工 学 部
Faculty of Engineering

人に役立つ、人を幸せにする。
人間の役に立つ技術や製品を開発する。
人間の生活を豊かにし、人間を幸せにする。
だから、
ものづくりの原点は自分づくり、人づくり。
あたたかな体温を持つ研究者は、地域に世界に貢献できる。

工学部は、宮崎県唯一の工学部として、宮崎に根差し世界に
目を向けた工学部を目標に、今後ますます進展する高度な科学

新しい工学部の特徴

技術に挑戦し、創造することができる人材の育成につとめ、国

7学科から1学科6プログラムに変わりました

際的にも評価される質の高い学術研究活動を進めています。さ

ジェネラリティを持つスペシャリストを養成します

らに、地域産業の発展を推進することにより、地域社会に知的

データサイエンス分野を強化します

な貢献をすることにつとめています。

環境・エネルギー工学研究センターを機能強化しました

■工学部工学科 各プログラム

応用物質化学プログラム
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化学の力で持続可能で豊かな生活の実現を目指す

工学部長

鈴 木 祥 広

土木環境工学プログラム
地球環境と調和した土木技術を目指して

P29

工学部は、ジェネラリティを持つスペシャリストの養成を
めざして、これまでの各専門分野からなる学科の壁を無くし
て、専門分野の異なる6つの教育プログラムからなる1学科で
構成されています。ジェネラリティとは、広く一般的な知 識や専
門的な基礎知識のことです。スペシャリストとは、専門分野に
特化した知識・技術を備えた人です。工学部では、両方を兼ね
備えた人材の育成を目指します。これからの50年先、100年先
を見据えると、工学部は、なくてはならない学部の一つです。
工学部の学生は、就職には全く困りません。社会・企業から

応用物理工学プログラム

P31

物理と数学で新たな価値を創出する

電気電子工学プログラム
最先端の電気電子テクノロジーで
世界をビリビリさせよう

のニーズが極めて高いので、全国の大企業でも地元の企業で

機械知能工学プログラム

も、希望する業界・職種に、ほぼ全員が就職できます。学部の4

人類の幸福のために「ものづくり」を極める

P33

P35

年間と大学院工学研究科修士課程の2年間は、安心して学業
や研究に集中できる環境が整っています。太陽と海と山に囲ま
れたこの自然豊かな宮崎の地から、世界を視野に一緒に学ん
でいきましょう。
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情報通信工学プログラム
情報通信技術で未来を創る

P37

https://www.miyazaki-u.ac.jp/tech/

■ 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）
本学部では、宮崎県唯一の工学系学部として、
「宮崎に根ざし世界に目を向けた工学部」を目標に、人間性が豊かで、コミュニケーション能
力が高く、確実な基礎学力と幅広い応用能力を身に付け、21世紀の高度な科学技術分野や最先端技術分野で活躍できるような、問題発
見・解決能力を備えた創造性豊かな技術者の育成を目指しています。そこで、以下に示す「入学後の学修に必要な能力・適性」を多面的かつ
総合的な評価手法によって選考し、受け入れます。
1) 工学技術者を目指し，地域社会や国際社会の発展に貢献する意欲がある人（主体性）
2) 自ら考え、主体的に学修する目的意識を有する人（主体性）
3) 大学での学習の効果を高め、充実した学生生活を送るために必要な協調性及びコミュニケーションの基本的なスキルを身に付けた人
（協働性、表現力）
4) 工学における多様な分野にも興味を持ち、創造性豊かな技術力と問題発見・解決能力を身に付けて社会に貢献する意欲のある人（学問
への関心、思考力）
5) 工学専門分野を修得できる基礎学力を有する人（知識・理解、思考力）

■ 卒業認定・学位授与に関する方針（ディプロマ・ポリシー）
宮崎大学工学部では、以下の素養を身に付けるとともに、所定の期間在籍し、基準となる単位を修得した学生に、卒業を認定し、学士（工
学）を授与します。
1. 工学技術者としての高い意識を持ち、人類の文化、社会、自然、及び専攻する学問分野における知識を理解し、社会の発展のために積極
的に関与できる。
2. 自ら学修計画を立て、主体的な学びを実践できる。
3. 相手の伝えたいことを的確に理解し、有効な方法で自己を表現できる。
4. 課題を発見し、情報や知識を複眼的、論理的に分析して、その課題を解決できる。
5. 人類の文化、社会、自然、地域及び専攻する学問分野における知識を理解し、身に付けた技能（実践力）を活用できる。
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工学 部

