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ものだけですか、人や環境は？
未来につながるものづくり
機械制御システム学科では、社会の根幹をなす高機能ロボット、次世代自動車、ク
リーンエネルギーシステムなど、人に、環境に係わり、多数の要素や複雑な動作を
伴う機械システムの開発・設計・製作のための機械工学の基礎を、その設計・動
作全体最適化する原理や思考（システム工学）とともに学習します。

　機械工学の基礎となる力学、機械要素、設計工学、計測工学、制御工学、メカトロニクスなどを学習し、
実験やデジタルエンジニアリングの手法を用いた演習を通じて基礎学力の習得を目指します。 
　さらに、専門性の高い科目として、ロボティクスや工業デザイン、モビリティ、エネルギーシステム、リサ
イクル工学などの先端技術に関連する科目が開講されており、各人の興味や関心と自らが描く将来像と
を照らし合わせた学習コースの体系化が図れるよう配慮されています。
　最終年度には個々に学習した知識をベースとし、各研究室において教員の専門領域に関連するテー
マで総合研究に取り組み、自立した技術者・研究者の道への第一歩を踏み出します。

　従来の工学は一つのことを深く掘り下げる単機能大量生産型のものづ
くりに適していました。これに対してシステム理工学部では、複雑化してい
るシステムの「もの」や「こと」に対してその仕組みを解明し、科学的に捉え、
横とのつながりを重視した付加価値のあるものづくりや新たな枠組みを
構築するものです。工学的知識と数学、物理、化学や生物などの科学的知
識、体系的方法論（システム工学）を融合させて、工学・社会科学・環境
科学・生命科学等の分野や新たな境界領域分野に積極的に進出できる
人材を育成します。

社会の要請に応える

人間・社会・地球に優しい技術を
開発する技術者を養成し、
社会へ送り出します

豊富な研究テーマ

最先端技術へむけたシス
テム技術を個性あふれる
教員が研究指導します

社会に貢献したい

そんな、前向きなあなたを
待っています

学生の個性・
天性をのばす

きめ細かい教育カリキュラム

最終目標に確実にたどり着くカリキュラム

3つの専門領域

入学から卒業・就職までの流れ

システムダイナミクスは、機械システムを制御
するための重要な概念です。機械システムをモ
デル化し、シミュレーションを行う手法、実際に
機械システムを制御するための制御理論・制
御工学がカリキュラムの中心となります。さらに、
コンピュータとの連携が不可欠なことから制御
プログラムや組込システムの習得も目指します。
これらは、ロボット工学や自動車工学へとステッ
プアップしていく上での力強い基礎となります。

「もの」や「こと」のライフサイクルを対象とし、
要件定義から設計、システムの廃棄・再利用ま
での全てのプロセスが教育・研究対象となり
ます。高度な力学解析や最適設計の技術とデザ
インの果たす役割を適正に計画、実施、評価す
るための工業デザイン技術を融合することで、
「美しさ」や「使いやすさ」のような人間の感性
に関わる新たな指標を付加し、より付加価値の
高い「もの」や「こと」を創出していきます。

現代の「ものづくり」においては、環境保全への
配慮を欠くことができません。限りある資源の
消費を抑制するには、省エネルギーのための高
効率エネルギー変換、自然エネルギー利用、適
切なリサイクルや廃棄物処理、バイオマスの活
用など、多種多様な技術課題に取り組まなけれ
ばなりません。エネルギー・環境領域では、「環
境配慮型ものづくり」に取り組むための機械工
学の基礎を修得した上で、将来に向けた新たな
エネルギー・環境技術の創出を目標とする研
究活動を展開します。

システムダイナミクス領域 エネルギー・環境領域システムデザイン領域

●自動車、医療、ロボット、工作機械、鉄道、
 航空、宇宙、船舶、鉄鋼など製造業
●情報サービス産業  ●その他

大学院
・修士課程
・博士課程

就 職

▲

企 業▲

官 庁▲

研究機関

動

活

外

課

1～3年次

4年次

●基礎・システム情報科目
●総合科目
●専門科目

●総合研究

入 学

研究室配属決定

2年次には、システム思考のための技術であるシステム工学を講義・演習を通して、混
成チームにより学びます。その成果として、グループ毎にニーズ分析、調査、企画立案、
シミュレーションを実施して、システム計画の提案・プレゼンテーションを行ないます。

3年次には、学生主体のプロジェクトチームによる専門分野に対する「創る」を実施し
ます。このプロジェクト管理には、プロジェクトマネジメント技術を用いたプロジェク
ト運営を実施し、システム計画だけではなく、具体的に実現して貰います。

