１回「ジャパンSDGsアワード」SDGs
推進副本部長（内閣官房長官）賞を受賞した日本を代表するSDGs
推進高等教育機関です。学生はSDGsの達成に向けて身近な社会
課題と地球規模課題を結びつけたさまざまな社会実装型研究を進
めています。アイデアを具体化できる「夢考房」やMITのMedia Lab
をヒントに開設されたChallenge Lab、14の研究所が集積し、卒
業研究で生み出された理論や仮説を具体化し実験できるやつかほ
リサーチキャンパス、実証実験キャンパスとして整備された白山麓
キャンパスなど高度な研究環境が整っています。

IHI、アイシン精機、NTTドコモ、NTTコミュニケーションズ、大林組、鹿島建設、川崎重工業、熊谷組、小松製作所、清水建設、スズキ、SUBARU、積水ハウス、大成建設、ダイ
ハツ工業、大和ハウス工業、竹中工務店、TDK、東海旅客鉄道、日本曹達、日本電産、日立造船、日野自動車、ミネベアミツミ、メルカリ、富士通、北陸銀行、本田技研工業、三
菱自動車工業、ヤマハ、LIXIL ほか

社会実装型研究で SDGs 達成に貢献

「SDGs」の17の目標

主な就職先
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大同大学
◦工学部：機械工学科、機械システム工学科、電気電子工学科、建築学科建築専攻・インテリアデザイン専攻・土木・環境専攻・かおりデザイン専攻
◦情報学部：情報システム学科、情報デザイン学科、総合情報学科経営情報コース・スポーツ情報コース

お問い合わせ先
〒457-8530 名古屋市南区滝春町10番地３
入試・広報室　TEL：052-612-6117／6119

三菱自動車工業株式会社、愛知県庁、株式会社ペッパーフードサービス、株式会社ビッグモーター（ビッグモーターグループ）、タマホーム株式会社、株式会社フジタ、ア
イシン高丘株式会社、株式会社三五、株式会社トップ、名工建設株式会社、三菱自動車エンジニアリング株式会社、ロクシタンジャポン株式会社、株式会社ボディワーク
ホールディングス、あいち三河農業協同組合、サカイ創建グループ、東海プラントエンジニアリング株式会社、ムトーアイテックス株式会社、大和サービス株式会社、株式
会社大同分析リサーチ、株式会社オノコム、株式会社新日 ほか

教職員ひとりひとりが熱い想いをもって、学生と向き合う大学

拓殖大学
◦工学部:機械システム工学科／電子システム工学科／情報工学科／デザイン学科　◦商学部：経営学科／国際ビジネス学科／会計学科　
◦政経学部：法律政治学科／経済学科　◦外国語学部：英米語学科※1／中国語学科／スペイン語学科／国際日本語学科※2　◦国際学部：国際学科※1

お問い合わせ先
〒112-8585 東京都文京区小日向3-4-14
入学課　TEL：03-3947-7159

拓殖大学は、世界で活躍する真のグローバル人材育成を建学の精
神に掲げ創立しました。120年に及ぶ長い歴史を通して国内外で
活躍する多くの先輩たちを輩出し、国際大学の先駆けとして伝統
が継承されています。2015年から行っている「拓殖大学教育ルネ
サンス」では、次の100年の国際人づくりをめざし、「国際性」「専門
性」「人間性」を備え、タフな人間力を身につけた真のグローバル人
材＝「拓殖人材」の育成に積極的に取り組んでいきます。

関電工、協和エクシオ、太平電業、きんでん本社、三冷社、大和ハウス工業、NTTファシリティーズ中央、中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京、三笠産業、東プレ、東芝エ
レベータ、ツガミ、福島工業、鶴見製作所、小池酸素工業、NCホールディングス、富士通ゼネラル、日星電気、アルプスツール、多摩川電子、日本シイエムケイ、日立産業制
御ソリューションズ、スズキ、ボッシュ、ショーワ、今治造船、日信工業 ほか

