
交通機関のご利用について
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新しい工学部が
はじまります。

世界の、日本の、そして地域の未来を担う、高度技術者・研究者を育てるために。

水戸キャンパス
（人文社会科・教育・理学部）

日立キャンパス
（工学部）

日立キャンパス
（工学部）

阿見キャンパス
（農学部）

〒316-8511　茨城県日立市中成沢町4-12-1
TEL 0294-38-5004 http://www.eng.ibaraki.ac.jp/

JR日立駅を利用する場合
日立駅（中央口）から日立電鉄バス、中央線経由「平和台行③」または「小咲台行④」
に乗車、「茨大前」で下車して下さい。

常磐自動車道
JR高速バスで東京駅八重州口より約2時間。市内各所に停留所があります。
また、成田空港、羽田空港へのバス直行便もあります。

JR常磐線（ひたち、ときわ）
茨城大学は、東京都心と特急乗り換え無しで直結しています。
・上野～水戸　約1時間
・上野～日立　約1時間30分

 JR常陸多賀駅を利用する場合
常陸多賀駅から日立電鉄バス、中央線経由「平和台行③」または「小咲台行④」
に乗車、「茨大前」で下車して下さい。

※いずれの乗車時間も通常は約10分ですが、交通渋滞などによりそれ以上かかる場合があります。
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茨城県の北部に位置する
日立市は、県内屈指の中核
都市です。東は太平洋に面する
5つのビーチ、西は阿武隈山系の
やさしい山並という自然に恵まれ、桜
の名所として知られています。日立駅前には
近代的な商店街が広がり、市内や近隣には日立製作所をはじめ国内
有数の企業や公的な研究施設が点在しています。 キャンパスを含めた街の眺望は、
まさにハイテク都市そのものです。東京への日帰りが可能な（上野へJR常磐線の特急
「ひたち」で90分）距離も魅力です。日立キャンパスは、工学部をはじめ図書館、IT基
盤センターなどの教育研究施設が整い、また、社会連携センターがあり、最先端の
研究を身近に感じる機会にも恵まれています。各施設は木々に囲まれ、移りゆく四季
を満喫できるキャンパスです。

茨城大学 工学部



データで
知る

茨城大学
工学部の

いいところは？

今、
学んでいることは？

茨城大学
工学部を

選んだ理由は？

茨城大学工学部って
どんなところ？

在学生に

聞きまし
た！

授業はどんな感じ？今、学んでいることは？
茨城大学工学部で学ぶ在学生20名に、本学を選んだ理由や実際に入学
してみて感じた魅力、現在学んでいることを聞きました。

茨大工学部

進路
（就職・進学）
決定率 99.5%

■ 学部卒業生

入学者
出身地

第1位

就職に強い茨大工学部。各学科の就職担当教員
および専門の就職相談員、そしてキャリア支援室による
サポートにより、あらゆる側面からの就職支援を実施。
高い就職率、大企業への就職実績を残しています。

就職先
一部上場企業
の割合

茨城県

第4位

福島県
第5位

北海道
第6位

栃木県

第2位千葉県
第3位静岡県

高校の理科（物理・化学・生物・
地学）の延長線上に展開され、
高度化された学問を学修・研
究する学部（真理の探究）

高校の理科を土台として、
豊かな未来社会を実現するこ
とを主眼に、新しい技術や方
法論の開発を目指す学部

「工学部」って、
「理学部」とどう違うの？

工学部

理学部

34％

9％

7％

28.8%

55.2%

学部

大学院

P.23詳しくは

知能システム工学科 4年
[大妻嵐山高校(埼玉)] 

知能システム工学科 4年
[浦和東高校(埼玉)]

都市システム工学科 2年
[鹿沼高校(栃木)] 

都市システム工学科 4年
[富士高校(静岡)]

都市システム工学科 4年
[白鴎大学足利高校(栃木)] 

情報工学科 2年
[水戸桜ノ牧高校(茨城)]

情報工学科 4年
[長生高校(千葉)]

情報工学科 4年
[安積黎明高校(福島)]

メディア通信工学科 4年
[柏高校(千葉)] 

メディア通信工学科 4年
[浦和北高校(埼玉)] 

電気電子工学科 3年
[土浦日本大学高校(茨城)] 

電気電子工学科 4年
[日本大学東北高校(福島)] 

マテリアル工学科 2年
[西武台千葉高校(千葉)] 

マテリアル工学科 4年
[宇都宮高校(栃木)]

生体分子機能工学科 3年
[甲府西高校(山梨)] 

生体分子機能工学科 3年
[松山中央高校(愛媛)] 

生体分子機能工学科 4年
[土浦第二高校(茨城)]

機械工学科 3年
[日立第一高校(茨城)] 

機械工学科 4年
[静岡東高校(静岡)] 

都市システム工学科 4年
[日立第一高校(茨城)] 
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平成30年4月、新たな5学科体制がスタート！

茨城大学工学部は東日本の地方国立大学工学部の中では、有数の入学定員

規模を誇り、地域にある先端的な研究機関やグローバル企業と連携して、工学各

分野において、先進的な教育・研究に取り組んでおり、これまでに多くの卒業生を

社会に送り出してきました。現在、就職状況は非常に好調で、ほぼ100%の就職率

であり、約半数の卒業生が大企業・有名企業に就職しております。このような強み

をさらに強化するために、工学各分野の情報化の強化など、工学技術の急速な

進展を見据え、時代に先駆けて、平成30年度から工学部の改組を行います。

今回の改組により、工学部では自動運転、IoT、ビッグデータ、情報セキュリ

ティ、原子・分子レベルでの工業用新物質の開発、土木・建築融合など時代を

リードする先端的な学問・技術を身に付けることができます。皆さんの入学を

教職員一同、心からお待ちしています。

茨城大学 工学部長

学部長からのメッセージ

馬場 充

C O N T E N T S

新しい工学部が
はじまります。

Change!

世界の、日本の、そして地域の未来を担う、高度技術者・研究者を育てるために。

茨城大学工学部の魅力と改組の目的

さらなる　　　　強化へ

工学のほぼ全ての
分野をカバー

Point1

Point2

Point3

先端的な研究機関、
企業と連携した
研究と教育 高い就職率、

大企業への就職実績

工学分野で共通的に必要な工学基礎科目の必修化
線形代数Ⅰ、多変数の微積分学、常微分方程式、化学概論、電磁気学概論、情報スキル、
プログラミング演習Ⅰ、工学実用英語

第4次産業革命に対応した、情報教育の強化
AI、ビッグデータ、IoT、情報セキュリティなど

社会のニーズに柔軟に対応できる教育プログラム制の導入
3年前学期から専門性の高いカリキュラムを組み込んだプログラムを選んで学修します
（都市システム工学科は2年次から）

機械システム工学科（新設）
□エネルギー機械　□設計製造　□情報機械

フレックスコース（夜間主）

電気電子システム工学科（新設）
□エネルギーシステム　□エレクトロニクスシステム

物質科学工学科（新設）
□材料工学　□応用化学　□生命工学

情報工学科
□コンピュータ科学　□情報マネジメント

都市システム工学科
□社会基盤デザイン　□建築デザイン

・学部卒業生進路決定率 99.5%
大学院修了生進路決定率 100%

（平成28年度）
・1,000人以上の大企業への
  就職率、学部40％大学院74％

・J-PARC（大強度陽子加速器施設）
と連携した量子線の世界トップ
レベルの研究・人材育成
・地球温暖化に関する
世界的な研究

機械 電気 電子

材料 化学

情報 通信

土木 建築

生命
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工学が私たちの暮らしを創っています
一見すると難しそうな学問である「工学」ですが、その目的は、公共の安全や健康、福祉のために

有用なモノやシステムを創り出したり、快適な環境を構築したりすることです。「工学」は私たちの

暮らしにとても密接な関わりを持っており、私たちの暮らしを支えているのです。

茨城大学工学部で学べる分野を身近なアイテムでチェックしてみましょう！

都市計画・まちづくり

景観、防災▶ 都市システム発電所（火力・水力・
原子力・太陽光・風力）

安全・安心な施設▶

都市システム

発電効率▶ 電気電子システム

情報

安全な住宅

頑丈な建物▶ 都市システム

セキュリティ▶
物質科学

情報

ECサイト

高機能倉庫システム
▶

インターネット&ビッグデータによる
マーケティング▶

電気電子システム 情報

情報

都市システム

化粧品

新機能化粧品▶ 物質科学

建物

建物の設計▶

高機能ガラス▶

都市システム

効率的なエネルギー管理システム
▶

物質科学

機械システム 電気電子システム 情報

自動車

自動運転技術
▶ 機械システム

洗車のいらない塗装▶

電気電子システム 情報

物質科学

燃費の良いエンジン▶ 機械システム

位置を表示するカーナビ
▶ 電気電子システム 情報

交通機関

鉄道網（多く、早く、精密に人と荷物を運ぶ）
▶ 機械システム

【陸・海・空】軽くて丈夫な車体・船体・機体
▶

電気電子システム 情報

機械システム 物質科学

自動運転インフラ（高機能高速道路など）
▶ 情報 都市システム

スマートフォン

高速通信▶

高速処理・使いやすいアプリ▶
電気電子システム 情報

情報

液晶（有機ＥＬディスプレイ）・軽量で壊れにくい素材
▶ 物質科学

フレームの精密加工技術▶ 機械システム

低電圧駆動システム▶ 電気電子システム

スーパーマーケット

スマート決裁▶

美しいライティング（LED・有機EL照明）
▶

電気電子システム 情報

物質科学

インテリジェント物流
▶ 機械システム 情報

買い物支援ロボット
▶ 電気電子システム機械システム 情報
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P07-08　学科紹介：機械システム工学科

