女子学生の就職先
「九工大ブランド」の質の高い就職は、もちろん女子学生にも当てはまります。女性ならではのしなやかな発想で社会を豊か
にする新しいモノを創り出し、夢を現実にする。九州工業大学から自分にあったキャリアスタイルを描いていきませんか?

女子の過去5年間就職先TOP20

平成24年3月～平成２8年３月学部卒業・大学院修了者
順位

企業等名

就職希望者数 学部400名・大学院205名

就職者数

順位

1

NECソリューションイノベータ

10

9

1

九州NSソリューションズ

10

3

オービック

3

企業等名

就職者数

日鉄住金テックスエンジ

5

15

エヌ・ティ・ティ・データ九州（NTTデータ九州）

4

9

15

東芝

4

本田技研工業（ホンダ）

9

15

凸版印刷

4

5

日立システムズ

8

15

日本電気（NEC）

4

5

日立製作所

8

15

パナソニック

4

7

北九州市役所

7

15

三菱電機

4

8

エコー電子工業

6

15

安川電機

4

9

スズキ

5

15

ユニ・チャーム

4

9

大和ハウス工業

5

15

日立ソリューションズ

4

9

ヒューマンテクノシステム

5

9

日立ソリューションズ西日本

5

9

三井ハイテック

5

男 子 に 負 け な い 女 子 の 就 職！

女子卒業、修了者就職率

99.3％

※平成28年3月学部卒業・大学院修了者の就職希望者に占める就職者の割合

CA M P US M A P

戸畑キャンパス（工学部・工学府）

キャンパスのご案内

〒804-8550
福岡県北九州市戸畑区仙水町1-1
Tel
（代表）093-884-3000

飯塚キャンパス（情報工学部・情報工学府）

〒820-8502
福岡県飯塚市川津680-4

Tel
（代表）0948-29-7500

若松キャンパス（生命体工学研究科）

苅田北九州
空港

〒808-0196
福岡県北九州市若松区ひびきの2-4
Tel
（代表）093-695-6000

www.kyutech.ac.jp

九工大

検索

キャンパスで輝く理工系ガールズをCLOSE UP！

Happy
Kyutech Girls

理 工 系 女 子 学 生インタビュー

工 学 系×女 子 学 生

1
1

世 界 をまたにかけて活 躍 する
チャレンジ精 神 あふれる 技 術 者に。

C ontent s
理工系女子学生
インタビュー
工学系×女子学生
工学部
応用化学科

諏訪 成美さん

2

大学院工学府
建設社会工学専攻

瀬戸 なつみさん

3

大学院情報工学府
学際情報工学専攻

ラフマン・シャハナさん

4

大学院情報工学府
情報工学専攻

嶋田 愛子さん

5

大学院生命体工学研究科
人間知能システム工学専攻

日高 百合奈さん

6

工学部
応用化学科

大学院生命体工学研究科
脳情報専攻

齋藤 萌香さん

7

OGの
キャリアスタイル

8

センパイの
キャンパスライフ

My Happy Technology!!