最終年次の総合研究へと進んでいきます。総合研究は、学科内、学科混成、他学科で
の実施が可能で、学生のモチベーション次第で世界は無限に広がります。

学 部

・ 機械工学とシステム工学の両方の
専門性を実学として勉学

・ 3つの専門領域で将来性を選択
・ ロボット、自動車、エネルギーなど、
様々な分野のシステム技術を対象

・ 個性あふれる教員による指導

最適化の原理、動的解析、制御、デザ
イン、シミュレーションなどを学習

システム理工学部システム理工学部

機械制御
システム学科

環境環境
システム学科システム学科システム学科システム学科システム学科システム学科システム学科システム学科システム学システム学システム学システム学システム学システム学システム学システム学ステムステムステム

電子情報電子情
システム学科システム学科システム学科システム学科システム学科システム学科システム学科システム学システム学システム学システム学システム学システム学システム学システム学システム学システムステムステムステム

生 命生 命生 命生 命生 命生 命生 命
科学科科学科科学科科学科科学科科学科科学科科学科科学科科学科科学科科学科科学科科学科科学科科学科科学科科学科科学科科学科数 理数 理数 理数 理数 理数 理

科科学科科学科科学科科学科科学科科学科科学科科学科科学科科学科科学科科学科科学科科学科科学科科学科科学科科学科科学科科学科

システム理工学部の紹介

1年次には、システム・情報科目（創る）にて、システム思考というものの考え方を体験
を通して、学びます。 「創る」というキーワードを含んだ提示課題に対して、自由な発想と
創造性を大切にして、グループワークを実施します。

カリキュラム



システム
ダイナミクス

システム
デザイン

エネルギー・
環境

基礎科目

科目名称

数学Ⅰ

数学Ⅰ演習

数学Ⅱ

線形代数Ⅰ

線形代数Ⅱ

解析学Ⅰ

解析学Ⅱ

数値解析

微分方程式

確率統計

物理学Ⅰ

物理学Ⅱ

化学Ⅰ

化学Ⅱ

一般力学Ⅰ

一般力学Ⅱ

電子・情報システム概論

環境システム概論

マネジメント技術

エコロジー応用

信頼性工学

社会と自然のモデル分析

システム工学A

システム工学B

システム工学C

システム工学演習A

システム工学演習B

システム工学演習C

情報処理Ⅰ

情報処理演習Ⅰ

情報処理Ⅱ

情報処理演習Ⅱ

創る

社会統計解析

システムとは

社会ニーズ調査技法

社会ニーズ分析

科学技術と社会

ライフサイエンス

経営行動科学

システム・情報科目

総合科目

システム
ダイナミクス

システム
デザイン

エネルギー・
環境

専門科目

科目名称

機械力学

振動工学

材料力学Ⅰ

材料力学Ⅱ

流れ学Ⅰ

流れ学Ⅱ

熱力学Ⅰ

熱力学Ⅱ

機械工学実験Ⅰ

機械工学実験Ⅱ

機械システム基礎数学

計測工学

基礎エレクトロニクス

制御工学Ⅰ

制御工学Ⅱ

制御工学Ⅲ

計測制御演習

機構学

機械要素

機械材料

加工工学

機械製図法

基礎製図

設計製図

応用設計

応用設計演習

機械工学実習

ロボット工学概論

メカトロニクスⅠ

メカトロニクスⅡ

自動車工学

ロボティクス

工業デザイン概論

創生設計

創生設計演習

デジタルエンジニアリング

伝熱工学

エネルギーシステム工学

機械機能材料

ものづくり工学

エンジニアリング・プラクティス

工業デザイン演習

デザインエルゴノミクス

機械システムセミナー

数値流体力学概論

感覚と運動システム

総合研究

その他、教職課程を別に履修し、必要な単位を取得することに
よって、数学（中学・高校一種）および工業（高校一種）の教員
免許状を取得できます。

領域重点科目：○（必須科目：●）

月面のような未開拓・不整地地盤を走破する移動ロボットシステムの構築に取り組んでいます。月面はレゴリス
と呼ばれる非常に粒子の細かい軟弱砂で覆われています。軟弱砂上および岩や石を乗り越えるための特殊な車
輪開発や特殊機構を持ったロボットの開発をしています。また、このような研究から発展させた被災地レス
キュー用空気レスタイヤや農業用モバイルシステムの開発も行っています。
研究テーマ：
■ 月・惑星移動型探査ロボットの開発　■ 不整地移動機構　■ 空気レスタイヤの開発
■ 農業用モバイル装置・移動機構の開発　■ テラメカニクス