【卒業後のキャリア】
機械システム工学科の卒業生は、研究・開発・設計、生産管理、シ

ステムの保守からソフトウェア開発まで、ものづくり全般に関わる
ほぼすべての分野に進み、さまざまな場所で活躍しています。卒業
生の約6割は大学院に進学し、より深い専門知識と問題解決能力
を持って、社会で指導的役割を果たせる人材として巣立ちます。

特に面白かったです。

●将来の夢は何ですか？
建物の内装やデザインに興味が出てきた

ので、将来はハウスメーカーなどで、大学で
得た知識を活用しながら仕事できたらと
思います。

●高校生へメッセージをお願いします！
何となくものづくりが好きな人でも大丈夫。
沢山の知識を得られるので将来の選択肢
を増やせる学科だと思います。ぜひ一緒に
頑張りましょう！

●茨城大学を選んだ理由は？
実家が日立にあり、出来るだけ地元の大学

に通いたいと思ったからです。

●機械工学科を選んだ理由は？
元々ものづくりが好きで、機械工学科は
工学部の中でも比較的多分野に渡って学べ
ることが決め手となりました。

●どの授業がおもしろいですか？
　2年次の「機械工学実習」では、グループ
で作る作品を決めて、設計・制作し、成果を
発表しました。実際に機械を扱えたことが

●高等学校教諭一種免許状(工業)＊　◎ 技術士
◎ 安全管理者　◎ ボイラー技士　◎ 自動車整備士

定員：130名（昼間）、40名（フレックス）

現代社会では、身のまわりにある数多くの製品がメカ（機械）と
コンピュータ（知能）との高度融合システムとして実現されています。
このような社会の下で、機械システム分野はあらゆる産業を支える
基盤技術となっています。本学科では人と環境にやさしい次世代の
機械システムの開発を担い、最先端で活躍できる技術者を養成します。

入学金や授業料の面で優遇を受けつつ、高度な専門知識を学ぶ
ことができるフレックスコース（夜間主）があります。

基礎および専門科目を学修、さらに基盤共通科目
で基礎的な能力を身に付けます。

高度専門科目であるエネルギー機械、設計製造、
情報機械プログラム別専門科目と実験科目や演習
科目であるプログラム横断科目を学修、機械システ
ム工学の高度な専門知識とその応用力を養います。

【業種別就職割合】

4年間の学修 将来へ繋がる学修

取得可能な資格

機械工学科　3年
庄司 紗月さん ［日立第一高校（茨城）］

■カリキュラム

熱力学Ⅰ

注目の
授業

学科共通専門基礎教育科目

4年間の集大成である卒業研究では、教員の指導のもとで決定し
た独自の研究テーマに1年間かけて取り組み、課題解決を実体験とし
て主体的に進めます。機械システム分野における「発見」をめざすだ
けではなく、その実現のために自らの考えを相手に正しく伝えるプレ
ゼンテーション能力を磨くことも社会に出るための重要な準備です。

ロボット工学 情報機械プログラム

ロボット工学分野の基礎となる運動
学・運動制御を中心とした全般知識を
学びます。これまでに学んだ数学・力学
などを基礎に、ロボットの設計・制御手
法について理解を深めます。

私たちの身の回りにあるエンジンや熱交換器
をつくる技術は、熱力学により成り立っていま
す。講義では、近年のエネルギー・環境問題か
ら、熱力学第一法則および第二法則、各サイクル
を学び、熱力学の基礎を習得します。

エンジン、移動ロボット、電子回路、プ
ログラミング、機械材料などの各テーマに
関する実験を少人数の班で自ら体験する
ことで、機械システム工学の基礎を身を
もって理解します。

機械システム工学実験 プログラム横断科目 卒業研究

Student's VOICES

機械と情報技術が融合した、人と環境にやさしい
機械システム分野を担う先端技術者を養成します

Keyword

1、2年次

3年次

最先端の研究に取り組むことによって、プレゼン
テーション能力や多様な問題を解決する能力を身
に付けます。

4年次

ここもポイント

ロボット　エンジン　人工知能　シミュレーション　設計　エネルギー

機械システム工学科2018年
新設

1 2

3 4

1
年
次

工学部共通専門基礎教育科目 基盤教育科目

大学院共通科目

機械システム工学科共通専門基礎教育科目

卒業研究

修士論文、特定課題研究

大学院の先取り履修

プログラム横断科目プログラムコア科目

●制御工学　●設計製図　●アルゴリズムとデータ構造　●コンピュータ数学　●熱力学Ⅰ

2
年
次

3
年
次

4
年
次

●熱力学Ⅱ
●流体力学Ⅱ
●伝熱工学

エネルギー機械プログラム
●機械設計工学
●機械加工学
●材料力学Ⅱ

大学院進学者：
4年卒業者：

博士前期課程を見据えた3年計画に基づくテーマを設定
完成度を重視したテーマを設定

設計製造プログラム
●制御工学Ⅱ
●人工知能
●ロボット工学

●機械システム工学実験
●機械システム工学実習Ⅱ
●CAD製図
●機械学習

情報機械プログラム

5
、6
年
次 高

度
教
育

高
度
教
育

基
本
教
育

基
礎
教
育

基
礎
教
育

1

2

3

4

Check!!

●線形代数Ⅰ　●多変数の微積分学　●常微分方程式　●化学概論　●電磁気学概論
●情報スキル　●プログラミング演習Ⅰ　●工学実用英語

大学院進学
製造業
情報・通信業
サービス業
金融・不動産業
公務員
その他

2%

66%
20%

4%

5%

3%

※取得可能な資格欄中の◎印は、卒業後一定の実務経験を経て受験資格を得られる資
格、受験の際に優遇（一部試験免除など）される資格を表しています。

＊ただし、文部科学省における審査の結果、予定している教職課程の開設時期が変更と
なる可能性があります。
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P09-10　学科紹介：電気電子システム工学科

【卒業後のキャリア】
電気電子システム工学科では、ものづくりに関わるほぼすべての
職種（研究開発、設計、製造工程の立案など）が卒業生の進路の
対象になります。さらに、情報発信・電力産業、電気設備産業や国
および地方自治体で専門技術者として広く活躍しています。また、
半数以上の学生が大学院へ進学しています。

から来た先生から、エンジニアとして必要な
知識などをとても具体的に学べるので、おも
しろいです。

●将来の夢は何ですか？
今は4年次ですが、来年からは大学院に
進学しようと思っています。研究が進むよう
に頑張ります。

●高校生へメッセージをお願いします！
大学では高校と違って、自分の学びたい

ことを中心に勉強することができます。
とても楽しいと思いますよ。

●茨城大学を選んだ理由は？
私の地元である福島県から近く、国立大学

で電気系の学科がある大学に入りたかった
ので、選びました。

●電気電子工学科を選んだ理由は？
高校生のとき、パソコンができるように

なりたいと思い、工学部を目指しました。その
うち、何にでも使われている電気に興味を
持ち選びました。

●どの授業がおもしろいですか？
　「電気電子工学設計」という授業では、企業

●高等学校教諭一種免許状(工業)＊　◎ 技術士
◎ 電気主任技術者（第一種～第三種）　◎ 電気通信主任技術者
◎ 安全管理者　◎ ボイラー技士
※取得可能な資格欄中の◎印は、卒業後一定の実務経験を経て受験資格を得られる資
格、受験の際に優遇（一部試験免除など）される資格を表しています。

＊ただし、文部科学省における審査の結果、予定している教職課程の開設時期が変更と
なる可能性があります。

定員：125名

現代社会は、家電製品から電力プラントまでの全ての機器が
ネットワークで繋がるIoT社会となっています。電気電子システム
工学科では、電気エネルギー、電気・電子機器、通信等に関する技
術を学び、さらにハードウェアとソフトウェアの技術を組み合わせ
て扱う能力を身に付けて、先端産業と社会の基盤を支える技術者
を養成します。

4年間の学修の基盤となる力を養成するととも
に、電気電子システムの各分野の学修に共通的に必
要となる専門基礎知識や技術を身に付けます。

専門基礎知識を深化させるための2つの教育プロ
グラムを配置しています。エネルギーシステムプログ
ラムでは、社会のニーズに適応できる発電・送電や、
省エネルギーな電気機器について学びます。エレク
トロニクスシステムプログラムでは、高機能な電子部
品や情報通信ネットワークなど、IoT時代の先端技
術について学びます。

【業種別就職割合】

4年間の学修 将来へ繋がる学修

取得可能な資格

電気電子工学科　4年
安藤 麻里愛さん ［日本大学東北高校（福島）］

■カリキュラム

基礎電気物理入門

注目の
授業

学科共通専門
基礎教育科目

最先端の研究に取り組みながら関連分野の体系的な知識を身に
付けます。その中で、論理的な記述力や口頭発表等のコミュニケー
ション能力を養います。これらにより技術者が経験する実際上のさ
まざまな課題を解決する力を養います。1教員あたり約4名の学生
配属という少人数教育により、きめ細かな指導を実現します。

エネルギー工学 エネルギーシステムプログラム

近年、電力業界はスマートグリッド、火力
発電の高効率化、太陽光発電の導入など社
会の変化に合わせて進化しています。その
ような技術動向にも配慮して火力発電から
太陽光発電までの発電方式を学びます。

学生自身が電子部品セットを使って様々な電
子回路を組立てて動作確認を行うことで、電子
回路を構成するデバイスや回路が決してブラッ
クボックスではなく論理的に動いていることを
学びます。