国際的視野とタフな人間力を兼ね備えた「拓殖人材」を育成

主な就職先

※1  2020年度に定員増（英米語学科100名→130名）
（ 国 際 学 科 300名→350名）

※2  2020年４月に開設（定員50名）

女子学生の主な就職先（2019年３月卒業生）

「情熱主義」というコンテンツがHP内にあるほど、教職員が熱い想
いをもって、学生と接しています。https://www.daido-it.ac.jp/
jyonetsu/ アクセスは、名鉄名古屋駅より最短12分！最寄りの駅
からキャンパスまでは徒歩３分という近さです。2021年の春には
新キャンパスも誕生します。アクセス便利な都市型キャンパスで展
開する独自の学びによって、一人ひとりの可能性は大きく広がって
いきます。毎年３回行われるオープンキャンパスでは、ミライの自分
を発見するためのさまざまなイベントを開催。特に、体験会や模擬
実験・実習ではテーマにそってものづくりを体験できる、その時だ
けのイベントです。目で、耳で、自分の手で！是非、ものづくりに触れ
てみてください！

工学院大学
◦先進工学部：生命化学科／応用化学科／環境化学科／応用物理学科／機械理工学科　◦工学部：機械工学科／機械システム工学科／電気電子工
学科　◦建築学部：まちづくり学科／建築学科／建築デザイン学科　◦情報学部：情報通信工学科／コンピュータ科学科／情報デザイン学科／シス
テム数理学科

お問い合わせ先
〒163-8677 東京都新宿区西新宿1-24-2
新宿キャンパス アドミッションセンター　TEL：03-3340-0130

工学院大学は、130年以上の歴史を誇る伝統のある大学です。常に実践を重視
した教育を行い、科学技術に貢献できる人材を輩出し続けています。さらに、時
代に即した変革を行い、次 と々新たなことに挑戦している大学です。2019年に
先進工学部の応用物理学科では「応用物理学専攻」と「宇宙理工学専攻」を、機
械理工学科では「機械理工学専攻」とパイロットライセンスの取得を目指す「航
空理工学専攻」を新たに設置し、学びの領域がますます広がっています。
さらに2020年４月には、学部と大学院を一体に捉える６年一貫教育「大学院接
続型コース」を先進工学部に導入します。専門分野以外の分野も履修すること
で、広い視野や複眼的な思考を養います。早期（３年次）に研究室配属を行うこ
とで、効率的で質の高い教育を実現します。

いすゞ自動車、エステー、エヌ・ティ・ティ・データ、大林組、オムロン、カゴメ、鹿島建設、川崎重工業、関
電工、KDDI、キユーピー、京セラ、資生堂ジャパン、清水建設、スカイマーク、SUBARU、住友林業、積水
ハウス、ソニー、ソフトバンク、大成建設、大日本印刷、竹中工務店、TDK、凸版印刷、トヨタ自動車、日産
自動車、東日本旅客鉄道、日立製作所、フジタ、富士通、フジパングループ本社、本田技研工業、三菱電
機、ヤフー、リコー、国土交通省、東京都庁 ほか

進化を続ける工学院大学

主な就職先（2019年 3月卒業生）

千葉工業大学
◦工学部：機械工学科／機械電子創成工学科／先端材料工学科／電気電子工学科／情報通信システム工学科／応用化学科
◦創造工学部：建築学科／都市環境工学科／デザイン科学科　
◦先進工学部：未来ロボティクス学科／生命科学科／知能メディア工学科
◦情報科学部：情報工学科／情報ネットワーク学科　◦社会システム科学部：経営情報科学科／プロジェクトマネジメント学科／金融・経営リスク科学科