宇宙探査・テラ-メカトロニクス研究室 飯塚　浩二郎
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コンピュータの画面に表示したバーチャル物体に触りたい。研究の動機はとても単純でした。この研究室では、
ロボット工学と情報工学を融合して、三次元ＣＧで表示した物体を手で触ると、その手ごたえを感じることができ
る触力覚インタフェースの研究を行っています。触力覚が実現できると、外科手術のような危険な作業を事前に
シミュレートすることや、新製品の性能や機能を事前にチェックすることができます。次世代ヒューマンインタ
フェース技術の確立を目指して頑張っています。
研究テーマ：
■ 脳神経外科領域解剖シミュレータの研究　■ デジタル生産シミュレータの研究　■ 自然を規範にした色彩調和の研究

機械情報システム研究室 足立　吉隆

触れる！ 感じる！ バーチャルリアリティ

我々が作る機械は、それを使う人と置かれた環境の両方にとって快適なものでなければなりません。本研究
室では、人が使い易く、置かれた環境・稼働条件の変化に強い制御システムはどのように設計すればよいか
をシステム制御理論に基づいて提案し、実験を通してその効果を検証する研究を行っています。
研究テーマ：
■ 環境融和型水道水圧システムの実用化と制御系設計   ■ エネルギー回収／回生可能な新・駆動システム
■ 農業工学，特にバイオマスヒータによる農作物栽培温室の環境制御
■ 非線形システム制御理論と機械システムへの応用

環境システム制御研究室 伊藤　和寿

システム制御理論をツールに，人と機械と環境の調和を実現する

月面のような不整地・軟弱地盤の移動システムを構築する！

最小限の燃費で、快適に、事故０で自動車の運転が行えるシステムを研究開発し提案

自動車は便利な反面、渋滞での無駄な燃料消費や運転の負担、そして交通事故というマイナスの側面も持って
います。当研究室は運転時の人間の各種反応特性を解析して最適な支援とは何かを探求し、運転をより効率的
に、より快適に、より安全に変えることを目指します。
研究テーマ：
■ スマートデバイスを利用したインタフェースの開発　■ ドライバモデルを解析したインタフェースの改善
■ 車車間通信の位置精度を向上するため新手法　■ 運転支援システムで低燃費を図る支援
■ 安全走行のための映像データベース提案　■ 画像処理による走行環境を理解するシステム

運転支援システム研究室 伊東　敏夫

研究室の紹介専門領域別履修ガイド

最終学年には集大成となる総合研究に取り組みます。
本学科の研究室をご紹介します。
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生き物には、力や変形を感じる感覚があり、機械受容と呼ばれています。聴覚、触覚、重力感覚などの感覚を担う
感覚細胞から、細胞の接触や浸透圧に反応する普通の細胞まで、すべての細胞が機械受容能をもっていると考
えられていています。そして、受容した情報をもとに、細胞の行動などの出力を制御します。この一連の機械制御
システムの全容を解明することを目指しています。
研究テーマ：
■ 新規機械受容分子の発見　■ 機械受容分子の作動機構の解明
■ 細胞運動制御機構の解明

生体機械制御システム研究室 吉村　建二郎

生き物の力学環境への応答の全貌解明を目指して

認知科学は哲学・心理学・言語学・神経科学・計算機科学（人工知能）等の学問分野を横断する学際領域です。
認知とは生体の情報収集・処理活動であり、認知科学はその過程を明らかにする学問です。本研究室では、
ヒトの高次認知過程の解明、そしてその研究で得られた知見を工学・医療・教育等の分野で社会へ還元する
ことを目標としています。
研究テーマ：
■ 高次認知機能の生涯発達研究　■ 外国語学習の一般認知機能への影響　
■ 認知科学的見地からのシステムデザイン

認知科学研究室 矢田部　清美

認知科学を応用した新しいモノ・サービス創成へ

今日の複雑な社会を理解し、問題を発見し、解決していくためには、社会をさまざまなシステムの複合体として
捉えて分解し、まずは個々のシステムのメカニズムを分析する必要があります。このとき数理モデル分析は威力
を発揮します。また、現実社会の問題やニーズを発見するために、社会調査は欠かせません。本研究室は数理や
調査を方法として用いながら、以下のような研究テーマに取り組んでいます。
研究テーマ：
■ 他者への配慮のシステム分析　■ 再分配システムのゲーム理論的分析　■ 新たな公共性と社会システムの構想
■ 日本社会における雇用システムの課題　■ 環境ボランティアと新しいコミュニティ　■ 音楽活動と若者のネットワークなど