工学 科

応 用 物 質化 学プログラム
Applied Chemistry Program

応用物質化学プログラムでは、化学、数学、情報などの基礎から先端的な応用化学、生命、材料等にわたる専門知識を学
ぶことができます。持続可能で豊かな生活を実現するための物質・エネルギー生産ならびに地球環境および生態系の
保全に貢献できる人材を育成します。

化学を専門に学べるのが魅力。
エネルギー問題や化粧品など好きを仕事に。
応用物質化学プログラム 2年

村社隼太郎
宮崎県

Shuntaro Murakoso

宮崎南高校出身

神戸彩葉
宮崎県

Iroha Kobe

宮崎大宮高校出身

岡元仁胡
宮崎県

Niko Okamoto

都城泉ケ丘高校出身

化粧品に興味があり、将来はその業界に行きたいという岡元さんと神戸さん。化学を専門的に勉強することが夢につながると考えた
そう。
「本学のCMを見て、化学を専門に学ぶけど、他の専門も気になれば見ることができる、変更もできる点も魅力だと思います」と語
る神戸さん。村社さんは、エネルギー問題に対応する分野で活躍する夢があるとか。
「実験をした後はレポート提出をしますが、自分で
もまだ稚拙だと感じます。考察力が向上するよう学生時代に頑張って研究者になりたい」と村社さん。最後に岡元さんは「専門以外に好
きなことが見つかってもできる環境があるのがココ。自分の可能性を伸ばせるからお勧めです」と教えてくれました。
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https://www.chem.miyazaki-u.ac.jp/

求める学生像
応用物質化学プログラムは、化学を含む自然
科学に対して幅広い興味や好奇心を持ってい
る人、それらを化学あるいは生命化学などの
分野で生かしたいという情熱を持っている
人、実験や観察が好きで科学現象や実験につ
いて考察したり工夫できる人、数学および化
学を含む理科についての基礎学力を有しそれ
を身近な問題に応用できる人材を求めます。

（1）化学の知識・技術・考え方を学び、将来、応用化学、材料化学あるいは
生命化学などの分野で活躍したいという情熱を持っている人。
（2）実験や観察が好きで、科学の様々な現象について考え、それを表現す
ることに情熱を持っている人。
（3）化学、材料、および生命化学に関連する自然科学に対して幅広い興味
を持ち、好奇心豊かな人。
（4）数学、化学を含む理科、情報技術および語学の基礎学力を持ち、それ
らを身近な問題に応用できる人。

必要な「時に，場所へ，量を」。
−副作用のない薬を目指して−
稲田飛鳥

応用物質化学プログラム 助教

Asuka Inada

ドラッグデリバリーシステム（DDS）、それは薬を必
要な時に、必要な場所へ、必要な量だけ届け、その効果
を発揮させるシステムです。DDSをうまく使えば、薬を
狙った患部にのみ届けることができるため、副作用を
極限まで抑えることができます。私は、DDSに用いるキ
ャリア（薬物運搬体）として、金属有機構造体という新
材料に着目して研究を行っており、特に、抗がん剤は強
い副作用をともなうため、これらのキャリアで副作用の
ない抗がん剤治療を目指しています。
当プログラムでは、物理化学、分析化学、無機化学、有
機・高分子化学、生命化学、化学工学を基幹とした技術
者の育成に取り組んでいます。化学の知恵を駆使し、あ
らゆる事象を考え、応用できる人材を目指しませんか。

KOKOCHU

ココに

注目!