学長メッセージ
工学界への女性エンジニアの進出が目覚し

供することです。近年は海外企業へのインター

い昨今、日本の企業でも「有能な女子学生を

ンシップも盛んで、2015 年は 41 名の学生が

採用したい」という声が数多く挙げられるよう

参加し、海外派遣学生の総数は 430 名にもの

になりました。近年はさらに、環境や制度が整

ぼります。 現在の学生の男女比から考えると、

備され、女性ならではのスキルや感性をいかん

派遣者中の女子学生の割合は格段に高く、彼

なく発揮できるフィールドが整ってきています。
一般的に、人の考え方や捉え方とは、その人

女たちの積極性には目を見張るものがありま
す。また、学生グループの自主的活動に対して、

従来の電解液を“固体”で応用。
低コストの燃料電池も実現可能に。
研究領域を極めるだけでなく
英語でのプレゼン力も強化

が向上します。また、CO₂排出量が少ない燃料
電池の触媒の合成も行いました。
そういった実験の他に、週に 1 度英語で資料

が持つ知識や経験に大きく依存します。それは

活動経費を支援する「学生創造学習支援プロ

今の研究室に入ったきっかけは、3 年次の授業

づくりをし、発表も行う「文献会」も実施。自

性別が違えばなおさらです。社会的な課題を解

ジェクト」にも、数多くの女子学生が参加。 男

「サイエンス工房」で、研究室を訪れたこと。「機

分の研究内容をプレゼンテーションし、先生と

決する際、男性だけでは問題視されないことも、

子学生と切磋琢磨し、自動車やロケット、衛星

能性セラミックスの合成と応用」という研究室の

議論し合う「検討会」も月に 1 度行われ、外へ

女性の視点が入ることで解決の糸口が生まれ、

などの開発・製作を進めています。全ての学生

テーマに興味があり、研究室全体の明るい雰囲

と発信するアウトプット力も鍛えられます。

いい変化が生まれます。この変化こそが、発展、

が受け身ではなく主体となって活動するため、

気に惹かれたことが決め手でした。今は自分の

革新する上で不可欠なことです。現在、工学の

授業とはまた違った面白さ、経験を得られる本

研究テーマを選定中で、所属後 1 か月の体験

力は、社会のあらゆる分野に入り込んでいます。

プロジェクト。そのためか、学生みんなの目の

実験期間中は、複数のテーマの作業を経験。高

インターネットや電気、食品……全てが人々の

輝きが圧倒的に違います。

機能セラミックス材料を用いた電池の固体化に

将来は地元鹿児島に戻り、大学で 4 年間学

いつの時代も、新たな可能性への扉を開く

必要な固体電解質の合成では、試薬の調合から

んだ知識を生かして、故郷に貢献できる仕事に

男性だけですか？ いいえ、もちろん半数は女

のは、安全圏から一歩外の世界へ飛び出す勇

取り組みました。この固体の電解質は、試薬を

就きたいと考えています。現在は研究と並行し

性。製品やサービスを生み出すつくり手に、女

気です。この一歩が思いもよらない明るい未

均一に混ぜるために溶液中で混合し、乾燥させ、

て、公務員試験に向けて勉強中。 ゆくゆくは、

性の力が不可欠であることは明らかです。

来へとあなたを導いてくれるでしょう。そして、

仮焼、本焼と 2 度焼成して合成。試薬の配合比

水質や空気の分析など、市民生活に直結する環

知識やスキルを磨き続けていれば、世界を舞台

率や焼成の温度などを細かく変えながら、目的

に輝けるエンジニアの道はすぐ目の前です。

物質の合成方法を研究します。実現すると、コ

私たち大学ができることは、学生に対し「多

学長

尾家 祐二

（鹿児島県立甲南高等学校出身）

ルなデザ
使いやすいシンプ
って 即購 入し
インが気に入
日の通学の相
たリュック。毎
棒です。

自分の故郷に恩返ししたい！
将来は環境保全の仕事に

生活に密接に繋がっています。それを使う人は

様な学習の機会」と、
「そのための環境」を提

4年

諏訪 成美 さん

境保全の部分に携わりたいです。そのためにも、

ひとこと

卒業生によるセミナーも開催

九工大の卒業生からなる「明専会」
が、在学生対象の学内セミナー「明専
塾」を定期的に開催。先輩方の実体験をもとにした
工業界の最先端の話や職業観などを間近に聞ける、

「高性能環境汚染ガスセンサ」を研究テーマに

とても貴重な時間です。私も何度か参加し、いい刺

ストが抑えられる上、従来の液体の電解質に比

選び、残りの学生生活は将来の基盤づくりとし

激を受けました。明専会の皆さんは、不安に思う将

べて漏えいや発火の心配がなく、電池の安定性

て、研究を頑張りたいと思います。

来について親身に考えてくれる、
心強い存在です。
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大学院工学府
建設社会工学専攻

My Happy Technology!!