お問い合わせ先
〒275-0016 千葉県習志野市津田沼2-17-1
入試広報課　TEL：047-478-0222

津田沼キャンパスは、JR津田沼駅前という抜群のロケーション。地上約100
メートルの高層ツインタワーが街のシンボルとなり、最新の教育環境が整って
います。また、JR新習志野駅より徒歩6分の新習志野キャンパスにも、スポー
ツジムや展望ラウンジなどの施設を完備した校舎のほか、新しい学食・体育館
が完成し、快適な学生生活を送れます。両キャンパスには女子専用のパウダー
ルームも配置。著名人を招待したトークライブや、「浴衣着付け」といった友達づ
くりのための支援プログラムをはじめ、各種就職支援など、女子向けの学内イベ
ントも充実しています。新習志野キャンパスには、工業系大学には数少ない女子
寮も建てられ、学生の安全・安心と快適な日々をサポートします。

JR東日本、東京メトロ、コーセー、日立製作所、日産自動車、スズキ、いすゞ自動車、川崎重工業、ソ
ニー、パナソニック、シャープ、日本電気、富士通、東芝、三菱化学、日本赤十字社、住友化学、第一三
共、ハウス食品、山崎製パン、フジパングループ、積水ハウス、大和ハウス工業、三井ホーム、鹿島建
設、長谷工コーポレーション、大林組、ヤフー、楽天、警視庁 ほか

JR 津田沼駅直結！ 抜群のアクセスの良さ！

主な就職先
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東京工科大学
【八王子キャンパス】  ◦工学部：機械工学科／電気電子工学科／応用化学科　◦コンピュータサイエンス学部：人工知能専攻※／先進情報専攻※　 

◦メディア学部　◦応用生物学部：生命科学・医薬品専攻※／食品・化粧品専攻※

【蒲田キャンパス】  ◦デザイン学部：視覚デザイン専攻※／工業デザイン専攻※　
 ◦医療保健学部：看護学科／理学療法学科／作業療法学科／臨床工学科／臨床検査学科

お問い合わせ先
八王子キャンパス 〒192-0982 東京都八王子市片倉町1404-1 0120-444-903
蒲田キャンパス 〒144-8535 東京都大田区西蒲田5-23-22 0120-444-925

八王子キャンパスにはバイオナノテクセンターやデジタルモーションキャプチャ
リングスタジオなど、充実した施設に最先端の設備が集結。キャンパスのシンボ
ルである片柳研究所には、第一線で活躍する研究者が集い、次世代を担う研究
が進行中です。また、「教養学環」という教養教育専属の組織を設立。問題解決
型授業や少人数での習熟度別授業、アクティブラーニングなどを特色に、社会
が求める真の力をはぐくみます。こうした体制のもと、東京工科大学では専門的
な知識・技術に加えて、国際的な教養や豊かな人間性を培い、変化する社会に
対応して活躍できる適応力を備えた、先端分野で活躍し続けられる人材を育成
していきます。

SUBARU、スズキ、西日本旅客鉄道、東日本旅客鉄道、積水ハウス、太平洋セメント、三菱電機照明、
日本電設工業、関電工、ヤマハ発動機、日本原子力研究開発機構、サトーホールディングス、ソフトバ
ンク、サイバーエージェント、マイナビ、ヤフー、LINE、楽天、富士通、カプコン、スクウェア・エニック
ス、凸版印刷、ソニー・ミュージックエンタテインメント、ロボット、東映、資生堂、東京メトロ、明治、メ
ニコン、シーボン、コーセー、HOYA、ポーラ、雪印メグミルク ほか 八王子キャンパス 片柳研究所