付加価値の高いものづくりにマイコンは欠
かせません。この科目ではソフトウェアによ
りハードウェアを制御するメカニズムを自分
たちで作り上げます。現実の世界でアイディ
アがどのように機能するかを体験します。

組み込みシステム実践基礎 プログラム横断科目 卒業研究

IoT(モノのインターネット) で
先端産業と社会の基盤を支える技術者を養成します

Keyword

1、2年次

3年次

最先端の研究に取り組むことによって、プレゼン
テーション能力や多様な問題を解決する能力を身
に付けます。

4年次

省エネルギー技術　ハードウェア　ソフトウェア　高機能電子部品　情報通信ネットワーク

電気電子システム工学科2018年
新設

1 2

3 4

1
年
次

工学部共通専門基礎教育科目 基盤教育科目

大学院共通科目

●線形代数Ⅰ　●多変数の微積分学　●常微分方程式　●化学概論　●電磁気学概論
●情報スキル　●プログラミング演習Ⅰ　●工学実用英語

電気電子システム工学科共通専門基礎教育科目

卒業研究

修士論文、特定課題研究

大学院の先取り履修

プログラム横断科目プログラムコア科目

●基礎電気物理入門　　　●アナログ電子回路　●電気磁気学　●プログラミング演習

2
年
次

3
年
次

4
年
次

●電力工学
●エネルギー工学

エネルギーシステムプログラム
●電気機器学
●パワーエレクトロニクス

大学院進学者：
4年卒業者：

博士前期課程を見据えた3年計画に基づくテーマを設定
完成度を重視したテーマを設定

●通信工学
●集積回路工学

●量子エレクトロニクス
●画像処理

●電気電子工学実験
●組み込みシステム実践基礎
●応用電子回路
●デジタル信号処理

エレクトロニクスシステムプログラム

5
、6
年
次 高

度
教
育

高
度
教
育

基
本
教
育

基
礎
教
育

基
礎
教
育

1

2
3

4

Check!!

大学院進学
製造業
建設業
サービス業
情報・通信業
研究・技術開発
電気・ガス業
公務員
その他

1%

56%

13%

3%

9%

8%

5%
4% Student's VOICES

1009



大学院進学
サービス業
製造業
情報・通信業
その他の業種
公務員
その他

62%
13%

3%

11%

3%

6%

P11-12　学科紹介：物質科学工学科

【卒業後のキャリア】
物質科学工学科では、化学を基礎として、他の理科の主要科目を
修得することが可能であるため、金属・食品・繊維・高分子材料と
いった多種多様な「物質を取り扱う製造業」がおもな進路の対象と
なります。これら以外にも、機械系、電気電子系などの製造業や、情
報通信系、公務員などへの実績もあります。また、約6割の卒業生は、
さらに高度な知識や技術を修得する目的で、大学院に進学します。

で見て感じることが出来たことがとても印
象に残っています。

●将来の夢は何ですか？
私は大学院に進学します。そこで化学や
バイオテクノロジーをより深く学び、好きな
専門分野の知識を活かして将来活躍できる
夢を描いています。

●高校生へメッセージをお願いします！
自分の好きなこと、面白いと思うことを大切
にしてください。大学ではそういった興味が
自分を動かす原動力になります。

●茨城大学を選んだ理由は？
オープンキャンパスで茨城大学を見に来
た時、とても雰囲気がよく自分に合うと思っ
たので選びました。

●生体分子機能学科を選んだ理由は？
高校生のときから化学が得意だったので

それを活かせるところに行きたいと思った
のでこの学科を選びました。

●どの授業がおもしろいですか？
　2、3年次に行った実験です。化学の様々
な反応や変化を自分の手で行い自分の目

● 高等学校教諭一種免許状(工業)＊　◎ 技術士　◎ 安全管理者
◎ ボイラー技士　◎ 危険物取扱者（甲種）　◎ 毒物劇物取扱責任者

定員：110名

物質科学工学科では、金属、有機・無機物質、生体物質など、多岐
にわたる物質の構造と機能の原子・分子レベルでの理解による新
しい物質や材料の創成を目的としています。従来の狭い専門分野
枠にとらわれない多様性に富んだカリキュラムにより、斬新な視点
と柔軟な思考をもった技術者・研究者を養成します。

3年次以降も、選択したプログラム以外
の興味をもった科目を受講することが可能

です。また、J-PARC（大強度陽子加速器施設）やPF（シンクロトロン
放射光施設）などの世界トップレベルの研究施設と連携した量子
線に関する研究・人材育成環境も本学科の大きな特色です。

材料科学、化学、生物学、物理学、数学などの基礎
を身に付けます。

材料工学プログラム、応用化学プログラム、生命
工学プログラムに分かれて、より専門的な知識・技
術を習得します。

【業種別就職割合】

4年間の学修 将来へ繋がる学修

取得可能な資格

生体分子機能工学科　4年
柳生 大智さん ［土浦第二高校（茨城）］

■カリキュラム

材料工学実験

注目の
授業

より専門性の高い知識と技術を修得するため、各研究室に配属され、
各分野のエキスパートの教員より直接研究指導を受けます。研究テーマ
には、セラミックス、燃料電池、高分子材料、半導体素子、健康食品、および
医薬品の開発につながるものの他、材料の性質を評価する方法の開発
やゲノム情報の解析といったものなどがあります。

応用化学実験Ⅰ・Ⅱ材料工学プログラム 応用化学プログラム

これまで座学で学んできた知識をも
とに、無機合成と有機合成、化合物の構
造決定、電気化学実験、化学工学実験、
高分子合成と解析実験、および固体材
料の物性測定などを通して応用化学で
必要な原理と基本操作を修得します。

原料からの鋼の精錬、材料
の組織・結晶構造、物性評価
および材料中の原子配列と物
性の関係のコンピュータによる
解析をテーマとする実験を行
います。

バイオテクノロジーおよび医薬品開発分野に
おいて身に付けなければならないDNAやタンパ
ク質の分析技術や、より高度で専門性の高いゲ
ノム情報解析や生体高分子の構造解析に関す
る原理や操作法を修得します。

生命工学実験Ⅰ・Ⅱ 生命工学プログラム 卒業研究

環境・資源・エネルギー問題の解決に向けた、次世代の「材料・化
学・生命」融合分野の開拓を担う技術者・研究者を養成します

Keyword

1、2年次

3年次

各研究室に配属され、少人数でのより密度の高い
専門教育とともに研究指導が行われ、社会で必要と
なる問題解決能力や情報伝達能力といった技術者・
研究者としての素養を身に付けます。

4年次

ここもポイント

セラミックス　半導体　電池　高分子　バイオテクノロジー　医薬・農薬

物質科学工学科2018年
新設

1 2

3 4

1
年
次

工学部共通専門基礎教育科目 基盤教育科目

大学院共通科目

物質科学工学科共通専門基礎教育科目

卒業研究

修士論文、特定課題研究

大学院の先取り履修

プログラム横断科目プログラムコア科目

●基礎電磁気学　●材料科学入門　●物理化学　●生体分子科学

2
年
次

3
年
次

4
年
次

●材料組織演習
●マテリアルデザイン
●材料工学実験

材料工学プログラム
●化学工学基礎
●無機化学
●応用化学実験Ⅰ・Ⅱ

大学院進学者：
4年卒業者：

博士前期課程を見据えた3年計画に基づくテーマを設定
完成度を重視したテーマを設定

応用化学プログラム
●代謝化学Ⅰ・Ⅱ
●生命情報学演習
●生命工学実験Ⅰ・Ⅱ

●機器分析化学Ⅰ・Ⅱ
●材料加工学Ⅰ・Ⅱ
●有機工業化学
●バイオテクノロジー

生命工学プログラム

5
、6
年
次 高

度
教
育

高
度
教
育

基
本
教
育

基
礎
教
育

基
礎
教
育

1 2 3

4

Check!!

●線形代数Ⅰ　●多変数の微積分学　●常微分方程式　●化学概論　●電磁気学概論
●情報スキル　●プログラミング演習Ⅰ　●工学実用英語

※取得可能な資格欄中の◎印は、卒業後一定の実務経験を経て受験資格を得られる資
格、受験の際に優遇（一部試験免除など）される資格を表しています。

＊ただし、文部科学省における審査の結果、予定している教職課程の開設時期が変更と
なる可能性があります。

Student's VOICES
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大学院進学
情報・通信業
サービス業
金融・不動産業
製造業
公務員
その他

37%

36%

11%

7%

5%

2%
2%

P13-14　学科紹介：情報工学科

【卒業後のキャリア】
情報工学科では、情報システムやソフトウェアに関わる知識や技
術を学修することから、情報通信インフラ、業務運用システム、組込
みシステムなどのソフトウェアを必要とする様々な分野の企業が
進路の対象です。主に情報システム開発企業、情報サービス企業、
組込み機器メーカーや、IT化を推進するユーザ企業に就職します。
また、約4割の学生は大学院に進学します。

必要な技術を習得することができます。

●将来の夢は何ですか？
まだ具体的には決まっていませんが、プロ

グラマーになって様々なアプリケーション
の開発をしたいと思っています。

●高校生へメッセージをお願いします！
プログラミングをやってみたい、情報工学
に関する知識を学びたいと思っている人は、
ぜひ情報工学科で学びましょう！

●茨城大学を選んだ理由は？
高校時代から国立大学に入学したいと

いう思いがあり、自分の実力に合っていた
茨城大学を選びました。

●情報工学科を選んだ理由は？
プログラミングやソフトウェアに興味が
あり、それらの知識や技術を基礎から応用
までしっかり学びたいと思ったからです。

●どの授業がおもしろいですか？
　「プログラミング演習Ⅰ～Ⅳ」です。これら
の授業では実際にプログラムを作成して、

●高等学校教諭一種免許状(工業)＊
◎ 技術士　◎ 安全管理者　◎ ボイラー技士

定員：80名

情報工学科では、最新の国際的標準カリキュラムCS2013に準拠
し、JABEE認定CS（コンピュータ科学）プログラムに対応した教育
カリキュラムにより、アプリケーション技術、インフラ技術、ソフト
ウェア工学、プロジェクトマネジメント手法、経営情報戦略、データ
解析技術などを身に付け、AI・IoT・ビッグデータ・情報セキュリ
ティなどの先端ITに取り組める情報専門技術者を養成します。