研究テーマは「公共空間の賑わい」。
まちの再生を現地で学んでいます。
ドイツ・ライプツィヒで
ワークショップを開催

北九州市と同様、人口減少に悩まされています。
そこで、今年
（2014 年）
9 月に研究室のメンバー

瀬戸 なつみ さん
株式会社 夏水組

輩 から 格
学部時代の先
らったiMac
安で 譲っても
あって、
G4。思 い 入 れが
。
今も使っています

My Happy Technology!!

“空飛ぶ自動車”も夢じゃない！
蝶の動きから前に進む“力”を研究。
蝶のはね、魚の尾ひれなど
翼から放出する“渦”に注目

建築計画研究室で、
「外部空間と内部空間の

3 人でライプツィヒに 1 か月間滞在し、空き家

中間領域でつくり出される賑わい」について研

の活用をテーマにしたワークショップを開催する

の？」そんな素朴な疑問が、私たちの研究の大

究しています。中間領域とは、主に「公共空間」

予定。北九州とライプツィヒの共通点や違いを

きな軸です。「蝶も魚も、前に進む際に後方に

のこと。 例えば、
「商店街の路上で行われる集

考えながら、都市再生の新しいアイデアを共有

できる“渦”が関係している」という仮説のも

客イベント」などが具体的な研究対象になりま

できればと思います。

す。ここで大切なのは、内側と外側の融合。商
店街の例ならば、商店の人を外に連れ出し、通
行人を商店街に引き入れる仕掛けを考えます。

担当の徳田先生は、
「空っぽの建物をつくっ

り」というイベントにメンバー全員で参加し、公

ても仕方ない。 人が集まるシステムづくりこそ

共空間を使って縁日を再現したり、フード屋台

大切」と常に言います。そして、その理想を実

を出したりする取り組みも行っています。

現するノウハウを地域のイベント参加などを通
じて、具体的に示してくれます。 現場に出て、

「蝶はなぜ飛べるの？」
「魚はどうやって泳ぐ

と研究しています。中でも、対象となるのは翼

建築に求められるのは
人が集まるシステムづくり

研究室では、北九州市が主催する「リノベ祭

ました。研究室で先生や仲間ととことん議論し、
現象を解き明かすことが本当に面白いです。あ
と、実は私の研究室には、運動の時間がありま

画期的な製品を生み出し、
工学の力で生活を豊かに

（よく）から放出される渦。 翼は工業分野では

将来は、自動車メーカーで“空飛ぶ車”をつ

飛行機のジェットエンジンや発電所の蒸気ター

くりたいと思っています。 決して夢物語ではな
く、今進めている研究の原理が応用できれば、

に大きくする方法を、パソコンを使いシミュレー

実現できると自負しています。工学の世界を目

私は学部時代まで別の大学の家政

ションしています。 解析作業には 3 ヶ月かかる

指したきっかけは、両親の故郷であり、私のルー

こともあり、スピード化を図りパソコンを複数

ツであるバングラデシュの存在。全ては、貧困

台使う並列処理を行うことも。そのためのシス

問題が深刻なバングラデシュの発展のために何

て、将来、建築の仕事に携わるなら強みとなる専門

購入した
ピンクが可愛くて
析パ ラメー
関数 電卓。解
います。
タ設定時に使って

す（笑）
。 みんなと汗を流し、リフレッシュする