宮崎からグローバルに羽ばたく！
地球環境に国境はありません。地球温暖化、海

た人の移動が難しくなっていますが、インターネット回線は遠隔
での国際交流を可能にしています。化学という世界共通の言語を
身につけ、宮崎から世界へ羽ばたいてみませんか。

洋プラスチックごみ問題など国際社会が協調して
取り組まなければならない問題が多数あります。工学部の応用化
学分野では、海外からの研究者や学生の受け入れや国際共同研
究などの海外との連携を活発に行っています。特に、独自の取り
組みで10年前からモンゴル国立大学の化学系の教員、学生との
交流を行っており、地下資源と大自然が豊かなモンゴルで、環境
保全と開発を同時に進めるための教育、研究プログラムを連携し
て推進しています。毎年、モンゴルの学部学生、大学院生らとの
合同学生会議が開催されています(写真)。在籍する応用化学分野
の学生も、海外への関心が高く、短期海外研修や海外の大学と
の研究交流に積極的に参加しています。現在のところ国境を越え

■卒業後の主な進路

■取得可能な免許、資格

化学・医薬・食品に関連す
る産業、電気・機械・情報に
関連する産業、
教職、
公務員、
大学院等進学

●高等学校教諭一種普通免許状
※1
（工業、理科）
●毒物劇物取扱責任者※2
●安全管理者※3
●危険物取扱者（甲種）※4
●学芸員資格※5

※1 別に定める教育職員免許法の所要単位を修得し、各都道府県の教育委員会
に申請する必要があります。
※2 応用化学に関する学課を修了した者として、資格を有します。
※3 卒業後の勤務先で2年以上の産業安全の実務経験を経て、資格を有します
（受験不要）。
※4 化学に関する科目を15単位以上修得すれば受験資格が得られます。
※5 所定の単位を修得し、申請すれば「学芸員に関する科目の単位修得証明書」
が交付されます。

28

工学 部

工学 科

土 木 環 境 工学プログラム
Civil and Environmental Engineering Program

道路、橋梁、港湾、空港といった多くの社会基盤は人々の生活や経済の発展に欠くことができないものですが、自然破壊との
交換によって存在するのであれば、それは健全な社会とは言えません。地球環境に配慮し、社会基盤を整備、維持する技術
者を育成します。

道路や橋、インフラに関わる
技術者になりたい。
工学部 3年

森本
宮崎県

菖

Ayame Morimoto

宮崎東高校出身

道路や橋など社会インフラの設計をしたいと思っていま
す。宮崎で生まれ育ったので、地元での就職を視野に入れ、将
来的に地域に貢献できるのはこの分野が一番だと考えていま
す。高校時代にインフラに関わる会社でインターンシップを
経験したことが、
この方面で活躍したいと考えるきっかけでし
た。
本学科は教えることに真摯な教授陣ばかり。
コロナ禍でオ
ンラインが多い中でも、疑問や質問に細やかに対応してくれ
不安なく学べます。先々は構造物を専門にする研究室に入っ
て、橋梁などのインフラの知識を深めたいです。また、大学院
まで進学して将来は知識豊かな技術者になりたいですね。
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https://www.miyazaki-u.ac.jp/civil/

求める学生像
土木環境工学プログラムでは、
技術者の基礎とな

（1）生活・生産基盤の建設や維持管理、防災、都市計画、環境保全に興
味がある人。

る能力、土木環境工学のどの分野でも活躍でき
るための基礎能力、社会の要請を察知・理解して

（2）土木環境分野に興味を持ち、それらに関し本を読むなど、積極的に

適切な行動ができる人材の育成を目指していま

自己学習できる人。

す。また、地球的視点から多面的に物事を考える

（3）自然科学の基礎学力（数学、物理、化学）を有している人。

能力を身に着けた人材の育成を目指しています。

（4）日本語と英語を基礎とした表現力を持っている人。
（5）学習を通して獲得した知識・スキル・行動力を社会に還元できる人。

自然と共生可能なまちづくり・
川づくりのために。
土木環境工学プログラム 准教授

糠澤

桂

Kei Nukazawa

本プログラムでは、安心・安全な生活基盤を提供する
構造工学、水工学、地盤工学、環境工学等に関する教育・
研究を行っています。一方、私の専門は河川環境工学・
生態工学ですが、
「土木」
という言葉と結びつかない人も
多いかもしれません。
土木工事は環境に与える影響が大
きく、
特に河川は、
ダムや川底の掘削など、
人の手が大き
く入っています。さらに、昨今では気候変動への対応が
求められていますが、更なる防災・減災のみならず環境
への配慮も重要な課題です。責任ある土木技術者とし
て、
自然生態系とその豊かな恵みを未来に残しつつより
良い社会を創っていく、そんな学問に興味が沸いたら、
ぜひ本プログラムで一緒に学んでみませんか？

KOKOCHU

ココに 『国際的な廃棄物問題に取り組む』

注目!