プログラミング演習科目が多く設置され、
必ず複数の教員で対応しています。学年を

超えて共に問題発見・解決に取り組む実習科目「ソリューションプラ
ンニング」や研究室インターンシップ科目「情報工学研究実践」、企業
技術者による実践現場の技術やノウハウを学べる科目もあります。

情報工学の基礎教育として、コンピュータサイエンス分野
の基礎知識や基礎技術、数理系分野の知識を身に付けます。

情報セキュリティなどの専門基幹科目を学ぶと共に、情報
システムの基盤技術やソフトウェアのコア技術を学ぶコン
ピュータ科学プログラムと、情報システム構築やソフトウェア
開発の管理・経営知識を学ぶ情報マネジメントプログラム
から、さまざまなソフトウェア技術を習得します。

【業種別就職割合】

4年間の学修 将来へ繋がる学修

取得可能な資格

情報工学科　4年
内木 翔太郎さん ［長生高校（千葉）］

■カリキュラム

ソフトウェア実現

注目の
授業

AI、ビッグデータ、機械学習、Webシステム、セキュリティ、情報通信、
自然言語、VR、AR、教育支援、介護支援、開発支援、情報マネジメント
などのソフトウェア技術を活かす最先端研究に取り組むことで、問題
定義・解決能力や情報伝達能力を培い、関連分野の体系的な知識や技
術を身に付けます。

プロジェクトマネジメント論・演習学科共通専門基礎教育科目

情報マネジメントプログラム

プロジェクト実行管理技法、デザインレ
ビュや品質検査に焦点を当て、チーム開
発の難しさや業務打合せの重要性を体得
し、工程・品質・変更・コストの管理を含む
実践的ソフトウェア開発法を学修します。

ソフトウェアライフサイクルの捉
え方を理解し、開発方法論を意識し
ながら、イベント駆動、GUI、ネット
ワーク通信を含むアプリケーション
の実装を通して、機能実現方法の原
理を修得します。

顧客の業務課題を解決するため、技術的調査や問題分析を踏まえ
て、システムソリューションを計画します。アーキテクチャ設計、スケ
ジュール化、リスク管理などのソリューション・ビジネスの基本概念を
身に付けます。

ソリューションプランニングⅠ・Ⅱ プログラム横断科目 卒業研究

未来社会を創造するソフトウェア技術をもち、
情報インフラやシステムを構築・運用できる情報専門技術者を養成します

Keyword

1、2年次

3年次

ソフトウェア技術を活かす最先端研究に取り組むことで、
問題発見・解決能力や情報伝達能力を培い、専門分野にお
ける高度な知識と技術を身に付けます。

4年次

ここもポイント

コンピュータソフトウェア　情報システム　情報セキュリティ　数理情報・人工知能　情報マネジメント

情報工学科

1 2

3 4

1
年
次

工学部共通専門基礎教育科目 基盤教育科目

大学院共通科目

情報工学科共通専門基礎教育科目

卒業研究

修士論文、特定課題研究

大学院の先取り履修

プログラム横断科目プログラムコア科目

●ソフトウェア実現　　　●離散数学Ⅰ・Ⅱ　●プログラミング演習Ⅰ～Ⅳ　●コンピュータアーキテクチャ
●情報ネットワーク

2
年
次

3
年
次

4
年
次

●通信方式
●自然言語処理

●コンピュータグラフィックス
●グラフ理論

コンピュータ科学プログラム

大学院進学者：
4年卒業者：

博士前期課程を見据えた3年計画に基づくテーマを設定
完成度を重視したテーマを設定

●経営情報学
●インターネット社会学

●プロジェクトマネジメント論
●ソフトウェア開発演習

●ソリューションプラニングⅠ・Ⅱ
●情報セキュリティ
●ソフトウェア工学Ⅰ・Ⅱ
●インテリジェントシステム
●並列分散コンピューティング

5
、6
年
次 高

度
教
育

高
度
教
育

基
本
教
育

基
礎
教
育

基
礎
教
育

1

2

3

4

Check!!

●線形代数Ⅰ　●多変数の微積分学　●常微分方程式　●化学概論　●電磁気学概論
●情報スキル　●プログラミング演習Ⅰ　●工学実用英語

情報マネジメントプログラム

Student's VOICES

※取得可能な資格欄中の◎印は、卒業後一定の実務経験を経て受験資格を得られる資
格、受験の際に優遇（一部試験免除など）される資格を表しています。

＊ただし、文部科学省における審査の結果、予定している教職課程の開設時期が変更と
なる可能性があります。
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大学院進学
製造業
情報・通信業
サービス業

情報・通信業
公務員
その他

43%

27%

18%

5%
3%
2%

2%

P15-16　学科紹介：都市システム工学科

【卒業後のキャリア】
都市システム工学科は都市インフラや建築物の計画・設計・施工・
管理に関わる全ての分野が進路の対象になります。そのため、国土交
通省や地方自治体などの公務員、建設会社、建設コンサルタント、測量
会社、交通事業者（JR、NEXCOな
ど）、エネルギー事業者、建築設計
事務所、ハウスメーカーなどが主な
進路先になります。また約半数の
学生は大学院に進学しています。

いるトンネルの構造等について学べ、これ
まで知らなかった土木の面白さを知ること
ができます。

●将来の夢は何ですか？
土木技術者になり、地図に残る仕事に携わ

りたいです。

●高校生へメッセージをお願いします！
社会に出て働くための重要な知識をたく

さん学べ、先生や先輩方が熱心に指導して
くれる学科なので、興味がある方はぜひ！

●茨城大学を選んだ理由は？
国立大学に実家から通いたいという望み

と、のどかな所で学生生活を送りたいとい
う点において、茨城大学が最良だと考えた
からです。

●都市システム工学科を選んだ理由は？
土木と建築、両方を学べ、幅広い知識を
得ることができる学科だからです。幅広い知
識は社会に出ても役に立つと思っています。

●どの授業がおもしろいですか？
　「地下構造学」です。普段何気なく通って

定員：60名

全国では珍しい土木・建築融合教育を実践し、未来の都市環境に
求められる「安全・環境・快適」の3つの創造に向け、「社会基盤デザ
インプログラム」と「建築デザインプログラム」の学生がそれぞれの
専門性を高めながら共に学び、新たな時代を切り拓く土木・建築の
融合人材を養成します。

土木・建築の専門科目を理解するための基礎的
な能力を身に付けることを第一に、都市システム工
学の技術が社会において果たす役割を理解します。

プログラムごとの専門科目でそれぞれのコアな知
識を習得し、応用力を養います。また、両プログラム
の横断的な科目で、都市システム全体を幅広く俯瞰
して見ることができる融合人材としての知識と実践
力を習得します。

【業種別就職割合】

4年間の学修 将来へ繋がる学修

取得可能な資格

都市システム工学科　4年
鈴木 明日香さん ［日立第一高校（茨城）］

■カリキュラム

都市・地域計画

注目の
授業

1年間、教員との間で一対一の指導・
議論を通じて、個別の専門分野におけ
る最先端の技術を学び、新しい解析
方法の開発や社会問題の解決方法の
提案を行います。

建築設計製図 建築デザインプログラム

住宅をはじめ、美術館などの文化
施設、オフィスや商業施設から成る
複合施設の設計製図を通して、芸術
と技術等の統合化と表現作法を修
得し、建築設計に必要とされる基本
的なエッセンスを学びます。

人々の生活と社会経済活動が密集する都市において、
自然災害による被害を可能な限り減らすための、一つ一つ
の構造物の減災対策から都市全体の総合減災対策まで
最先端の技術とその政策を学びます。

都市防災システム工学 プログラム横断科目 卒業研究

災害に強く安全な都市、環境にやさしく快適なまち、
これらの創造を担う高度な土木・建築融合技術者を養成します

Keyword

1年次

2、3年次

最先端の研究に取り組むことによって、問題発見・
課題解決能力やプレゼンテーション能力を身に付
け、専門分野における高度な技術を身に付けます。

4年次

防災まちづくり　スマートインフラ　気候変動適応策　建築デザイン　次世代モビリティ

都市システム工学科

1 2

3 4

1
年
次

工学部共通専門基礎教育科目 基盤教育科目

大学院共通科目

都市システム工学科共通専門基礎教育科目

卒業研究

修士論文、特定課題研究

大学院の先取り履修

プログラム横断科目プログラムコア科目

●都市・地域計画　　　●構造力学Ⅰ　●建設材料学　●地球環境工学　●建築学概論

2
年
次

3
年
次

4
年
次

●水理学Ⅰ
●海岸工学

●交通システム
●空間情報工学

社会基盤デザインプログラム

大学院進学者：
4年卒業者：

博士前期課程を見据えた3年計画に基づくテーマを設定
完成度を重視したテーマを設定

●建築設計製図
●建築構造設計

●建築計画学
●建築環境工学

●都市防災システム工学
●地盤力学Ⅰ
●振動及び耐震工学
●測量学実習

建築デザインプログラム

5
、6
年
次 高

度
教
育

高
度
教
育

基
本
教
育

基
礎
教
育

基
礎
教
育

1

2

3

4

Check!!