ビンにも使われるもの。この渦による力をさら

学部で建築を学んでいました。そし

（私立筑紫女学園高等学校出身）

ことで、再び研究に全力で向かえます！

他大学から九工大大学院へ

ひとこと

博士前期課程 2年

ラフマン・シャハナさん

ひとこと

男性とも自然と対等な関係に

中高一貫の女子校で6年間過ごして
いた私は、入学当初、男性が多い環
境に緊張の連続。でも、みんなで一緒に研究をした

知識が必要だと考え、大学院進学を決意。徳田先

テム構築も自身で行っています。情報工学部生

かできないかという思いから。画期的な製品を

加していたドイツのライプツィヒで活躍する日本

地元の人や建築の専門家と接しながら、実効性

生の研究室でまちづくりに関するさまざまな活動

時代、機械情報工学科で得たプログラミングの

生み出すことで、色んな国の人の手に触れ、生

人建築家の方と低利用の公共空間や空き家の

のある「まちづくりの手法」を学べるのがこの

に参加でき、この選択は本当に有意義だったと実感

知識と技術が生きていますね。また、大学院進

活を豊かにできます。工学には世界を一気に変

した。おかげで、1年次後半には打ち解けることが

活用法についての情報交換をスタートしました。

研究室の魅力ですね。

しています。

学後は、自身で動き、考えることが格段に増え

える力がある。それを必ず実証してみせます。

できました。

最近、新たな挑戦として、このイベントに参

取材内容は2014年時点のものです。

▲

2

旧東ドイツの主要都市として栄えたこの街は、

博士前期課程修了

大学院情報工学府
学際情報工学専攻

り、サッカーなどで体を動かしたりする中、周囲は女
性だからといって特別視せず、対等に接してくれま

3

理 工 系 女 子 学 生インタビュー

工 学 系×女 子 学 生

大学院情報工学府
情報工学専攻

My Happy Technology!!

自動車や飛行機の燃費向上のヒントは
移動する壁の周りの「流れ」にある!?
パソコン上の数値解析で
水や空気の流れを可視化
自動車や飛行機などの周りには、私たちの目
に見えない空気の「流れ」があります。自動車
の車体や飛行機の翼のすぐ近くの「流れ」は、
実は燃費や性能に大きく影響を及ぼしているの

の生活を一新させるような新たな物理法則を発
見できるかもしれません。

嶋田 愛子 さん
株式会社 CD-adapco

翼のまわ
移動と変形を行う
を可 視化し
りの 渦の 流れ
世紀の大発
た図。ここから
！
かも
れる
生ま
見が

My Happy Technology!!

脳のシナプスの仕組みに着目し、
未来に役立つ、新デバイスを開発。
研究が実用化されれば、
スマホがもっと軽量に！
原子スイッチを応用した、脳のシナプスのよ
うなネットワークを持つ電気デバイスの研究を

核融合の講義を受けて
理工系の可能性を感じた

行っています。 原子スイッチは、硫化銀と白金
の間に電圧をかけ、硫化銀中の銀が架け橋とな

選んだきっかけでした。 今年大学院に進学し、
改めて感じている理工系の魅力は、未知なるも
のを解明する面白さ、さらに、その開発された
新たな技術が社会、そして人の役に立つことです。