実学主義の教育・研究を推進する理工系総合大学

主な就職先（工学部・コンピュータサイエンス学部・メディア学部・応用生物学部実績）

※2020年４月新設

東京都市大学（旧 武蔵工業大学）
お問い合わせ先
〒158-8557 東京都世田谷区玉堤1-28-1
入試センター　TEL：03-5707-0104（代表）

1929年、「学びたい」という一心のもとに学生たち自らが中心となって本学の前
身である武蔵高等工科学校が創られました。”公正・自由・自治”という建学の精
神は、長い年月を経てもなお、力強く継承されています。2009年には、東横学園
女子短期大学と統合し、大学名を「東京都市大学」と改称。創立90周年を迎え
た2020年４月には、社会の根幹を支える理工学をはじめ、建築都市デザイン、
情報、都市環境、幼児教育の各分野にわたる、７学部17学科を擁する大学とし
てさらに進化します。東京都市大学は、これからも専門的実践教育の伝統を生
かし、都市に学びながら、都市の抱える問題を克服できる人材を世に送り出すこ
とで、人類の未来に貢献し、国際都市東京で存在感を示す有数の私大を目指し
ます。

横浜市役所、東京都庁、東急電鉄、東海旅客鉄道、東日本旅客鉄道、本田技研工業、トヨタ自動車、ス
ズキ、SUBARU、マツダ、日産自動車、三菱重工業、三菱電機、シャープ、日立製作所、パナソニック、
富士通、ソニー、エヌ・ティ・ティ・データ、日本IBM、ヤフー、楽天、ソフトバンク、乃村工藝社、凸版印
刷、日本郵便、東京電力ホールディングス、積水ハウス、大成建設、清水建設、鹿島建設、東急建設、首
都高速道路、SCSK、NSD、キヤノン、東京都市大学大学院、東京大学大学院、京都大学大学院、東京
工業大学大学院、首都大学東京大学院、早稲田大学大学院、慶應義塾大学大学院 ほか

武蔵工業大学の伝統と研究力を受け継ぐ専門的実践教育―「未知の世界で生きる力を」

◦理工学部※1：機械工学科／機械システム工学科／電気電子通信工学科／医用工学科／エネルギー化学科／原子力安全工学科／自然科学科※2 
◦建築都市デザイン学部※2：建築学科／都市工学科　◦情報工学部※1：情報科学科／知能情報工学科　◦環境学部：環境創生学科／環境経営システ
ム学科　◦メディア情報学部：社会メディア学科／情報システム学科　◦都市生活学部：都市生活学科　◦人間科学部：児童学科

東洋大学
【赤羽台キャンパス】◦情報連携学部：情報連携学科　【川越キャンパス】◦理工学部：機械工学科／生体医工学科／電気電子情報工学科／応用化学
科／都市環境デザイン学科／建築学科◦総合情報学部／総合情報学科　【板倉キャンパス】◦生命科学部：生命科学科／応用生物科学科　◦食環
境科学部：食環境科学科（フードサイエンス専攻、スポーツ・食品機能専攻）／健康栄養学科　【白山キャンパス】◦文学部　◦経済学部　◦経営学部　
◦法学部　◦社会学部　◦国際学部　◦国際観光学部　【朝霞キャンパス】◦ライフデザイン学部

お問い合わせ先
〒112-8606 東京都文京区白山5-28-20
入試課　TEL：03-3945-7272

東洋大学は、「諸学の基礎は哲学にあり」を建学の精神とする130年以上の歴史
をもつ伝統のある大学です。グローバル時代を迎え、いま、私たちは大きな変化
のうねりの中にあります。東洋大学では創立者である井上円了の精神を受け継
ぎながら、哲学を基礎として、地球規模の視野を持ち、社会の課題に主体的に立
ち向かい、新たな価値を創り出していくことのできる人財を育てています。現在、

「情報連携学部」「理工学部」「総合情報学部」「生命科学部」「食環境科学部」の
理系ならびに文理融合の学部を含め、13学部50学科・専攻の幅広い学びを展
開中。
東洋大学入試情報サイトでは、全学部の教員による学問の魅力を伝える授業動
画コンテンツ「Web体験授業」や、研究テーマから広がる学びの可能性や社会
とのつながりを紹介する「Laboratory TOYOWebStyle」を公開しています。ぜ
ひ、多様な学びに触れ、そのおもしろさを体感してみてください。

