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ものづくりが好き
工作が大好き、プログラミング

だけでは物足りない、ロボットを

動かしたい。そんな、夢を持つ

あなたを待っています。

作る・動かす・社会に出す

グローバルな活動
に興味がある

国際プログラムだけがグローバ

ルではありません。さまざまな

gPBL（国際プロジェクト型授

業）は、誰でも参加できます。

他の分野も学びたい
システム理工学部の他学科の授

業を受けたい、卒業研究を他学科

で！　そんな、欲張りなあなた

を待っています。

理系ならではのサーク
ル活動をしたい

鳥人間コンテスト、学生フォー

ミュラやロボットサークルなど、

大宮キャンパスは本学のサー

クル活動の本拠地です。

■国際プログラム
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」。様々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、国際的な
場で仲間と協同で何かを作り上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持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 月より国際プログラムをスタートさ
せました。希望者は、本プログラムを選択し留学準備科目(SIT 
Buddy 科目等 ) や英語で学べる専門科目などを経て、3 年次
で海外協定校へ留学、4 年次で総合研究に英語で取り組み、
4 年間で国際プログラム生として卒業することを目指します。
入学後に本プログラムへの転籍の選抜を行います。ぜひチャ
レンジしてください。

社会に貢献したい
基礎研究はもちろん、医療を

はじめとした社会と結びついた

研究や活動をしてみたい。そん

な、前向きなあなたを待って

います。

みなさん、こんにちは。機械制御システム学科 主任の田中みなみです。「あらゆる産業分野の礎」となる学問、それが機械工学です。
機械工学の醍醐味は、実際にものを設計して作り、動かすことではないでしょうか。本学科では、作り出したものを、社会に、さら
に世界に出すことに力を入れています。言い換えれば，機械工学を軸とした「ものづくり」「ことづくり」によっ
て新たな価値を社会に生み出せるグローバル理工系人材を育成しています。今日の多様化したグローバル社会
では、１つの専門分野だけで問題解決を図ることは難しくなっています。本学科では、様々な科学技術分野と
機械工学とを統合・融合することで、社会が抱える問題を発見・解決を図れる素養を身に付けることができます。
ひとつの専門分野にこだわらないシステム理工学部という学際的な環境だからこそ実現できる学びを通じて、
未来の社会を担う人材を社会へ送り出す「ひとづくり」に挑戦し続けています。本学科の学びを通じて、グロー
バル社会で活躍できる科学技術のフロントランナーを目指しましょう。

国際プログラムを経験して
現在、芝浦工業大学は 50 以上の海外の大学と協定を結んで
おり、活発な交流が行われています。私たち学生も、さま
ざまな活動を通して国外の学生と交流しています。学部の 3
年次に、協定校であるフランスのシグマ・クレルモンに半年
間留学しました。そこでは、ほかの国の学生とプロジェクト
や授業を共にしました。また、ヨーロッパの文化を体験し、
すばらしい時間を過ごすことができました。コロナ禍でも、
自分でできることをみつけ、オンラインで連絡を取りあって
います。

機機械制御システム学科卒業、大学院修士課程在学中

■国外留学
2017 年度からスタートした国際プログラムでは、シグマクレ
ルモン大学（フランス）、台北科技大学（台湾）、マレーシア工
科大学（マレーシア、COVID-19 によりオンライン留学）、ス
ラバヤ工科大学（インドネシア、COVID-19 によりオンライ
ン留学）などへの留学実績があります。留学先についての相談
や必要な英語科目の履修アドバイスのため、国際プログラムの

学生には月に複数回ミーティングの機会が設けられています。
留学先選びで不安に感じていると、悩んでいることはすぐに担
当教員に相談が可能です。
国際プログラム以外にも，大学で用意されている短期の語学留
学の参加の機会も豊富です。海外未経験の学生も、こうした短
期の留学から徐々に目標に向かって準備することができます。

作る・動かす・社会に出す
機械制御システム学科では、現代社会を支える高機能ロボット、次世代自動車、クリーンエネルギー・パ
ワーソースなど、これからの国づくりに欠かすことのできない機械制御システムの解析、開発、設計、製
作を行う基礎を、人 - 環境 - 社会を含む広範な視点から全体を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。
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■カリキュラム
機械制御システム学科では、基礎知識から応用までを着実に身に付けられるように段階的なカ
リキュラムを用意しています。また、勉学に励む中で、学生自身がキャリアや志を立てられる
ように全教職員がサポートしています。