途上国では、予算や技術不足のためにごみの不
適切な処理が行われています。廃棄物処分場では、家庭や産業か
ら出されたごみが処理されずに運ばれ、発生するガスや汚水によ
って環境汚染や健康被害が発生しています。本プログラムでは、
インドネシアの大学と提携を結び、現地での資源循環の仕組みづ
くりや、環境汚染の実態調査に関する研究を行い、国際的な廃棄
物問題の解決に取り組んでいます。

■卒業後の主な進路

■取得可能な免許、資格

建設・環境・インフラに関連する
産業、建設コンサルタント、地方・
国家公務員、
大学院進学

●修習技術者資格※1
●測量士補※2
●学芸員資格※3

※1 本プログラムのJABEE修了要件を満たすと、文部科学省所
管の技術士制度における技術士第一次試験が免除され、修
習技術者の資格を得ることができ、申請により技術士補の
資格を得ることができます。
※2 所定の科目の所要単位を修得し、申請後に資格が得られます。
※3 所定の単位を修得し、申請すれば「学芸員に関する科目の単
位修得証明書」が交付されます。
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工学 部

工学 科

応 用 物 理 工学プログラム
Applied Physics and Engineering Program

これからの超スマート社会の実現のために、AIやIoTなどの情報科学技術、光・量子技術、半導体技術の飛躍的進化が必
要です。本プログラムでは物理学や数学などの基礎科学と他の専門分野も融合させた教育を行い、習得した知識を実用
技術へと発展できる能力や課題解決能力、
高い倫理性を持った技術者や研究者を育成します。

星を見るのにうってつけ。
趣味の魚釣りもできる最高の環境。
応用物理工学プログラム

細越裕太
大分県

2年

Yuta Hosokoshi

佐伯豊南高校出身

太陽光発電の発展的な研究に興味があります。国内でも
トップクラスの研究をしている本学なら、未来のインフラ
に関わる学びができるのではと考えました。本プログラム
は、半導体などの最先端のことに触れられます。また、獣医
学科や医学科もある総合大学だからこそ、学科を超えた
学びもあります。友人と協力する授業や実験は、特に楽し
いですね。卒論作成に必要な、プレゼン資料作りや発表を
する授業では、仲間と一緒につくる喜びを感じました。私
が関心を持つ太陽光発電は大阪大学と連携した研究もあ
るようです。今後は、大学院に進んで深める道も視野に入
れて頑張りたいです。
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https://www.miyazaki-u.ac.jp/apphys/

求める学生像
応用物理工学プログラムでは、物理学や数学など
の基礎科学を系統的に学びながら現代物理学に対
する素養を身につけ、光センシングやエネルギー
変換、エネルギー計測などの最先端工学技術の開
発を加速させ、来たる超スマート社会実現に寄与
できる高度専門技術者・研究者の育成を目的とし
た教育研究を行います。そこで本プログラムでは、
次のような人を求めています。

（1）自然科学や科学技術に対する強い関心とそれらを生かして、将来
社会の役に立つ意欲がある人。
（2）物理学や数学などの基礎的学力を有し、持続して勉学に取り組む
ことができるとともに、
課題の解決へ向け主体的に行動できる人。
（3）実験や観察において深く考察する思考力と、その結果の表現力を
有し、学習を通して獲得した知識・スキル・行動力を社会に還元で
きる人。
（4）光センシングやエネルギー変換、エネルギー計測などの最先端工
学技術開発に寄与できる高度専門技術者・研究者の育成を目的と
した教育に興味をもっている人。