社会的相互行為システム研究室 武藤　正義

社会をシステムとして捉え、数理や調査を通じて、問題の発見と解決を目指す

研究室の紹介

材料から自在に機械機能部品を作り、独創的な機械システムを創るためには、設計・製造技術が不可欠で
す。本研究室では、振動工学・トライボロジーを基盤として，革新的な生産加工技術の創成を目指した「製
造科学」「材料機能デザイン」「機械要素・潤滑」に関する研究を推進しています。機械要素設計や製造技
術の学術的な体系化および、新たな技術基盤の創成を目指しています。
研究テーマ：
■ 高エネルギー加工　■ トライボロジー　■ 材料機能デザイン　■ 振動制御技術　■ 微細加工
■ 機械機能要素

設計・製造システム研究室 酒井　康徳

形状創成　～形と機能をデザインする～

原子や素粒子などのミクロな世界では、日常スケールでは考えられない不思議な現象が数多く起きていま
す。 近年、このような現象を利用すると「テレポーテーション」や「絶対に破られない暗号」など、夢のような
新技術が可能となることがわかってきました。 本研究室では、ミクロな世界を記述する「量子力学」の基礎
研究から、次世代通信技術と期待される「量子情報科学」の理論的研究を行っています。 「物理学、情報学、
数学、そして、哲学を融合的に！」がモットーです。
研究テーマ：
■ 量子力学（解釈問題、観測問題、物理原理の追究）　■ 量子情報理論　■ 一般確率論　など

量子情報研究室 木村　　元

ミクロ世界の追究から次世代通信技術への応用を目指して

工業製品のデザインは、機構やソフトウェアを含んでいるため複雑になります。もし、たくさんのボタンが必要に
なったとき、そのボタンを小さくしてつめこんだらどうなるでしょう？小さすぎて指で押せなくなるかもしれませ
ん。あるいは、どこにボタンがあるのか探し出せなくなるかもしれません。工業デザイン研究室では、複雑化する
工業製品と人間との関係を分析し、システムとして再構成し適正デザインを目指します。
研究テーマ：
■ 医療機器、福祉機器のデザイン要素研究とデザイン提案
■ ユーザーインターフェース研究　■ サステイナブルデザイン研究　■ 地域産業振興

工業デザイン研究室 田中　みなみ

人と機械と環境を結ぶヒューマンセンタードデザインを目指す

水・油・空気など形の定まらない物質は総称して流体と呼ばれ、私たちの周りにはこれら流体のパワーを応用
した機械システムが数多く存在します。研究室では流体パワーに関する特性や制御方法について実験やコン
ピュータシミュレーションにより検討を加え、さらに新しい応用分野の提案、新しいシステムの開発を目指してい
ます。
研究テーマ：
■ 空圧ハンドデバイスの開発　　■ 空気管路内の流れのシミュレーション
■ 空圧・MR 流体ハイブリットアクチュエータの開発　　■ 空気流動内の紙の挙動解析

流体パワーシステム研究室 川上　幸男

流体のパワーを介して機械を制御する

エネルギーは自然や人工物に見ることのできる様々な現象の源であり、身の回りのあらゆる物事がエネルギー
変換により成り立っているといっても過言ではありません。エネルギーシステム研究室では、各種のエネルギー
変換の過程に生ずる複雑多様な現象の理解と工学的応用に取り組んでいます。熱流動を中心とし、電気化学反
応や光を含む広範囲のエネルギー変換を研究対象としています。さらに、生物の働きにより有用なエネルギー
を取り出すバイオエネルギー変換のような機械工学と異種分野との融合にも挑戦しています。
研究テーマ：
■ 燃料電池　■ 光化学電池　■ 触媒反応　■ 熱音響現象　■ 蒸気機関サイクル　■ バイオマスエネルギー

エネルギーシステム研究室 君島　真仁

エネルギー利用の高度化を目指して

もの創りの基盤となる創造性、デジタルエンジニアリングを研究

もの創りの基盤となるデジタルエンジニアリングの研究は、機械系分野の技術＋情報技術＋創造性の融合が重
要なテーマになると考えられます。これらの３つのファクタを融合させ、もの創りを上手く支援することができれ
ば、ものに対する新たな価値を創出することができると思われます。
研究テーマ：本研究室の研究テーマは、計算工学・設計工学・情報技術の融合によるデジタルエンジニアリン
グの新たな方法論や枠組みの研究となります。
■ Computer Aided Exploration（CAX）の研究　　■ 創造的工学設計
■ IT 技術と計算工学の融合　　■ 知的システム、知的思考の研究