■システムダイナミクス領域

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・制御工学を中心
に、さらに、コンピュータとの連携不可
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。

■システムデザイン領域

「もの」や「こと」のライフサイクルを
対象都市、要件定義から設計、システム
の廃棄・再利用までのすべてのプロセス
を学びます。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、評価するためデザイン手法
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」を創出する手助けと
します。

■エネルギー・環境領域

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、将来に向けた新たなエネルギー・
環境技術を創出する礎とします。

機械工学実習
実習を通じて、機械製図や材料加工（旋盤、フライス盤、CNC 工作機械による加工）
のスキルを身に付けます

創生設計
埼玉県内外の中小企業と協働し、実践的に製品開発の上流設計プロセスを学びま
す。感性価値創出、リバースエンジニアリング、品質戦略展開を経て、アクティ
ブラーニングを取り入れた 3D-CAD モデル作成を行います。

1

年次
機械工学の基礎とデータサイエンスを修得する

２

年次
基礎科目と体験科目で幅広い知識を修得

する

３

年次 先端技術に関連する科目で専門性
を高め

る

４

年次 研究室に所属して卒業研究
を行

う

システムダイナミクス
領域

システムデザイン
領域

エネルギー・
環境領域

■ 3 年次の主な科目
機械工学実験 I・Ⅱ／ロボティクス／自
動車工学／工業デザイン演習／応用設計
及び演習／創生設計及び演習／伝熱工
学 ／ 線 形 シ ス テ ム 制 御 ／ Engineering 
Practice Ⅱ

■２年次の主な科目
システム工学 A・B ／制御工学／振動工
学／流れ学／熱力学／機械システム基礎
数学／機械材料／基礎製図／設計製図／
デザインエルゴノミクス／ものづくり工
学／メカトロニクス／ Introduction to 
Industrial Design

■ 1 年次の主な科目
機械力学／材料力学／機構学／加工工学
／機械工学実習／ Robotics Overview ／
情報処理 I 及び演習 I（データサイエンス）
／創る／情報処理Ⅱ及び演習Ⅱ

学生インタビュー
Q 印象に残っている授業は？
2 年次の 「設計製図」 です。複数の部品から構成される機械装
置の設計をするのですが、パーツの材質や大きさなど全て自分
で決めていきます。1 年次の基礎学修がしっかりと定着した実
感がありました。（2021 年度卒業）
2 年次の「設計製図」では減速機の設計に挑み、歯車の大きさ

や軸の太さなど全て一から考案。1 年次で履修した「加工工学」
で得た知識をフルに活用するなど、学びを積み重ねていくこと
の大切さを実感しました。（）
1 年次の「機械工学実習」で旋盤やフライス盤など工作機械に
はじめて触れました。また、レポートの書き方も習うので「本
格的に始まったな」と感じました。（2018 年度入学）

カリキュラム小話
Q 「４力（よんりき）」とは？
機械工学の基礎となる 「材料力学」，「流体力学」，「熱力学」，「機
械力学」の 4 つの力学のこと。略して「ざいりき」「りゅうりき」

「ねつりき」「きりき」と呼ばれています。機械制御システム学
科でも、これらは専門の基礎となる科目なのでカリキュラム上
でも修科目となっています。

Q 機械系の他の学科との違いは？
システム理工学部の特徴であるシステム系の科目、制御やソフ
トウェア、インターフェースに関する科目がある点が特徴です。
Q 必修科目が多い？
前述の「４

よんりき

力」のほか，研究に必要な工作機械の扱いや文書作
成を修得する必要性から、実習や実験が必修※となっています。

※国際プログラムでは実験は選択科目です
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機械情報システム研究室

