
●機械・電気工学専攻
　 Advanced Course in Mechanical and Electrical Engineering
機械、電気の技術分野は、高度化、専門化とともに融合化が進
んでいます。ロボティクスやメカトロニクスに代表される機械・
電気の融合技術は、地域が求める高齢者支援機器、自然エネル
ギーの活用、災害対策などへ応用されています。本専攻では、“機
械の知能的な制御”をキーワードに、機械・電気工学の学際的
素養を有する、創造性豊かで実践力のある技術者を育成します。

●物質工学専攻
　 Advanced Course in Materials Science and Engineering
現在の高度技術社会は、優れた特性を有する化合物や材料など
の高付加価値製品の創製によって可能となりました。近年発展
著しいバイオ技術には、医療や食料分野で大きな期待が寄せら
れています。また環境、エネルギー、資源リサイクル等の対策
にも、「マテリアルサイエンス」や「バイオサイエンス」が必
須です。本専攻では、高度な知識と技術を備え国際的に通用す
る創造的で問題解決能力の高い技術者の育成を目指します。

●建設工学専攻
　 Advanced Course in Civil Engineering
近年、建設工学の分野において、自然環境と融合した地球
規模の思考ができ、技術のより一層の複合化・多様化・高
度化・国際化などに対応できる技術者の育成が望まれてい
ます。建設工学専攻では、環境都市デザイン工学科の授業
科目を基礎にして、環境・防災・情報を考慮した幅広い専
門基礎科目を教授し、計画・設計・施工・管理を系統的か
つ効率的に判断出来る能力を持った創造力溢れる総合建設
技術者や開発研究型の人材を育成します。

●機械工学科
　 Department of Mechanical Engineering
エネルギー機器や環境機器、デジタル家電や新素材に至る
まで、ものづくりの製造現場には、機械や装置の設計・製
作、装置の性能予測や維持管理に関する知識が必要となり
ます。機械工学科では、その基礎として、材料の強さ、動
力学、流体の流れ、エネルギーの変換などを、さらにそれ
を発展させた応用知識について実験実習を交え習得します。
これらの教育・研究を通じて、新しい時代の要請に応えら
れる実践的エンジニアの育成を目指します。

●電気情報工学科
　 Department of Electrical Engineering and Information Science
電気・電子・情報工学は、先端的・革新的な技術分野とし
て産業界で主導的な役割を果たしています。電気情報工学
科は、その基礎となる「電磁気学、電気回路、電子回路、
電気計測、情報処理」、「半導体、通信、システム制御、エ
ネルギー」、「電気・電子・情報を統合したものづくり」な
どの科目を幅広く学習できます。さらに、4年次の創造性
教育セミナーや 5年次の卒業研究をとおして課題解決能
力を体得させ、次世代を担う若い技術者の育成をめざして
います。

●物質工学科
　 Department of Materials Science and Engineering
物質工学科で学習する化学・生物・材料・環境・生産・品
質管理等は、あらゆる産業において基礎となるばかりでな
く、現在人類が直面している環境問題、エネルギー資源、
食糧問題の解決、ならびに、情報・通信や医療の発達に大
きな役割を担っています。今最も期待されている科学技術
として「ニューマテリアル」と「バイオテクノロジー」が
あります。物質工学科では、4年生以降「材料化学コース」
と「生物生産工学コース」に分かれて、それぞれの分野で
より専門性の高い内容の講義や実験を行います。

●環境都市デザイン工学科
　 Department of Environmental Civil Engineering and Architecture
建設技術は、人間の生活基盤を支える公共施設、建築物や
構造物を、自然との調和を図りながら造り上げ、暮らしや
すく住みやすい社会を築いていく技術です。環境都市デザ
イン工学科は、実践的かつ創造力豊かな技術者の育成を目
指し、橋、道路、川、ダムなどの社会基盤整備を中心とし
た「土木」と、住宅・ビルなどの空間をデザインする「建
築」を総合的に学ぶことができる土木・建築総合学科です。

プラズマを用いた排ガス処理
Exhaust�gas�treatment�using�plasma�particles

太陽パネル最大出力制御
Maximum�power�control�on�solar�panels

無菌操作
Aseptic�technique

化学反応速度の測定実験
Measurement�experiment�of�chemical�reaction�rate

FA コンクリートの圧縮強度試験
FA�concrete�compressive�strength�test

地震時の地盤強度を求めるための
遠心力模型実験装置（マークⅡ）
centrifuge�model�test�equipment�to�measure�ground�
strength�on�the�earthquake�(called�the�Mark�II)

本 科　（2017 年度 3 年生〜 5 年生） 専 攻科
Regular Courses (for 3rd - 5th grade students in 2017) Advanced Courses

In�practical,�manufacturing� things� including�energy�and�environmental�equipment,�
digital�consumer�electronics,�and�new�materials,� requires� the�knowledge�about�
designing,�building,�performance�prediction�and�maintenance�of�machinery�and�
equipment.�As�a�basis�for�the�knowledge,�students�at�the�Department�of�Mechanical�
Engineering�study�material�strength,�dynamics,�fluid�flow�and�energy�conversion,�and�
then�they�learn�to�acquire�applied�knowledge�through�the�experiments�and�practices.�
Through�the�education�and�researches�at�the�department,�students�are�expected�to�
be�practical�engineers�who�can�meet�the�demand�of�the�coming�future.