最適システムデザイン研究室 長谷川　浩志

デジタル技術を駆使して工学的問題を解決する

なぜそうなったのか？ある現象やプロセスをより深く理解するため、あるいはより優れた機能を持ったモノはど
ういったメカニズムにすればよいか？今までにない機能を持つ洗練されたモノを開発するため、CAD
(Computer Aided Design)、CAE(Computer Aided Engineering)、CAM(Computer Aided Manu-
facturing)といったデジタル技術を駆使し、幅広く問題を解決することを目的としています。
研究テーマ：
■ シミュレーションによる人体の傷害評価解析　　■ 交通事故解析
■ 福祉医療機器の開発　　■ 操安性や乗り心地を高次元で両立した車両用ダンパの開発

デジタルエンジニアリング研究室 渡邉　大
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就職では学科宛の応募企業も増え続けています。就職先も自動車、
重工、電機、輸送、ロボット、精密機器、メディカル、情報通信、ソフ
ト開発など、さまざまな分野に渡っています。

主な就職先：
トヨタ自動車㈱／三菱電機㈱／富士重工業㈱／本田技研工業㈱／
キヤノン㈱／スズキ㈱／日野自動車㈱／㈱タダノ／㈱大林組／㈱小
糸製作所／東日本電信電話㈱／東日本旅客鉄道㈱／日立建機日本
㈱／東芝エレベータ㈱／アズビル㈱／豊田合成㈱／東洋水産㈱／
㈱日揮プラントイノベーション／理想科学工業㈱／(独)水資源機構
ほか

　２１世紀は技術者の時代といわれています。
　エネルギー・資源問題など地球規模の循環型社
会と少子・高齢化時代にマッチする地球と人間に優
しいものづくりの技術が求められています。大学院
の機械工学専攻では、地球自身も研究対象となる
材料・構造力学、流体、熱・エネルギーなどの機械
工学のベースから、人間に優しく、より人間に近づく
工学の分野としてロボットやそれらの技術を用いた
人間支援の福祉工学、さらにバイオ関連や医療工学
的な分野までをカバーしています。
　産業界からも強く求められている先端技術と、機
械工学の基盤技術を組み合せる複合的な考察力や
応用力を身につけ、グローバルな視野と感性を持っ
た技術者を育成することを目指しています。