足立 吉隆

環境システム制御研究室
伊藤 和寿

運転支援システム研究室
伊東 敏夫

哺乳瓶から XR を使った医療者の教育ま
で、研究対象は人です
世界初、授乳婦乳首の柔らかさ計測装置
を開発。新しい哺乳瓶乳首の特許を取得
しました。さらに研修医や新人看護師な
ど、医療者の臨床現場における教育訓練
の方法を医学部や看護学部と共同で研究
しています。現実世界での経験が困難な
臨床現場を XR（VR/AR/MR）技術を用
いて仮想世界に再現します。それを被験
者（医療者）に体験させ、様々なデータ
を取得・解析することで意思決定要因の
解明と意思決定支援システムの構築に関
する研究を行っています。

環境に負荷を掛けない“ 賢い” システム
を提案する
制御理論をキーに、水道水圧で動く人工
筋やロボット、プロの農家さんでなくて
も美味しい作物を作るビニールハウス内
環境制御システム、同じ軽油でより多く
の仕事のできる建設機械など、あったら
いいなというシステムや装置を提案する
研究を進めています。数学を道具に、働
く人と生活 / 地球環境の両方にとって負
荷にならない制御の仕方を深く考え，実
験により検証します。ドラムセットの自
動譜面作成システムや楽器の練習システ
ムの研究も行っています。

目標は自動車の燃費、快適、
安全性の改善！
自動車は便利な反面、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
ドライバの各種運転特性を解析して最適
な支援を探求し、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め
ざします。そのため、ドライバの認識行
動を支援するため走行環境を認識するシ
ステム、より低燃費で運転できるわかり
やすい情報提供方法等の研究や自動運転
する小型電気モビリティを開発していま
す。

宇宙探査・テラ - メカトロニクス研究室

飯塚 浩二郎

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！
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
地レスキュー車両用空気レスタイヤや農
業用モバイルシステムの開発も同時に
行っています。

流体パワーシステム研究室
川上 幸男

エネルギーシステム研究室
君島 真仁

流体を介してパワーを生み出す
システム
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、身のまわりには
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。当研究室では、
これら流体を介してパワーを生み出すシ
ステムに着目して研究展開しています。
具体的には、流体パワーに関する特性や
制御方法について実験やシミュレーショ
ンによって検討を加え、さらに新しい応
用分野の提案、新しいシステムの開発を
めざしています。

革新的エネルギー変換の
実現をめざして！
日々の暮らしを支える電気エネルギー
は、石油、石炭、天然ガスが本来持って
いるエネルギーのうちの約 4 割に相当
するものでしかありません。残りの約 6
割は変換過程でムダに捨てられていま
す。この事実を知っていますか？当研究
室では、このようなムダを減らし、効率
の良いエネルギー利用を実現するため
に、燃料電池や自然エネルギーを中心と
した新しいエネルギーシステムに関する
基礎的研究に取り組んでいます。

ユニーク授業
グローバル PBL（Project Based Learning）
海外協定校の学生とプロジェクトチームを結成し様々な課題の解決に取り組みます。
様々なバックグラウンドを持つチームメイトと英語で議論しながらプロジェクトを推進
していくことで、実践的な課題解決スキルを身に付けることができます。
GROBAL PBL 1 ではベトナム・ハノイ工科大学（ベトナムの名門理工系大学）で約
10 日間のグローバル PBL を実施しています。本学科とハノイ工科大学の学生で少人数
混成チームを作り、プロジェクトを推進していきます。ものづくりに不可欠な製品企画
や基本設計のプロセスを、異文化に触れながら実践的に学びます。また、大学院　機械
工学専攻 / システム理工学専攻 / 国際理工学専攻のいずれかに進学すると、GROBAL 
PBL 2 としてイタリア・ラクイラ大学（名門国立大学）との国際 PBL に参加する機会
があります。本学とラクイラ大学で毎年場所を入替えて開催され、両大学から 15 名程
度の学生が参加して混成チームを作ってお互いの意見をぶつけ合いながら、グループご
との最終提案を作ることが目的の 2 週間のプログラムです。

「創る」
毎年話題となるのが名物授業「創る」です。この授業は専門科目ではなく，「共通科目」
というシステム理工学部すべての学科の学生が履修することができる科目です。
希望するテーマを選び ､ テーマ毎に学科混成で 20 人程度のグループでテーマに取り組
みます。テーマは「○○を創る」といった具合で ､ 毎年変わります。「生き物を創る」「楽
器を創る」など突拍子もないお題が提示されますが ､ 先生がたは大まじめです。中間発
表ではテーマに対する分析力が問われ ､ 先生方からきびしい意見が飛び交います。最
終発表会には学部長や学長も訪れ ､ 学生のユニークな提案には ､ 他のグループからも
拍手が湧きます。