●線形代数Ⅰ　●多変数の微積分学　●常微分方程式　●化学概論　●電磁気学概論
●情報スキル　●プログラミング演習Ⅰ　●工学実用英語

● 高等学校教諭一種免許状（工業）＊　◎ 技術士　◎ 安全管理者
◎ ボイラー技士　◎ 測量士　◎ 水道技術管理者
◎ 土木施工管理技士（1級）　◎ 建設機械施工技士（1級）
◎ コンクリート技士・主任技士　◎ 建築士（1級・2級）
◎ 木造建築士　◎ 建築施工管理技士　◎ 造園施工管理技士

学科共通専門基礎教育科目

あなたの街は良い街ですか？安全に歩けますか？遊ぶ
ところはありますか？景観はきれいですか？
魅力的な都市にするために、都市の歴史と住宅地・商

業施設・道路・公園・緑地などをつくるための法制度・計
画技術を学びます。

鉄筋コンクリート内部の3次元ひび割れ形状の
数値解析と可視化技術の開発

Student's VOICES

※取得可能な資格欄中の◎印は、卒業後一定の実務経験を経て受験資格を得られる資
格、受験の際に優遇（一部試験免除など）される資格を表しています。

＊ただし、文部科学省における審査の結果、予定している教職課程の開設時期が変更と
なる可能性があります。
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工学系の大学に進みたいけど、キャンパスライフが不安…
どんなことを学ぶの？男子ばかり？キャンパスの雰囲気は？将来は？

そんなあなたのギモンに答えてみました。

茨城大学工学部を
選んだ理由は？

男子の多い大学でも
うまくやっていけますか？

茨城大学工学部の
魅力は？

［就職先の業種］ （学部・大学院） ［就職活動］OGからのアドバイス

卒業生からのメッセージ

茨城大学はアットホームで
何事にも全力で打ち込める
環境がありますよ！

高校の頃から好きだった化学を更に深く
学び、将来モノ作りができる技術者になりた
い、と思い工学部生体分子機能工学科に進
学を決めました。生体分子機能工学科では化
学・生物・電子といった幅広い分野を学ぶこ
とができ、一つの分野だけでは成し得ないモ
ノ作りの基礎を学ぶことができます。大学の
授業の内容の幅も広く、苦労することも多々
ありましたが、友人たちと共に日々図書館で
勉強に励んだのも良い思い出です。大学4年
次からの研究室生活は実験の日々でしたが、
自分が作りたいと思い描いていたものができ
た時、達成感とモノ作りの楽しさを味わう貴
重な経験ができました。研究熱心な先生方か
らの手厚いサポートを受けながら研究に取り
組めるのも、茨城大学の大きな特色です。そ
んな環境で更に学び学問を深めたい、と思い
大学院に進学。より研究に力を注ぎ、学会等

にも参加しました。勉強や研究がメインの学
生生活ではありましたが、時には大学の同級
生や研究室のメンバーと旅行したり遊んだり
とメリハリをつけながら生活していましたよ。
先生や学生みんながアットホームで学業も遊
びも充実した6年間が過ごせました。
現在は会社の製品をより良く、効率的に生
産するための技術開発に携わる仕事をして
います。これまで学んできた化学の知見を活
かすのはもちろん、異なる分野の知識も周囲
から吸収し学びながら日々業務に取り組んで
います。研究室や大学生活で学んだ、自ら主
体的に考え行動する、という考え方は仕事を
進めていく上で様々な場面で活かすことがで
きていると感じています。
皆さんも是非茨城大学で一生懸命に学び、
達成感を味わう体験をしてみてください！

竹内 愛絵里 さん

コニカミノルタ株式会社
生産本部
生産イノベーションセンター 要素技術開発部

 ［水戸第二高校（茨城）］

工学部 生体分子機能工学科
2012年度 卒業
大学院 理工学研究科
物質工学専攻
2014年度 修了

都市システム工学科 4年

機械工学科 3年

インターンシップは、企業の中で仕事がどのように流れているのかが
わかるのでおすすめ。社会での一般常識も身に付きました。

どんな企業に就くかということより、
与えられた環境のなかで精一杯努力をすることが大切。
そのなかで、自分の興味のある方向を開拓できればOK！

今の自分の考えと、将来の自分は必ずしもイコールではないものです。
現在のポジションにこだわらずに、柔軟に自分の好きなものを見つけて欲しいです。

先生に何でも聞けるのが学生の特権。ひとつでもふたつでも、「この科目に
ついては完璧！」そういった自信がつくと、自然と力がつくものですよ。

工学知識を持っている女子って
かっこいいなと思ったから

メディア通信工学科 3年

スマートフォンに興味があり、
この“情報の宝箱”を
紐解いてみたいと思った

情報工学科4年

昔から興味があるのが、
理系・工学系だったから

知能システム工学科4年

工学という分野に
希望を感じたから

都市システム工学科 4年

技術力をもった女性として
社会に貢献したかったから

マテリアル工学科 2年

相談員より

数学や物理を学びたくて

都市システム工学科 4年

自分の学びたいことが工学部にあり、
男性に負けない女性技術者に

なりたいと思ったから 入学して友達ができるだろうか…と不安になる
のは誰にでもあることだと思いますが、徐々に慣れ
ていくと思います。キャンパスライフを送るなかで、
だんだんと気の合う友達もできるでしょうし、数少
ない女の子同士ですぐに打ち解けられ、課題の相
談なども楽しくてはかどるという声も聞きます。
また、いろいろな人に顔と名前をすぐに覚えて

もらえるということも、男子の多い大学ならではの
魅力だと思いますよ。

女同士
結束が強い！

私学にくらべて学費が安い。

「好き」なものをより深く学べるところ。

女性目線を
取り入れた

技術開発ができる

担任制や相談室

などのきめ細
かな

サポート。

製造業
情報・通信業
サービス業
建設業
卸売業
電気・ガス業
不動産業
公務員

2%

42%

24%

12%

10%

6%

女子高生
のための

将来の夢
聞いてみました！ 誰もが暮らしやすい

まちづくりをすること

知能システム工学科 4年

人工知能を
もっと普及させて、
ドラえもんみたいな
ロボットを作ってみたい

生体分子機能工学科 2年

化学を活かして
人 の々役に立つ
仕事に就きたい！

メディア通信工学科 2年

人 の々役に立つ
世界初の発見！

電気電子工学科 3年

人 の々生活を
豊かにする
技術者になる！

マテリアル工学科 2年

地球と環境にやさしい
ものづくりに携わりたい！

情報工学科 4年

人工知能やAIを使用した
ソーシャルゲームの開発

機械工学科 3年

設計士として
ハウスメーカーに就職

都市システム工学科 4年

自分の携わった仕事が
地図に残ること！

た け う ち 　 あ え り

就職先

※平成28年度卒業OG実績
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入学から卒業・大学院進学までの
イメージをご紹介します

入学から
大学院進学・就職までと、
6年一貫教育プログラム

1年次
水戸キャンパス 日立キャンパス 日立キャンパス 日立キャンパス

2年次 4年次3年次

博士前期課程

博士後期課程

茨城大学大学院 理工学研究科

高度な知識と豊かな発想、深い洞察力を習得できる柔軟な教育システムを
確立しています。日々の研究、研鑽と、明日の勇躍を全力で支援します。

社会へ

社会へ

社会では、高度な科学技術を理解し、複雑化する産業システムや環境システムに対応でき、

先端技術を駆使して各種機関・企業等の中核を担う技術者・研究者が求められています。

理工学研究科は、地域のグローバル企業や先端研究機関との連携を通じた実践的理工系

教育により、急速な技術革新に対応して新たな知識や価値を生み出すことができる理工系人

材の養成を目指します。

産・官・学が連携して教育研究を推進、
大学や外部研究機関での教育・研究が可能です

平成30年4月、理工学研究科は6専攻に再編します。

●学士課程の教育を踏まえた6年一貫の高度教育プログラムを構築します。
●分野の枠を超えた横断型プログラムにより、広い視野と課題解決能力を培います。

NEW!

学部では授業や実験・実習を通
して機械工学の専門知識を学びま
した。しかし、技術者として社会で
活躍するには基礎学力や専門知識
に加え、課題を発見し解決する力
やプレゼンスキルなどの発信力が
必要と考え、大学院へ進学しまし
た。日頃の研究や学会発表でそれ
らの社会人基礎力を身に付ける事
ができ、就職に繋がりました。