機械制御システム学科は
卒業生の活躍により
年々社会的評価が
高くなっています。

卒業後の進路

大学院進学への勧め

　私は受験する大学を選んだ時に、何をやりたいかは具体的に決まって

いませんでした。しかし昔、愛・地球博で見たロボットに衝撃を受けた

こと、ロボット犬アイボが好きだったことから漠然と「ロボット」に関

わる学科に行きたいと思い、本学科を選びました。

　学生生活4年間の中でたくさんのことを学び、たくさんの人と出会い

ました。

　学生生活の中でも一番思い出深いのは、研究室にいた1年間です。学

部生にもかかわらず学会に出させていただき、その中で研究する面白さ

や結果を出す大変さを学ぶことができました。現在は社内SEとしてプ

ロジェクトをまわす仕事をしておりますが、大学で研究のための実験を

するにあたり覚えた、手順をしっかり作りこむことや報告書を作成する

　私は、自動車や航空機といった乗り物やものづくりに興味があったの

で、機械系学科への進学を考えていました。その中でも機械制御システ

ム学科では、講義や実験を通して専門知識を習得できるだけでなく、医

療福祉分野や環境分野といった広い視点で学習できる点に魅力を感じま

した。

　在学中には卒業研究で、流体関連のメーカーと共同でCADや流体解析

シミュレーションを使用して空気の流れに関する研究を進めていました。

研究を通して、流体工学や解析に関する知識を習得でき、問題解決能力

や計画立案能力が身に付いたと思います。

　現在は、首都高速道路における道路付帯設備の機械設備設計業務に携

わっています。具体的には、トンネル内の換気設備改修に向けて、施工

上での課題点、環境への影響など多角的な視点で検討し設計を進めてい

ます。道路トンネル内の換気設備においては流体工学に関する知識が必

須であり、学生時代に習得した内容が基礎知識となり役立っています。

現在の業務では、高速道路を安全に保つための設備を設計していること

から、インフラを支えている責任感を持って業務に取り組んでいます。

　私もそうであったように、大学を選ぶ時には、具体的にどのような勉

強をして卒業後のビジョンを明確に決めるのは難しいと思います。その

ため、学生時代には興味があることに積極的にチャレンジして、自分の

視野を広げてみて下さい。多くの経験を積むことで、どう活躍していき

たいかということも次第に明確になると思います。充実したキャンパス

ライフが送れるよう応援しています。

　機械制御システム学科を選んだ理由としては、機械についてだけでは

なく、ものづくりについて総合的に学ぶことができると感じたからです。

理解が難しく単位を取るのが大変な講義も多いですが、力学や制御工学、

機械設計などの機械工学の基礎的な講義だけではなく、ものづくり全体

を学ぶことが出来ます。大学で学んだことは会社に入ってから役立つこ

とも多くあり、大学時代にはあまり関心がなかったことも、仕事をして

いるとコレ講義でやったなと思うことが多々あります。

　１～３年次はサークル活動（ロボット遊交部からくり）、４年次・大

学院時代は趣味にも力を入れました。学業も大事ですが、大学時代に自

信を持って打ち込んだことは会社に入ってからも役立ちます。また、趣

味などは何かに行き詰った時の気分転換にもなります。

　研究室では、自分がやりたい研究について積極的に教授にアプローチ

して、建設機械のハイブリッド化についての研究を企業との共同研究で

進めていました。在学中に国内・国際共に 3 回ずつの学会発表と国際論

文が１本掲載されたのは達成感のある良い思い出です。

　就職活動関連ですが、機械系エンジニアの仕事として思いつくのは、

自動車・重工・電機などの分野だと思います。しかし、それら以外にも

機械系エンジニアが活躍している仕事はたくさんあります。様々な情報

を手に入れ、本当にやりたい仕事や必要とされる会社を見つけることが

大切だと思います。私は、高校時代には製造業で働きたいと考えていま

した。しかし、大学生活で建設業における機械系の役割を知り、現職を

選びました。現在の工事は、ほとんどに機械が使用されています。その

ため、機械を活用する工事について、最適な施工計画・施工時トラブル

の未然防止計画を立案することが主な仕事です。また、技術的な課題が

ある場合には、解決のために新たな機械やロボットの開発もします。昔

から建設機械が好きだった私にとって、現職は天職だと思っています。

　大学生活では一つの事にとらわれず様々な事に視野を広げてみてくだ

さい。自ら見て、聞いて、挑戦して、自分が本当にやりたいことを見つ

けることが大切です。また、頭で考えていただけでは前に進みません。

失敗を恐れずに「まずやってみる」ということも大切だと思います。

　私は、2009年に芝浦工業大学の機械制御システム学科に入学、

2013年に学部を卒業し、現在は船のエンジン設計をしています。この
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ことは今、社会人として大切な基礎となっています。また、課題に対し