東日本旅客鉄道、関電工、ロート製薬、KDDI、清水建設、花王、ドワンゴ、シャープ、コニカミノルタ、
伊藤園、全薬工業、資生堂、キユーピー、山崎製パン、明治、イムスグループ、DHC、さいたま市教育
委員会 ほか

自ら未来を切り拓く「グローバル人財」を育成 川越キャンパス

※1  2020年4月、名称変更
※2  2020年4月、新設

主な就職先・進学先（2018年度実績）

主な就職先（2018年度 現行学部実績）

南山大学
◦理工学部：システム数理学科／ソフトウェア工学科／機械電子制御工学科　◦人文学部　◦外国語学部　◦経済学部　◦経営学部　◦法学部
◦総合政策学部　◦国際教養学部

お問い合わせ先
〒466-8673 愛知県名古屋市昭和区山里町18
入試課　TEL：052-832-3013

南山大学は、中部地区で唯一のカトリック系総合大学として、「人
間の尊厳のために」という教育モットーを掲げ、1946年に設立され
た前身となる南山外国語専門学校より、国際社会で活躍する人材
育成を実践しています。真の人間力・国際力の育成のため、語学と
教養教育に重きをおき、文系・理系を併せ持つ総合大学として、学
際的な研究・教育活動を進めています。加えて、「英語を」学ぶので
はなく「英語で」学ぶ教育を重視しているのも特長です。名古屋とい
う都市にあって、緑豊かなキャンパスも魅力のひとつ。周辺は、名古
屋大学をはじめ、他の大学も集まる文教地区で、学生にとって住み
やすい環境です。

ジェイアール東海情報システム、トヨタ自動車、デンソー、三菱自動車工業、アイシン・エイ・ダブリュ、西日本電信電話（NTT西日本）、トヨタシステムズ、中電シーティーア
イ、TIS、伊藤忠テクノソリューションズ、アビームシステムズ、富士通マーケティング、デンソーテクノ、バッファロー、三菱電機、日立建機、豊通シスコム、大正製薬 など

真の人間力・国際力を育てる語学・教養教育

主な就職先
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西日本工業大学
◦工学部：総合システム工学科（機械工学系、電気情報工学系、土木工学系）
◦デザイン学部：建築学科／情報デザイン学科

お問い合わせ先
〒800-0394 福岡県京都郡苅田町新津1-11
入試広報課　 0120-231491

日本有数の産業拠点である北九州工業地帯に2つのキャンパスを
擁する西日本工業大学。「工学」と「デザイン」という分野を通じて、
自ら考え行動するエンジニアや研究者、デザイナーの育成に取り組
んでいます。地域コミュニティーとの連携の強さが特長で、学生に
実践的な学びの場を提供しています。授業では、1年次から少人数
制教育で研究者・技術者の基礎を徹底指導。特定の資格や検定を
単位認定するなど、資格取得も積極的にサポートしています。さら
に、キャリア支援室が就職に関する個別指導を実施しています。

新日本熱学、三島光産、山九、九電工、ダイハツ九州、TOTOアクアエンジ、ジャパンエンジニアリング、トヨタプロダクションエンジニアリング、三井ハイテック、ユニプレス
九州、関電工、きんでん、岡住工業、五洋建設、日立ビルシステム、九州旅客鉄道、宇部興産、ユニ・チャームプロダクツ、CTCシステムマネジメント、日本電通、日本クリエイ
ティブシステム、みらい建設工業、大林道路、髙藤建設、タカラスタンダード、タマホーム、東急建設、アダチ、博報堂プロダクツ、ヤマト運輸、不動産中央情報センター、安
川情報九州、北九州市役所、九州工業大学大学院、島根大学大学院、中央大学大学院、福岡大学大学院 ほか