大学院 理工学研究科 博士前期課程
機械工学専攻 2年

庄司 章人さん 幅広い教養教育で
学修の素養づくり

専門科目で工学基礎を
徹底的に学ぶ

トライ･アンド･エラー
実践能力を養う日々

4年間の学びをもとに
研究課題へ挑戦

高度教育を通じて
先端的な研究の世界へ

高度な専門知識と技術をもつ
スペシャリストの道へ

工学の専門家として、
社会で活躍

研究者の世界へ入試

大学院入試

就職活動

就職活動

就職活動

インターンシップ P.21さらに詳しく

P.23さらに詳しく

卒業研究

修士論文研究

インターンシップ

博士論文研究

2年次に進級
日立キャンパスで新生活スタート

３年次になると就活が本格稼働
まずは情報収集から2年次の終わりから

より専門的な教育を受けます

実験を繰り返し、得られた
データの考察を深めていく

憧れの大学生活スタート！
1年次は水戸キャンパスで
共通教育を受講します

工学部での学び

茨城大学大学院 理工学研究科

理
学
部

理
学
系

工
学
系工

学
部

博 士 前 期 課 程 博 士 後 期 課 程

理学専攻

量子線科学専攻

機械システム工学専攻

電気電子システム工学専攻

情報工学専攻

都市システム工学専攻

量子線科学専攻

複雑系システム科学専攻

社会インフラシステム科学専攻

研究室配属
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インターンシップ

就業体験を通して、学校では学べない職業意識を育もう

「インターンシップ」とは、学生が夏休み等を利用し、企業や官公庁、非営利団体などのさまざまな職場で一定期

間就業体験を行うことのできる制度です。

茨城大学工学部では、首都圏の企業をはじめ、地域の特性を活かした日立グループ企業や近隣の研究機関等と

数多くのインターンシップを実施しています。

工学部生の利用できるインターンシップ

インターンシップ先

企業説明会と工場見学会などがセットになった、一日で
企業の概要が理解できる簡易なインターンシップ。授業の一
環として行われることもあります。

Students' VOICE

インターンシップ体験談

One Dayインターンシップ

茨城大学工学部の周囲には、日立製作所とそのグループ
企業の工場や研究所が点在しています。冬季にこれらの事
業所で2～3週間行われるインターンシップです。内容も鉄
道・エレベータなどのインフラ系、自動車機器、エネルギー
系、超精密機械、ソフトウェアなど多岐にわたっています。
日立製作所とそのグループ企業には、茨城大学の卒業生・
修了生が数多く在籍しています。

日立製作所のグループ企業での
冬季インターンシップ（主に大学院生対象）

茨城大学と連携協定を結んでいる日立オートモティブシ
ステムズ社の米国と中国の事業所に2週間滞在して、調査・
研究を行うインターンシップ。現地でのディスカッションなど
は全て英語で行われます。

海外インターンシップ（主に大学院生対象）

夏休みなどを利用して2週間程度行われる通常のイン
ターンシップ。企業の設計・開発や生産現場に入って先輩技
術者とともに課題に取り組みます。終了後には成果発表会な
どを行うこともあります。技術者の仕事を深く理解すること
ができます。より長期（４週間程度）のインターンシップを実
施している企業もあります。一定の条件を満たせば専門科目
の単位として認められます。

●（株）日立製作所(研究開発グループ/原子力ビジネスユニット/鉄道ビジネスユニット/電力ビジネスユニット等)
●日立GEニュークリア・エナジー（株）　●日立オートモティブシステムズ（株）　●（株）日立ハイテクノロジーズ　他

●東日本旅客鉄道（株）　●全日本空輸（株）　●（株）小糸製作所　●（株）キーエンス　●KDDI（株）　●YKK（株）　●ソフトバンクグループ（株）
●キヤノン（株）　●NOK（株）　●ファナック（株）　●富士通（株）　●東京電力ホールディングス（株）　●SMC（株）
●パシフィックコンサルタンツ（株）　●鹿島建設（株）　●（株）大林組　他

●青森県庁県土整備部　●静岡県庁　●埼玉県庁　●土浦市役所　●岐阜市役所環境事業部　●ひたちなか市役所　●日立市役所企業局　
●国土交通省関東地方整備局千葉国道事務所　●国土交通省関東地方整備局常陸河川国道事務所　●国立研究開発法人産業技術総合研究所
●国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　他

インターンシップ

先端技術志向の地域のハイテク中小企業で行うインター
ンシップ。大企業とは異なり、社長自らが指導してくれること
も多く、技術だけでなく企業経営などについても深く知るこ
とができます。

地域の中小企業でのインターンシップ

私は働くためにはどのようなスキルが必要か、今の自分には何が足りないのかを知るという目的で、インターンシップに応募し

ました。2週間という短い期間でしたが、必要とされているスキルや自分に足りないものを知ることができ成長を実感しています。

研修ではCAD演習やシリンダ推力計算、ベアリングの寿命計算などを行い、圧延機の一部の改良設計にも挑戦しました。計算に

は大学の講義で習った材料力学の知識が必要だったので、大学で学んだことを一度見直し整理した方が良いと感じました。また、

PDCA（plan-do-check-act）サイクルを意識して行うようになりました。大学生活では考えたことがありませんでしたが、インター

ンシップでは毎日目標を立て、何をどうしたかを終わりに振り返ることを続けました。このPDCAサイクルを続けることで、仕事に

達成感や充実感を得ることができ、それが仕事へのモチベーションアップにつながることを学びました。

どのような仕事をしたいか、何に興味があるのかがまだ自分ではわからない人は、是非インターンシップに参加してみてくだ

さい。就活をするときにとても役に立つと思います。

インターンシップ先 YKK株式会社

インターンシップ先 デュポン株式会社

インターンシップ先 日立GEニュークリア・エナジー株式会社

知能システム工学科　3年（インターンシップ当時）
長井 咲子さん ［南砺福野高校（富山）］

大学院1年生の7月に外資系化学メーカーであるデュポンのインターンシップに参加しました。

インターンシップでは、様々な大学から集まった学生や社員の方と共に課題に取り組み、他大学

の学生の積極的に学ぶ姿勢に刺激を受け、社員の方が自主的に考え、自由に働いている姿に憧

れを感じました。

本番の就職活動でも、外資系化学メーカーを希望し、ダウ・ケミカルに入社することができま

した。就活では自己分析や、エントリーシート添削、面接対策などで、日立キャンパス内のキャリ

ア支援室に大変お世話になりました。就活のプロからの意見は非常に有用でした。

就活は自分と向き合い、将来やりたいとこと見つける大切な時期だと思います。大変なことも

あると思いますが、一人で悩まずにキャリア支援室や教授、友達に相談してみてください。茨城大

学は、そんな相談できる仲間がたくさんいる大学です。

大学院 理工学研究科 物質科学専攻　博士前期課程 1年（インターンシップ当時）
山田 桂輔さん ［長崎西高校（長崎）］

私は日立GEニュークリア・エナジー（株）の原子力プラント品質保証課で2週間のイン

ターンシップを体験しました。この会社は日立製作所の原子力事業の流れを汲む企業で、原

子力プラントの建設や原子力関連の各種サービスを行っています。インターンシップの中心

は島根原子力発電所3号機での現地実習でした。プラント内の機器の定例運転、点検等を

通して、現場の歩き方や日立製作所の安全に対する考え方の理解を深めました。また学生と

会社員の立場の違いや社会人としての心構えを学ぶことができました。茨城大学には、日立

グループ各社から毎年40テーマ以上のインターンシップ募集があります。インターンシップ

を経験することで仕事への理解が深まり就職への意欲が高まります。また各企業に在籍す

る多くの茨城大学OB、OGから、就職活動で手厚いサポートを受けることもできます。

理工学研究科 量子線科学専攻 博士前期課程 2年（インターンシップ当時）
小野寺 大輝さん ［大東高校（岩手）］

公的機関

民間企業

日立グループ
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進 路（ 就 職・進 学 ）

就職に強い、茨大工学部

就職活動スケジュール 主な進路・就職先

●トヨタ自動車(株)　●本田技研工業(株)　●スズキ(株)　●キヤノン(株)　●富士重工業(株)　 ●セイコーエプソン(株)　●花王(株)　●日本電気(株)
●マツダ(株)　●いすゞ自動車(株)　●日野自動車(株)　●ニプロ(株)　●富士重工業(株)　●(株)日立パワーソリューションズ
●日立オートモティブシステムズ(株)　●日立工機(株)　●日立造船(株)　●日立化成(株)　●コニカミノルタ(株)　●三菱日立パワーシステムズ(株)
●(株)日立ビルシステム　●三井造船(株)　●NTTコムソリューションズ(株)　●キヤノンマーケティングジャパン(株)　●茨城県庁　●茨城県警察　等

進路
（就職・進学）
決定率

業種別
就職・進学先

99.5% 40.0% 74.0%

高い就職率、大企業への就職実績があります。

■ 学部卒業生

■学部卒業生 ■大学院修了生（理工学研究科 工学系）

100%

■ 大学院修了生

■ 1,000人以上の大企業への就職率

28.8% 55.2%

内定獲得まで、就職担当教員・キャリア支援室が手厚くサポートします。

学部

学部

大学院

大学院

※平成29年度入社実績

※（旧）機械工学科、（旧）知能システム工学科、（旧）機械工学専攻、（旧）知能システム工学専攻

※（旧）電気電子工学科、（旧）メディア通信工学科、（旧）電気電子工学専攻、（旧）メディア通信工学専攻

※（旧）生体分子機能工学科、（旧）マテリアル工学科

機械システム工学科※／機械システム工学専攻※

●(株)日立製作所　●三菱重工業(株)　 ●トヨタ自動車(株)　●日産自動車(株)　 ●いすゞ自動車(株)　●東日本旅客鉄道(株)　 ●(株)日立パワー
ソリューションズ　●日立オートモティブシステムズ(株)　●昭和電工(株)　●日鉄住金テックスエンジ(株)　●ソフトバンク(株)　●三菱電機(株)　 
●ドコモ・テクノロジ(株)　●NTTデータ先端技術(株)　●(株)日立システムズ　●日立アプライアンス(株)　
●日本信号(株)　●セイコーエプソン(株)　 ●三菱マテリアルテクノ(株)　●富士通フロンテック(株)　●茨城県庁　●栃木県庁　●日立市役所　等