Electrical,�electronic�and�information�engineering�play�a�leading�role�in�the�industry�as�
innovative�and� leading-edge�technology�fields.�As�a�basis� for� them,�students�at� the�
Department�of�Electrical�Engineering�and� Information�Science�study�wide�range�of�
subjects,� such�as� electromagnetism,� electric� and� electronic� circuits,� electric�
measurement,�and�information�processing;�semiconductors,�communications,�systems�
control� and�energies;�manufacturing� using� combined�knowledge� in� electrical,�
electronic�and� information�engineering,�and� then� they� learn� to�acquire�problem-
solving�capability� through� the�creative�education� seminars� (in�4th�grade)� and�
graduation� researches� (in�5th�grade).�Through� the�education�at� the�department,�
students�are�expected�to�be�excellent�engineers�who�can�meet�the�demand�of� the�
coming�future.

The�subjects� to�study�at� the�Department�of�Materials�Science�and�Engineering,�
including� chemistry,� biology,�materials,� environment,� production� and� quality�
management�are�the�basis�for�every� industry.�Also,� those�academic�disciplines�play�
important� roles� to�solve�various�challenges� regarding�environment,�energy�and�
resources,�and�food,� that�human-beings�are�facing�today�and�to�drive� innovation� in�
the�fields�of�information�and�communications,�healthcare,�and�so�on.�Among�the�most�
expected� fields�of�science�and� technology�are�new�materials�and�biotechnology.�
Students�at� this�department�are�separated� into� two�academic�courses,�Materials�
Chemistry�course�and�Biology�and�Industrial�Engineering�course,�in�the�4th�grade�to�
learn�more�specialized�knowledge�through�the�lectures�and�experiments.

Civil� engineering�and�architecture�are� the� technologies� for�constructing�public�
facilities,�buildings�and�structures�while�sustaining�harmony�with�nature,�and� for�
building�livable�communities.�The�Department�of�Environmental�Civil�Engineering�is�a�
department�where�students�can�comprehensively�study�civil�engineering�that�focuses�
on�constructing�social� infrastructure� including�roads,�bridges,�dams,�and�riverwalls,�
and�architecture�that�focuses�on�designing�spaces�including�houses�and�buildings,�to�
become�practical�and�creative�engineers.

In�the�fields�of�mechanical�and�electrical�technology,�fusion�as�well�as�sophistication�
and�specialization�are�accelerating.�The�complexed/fusion� technologies�such�as�
robotics�and�mechatronics�are�applied�to�the�social�needs�including�assistive�products�
for� senior�citizens,�utilization�of�natural�energies,�and�disaster�prevention.�The�
Advanced�Course� in�Mechanical�and�Electrical�Engineering�aims�to�foster�practical�
and�creative�engineers�with�interdisciplinary�knowledge�of�mechanical�and�electrical�
engineering,�under�the�keyword�"intelligent�control�of�machinery."

The�highly�technological�society�of�today�was�made�possible�by�the�creation�of�high-
value-added�products�such�as�compounds�and�materials�with�excellent�features.�High�
expectations�are�placed�for�biotechnology,�which� is�making�rapid�progress� in� this�
decade,�in�the�fields�of�healthcare�and�food.�Also,�material�science�and�bioscience�is�
essential� to�address�challenges�regarding�environment,�energy,�resource�recycling,�
and�so�on.�The�Advanced�Course�in�Materials�Science�and�Engineering�aims�to�foster�
creative,�globally�competent�engineers�with�abundant�knowledge�and�skills�and�high�
problem-solving�capabilities.

In�recent�years,� it� is�expected�to�develop�engineers� in�the�field�of�civil�engineering,�
who�can�think�from�the�global�and�eco-friendly�perspective�and�can�deal�with�more�
complexed,�diversified,�advanced,�and� internationalized�technological�matters.�The�
Advanced�Course� in�Civil� Engineering� aims� to� foster� creative� engineers� and�
researchers�with�capabilities�of� thinking�and�making�decisions�systematically�and�
efficiently,�by�providing�wide�variety�of�specialized�subjects� in�consideration�of�
environment,� disaster� prevention,� and� information,� based�on� the� fundamental�
knowledge� learned�through�the�curriculum�at�the�Department�of�Environmental�Civil�
Engineering�and�Architecture.
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