物理好きな人集まれ！
応用物理工学プログラム
応用物理工学プログラム 准教授

鈴木秀俊
Hidetoshi Suzuki

応用物理工学プログラムは、力学、電磁気学、量子力
学などの物理科目をベースに、量子・計測技術分野と新
材料・半導体分野の両方を学べるプログラムです。量
子・計測技術分野は宇宙を含む自然界の現象をとらえ、
未知の現象の追及を行う分野です。宇宙から届くさま
ざまなエネルギーの宇宙線を画像としてとらえる特殊
なカメラの開発や、それらを人工衛星に搭載して得ら
れたデータの解析を行なっています。また新材料・半導
体分野は高効率太陽電池、熱電変換素子やレーザーの
研究を行う分野です。太陽電池の効率をさらに高める
ための新材料の結晶成長や評価、携帯端末に搭載可能
な超小型ガスセンサーや新型レーザーの開発を行なっ
ています。物理に関する基礎的なことから最先端の応
用分野まで学び、新技術開発にチャレンジできる科学
技術者を一緒に目指してみませんか？

KOKOCHU

ココに

注目!

未知のブラックホールを捉える
高感度Ｘ線版デジタルカメラの開発!!

多くの皆さんが、日常生活で写真を撮るときは、手持のスマート
フォンのカメラを使われていることでしょう。写真撮影が趣味とい
う人は、高感度のデジタルカメラを持っているかもしれません。そ
れらのカメラのほとんどがCMOSイメージセンサーを内蔵してい
ます。CMOSイメージセンサーは、本プログラムが専門とする半導
体技術を利用して作られています。私たちは、皆さんが持っている
ものよりも何十倍も厚いCMOSイメージセンサーを開発していま
す。厚くすることで透過力の高いＸ線をも捉えることができるよう
になります。
この高感度Ｘ線版デジタルカメラを天文衛星に搭載し
て、
これまでまだ誰も見たことのない未知のブラックホールの撮
影に挑戦しています。皆さんも、
このワクワクするような研究に参
加してみませんか？

CMOSイメージセンサーの元になる半導体ウエハの写真です。同じパターンが周期的
に配置されている様子が見えると思います。一つのパターンの中に長方形の構造を持
つ複数のセンサーがあり、これらを切り出して加工していきます。一番大きなセンサー
が我々が開発しているものです。

■卒業後の主な進路

■取得可能な免許、資格

電気・半導体に関連する産業、各
種製造業、ソフトウェアに関連する
産業、
教職、
公務員、
大学院進学

●高等学校教諭一種普通免許状
（工業、理科）※1
●学芸員資格※2

※1

別に定める教育職員免許法の所要単位を取得し、各
都道府県の教育委員会に申請する必要があります。

※2

所定の単位を修得し、申請すれば「学芸員に関する科
目の単位修得証明書」が交付されます。
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工学 部

工学 科

電 気電子工学プログラム
Electrical and Electronic Engineering Program

電気電子工学プログラムでは、再生可能エネルギー、医療・生体工学、スマートエネルギーソリューションをキーワードに
現代社会を支える基盤技術の基本原理と基礎知識を習得させ、社会の変化や要請に対応できる電気電子工学分野の専
門技術者・研究者を育成します。

スペシャリストなゼネラリスト。
社会で役立つ人材になりたい。
電気電子工学プログラム 2年

川口礼徒
宮崎県

Ayato Kawaguchi

宮崎西高校出身

もともとプログラミングを学びたかったのですが、
入ってみて自分がやりたか
ったことと重なる部分や面白そうと思える授業があることが分かりました。電
気電子でもプラグミングは学べるし、関心のある違う分野まで幅広く受講でき
るんです。学部の体制が変わり、2年次に上がる際に転プログラム制度を利用
することができます。入学後に興味関心が変わっても良いのは魅力です。入学
して1年ですが、良い意味で慣れることなく、常に学びに新鮮さを感じていま
す。スペシャリストなゼネラリストをつくるという言葉の通り、良いところ取り
で学べるのも本学部ならでは。
電気やプログラムを学びたいならぜひ。
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求める学生像
電気電子工学プログラムでは、数学、電気回