電気電子システム工学科※／電気電子システム工学専攻※

●トヨタ自動車(株)　●いすゞ自動車(株)　●住友電気工業(株)　●三菱電機(株)　●三菱マテリアル(株)　●日立マクセル(株)　●(株)日立ビル
システム　●キヤノン化成(株)　●東京電力パワーグリッド(株)　●(株)オートバックスセブン　●日本製薬(株)　●キヤノン化成(株)　●ブリヂス
トンソフトウェア(株)　●日本航空(株)　●東芝機械(株)　●スズキ(株)　●林精器製造(株)　●(株)ニチイケアパレス　●(株)ホンダテクノフォート
●山九(株)　●(株)フジクラ　●環境生物化学研究所　●厚生労働省　●国立大学法人秋田大学　●神栖市役所　等

物質科学工学科※／量子線科学専攻

●(株)日立製作所　●キヤノン(株)　●富士通(株)　●(株)日立ハイテクノロジーズ　●(株)日立パワーソリューションズ　●富士通フロンテック(株)
●富士通ソフト(株)　●(株)ドワンゴ　●凸版印刷(株)　●三菱電機インフォメーションシステムズ(株)　●NTTアドバンステクノロジー(株)
●キヤノンセミコンダクターエクィップメント(株)　●(株)大塚商会　●(株)NTTデータアイ　
●(株)茨城県農協電算センター　(株)NTT-ME　●(株)群馬銀行　●水戸市役所　●日立市役所　●取手市役所　等

情報工学科／情報工学専攻

●鹿島建設(株)　●(株)大林組　●大成建設(株)　●太平洋セメント(株)　●東日本旅客鉄道(株)　●東日本高速道路(株)　●三井住友建設(株)
●五洋建設(株)　●西松建設(株)　●東日本旅客鉄道(株)　●東亜道路(株)　●JFEエンジニアリング(株)　●富士古河E&C(株)　●日本工営(株)
●(株)パスコ　●アジア航測(株)●国際航業(株)　●独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構　●茨城県庁　●福島県庁　
●栃木県庁　●水戸市役所　●ひたちなか市役所　●厚木市役所　等

就職・進学

都市システム工学科／都市システム工学専攻

Q&A
就職や進学に関するよくある
質問をまとめました。是非参
考にしてみてください。

学内
合同企業
説明会

就職活動はいつ頃から始め
ればいいですか？

経団連が定めた新卒採用活
動に関するルールでは、大学3年
生（修士1年生）の3月に企業の
採用情報解禁となり就職活動
スタートとなっています（2017年
6月時点）。
それまでに、インターンシップ

などを通して業界や企業研究、自
己理解（自分の価値観や特徴の理
解）を実施することが大切です。

応募書類の添削や面接の
練習をしたいのですが。

キャリア支援室では、専門の
キャリアコンサルタントが、マン
ツーマンで応募書類の添削や面
接練習を実施しています。イン
ターンシップから就職まで一貫
してサポートをしています。
ぜひ、ご利用ください！

OBや企業の人事担当者の
話を直接聞ける機会はありま
すか？

学内企業説明会で直接話を
聞くことができます。また、就職
ガイダンスでは、就活が終わった
ばかりの先輩をゲストとして迎
え、リアルな就活情報を細かく
教えてもらえます。キャリア支援
室が配信しているメルマガでは、
企業情報や就活イベントをタイ
ムリーに伝えています。

就活生を持つ親として、子どもにしてあげられること
はありますか。

「気持ちよく就活できる環境づくり」をお願いします。
心配な気持ちはよくわかりますが、その心配が知らず知らず

のうちに学生にとってプレッシャーになってしまうこともあり
ます。ご家族には、下記の三つをお願いします。
①社会の仕組みや厳しさを教えるとともに、学生の希望も
尊重してください。

②兄弟や親戚と比較しないでください。
③適度な距離から見守っていてください。
学生の一番の味方であることを伝えてください。応援して

くれている人がいると思うと、それだけで自信につながります。

大学院に進学した方が、就職に
は有利ですか？

現在、国立大学理系学生の60％以
上は大学院に進学しています。
大学院で磨かれるプレゼン能力や

論理的思考、ディスカッションの経験
は、企業人事担当者から高い評価を
得ています。ぜひ大学院に進学して、
学んだ知識を活かし社会に貢献する
人材になってください。

就職活動が不安です。何から手
を付ければ良いのか…。

確かに就活は不安ですよね。孤独
な気持ちになることも多いかもしれ
ません。
工学部では、各学科に就職担当教

員がいて随時相談に応じています。
キャリア支援室でも就活や進学など
個別の相談を実施しています。
大丈夫！一人ではありません。学内

の充実したキャリア支援体制をぜひ
ご利用ください。

3年次（修士1年次）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

4年次（修士2年次）

■ 一部上場企業の割合

55% 61%
14%

7%

4%

13%

10%

6%

5%

大学院進学
製造業
情報・通信業
サービス業
建設業
金融・不動産業
陸運・空運業
その他の業種
公務員
その他

製造業
情報・通信業
サービス業
建設業
金融・不動産業
陸運・空運業
電気・ガス業
その他の業種
公務員
進学
その他

1%
6%

2%

採用情報解禁となる3月上旬に、250社（5日間×50社）
の有名企業を招いて、工学部内で企業説明会を実施して
います。このイベントをきっかけに、就職先企業の絞込み
や応募活動を開始し、多くの学生が就職しています。

●理系学生の為の就職ガイダンス（基礎編）　
自己理解・業界研究・応募書類・就活マナー・
面接対策等
●公務員希望者のため
の説明会

●進路相談（前期） ●TOEIC IPテスト
●SPI模擬受検会

●先輩（内々定者）の
　体験談シェア会

●先輩（内定者）の
　体験談シェア会

●業界研究＆インターン
　マッチングフェア（夏季）

●インターンエントリーシート
作成サポート
●インターン面接対策

●地域企業インターン
　マッチングフェア

●業界研究＆インターン
　マッチングフェア（冬季）

●公務員業界研究会
●合同企業
説明会
（250社）
●単独企業
説明会

スケジュール

ガイダンス・
学内イベント

個別対策

●インターン応募開始
●秋冬インターン
シップ参加

●進路相談（後期）
●SPI・筆記テスト模擬受検会
（10月以降は1回/月 実施）

●業界・企業研究

●エントリーシート作成サポート
●面接対策

●業界・企業研究

●理系学生の為の就職ガイダンス（実践編）　
　自己PR作成・業界/企業研究・応募書類作成・就活マナー・
模擬面接（個別・グループ）対策等

●採用情報解禁

インターンシップ
参加

内定獲得まで
継続サポート
【個別対応】
●エントリーシート添削
●面接対策
●企業研究
●求人情報の提供

※平成28年度実績
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茨大工学部生
の1日

8:20

8:40

12:00

12:40

16:00

18:25

21:45

キャンパスサポート 安心して大学生活を送れるように、さまざまなサポートが充実しています。

住居、生活に関わるサポート授業料・奨学金

自宅でのんびり。明日も頑張ろう！

授業も終わり、
クラブ活動へ。
カラダを動かして
いい汗流そう！

午後の講義もしっかり集中。
2年次からは
実験・実習の講義が増え
ますます充実した毎日です。

帰宅前に、図書館で明日の講義の予習を。
夜遅くまで開館しているので
クラブ活動との両立に助かっています！

生活サポート教育サポート

一人暮らしの自宅から通学。
時間がある時は

午前中の講義開始まで
予習をして過ごします。

気の合う仲間と昼食。
今日は学食で

いただきま～す！

午前中は講義形式の授業。
しっかり集中して臨みます。

工学部まで徒歩15分の場所に、男子学生用の吼洋(こうよう)
寮と女子学生用のさくら寮があり、入寮資格審査のうえで入居
することができます。
また水戸には、水哉(すいさい) 寮(男子)とみずき寮（女子）が
あります。

● 学寮制度● 学費

日本学生支援機構による奨学制度が主なもので、そのほか
にも地方公共団体や公益法人等の奨学金および本学独自の
奨学金があります。 これらは、いずれも学業・人物ともに優秀
で、かつ健康であって、経済的理由により修学が困難である学
生に対して、本人の願出に基づき選考のうえ、貸与されます。
日本学生支援機構の募集は原則として毎年春に行われま
す。貸与月額は以下のとおりです。

より充実した学生生活を過ごして
もらうために、学生担任制を設けて
悩みなどの解決に必要な助言を行って
います。担任は、入学から卒業までの
4年間、同じ教員が受け持ちます。
相談内容は他に漏らすようなことは
決してありませんので安心してご相
談ください。

第一種奨学金（無利子）

自宅通学者 自宅外通学者
第二種奨学金（有利子）

学部の貸与月額
30,000円
又は

45,000円

30,000円
又は

51,000円

3万円・5万円・8万円・
10万円・12万円の中から
学生が選択した額

● 奨学金制度

● 学生担任制 教育サポート 教育サポート

教育サポート 生活サポート

教育サポート 生活サポート充実の
相談体制

● キャリア支援室 ● 茨大なんでも相談室 ● 保健室
（精神衛生相談、カウンセリング）

特別な理由によって入学料の納付が困難な学生、または学
業成績優秀で、経済的かつ特別な理由のため授業料の納付が
困難な学生には、選考の上、入学料または授業料の全額また
は半額が免除される制度があります。

● 入学料・授業料免除制度

経済的理由により授業料を納入期限までに納入することが
困難であると認められ、かつ、学業優秀と認められる学生、そ
の他やむを得ない事情と認められる学生は、願出により徴収
猶予または月割分納が許可される制度があります。

● 授業料の徴収猶予および月割分納

外国人留学生および外国人研究者に住居の場を提供するため
に、工学部まで徒歩15分の場所に国際交流会館があります。

● 国際交流会館

家庭を離れて勉学する学生のための、アパート・下宿・貸間の情
報を提供しています。
日立近辺の家賃は比較的新しいアパートの8畳ワンルームで4
～5万円程度です。条件によってはもう少し安価な物件もありま
す。