てどう解決方法を導くか、どのようにして改善するか等のPDCAサイク

ルの考え方についても研究で身に着いたと実感しております。さらに研

究室では、たくさんの仲間がいて時には揉め事もありましたが、助け

合って研究をしたり、飲みに行ったりと濃い時間を過ごしました。大切

な時間を過ごした仲間は社会人となった今でも交流があり、貴重な存在

となっています。

　最初はロボットに興味を持って入学しましたが、学生生活の中で色々

なことを学び、触れることで、ロボットだけでなくたくさんの知識を得

ることができました。私の人生に大きな影響を与えた4年間となりまし

た。

　大学の4年間は長いようで短い時間です。芝浦には他の大学にはない

貴重な経験ができる場所やチャレンジする場所が用意されていますので、

色々なことに挑戦してみてください。自分の人生を変える貴重な4年間

をぜひ有効活用してください。

大学に入学を決めてから、現在に至るまで、「女性なのになぜこの学科

（職業）なのか？」と沢山聞かれました。

　私が大学を決める時に考えたことは、「好きなことはなにか？」でし

た。具体的な答えを見つけることはできなかったのですが、昔からなに

かをつくるということが好きだったなと思い出しました。そこから、そ

うだ、ものづくりを学んでみよう！ということでこの学科に行き着いた

のです。

　また就職先ですが、海無し県で育ったため海に強い憧れがあり、海に

関連する仕事を探しました。何社か内定を頂きましたが、戦艦好きだっ

たことから、今の会社に猛アタックし、船のエンジンを取り扱う仕事に

着きました。

　以上が、先ほどの答えですが、とても単純で、やりたいことを常に突

き進んできました。私は、やりたいことに女性も男性も関係ないと思っ

ています。女性であっても自信を持って工学を学んで欲しい、やりたい

ことを突き進んでほしいと思います。

　この学科の良い所は選択幅が広いところと、専門知識についてもしっ

かり学べるところだと思います。機械や流体学、電気電子などの専門分

野については基礎をしっかりと学び、その上で自分が興味を持ったもの

は、より深い専門科目の講義を選択し学べます。また一般教養について

も幅広く学べ、視野を広げるチャンスにもなります。

　就職してから、大学四年間の知識は役に立つときもありますが、仕事

をしていると分からないことだらけで、常に問題解決能力を試される

日々です。そのときに、分からないものを調べる力、答えを出す力は、

大学の四年間で得たものだと思います。思い返せば、大学の講義も決し

て簡単なものではなく、自分自身で調べ、答えを出す繰り返しでした。

また問題を解決するには、様々な視点から物事を見る力が必要ですが、

大学時代に学んだ一般教養の知識が役立つことも多々あります。今の自

分の基盤は大学の四年間で作られたものだと再認識する日々です。

　機械工学などの専門的な分野だけでなく、一般教養の経済学や経営学、

外国語など、仕事をすすめる上では様々な知識が役立つことに気づきま

した。大学には幅広い分野の講義がありますので、進んで受講して欲し

いです。絶対に役に立つ時がありますよ！

2015年3月卒業（学部）内海　朱里

株式会社エイチ・アイ・エス
本社情報システム本部

鈴木　智哉

首都高速道路株式会社

井野口　力也

株式会社竹中工務店

卒業生からのメッセージ

進学：50%

製造業：25%

建設関連業：9%

サービス業他：7％
公務員：3％
電気・ガス：1％
通信・マスコミ：1％
運輸業：1％
卸売・小売業：1％

その他：1％

2013年3月 機械制御システム学科卒業

土屋　真理子

新潟原動機株式会社

2013年3月 機械制御システム学科卒業

2013年3月 機械制御システム学科卒業

2015年3月 大学院機械工学専攻修士課程修了

2012年3月 機械制御システム学科卒業

2014年3月 大学院機械工学専攻修士課程修了



　一般入試の前期日程は、例年２月上旬に実施しています。
機械制御システム学科の試験日は、２月１日から２月３日の
うちの１日で実施します。また、全学統一日程は２月４日、後
期日程は２月21日に実施します。機械制御システム学科は、
数学、理科（物理４問・化学４問から４問任意選択）、英語の
3教科を受験する方式です。ほかの学科と併願する場合は、
受験ルールが異なる場合がありますので、詳しくは一般入
試要項で確認してください。
　そのほか大学入試センター試験の結果のみで合否を判
定する大学入試センター利用方式を含め、一般入試の受
験チャンスは4回、全て併願することも可能です。

　本学が指定した高校において、学校長の推薦を受けた
生徒が受験できる制度です。指定校推薦の募集概要は例
年７月上旬に各高校宛に直接お送りしますので、詳しくはご
自身が通っている高校の先生にご確認ください。

　AO（アドミッションズオフィス）入試は、人物本位の選
考を行なう方式です。一定の条件を満たしていれば、国
籍、年齢、高校、学業成績評価などに関係なく自由に出
願することができます。
　AO入試は双方向型、すなわち大学側と学生側双方の
納得の上で入学してもらうという点に大きな特徴があり、
いわば「相思相愛」の関係を見出す場と言えます。した
がって、「機械制御システム学科で何を学びたいのか」と
いうことを明確にしておくことが必要となり、学科が求め
る学生像とあなたが求める将来像とが一致することが大
切になります。
　本学科の教員は、あなたを理解するところから始めま
す。あなたも機械制御システム学科が何を目指している
のかを理解するところから始め、「ここならやりたいこと
ができる!」という確信が芽生えたなら、AO入試を通じて、
あなたの「想い」を伝えに来てください。
　受験する際のエントリー方式や出願資格などはAO入
試エントリーガイドを参照してください。

大学公式サイト（入試ページ）　http://www.shibaura-it.ac.jp/admissions_office/

一般入試

指定校からの推薦入学

AO入試

　機械制御システム学科の英語資格・検定試験利用方式の募集人数を4名から10名に大幅拡大します。英語資格・検定試験（英
検、GTECなど）のスコアが出願資格条件（英検準2級など）を満たせば、得意な数学と理科の2教科のみで学力試験が受験でき
ます。