高校時代、核融合についての講義を受ける

り電流が流れる仕組み。 微小性、低消費電力

学部生時代、学内の海外インターンシッププ

たりしているモノの周りの流れがどのようになっ

機会があり、理工系の学びに未来の可能性を感

性などに長け、新たなデバイスとして期待され

ログラムに参加し、3 週間マレーシアに滞在し

ているのか……そのメカニズムを探るのが私の

じたんです。もともと自動車やバイクが好きだっ

ています。スマートフォンやタブレットのデバイ

ました。 勤務先は、現地の日系企業の工場で、

研究テーマ。 具体的には、自動車や飛行機を

たこともあり、九州工業大学の情報工学部機械

スの多くに用いられる半導体トランジスタの微

もちろん言葉は日本語ではなく英語。以前から

想定した「移動・変形する壁」の周りの空気の

情報工学科に進学。 授業で流体力学や熱力学

交流や自習の場が充実！

細化は限界が近づいている中、私たちの研究

留学に興味はあったものの、最初は言語や文化、

流れについて調べています。

の面白さに目覚め、現在の研究室に入りました。

情報工学部のある飯塚キャンパス

が実現・実用化すれば、スマホなどがさらに軽

宗教が異なる海外での生活に不安も大きかった

量化、高性能化することになるでしょう。

です。しかし、徐々に生活にも慣れ、それ以前

わたしのキャンパス自慢

理工系の研究の魅力は、未知の諸問題につい

目に見えない空気の流れを可視化します。実際

て、系統立った学問をベースに、論理的に謎を

のおすすめスポットは食堂の隣に新
しくできた「ラーニングアゴラ」です。大きな窓の

博士前期課程1年

日高 百合奈 さん

（福岡県立香住丘高等学校出身）

ると化粧 直
研究 に没 頭す
でも 化粧 す
しも 疎か に…
が るの で、
ると 気 分 も 上
ポーチは必携！

海外インターンシップを経て
将来の新たな目標が芽生える

です。上下左右に動いたり、形を変えて移動し

実験では、パソコン（計算機）を使用して、

今研究しているテーマは、業界的にも実用化

には思いもよらなかった、
“海外で働く”という

わたしのキャンパス自慢

緑豊かで心地いいキャンパス

学部生時代は戸畑キャンパスに通
い、大学院進学後、北九州学術研究
都市（学研都市）にある若松キャンパスへ。周辺は

の現象に基づいて、パソコン上でシミュレーショ

解明していく手法が身につくことです。 将来は

向こうに広がる緑を見ながらランチを食べたり、勉

に向けて注目されている分野です。私自身、興

将来の 1 つの選択肢も生まれました。 卒業後

ンをして、研究対象である壁の近くの流れが移

研究職に就いて、製品開発や新しい理論の構築

強をしたりできます。他の場所もどんどんキレイ

味の分野が多岐にわたるので、最新鋭の技術

の目標は、電機メーカーに就職し、国内、海外

や居酒屋などが増えて、賑やかになってきました。

動や変形によってどのように移り変わっていくの

に挑戦したい。そのため、物事を俯瞰的に捉え、

になっているので、ぜひオープンキャンパスで確か

で、将来的にも幅広い分野につながるような研

などあらゆる場所で活躍できる、フットワーク

また、学研都市内の北九州市立大学や早稲田大学

かを数値解析します。

学術的に考察を行う訓練を続けていきます！

めてみて！

究がしたいと思っていたことが、今の研究室を

の軽いエンジニアになることです。

などの研究施設を利用することもあります。

取材内容は2014年時点のものです。

▲
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この流れや渦のメカニズムを解明できれば、
飛行機や自動車の燃費向上だけでなく、皆さん

博士後期課程

大学院生命体工学研究科
人間知能システム工学専攻

緑が多く、とてものどかです。最近は周辺にカフェ

5

OG のキャリアスタイル
九工大で得た専門性や経験を強みに、
お客様の課題解決のための商品を開発中。
凸版印刷株式会社
消費者（生活環境）に近い「モノつくり」に興味を持ち、パッケージ分野を志望しました。技
術部で 8 年間軟包装材の設計や評価等に携わり、現在は販促開発部で、よりお客様のニーズに
合った新商品パッケージを開発中。九工大で得た高い専門性や、研究を通じて鍛えられた「報・
連・相」の習慣、研究テーマ推進責任者として務めきった責任感などが大変役立っています。仕

大学院工学研究科
設計生産工学専攻

事における大原則は、
「現場・現物・現実」の『三現主義』。皆さんにも現場を知り、自分が考案・
設計したものが形になっていく「モノつくり」のワクワク感を、ぜひ体験してもらいたいですね。

2002年 博士前期課程修了

大園 瑠里 さん

（福岡県立小倉高等学校出身）

大学院
生命体工学研究科
脳情報専攻
博士前期課程修了

齋藤 萌香 さん

My Happy Technology!!

知能が生まれるメカニズムを数学で解明。
「群れ」の原理を脳神経に当てはめる。
ロボットを使って脳の
情報処理の仕組みを探る
「知能や感情が生まれるメカニズムを数学で
解明する」
。そんな SF 映画のような研究テーマ
に挑んでいます。 所属する我妻広明准教授の
研究室のキーワードは、
「脳型ロボットの開発」
。
目的はロボット製作ではなく、ロボットを使って
脳の情報処理のメカニズムを探ります。