（1）人類が持続的に発展することに貢献しようとする意思をもつ人。

路、電磁気学を基礎とし、太陽光発電、再生

自ら積極的に目標と計画を立てることができる人。
（2）問題解決へ向けて、

可能エネルギー、医療工学、集積回路、電力、

（3）日本語および英語を用いた基本的表現力をもつ人。

プラズマ、制御、レーザー、センシング技術、

強い意志をもって持続的に取り組むことができる人。
（4）問題解決へ向けて、

半導体材料、電磁波の各専門分野の考え方

（数学、
電気回路、
電磁気学を基礎とし、
太陽光発電、
再
（5）電気電子工学分野

を習得するため、講義、実験、演習を体系的に

生可能エネルギー、集積回路、電力、プラズマ、制御、レーザー、センシン

編成した教育研究を行います。したがって、
本プログラムでは、次のような人材を求めて

グ技術、
半導体材料、
電磁波などの各専門分野）
に強い関心をもつ人。
（6）電気電子工学分野を学ぶための数学、理科、英語などの基礎学力をも

います。

つ人。

電気電子×AIで各種産業分野で
デジタル変革を。
電気電子工学プログラム 教授

田村宏樹
Hiroki Tamura

私は主にセンサーからの信号を活用して、医療・生体
工学に生かす研究をしています。そのためには、センサ
ーの知識、電気電子回路の設計、デジタル化やAI（人工
知能）を含んだ信号処理の技術が必要となります。本プ
ログラムではこれらの分野をしっかり学ぶことができま
す。他にも再生可能エネルギー、スマートエネルギーソリ
ューションなど、幅広い分野を学べる環境があります。
実際の研究では、医工連携、農工連携など異分野と融合
するスキルも必要になりますが、それらのスキルもしっ
かりと身に付けられる教育プログラムになっています。
ぜひ、本プログラムで学び、各種産業分野をデジタル
改革できる 今までなかった新しい技術 を一緒に研究、
開発しましょう。

KOKOCHU

ココに

注目!

高性能電磁界シミュレーション
電磁界は電界と磁界の相互作用によって開かれる場

のサーモシミュレーションに適用する手法の検討をしています。これ
に加え、領域間の釣り合い計算のアルゴリズムを工夫することによ
る、
更なる高性能化の研究も推進しています。

であり、電磁界の伝搬が無線通信の原理になっています。電界と磁界
の振る舞いを明らかにするために偏微分方程式（Maxwell方程式）を
解く必要がありますが、この方程式を解析的に解くことは困難である
ため、計算機の力を借り数値的に解くことになります。これが電磁界
シミュレーションです。電界と磁界の相互作用は、その発生源である
アンテナから空気中を遥か彼方まで伝搬してゆき、その過程で金属
や誘電体によってねじ曲がったり反射したりを繰り返します。このよ
うに広範囲で複雑な振る舞いをする電磁界を高精度にシミュレーシ
ョンするためには、高い計算性能を有する計算機と、計算機の性能を
十分に引き出すことができる高度なアルゴリズムによってシミュレー
ション・システムを構築する必要があります。
これまでにワークステー
ションクラスタやスーパーコンピュータ等の並列計算環境において動
作する領域分割型並列計算アルゴリズムを開発し、
世界最大級となる
3億要素規模の高周波帯域の電磁界解析を数時間で完了することに
成功しました。現在は、これを電磁環境影響評価や、癌の温熱治療時

■卒業後の主な進路

■取得可能な免許、資格

電気・半導体に関連する産業、
ソフトウェアに関連する産業、各
種製造業、公務員、大学院進学

●高等学校教諭一種普通免許状
※1
（工業）
●学芸員資格※2

※1

別に定める教育職員免許法の所要単位を取得し、各
都道府県の教育委員会に申請する必要があります。

※2

所定の単位を修得し、申請すれば「学芸員に関する
科目の単位修得証明書」が交付されます。
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工学 部

工学 科

機 械 知 能 工学プログラム
Mechanical Engineering Program

機械工学の「解析」と「総合」に重点を置いた専門教育を実施し、基盤となる機械工学の知識、経験、実験、実習を習得する
ことにより、
21世紀の幸福な社会的要求に応える
「人と自然にやさしいものづくり」
を目指す専門技術者を育成します。