数学・理科の得意な学生に朗報！英語資格・検定試験利用方式の募集人数を大幅拡大！

　機械制御システム学科が所属するシステム理工学部では、多様な可能性を持つ学生を受け入れるため、さまざまな入試
制度を設けています。
　一般入試は「前期日程」、「全学統一日程」、「後期日程」、「大学入試センター利用方式」の4種類。また推薦入試として
は「指定校推薦」があり、そのほかに「AO入試」、「学士・編入学試験」、「外国人特別選抜入試」を実施しています。

　詳しくは本学の入試課で発行している「大学案内」をご覧ください。
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─ 工作教室 参加人数延べ 600人以上 ─
ロボット製作や工作教室など幅広く活動

　ロボット遊交部からくりは、ロボットに興味がある、ロボットが作りたい、子供が好きという学生

が中心となって、平成15年に発足した団体です。部員数は79人（男56人・女23人）で女の子

にも入りやすいロボットサークルです。

　芝浦工業大学には複数のロボットサークルがありますが、それらの団体との大きな違いは、子

供達を対象にした工作教室を行っていることです。普段はロボットを作りながら勉強して、工作教

室でその面白さや知識を子供たちに伝えていく。そんな活動を部員全員で楽しんでいます。かわ

さきロボット競技大会に参加したり地域の夏祭りに参加したりと、数多くの企画があり、とても忙

しいサークルですが、普通の学生生活だけでは経験出来ないことを行っている、やりがいのある

サークルです。

　芝浦フォーミュラレーシングチームは、毎年９月に行われる「全日本学生フォーミュ

ラ大会に」に参戦しています。この大会は学生が自ら車両の構想・設計および製

作を行い、その技術力や性能を競うというもので、毎年約 100 チームが参加する

とても大きな大会です。また日本のみならず世界各地で同様の大会が開催されて

おり、ほぼ同じルールで行われるという国際的にも大規模なイベントです。この大

会の特徴は、各チームが「仮想的にレース車両の製造企業を運営している」こと

を要求する点です。すなわち、チームは単に車両を設計製作するだけでなく、顧

客へ説明するための技術資料の制作、活動資金や部品加工を支援してもらうため

のスポンサー交渉、大学内外に活動を広く知ってもらうための広報活動など多岐に

わたる活動を行わなくてはなりません。これらの活動を経て大きく成長し実力をつ

けた学生は、産業界から極めて高い評価を得ています。

　21世紀の地球環境を考えて、また、工学分野の教育・研究機関として、

大宮キャンパスは、自然にやさしい「グリーンキャンパス」と名付けられ、

敷地の30%を占める緑と武蔵野の自然との共生を求めながら、環境に

関する教育や色々な研究テーマに取り組んでゆく特徴を持つプログラム

が組まれています。また、学生によるキャンパスの環境活動を大学として

支援しています。また、いくつかのイベントを通じて、キャンパス内外に

私たちの活動を発信しています。詳しくは、大学のHPをご覧下さい。

〈活動推進宣言〉

1. プラスの環境側面の発展

2. 環境問題への積極的なアプローチ

3. 学生の環境活動の活性化

4. EMSの簡素化、発展

5. リサイクル、ゼロエミッション、グリーン調達の推進

6. 自然との共生

大宮キャンパスはグリーンキャンパスを目指します。

数少ない大規模雑木林数少ない大規模雑木林

本学の学生が行っている様々な活動の一部を紹介します。

ロボット遊交部「からくり」

芝浦フォーミュラレーシングチーム

課外活動入学試験について

国際コース

　世界の開発現場で急速に広がる『グローバルオープンイノベーション』。さまざまなアイデアを組み合わ
せ、新しい価値を創造することが求められ、新たなモノや仕組みを創出する場では欠かせないものとなっ
てきました。そして、仲間と協同で何かをつくりあげるために必要とされるものが、グローバルなコミュニ
ケーション能力です。単なる英語力ではなく、専門分野を組み合わせて議論し合える力、異文化への対応
力などをもつグローバルな理工系人材を、現代社会は熱望しています。これらの力を養うため、機械制御
システム学科では2017年4月より国際コースをスタートさせました。専門科目を英語で学べるカリキュラ
ムを用意し、3年次には海外の大学への留学が必須となります。入学後に本コースへの転籍の選抜を行い
ます。是非チャレンジしてください。