ル化している先行研究があるのです。私たちは、
「群れ」の原理を神経細胞の動きに当てはめて
シミュレーションを行っています。これは、脳の

販促開発部にて、GLフィルム
（ハイバリアフィルム）
を用いた
新商品パッケージ開発を行っています。

新製品開発時に試作製品を評価。
品質保証部門はメーカーの品質の要！
株式会社堀場製作所
物心ついた頃からものづくりが好きで、メーカーで働きたいと思い就職活動をしました。夢を
叶えた私の所属先は、品質保証の部門。当社の製品がお客様の手に届くまでの、品質の最後の
砦です。不具合を私たちが食い止めていると思うと、大きな責任とやりがいを感じます。在学中、
実験や研究ではたくさんの失敗を経験しました。その中で、試行錯誤して手を動かした経験が、
製品の試験をする際に生きています。また、
「ものづくりや研究に対する熱意」を同じくする個性
的な友達と遊んだり語り合ったりした時間も、今の自分にとって大切なものになっています。

現在の仕事

品質保証統括センターに所属。試作製品に対して試験を行い、
お客様に満足いただける性能や品質か評価しています。

大学院情報工学研究科
情報科学専攻
2007年 博士前期課程修了

平井 千絵 さん

（国立松江工業高等専門学校出身）

創造性を「脳・身体・環境」の関係性から理解
しようという試みともいえます。

手厚い就活フォロー体制を生かして就職。
今はリクルーターとして後輩を支援する側に。

医療機器メーカーに就職
使う人目線のエンジニアに
もともと中学生の頃からプログラミングに興

実験はパソコン上のシミュレーションがメイ

味があり、高校卒業後、情報系の短大に進学し

ン。まず、脳神経科学の知見を基に「脳の情

ました。そこでロボット製作のプロジェクトに参

報処理の仕組みはこうなっている」という仮説

加し、人工知能に興味を持ち、九州工業大学

を立て、そのメカニズムを再現したプログラミ

の情報工学部に編入し、現在に至ります。博士

ングをロボットに実 装し、 動きを観 察します。

前期課程修了後は、医療機器メーカーで保守

根拠としているのは、
「群れの数理モデル」で

業務を行うエンジニアとして働くことが決まって

す。 例えば、アリは群れをなすことで、アリ塚

います。大学時代の講義で聞いた「ものづくり

株式会社日立製作所
産業・流通業界のお客様のアカウント SE としてシステム構築プロジェクトに多く参画し、主に進捗・

ひとこと

失敗も成功も成長につながる

問題・要員管理等のプロジェクト管理を行っています。現職を志望したのは、九工大で学んだ情報

大学時代に間違ってもいいから自分
の頭で考えて、主体的に行動して、失
敗をたくさん経験してください。失敗と成功を繰り
返しながら、日々成長できるのが理工系の学びの醍

をつくるという目的を達成するように、個体で

が人を忘れてはならない」という言葉を大切に、

醐味です。
「なぜ？」を意識して、物事を深く突き詰

はできないことが群れで実現できる事象が自然

ユーザー目線で製品と現場をつなぐ役割を担っ

めた経験は、将来どのような仕事でも役立つと思い

界にはたくさんあります。それを数学的にモデ

ていきたいと思います。

ます。
取材内容は2014年時点のものです。

▲
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ら紅茶を飲
研究に煮詰まった
BELLOCQと
んでリラックス。
発のブラン
いうニューヨーク
ドがお気に入り。

現在の仕事

知識や研究で培った論理的に考える力、研究や授業での実験等で身につけた計画性を生かせると

大学院情報工学研究科
情報創成工学専攻
2007年 博士前期課程修了

樽本 瑶子 さん

（福岡県立京都高等学校出身）

思ったから。就職活動では、後悔しないよう卒業学科全体のフォロー体制をフル活用。就職担当教
授や研究室の教授だけでなく、企業に就職した卒業生「リクルーター」からも積極的に助言を受け
ました。現在は私自身も日立製作所のリクルーターとして、後輩たちを支援しています。

現在の仕事

アカウントSEとして、
システム導入の提案から運用保守、業務改善提案、
プロジェクト管理等を行っています。

7

13:30

センパイのキャンパスライフ

生協

戸畑キャンパスに通うセンパイの 大 学 生 活に密着！
研究室での 作 業や友 達とのおしゃべりなど、ワクワクに満ちた1日を追いかけます。

工学部 機械
知能工学科
機械工学コ
ース 4年

を
の 1日
わたし
！
します
紹介

山道 有記さん

（福 岡県 立城

南高 等学 校出

14:20

授業

友 達 やセン パイに 支 えられ 、
忙しくも充 実 の 毎 日 ！

エネルギー変換工学

13:40

幼少期からものづくりが大好きで、自然と機械工学の道を目指す

身）

現在受けているのは1つ
だけ。貴重な授業時間は、
先生の話に集中!!