地域密着型の実践的な学びと充実した個別指導

主な就職・進学先（2018年度実績）

福井工業大学
◦工学部:電気電子工学科／機械工学科／建築土木工学科／原子力技術応用工学科
◦環境情報学部:環境食品応用化学科※名称変更予定／経営情報学科／デザイン学科
◦スポーツ健康科学部:スポーツ健康科学科

お問い合わせ先
〒910-8505 福井県福井市学園3-6-1
入試広報課　TEL：0120-291-780

福井工業大学は、1965年の開学以来、常に時代に合わせて社会が求める「工
業大学」のあり方を追求してきました。2015年には、３学部８学科からなる「工
科系総合大学」へと進展を遂げ、文理を融合させた総合的な学びが可能な環
境を整えています。また、英語コミュニケーション能力を高める「SPECプログラ
ム」、自分に合った留学を実現できる独自の留学プログラム「OCPS(Overseas 
Challenge Program for Students)」、学生が学部の垣根を越えて自主的にも
のづくりに取り組む「学生プロジェクト」など、多彩な学びのチャンスが用意され
ています。2019年４月には「AI&IoTセンター」を設立。地域活性化につながる
研究が期待されています。

関西電力、中部電力、東京電力ホールディングス、北陸電力、きんでん、ピーエス三菱、NDS、ショーボ
ンド建設、ダイダン、五洋建設、西松建設、鉄建建設、日成ビルド工業、飛島建設、北陸電話工事、大和
ハウス工業、竹中工務店、日本基礎技術、西日本旅客鉄道、東日本旅客鉄道、西日本電信電話、朝日印
刷、前田工繊、ノザワ、富士古河E＆C、テクノプロ　テクノプロ・デザイン社、大同工業、シャープ、三社
電機製作所、日本電産リード、東亞合成、協立アルミ、UACJ、新日鐵住金、太平洋工業、住友電装、Hitz
日立造船、スズキ、サカイオーベックス、セーレン、倉庫精練、アルビス、PLANT、コメリ、ネクステージ、
ゲンキー、愛媛銀行、福井銀行、大和冷機工業、日本電産リード、クスリのアオキ、松浦機械製作所 ほか

「工科系総合大学」として多彩に広がる学びのチャンス

福岡大学
◦理学部：応用数学科／物理科学科／化学科／地球圏科学科／社会数理・情報インスティテュート／ナノサイエンス・インスティテュート
◦工学部：機械工学科／電気工学科／電子情報工学科／化学システム工学科／社会デザイン工学科／建築学科
◦人文学部　◦法学部　◦経済学部　◦商学部　◦商学部第二部　◦医学部　◦薬学部　◦スポーツ科学部

お問い合わせ先
〒814-0180 福岡県福岡市城南区七隈八丁目19-1
入学センター　TEL：092-871-6631（代）

福岡大学は、9学部31学科、大学院10研究科34専攻、大学病院を
ワンキャンパスに集結した西日本屈指の総合大学。卒業生総数は
約26万6000人を数え、多くの卒業生が各界の第一線で活躍して
います。広大なキャンパスでは在学生約2万人が共に学び、講義や
課外活動を通して多くの出会いに溢れています。学問においては、
専門知識と共に幅広い教養を身につけることを重視し、「共通教育
科目」では文系・理系の全学部がワンキャンパスにある特長を生か
した多彩な科目を開講。学生生活においては、多様なクラブ・サー
クル活動を通して学部を超えた交流があり、自立性や社会性を養
い、より高い人格形成に励んでいます。

大林組、竹中工務店、東芝プラントシステム、日鉄テックスエンジ、九電工、久原本家グループ、凸版印刷、旭化成、ツムラ、LIXIL、日本電産、日産自動車、本田技研工業、九州
電力、日本放送協会、OKIソフトウェア、日本電気航空宇宙システム、日立社会情報サービス、三菱電機コントロールソフトウエア、日本エアコミューター、西日本高速道路、
三菱電機住環境システムズ、福岡銀行、穴吹工務店、日本食研ホールディングス、国家公務員一般職、佐賀県庁、福岡県庁、三重県教員（高校）、宮崎県教員（中学校） など