興味を後押しする最高の環境。
将来は電車をつくる仕事に。
工学部 3年

髙

敬一郎

京都府

京都先端科学大学附属高校（旧京都学園高校）出身

Keiichiro Ko

ものづくりが好きで、将来は電車をつくりたいと思
うように。それには機械系の勉強が必要だと思ったん
です。本学は先生たちが熱心。学生の興味があること
は、背中を押してくれ、自分の専門外でも真摯に対応し
てくれます。だからこそ、どこで学ぶかではなく、自分
が何をするかだと実感しています。授業では材料力学
が気に入っています。材料の曲がり具合などを学ぶの
が面白いです。鉄道に限らず、好きなことは限界を決め
ずにやるようにしています。論文も無理と思わずに読
むと、気づくことが多くためになります。好き を追求
する学生を、強く応援してくれる宮大だから成長でき
ます。
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求める学生像
機械知能工学プログラムでは、ものづくりの基盤となる機

（1）｢人と自然に優しいものづくり｣や「超スマート社会の実現

械工学の専門知識を習得させるとともに、情報数理などの

に向けたものづくり」に関連する技術の開発や研究に対

他の工学分野にも理解を広げる教育を行います。さらに、地

して熱意を持って取り組む人。

域の特徴を活かした「人と自然に優しいものづくり」や、地

（2）数学及び理科の基礎的な知識･理解を有する人。

域社会に貢献する「超スマート社会の実現に向けたものづ

（3）コミュニケーション能力を身に付ける上で必要となる語

くり」に関連する研究を通して、高い創造力と実行力を持っ
た人材の育成を目標としています。したがって、本プログラ

学能力と学問への関心を持つ人。
（4）学習を通して獲得した知識・スキル・行動力を社会に還

ムでは次のような人を求めています。

元することのできる意欲溢れる人。

超スマート社会に向けた
人と自然に優しいものづくり。
機械知能工学プログラム 教授

長瀨慶紀
Yoshinori Nagase

機械知能工学プログラムでは、ものづくりの基盤とな
る機械工学の専門知識を重点的に、その周辺の工学分
野に関する知識も修得させる教育を行っています。機
械工学は、ロボットなどの産業機械、自動車などの輸送
用機械、時計などの精密機械といった機械をつくるため
の基盤となる学問です。また、機械工学の周辺分野の一
例として、ビッグデータやＡＩを機械に取り入れるため
に必要な情報数理があります。機械の専門知識を身に
付けた卒業生は、機械技術者や研究者として国内外で
活躍しています。地域の特性を活かし世界を視野に入
れた「人と自然に優しいものづくり」や「超スマート社会
の実現に向けたものづくり」に関連する技術開発や研
究に興味のある人をお待ちしています。

KOKOCHU

ココに

注目!

太陽熱の蓄熱およびエンジンでの
発電への利用

太陽熱とは、太陽光を熱に変えたエネルギーのことです。
太陽光は雲の状態などで変化する不安定なエネルギーです
が、太陽光を熱に変え蓄熱することによって、夜間でも安定し
て利用することが可能となります。本プログラムでは、宮崎大
学に設置されているビームダウン式太陽集光装置を利用し
て1000℃以上の高温で蓄熱を行う研究や、その熱を利用し
てエンジンを動かし発電を行う研究を進めています。写真
は、市販の発電用ガソリンエンジンをベースにして、太陽熱を
利用して発電するために改造したエンジンです。

■卒業後の主な進路

■取得可能な免許、資格

自動車、重工業、航空機、医
療機器、マテリアル、エネルギ
ー産業、工作機械、産業機械、
エレクトロニクス、プラントエ
ンジニアリングに関連する産
業、公務員、大学院進学

●高等学校教諭一種普通免許状
※1
（工業）

※1 別に定める教育職員免許法の所要単位を修得し、各都道府県の教育委員
会に申請する必要があります。

●エネルギー管理士※2

※2 エネルギー管理士試験において必須基礎科目及び選択科目（熱分野または

●機械設計技術者※3

※3 所定の科目の所要単位を修得し、
実務経験や所定の条件等を要するものが

●学芸員資格

※4 所定の単位を修得し、申請すれば
「学芸員に関する科目の単位修得証明書」

※4

電気分野）
の試験に合格することにより取得できます。
あります。
が交付されます。

本プログラムのJABEE認定プログラムは2022年度入学生までを対象としています。
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工学 部