研究室

ようになりました。そして、大学入学後、熱力学の面白さに目覚め、
念願の熱デバイス研究室に所属。今は大学院生のセンパイとペア

研究室に戻る前に、生協で大好きなスイーツを
ゲット。午後の研究にも身が入ります！

を組み、
ふく射エネルギーを題材に、太陽光を効率よく吸収する“波

授業前に荷物整理のために
研究室へ。

16:20

長選択的太陽光吸収材”の製作を行っています。

ゼミ

また、日々の研究と並行して、以前から興味のあった医療機器メー

熱デバイス研究室

カーを中心に就職活動にも邁進。人々の生活や命にかかわるよう
なインフラ事業に携わり、いつかは大学生活で培った知識、技術を

サークル

武器に、医療機器の設計にも携われるエンジニアになりたいです。

A Day in Tobata Campus
Goo
9:00
Mor d

女子学生も多く、和気あい
あ いと活 動 中 のアニメー
ション文化研究部に所属。
以前、15ページの漫画作品
も制作しました！

ning!!

起床

この日は少し遅めに
スタート。

10:30

実験室
熱デバイ

ス計測室

13:15

話し足りず、仲よしの
女子メンバーで集ま
る
“秘密基地”へ。こ
この窓際の席は明る
くて居心地がいい！

「秘密基地」
念館 1F
百周年中村記

研究室に入ったばかりの今は、
センパイに教わりながら実験を行ってい
ます。準備も重要な作業です！

20:00
ディナータイム

パスタランチ
790円

12:30

月

火

21:00
帰宅

ュブラン

Good
Night!!
好きな漫画や音楽を
楽しんでから、明日の
準備。

水

1時限目

解析力学・
剛体力学

制御工学
基礎

物理学実験

機械工学
実験Ⅰ

2時限目

・ルージ

カフェド

学 部 2 年 次 後 期 の 時 間 割 はこん な か んじ！

今日の研究が一段落し、研究室のみんなと
夜ご飯へ。たわいない会話が、翌日のエネ
ルギーになります。

ス 620円
オムライ

ランチタイム

センパイに、
わからないところを質問。研究室の雰囲気がとても和やかで、いつも元気をもらっています。

3時限目

4時限目

熱力学Ⅱ
機械力学Ⅰ

木

金

機械工作法Ⅰ

機械材料学

材料力学Ⅱ
流れ学
情報処理応用

5時限目 総合英語CⅡ

6時限目

山道さん の 学び のステップ
320円
クレープ

他に
いろ も
いろ
！

MENU
パテドカンパーニュ
670円

天気が良い日は、
テラス席で優雅に
ランチ 。ここは 雰
囲気もオシャレで
料理も美味しいん
です！
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カレードリア
620円
クリームあんみつ
320円
など

学部1年

学部2年

学部3年

学部4年

や社会学など教養科目まで

習と並行し、機械系の実験も

盤に、実験を通して具体的に

ながら研究に没頭する日々。

幅広く学習。化学実験の授

始まって徐々に授業が専門

学ぶことができ、機械の面白

卒業までに念願のCADソフ

業もありました。2、3年次の

的に。短期ですが工場での

さを実感。製図の授業は難

ト の 授 業（2度 も 抽 選 落 ち

専門分野に進むための基礎

実習もあり、さらに基礎学習

しかったですが、すごくため

…）を受けて、知識や技術を

づくりの1年でした。

を強化できました。

になりました。

身につけたいです！

解析学や数学に加え、心理学

解析学など1年次から続く学

1、2年 次で学 んだことを基

研究室のみんなに支えられ
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