文系・理系の全 9 学部がワンキャンパスに集結！

主な就職先（2019年 3月卒業生）

主な就職先（2016年〜2018年度 現行学部実績）

福岡工業大学
◦工学部：電子情報工学科／生命環境化学科／知能機械工学科／電気工学科　◦情報工学部：情報工学科／情報通信工学科／情報システム工学科
／システムマネジメント学科　◦社会環境学部：社会環境学科（文系）　◦大学院：工学研究科／社会環境学研究科

お問い合わせ先
〒811-0295 福岡県福岡市東区和白東3-30-1
広報課　TEL：092-606-0607

福岡工業大学は、学生一人ひとりが目標を持ち、確実に力をつけ、社会に
羽ばたいていけるように、常に教育内容・方法の見直し、改善を図り、ソフ
ト・ハードの両面からしっかりサポートしています。たとえば、教育面にお
いては、変化の激しい時代に対応できる主体性を育むためのアクティブ
ラーニングを全体の80％以上の授業で実施。また、正課内外で、社会の
ニーズや仕事の厳しさを体験し、実践的に学ぶことができるインターン
シップ、企業・地域が抱える課題の解決にあたる学修にも力を入れていま
す。
このような取り組みの結果、2018年度卒業生の就職率は99.8％、実就職
率も95.1％となっており、例年、全国の大学の中でもトップクラスの就職
実績を誇っています。

東芝、富士通、大分キャノン、テルモ山口、関電工、三菱電機ビルテクノサービス、九電ビジネスソリューションズ、パナソニックシステムソリューションジャパン、三和シャッ
ター工業、タカラスタンダード、福岡銀行、西日本シティ銀行、明治安田生命保険相互会社 ほか

「就職の福工大」で情報・環境・モノづくりを学ぼう！

主な就職先
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福岡工業大学短期大学部
◦情報メディア学科　◦ビジネス情報学科

お問い合わせ先
〒811-0295 福岡県福岡市東区和白東3-30-1
広報課　TEL：092-606-0607

福岡工業大学短期大学部は、情報系の学びを中心に、社会で役立
つ様々な専門スキルを身につけることが出来ます。
理系・文系両方の大学編入に対応し、１年次の前期から始まる細か
な支援体制で、希望する進路に確実に導きます。就職については、
福岡工業大学と同じサポートを受けられ、就職率100％（2019年
３月）。大学編入決定率も100％を実現。細やかで実践的な支援で
一人ひとりの夢をサポートしています。
そして2020年春には、新しい「情報メディア学科」が誕生します。
従来の２学科制（「情報メディア学科」「ビジネス情報学科」）から、
専門領域を融合・発展させて１学科制へと生まれ変わります。

九州工業大学、鹿児島大学、宮崎大学、佐賀大学、山口大学、広島大学、島根大学、香
川大学、西南学院大学、東京工科大学、神奈川工科大学、福岡工業大学　など

安川情報システム　富士通システムウエブテクノロジー　JR九州システムソリュー
ションズ　日本郵便　福岡中央銀行　鹿児島銀行　西鉄運輸　福岡コンピュー
ターサービス　ポリフォニー・デジタルアクティオ　など

主な編入先 主な就職先

大学編入決定率 100％！九州の短大では珍しく理系の大学編入に対応

理工ガールのためのWebサイト
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『Happy Technology』のWebサイトです。
本誌掲載情報を
エリア別・分野別に調べられて、
各大学のWebサイトにもリンク。
オープンキャンパス情報も！

女子高生のための理工系大学・学部の進学情報サイト

ハピ★テク
-Happy Technology

文系にすすむ？
理系にすすむ？

どんな大学がある？秋からもやってるオープンキャンパスは？

他の人はどんなことに
悩んでる？
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