工学 科

情 報 通 信工学プログラム
Information and Communication Technology Program(ICT Program)

情報通信工学プログラムでは、情報工学および通信工学の専門知識と実践能力を身につけ、その技術を活用して社会の
持続的発展と問題解決に貢献する、自立した専門技術者や研究者の育成を目的として教育研究を行います。

IT系や情報系の仕事に進んで、
最新技術で社会に貢献する人に。
情報通信工学プログラム 2年

宅間千隼
宮崎県

Chihaya Takuma

日向高校出身

最近注目されているIT系の仕事に興味がありました。入学当
初はコロナ禍もあって、リモートでの授業がほとんど、しかし、
教授陣が質問などにも丁寧に答えてくれて不安なく授業が受け
られます。1年次にグループに分かれて課題に取り組むことが
あり、プログラミングを体験しました。それからさらに気になる
ように。ゲームをしているときも、どんなプログラミングされて
いるかを考えることも。私は知識や経験がないまま入学しまし
たが、同級生もほとんど未経験者。1年のうちは専門の授業は
少ないですが、途中で変更することもできます。ハードルは低い
から気にすることなく志望してほしい。
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求める学生像
情報通信工学プログラムでは、情報工学
および通信工学の専門知識と実践能力
を身につけ、その技術を活用して社会の
持続的発展と問題解決に貢献する、自立

（1）情報通信技術者をめざし、情報通信技術（ICT）を通じて、人類の幸福と地域
社会や国際社会の発展に貢献する意欲がある人。
（2）明確な目標を持って、継続的に自己学習を続けられる主体性を持つ人。
（3）日本語と英語を基礎とした表現力を持ち、チームの一員として自分に与えら
れた役割を理解してチームワークのもとで様々な問題を解決し、目的を達

した専門技術者や研究者の育成を目的と
して教育研究を行います。したがって、本
プログラムでは次のような人を求めてい
ます。

成する意欲がある人。
（4）学修を通して獲得した情報通信技術の知識やスキルを活かし、社会が抱え
る課題の発見とその解決に取り組む意欲がある人。
（5）公式を覚えるのではなく公式そのものを導出できる知識・技能を有し、情報
通信工学の学修に必要な数学、理科、英語についての基礎学力を持つ人。

大切なモノを守るセキュリティ技術
情報通信工学プログラム 准教授

油田健太郎
Kentaro Aburada

クラウド事業の拡大やIoT（モノのインターネット）
機器の普及、5Gによる通信速度の高速化によってイン
ターネットが便利になる一方で、それらを悪用するサ
イバー攻撃はますます拡大すると考えられます。例え
ば、自宅に帰る前に、外からエアコンのスイッチを入れ
ることもできます。ただ、便利な半面、その安全性が心
配です。それらを守るのがセキュリティ技術になりま
す。今、インターネットは社会インフラのひとつです。
そのインターネットを安心して使えるようにするセキ
ュリティ技術は、私たちの生活に不可欠なものです。本
プログラムでは、プログラミングやネットワーク、セキ
ュリティなど、情報通信技術について学ぶことができ
ます。あなたも一緒に学んでみませんか。

KOKOCHU

ココに

注目!

人工知能ブーム
ここ数年、AI、ディープラーニング、Python など
のキーワードが含まれる書籍が、毎月のように出版

されています。実に様々な書籍がありますので、自分に合う本を探
してみてください。2020年から小学校でのプログラミング教育が
必修化されるということもあり、このブームはまだ終わりそうに
ありません。もう少し先、20年後には何が問題になっているでし
ょうか。数学、英語、プログラミングが基本であることは変わりま
せん。大学に入学したら、基本を身につけながら、これから発展し
そうな分野を予測し、自分の進む方向を決め突進しましょう。

■卒業後の主な進路

■取得可能な免許、資格

ソフトウェア、システム開発、情
報・電子機器製造、情報通信に関連
する産業、大学院進学

●学芸員資格※1

※1

所定の単位を修得し、申請すれば「学芸員に関する
科目の単位修得証明書」が交付されます。
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