● アパート・下宿・貸間

工学部ではアルバイトの情報を提供しています。

● アルバイト

【日立近辺の主なアルバイトの時給例】

塾講師(90分)

家庭教師(90分)

コンビニ

飲食業

工場
外観 居室内

1,500～2,000円

2,000円

800円

800円

1,000円

※寄宿料の他、運営費（光熱水料等経費）、自治会費、NHK受信料などが必要です。

4人部屋：3室

1人部屋：80室
2人部屋：  4室
1人部屋：80室
2人部屋：  4室

寮名 定員

吼洋寮A棟（男子）

吼洋寮C棟（男子）

さくら寮（女子）

88名

88名

12名

室数 寄宿料（月額）

6,000円

20,000円

17,500円

※

※

※

こうよう

吼洋寮

外観 居室内

さくら寮

入学料：282,000円（フレックスコース：141,000円）
前期分授業料：535,800円（フレックスコース：267,900円）

・授業の履修について
・大学生活全般のこと
・休学、退学の相談や手続き
・授業料免除の相談や手続き　など

こんな相談に！

就職相談とインターンシップ相談（大
手企業・地元企業）、キャリア形成につい
ての相談を中心に、企業研究や応募書
類の作成、模擬面接、グループディス
カッションの模擬練習などを実施してい
ます。各就職サイトの使い方や特色につ
いてもアドバイスしています。

様々な困りごとや悩みごとについて、自主的な解
決を援助します。授業や研究のことから友達や先輩
との対人関係まで、困ったらなんでも相談してくださ
い。相談内容を他に漏らすようなことは決してありま
せんので安心してご相談ください。

・進路、就職活動に関する悩み
・エントリーシート添削
・模擬面接実施　など

こんな相談に！

心に元気がなくなった時、誰で
も1度や2度、誰かに相談したい
な…と思うことがあるものです。
そんな時こそカウンセラーにお気
軽にご相談ください。相談内容に
関する秘密は固く守ります。

・大学生活になじめない
・気分が落ち込む、気力がでない
・人間関係がうまくいかない
・進路のことで悩んでいる
・こころの病気ではないかな？　など

こんな相談に！
・授業についていけない、研究がうまく進まない
・友達ができない、対人関係について悩んでいる
・入学料・授業料の免除、奨学金の受け方が分からない
・転学部・転学科について知りたい
・盗難にあった、トラブルに巻き込まれた
・交通事故にあった、交通事故を起こした　など

こんな相談に！
学修や学生生活な
ど、学生の修学を総合
的に支援するための
様々な相談体制を紹
介します。
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S5 E5

ター

キャンパスマップ
日立キャンパス

ものづくり教育研究支援ラボ IT基盤センター

図書館

機械システム工学科・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　　　

電気電子システム工学科・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　　　

物質科学工学科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　　　　　

情報工学科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　

都市システム工学科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　

グラウンド

体育館

図書館

講義・管理棟

多賀工業会館

機械室

正門

E1

N1

N2

N3N4

E7

N5

N6
N7

N8
N9

S1S2

S3

S4

S5

W5

W4

W3 W2

W1

E6
E5

E3

E2

E4

大学生協・食堂・購買部・書店

キッチンカー

課外活動、スポーツ施設

　　スーパーマーケットまで 400m
コンビニエンスストアまで 500m

● ラーニング・コモンズ

授業のある期間の平日は8:30～21:45、土日は11:00～19:00ま
で開館、休業期間中は平日の8:30～17:00まで開館しています。茨城
大学全体で約100万冊の蔵書がありますが、工学部分館は理工系の
学術書や専門雑誌を所蔵しており、ホームページ上のオンライン目
録で検索ができます。また、全国大学図書館の相互協力により、必要
な文献や情報を迅速に提供しています。

1階のラーニング・コモンズは、学生同
士で自発的なグループワークを行ったり、
個人学習の場にしたりと、幅広い利用が
可能です。

W1 W2 E2 E3

E3 E5 E6

N1 N2 N6 W3

S1

S3S2

日立市民
運動公園
まで400m

海岸まで
800m

E4

さまざまな工作機械があり、学
生による実習や研究に必要な備品
などを専門の技術職員に作って
もらえます。また、創造的なものづ
くり教育の一環として、自分のアイ
デアを形にして、デザインコンテス
トやロボコンに参加しています。

グラウンド、テニスコート、体
育館、武道場、弓道場があり、体
育の授業やサークル活動で利用
されています。

各種サーバやパソコン等の教育用コンピュータ環境の提
供とキャンパス情報ネットワークの運用を行っています。演習
室や自由学習室のパソコンにはさまざまなソフトが用意され
ているので、レポート作成などに便利です。

P.30詳しくはサークル活動
について

正門を入って左側の建物にある大学
生協や購買部では、食品から教材、専門
書などを学内で揃えることができます。

E1棟前には日替わり
メニューが人気のキッチン
カーが出店しています。
ぜひ毎日メニューを
チェックしてみて下さい。

ラーニング・コモンズラーニング・コモンズ

開架閲覧室開架閲覧室

個人学習エリア個人学習エリア

書庫書庫

入
口

PC室
（E5棟へ）

中庭

中庭

事務室

グループ学習室

スーパー・サイレント・
ルーム

1F

2F

工学部の学生が2年次から学ぶ日立キャンパスは、海と山に囲まれた自然豊かな環境にあります。専門分野の

研究や技術を習得する施設はもとより、さまざまなスポーツ施設や大学生活共同組合などの福利厚生施設が

充実しています。さらに近隣には世界レベルのハイテク施設もある刺激的な環境でもあります。
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キャンパスイベント

こうがく祭をはじめ、学外においても活発に活動しています。

毎年行われる工学部の学園祭「こうがく祭」は、学生が自ら企画・運営し、各種企画や研究室紹介などの多彩な

イベントによって、地域の方々とのふれあいの場となっています。

また、サークル活動でも学外の大会に出場するなど、活発な活動を行っています。

こうがく祭

サークル

Ibaraki University Racing（以下IUR)は全日本学生フォーミュラ大
会に出場するために発足し、今年で13年目を迎えます。この大会は毎年
９月初旬に静岡県掛川市の小笠山総合運動公園で開催され、学生が設
計および製作したフォーミュラカーが、デザインやコスト・車両性能など
あらゆる項目で審査されます。私たちは、この活動を通じて「ものづくり」
に必要な柔軟な発想力や問題提起および解決能力、そして人間関係構築
能力を身に付けることができます。実際にこの活動を経験したメンバー
は、自動車関係や鉄道関係などものづくりの最先端の現場へと進んでい
きます。ただ、この活動は決して甘くなく、つらいこともあります。しかしそ
の分得られる感動・達成感・経験は多大なものです。ぜひ皆さんも私た
ちと一緒に全国のエンジニア達と技術力を競い合いましょう。詳細は
IURのホームページをご覧ください。

私達、熱気球同好会は、毎週末に栃木県、茨城県、埼玉県、群馬県の
県境にある渡良瀬遊水地でフライトをしています。1,000m超えの空の
散歩はとても優雅で、何にも代えがたい気持ちよさがあります。そして
ただ空を飛ぶのではなく、操縦の正確さを競うための競技も存在します。
北は北海道、南は宮崎県まで遠征し、各地での大会出場、観光を楽しんで
います。
熱気球は一人では飛ばすことはできません。協力してくれる仲間がい

て初めて熱気球は飛ぶことができます。活動を続けていく中で得られる
経験、達成感、絆は一生の宝物になります。

熱気球同好会

エコノパワー競技クラブは、「Honda エコマイレッジ チャレンジ」に
挑戦するために発足し、今年で10年の節目を迎えました。
「Honda エコマイレッジ チャレンジ」、通称エコランは毎年10月1日に
栃木県の茂木町にあるツインリンクもてぎで開催される大会で、"君は1L
のガソリンでどれだけ走れるか？”を標語に車両を設計・製作し燃費を競
います。また、電気自動車を製作するpico-EV･エコチャレンジにも参加し
ており、この大会では単三の充電池6本のみで走行距離を競っています。
これらの大会での車両は規定のエンジンや電源をベースに、フレームか
らタイヤ周り、ハンドル、制御回路、カウルまで、全て自分たちの手で作る
ため、機械設計や機械加工などの知識･技術が身に付きます。そして、活
動をする上で我々が胸に秘めているのは、持てる資金と技術力、そして人
材でいかに最善の結果を出すかということです。活動は、決して易しいも
のではありません。しかし、その先に待っているゴールにたどり着いた瞬
間に得られる感動…経験…それらはこの先大切な物になります。少しで
も興味を持った方はぜひ一度見学にお越しください！

エコノパワー競技クラブ

「ものづくり」に必要な柔軟な発想力、問題提起・解決
能力、人間関係構築力が身に付きます

車両の設計や製作に携わりながら、ものづくりのおも
しろさと自分のアイデアを実現する喜びを得られます

こうがく祭実行委員会は、全学科の学部
1年生から大学院生までがメンバーとなり、
運営に携わっています。毎年、日立キャンパス
の特色を活かし、グルメ・体験・学問・音楽な
ど、地元の学校や企業と連携したイベントを
企画し実施しています！ぜひいっしょに「こう
がく祭」を盛り上げましょう！

いっしょに「こうがく祭」を
盛り上げませんか？

空を飛んでみたい！という方、大歓迎！幻想的な熱気
球で忘れられない大学生活を送りませんか

Ibaraki University Racing

http://www.iur-family.com/HP

こうがく祭実行委員会 実行委員長
渡辺 ともみさん ［福島工業高専（福島）］

3029