「創る」をはじめとして「システム工学演習 A・B」など ､システム理工学部では学科混成
のプロジェクト型授業を特徴としています。これらの授業は ､学習内容を理解し知識とし
て得ることはもちろん ､他学科の学生と意見を交わすことで多分野を知るとともに ､他者
を理解するための広い視野と教養への刺激を培います。

自動運転を研究し
たい

実際の道路ではできない実験を、
シミュレーターを使ってをおこ
なっています。自動運転や最適
化に興味のあるあなたを待っ

ています。

エネルギーに興味が
ある

クリーンエネルギーに世界中が注
目しています。基礎からシミュ
レーションなどの解析方法まで

学べます。

宇宙開発に関わり
たい

宇宙探査というと大それた遠い
世界のようですが、実は基礎の積
み重ねです。1 年生から参加で
きる衛星コンテストもありま

す。

■研究室
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工場見学
3 年生の後期の最後、12 月から 1 月にかけて、工場見学があります。JR 東日本や，
UD トラックスなどの埼玉県内の企業の工場に赴きます。高校までのように学年全
体でのイベントが少ないなかで、工場見学はちょっとした遠足気分で、ふだんとは
違った目新しい発見もあります。

量子情報システム研究室
木村 元

最適システムデザイン研究室
長谷川 浩志

極微な世界の謎を追求、そして情報工学
へ応用する
1mm の 1000 分の 1、そのまた 1000
分の 1 よりも小さな極微の世界では原
子や素粒子が織りなす不思議な現象に溢
れています。驚くことに、その根底にあ
る謎を理解している者は誰もいなく、こ
れまでに多くの物理学者を悩ませてきま
した。近年その不思議さは、夢のような
情報技術に応用されることがわかってき
ました。当研究室では、ミクロな世界の
基礎理論である量子力学と、新しい情報
科学である「量子情報科学」を、基礎と
応用を絡ませながら研究しています。

ものづくりの基盤となる創造性、デジタ
ルエンジニアリングの研究
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 3 つのファクターをうまく
融合させ、ものづくりを支援することが
できれば、ものに対する新たな価値を創
出することができます。当研究室の研究
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です。

スマート創形システム研究室
酒井 康徳

工業デザイン研究室
田中 みなみ

リアルとバーチャルを統合した材料プロ
セスで，あらゆる技術の基盤を築く
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実現を
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。

人と機械と環境を結ぶ
デザイン
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です。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。当研究室では、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め
ざします。

認知科学研究室
矢田部 清美

社会的相互行為システム研究室
武藤 正義

生体機械制御システム研究室
吉村 建二郎

デジタルエンジニアリング研究室
渡邉 大

認知科学を応用し新しいモノ・サービス
創成へ
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，人間の感覚・行動特
性に関する知見と情報・メディア・制御
処理技術を統合・デジタル化し操作時の
人間の判断支援やデザイン手法の高度化
を可能にする教育や研究を行っていま
す。人間や機械双方に興味のある方お待
ちしています。

数理モデルや調査をふまえて
社会貢献する
社会科学には理論と実証という領域があ
ります。当研究室では、理論的には「ゲー
ム理論」「ネットワーク科学」、実証的に
は「統計調査」「フィールドワーク」を
主な研究方法としています。上記の数理
モデルおよび社会調査という研究方法に
加え、深みのある社会学的なものの見方
を重視します。最近の主な研究は赤羽岩
淵をフィールドとして、ストリートピア
ノやマルシェの運営・実施といった地域
社会に貢献する活動を通じて、システム
理工学的な教育研究を実践しています。

力を感じ、
運動を制御する
生き物が「力」や「変形」を感じる機械
受容は、触覚・聴覚・平衡感覚など、さ
まざまな重要な感覚の基礎となっていま
す。機械受容は、さらに、細胞の分化な
どの多種多様な生体機能に影響すること
が近年明らかになってきており、メカノ
バイオロジーという新しい学問分野を形
成しています。当研究室では、細胞が機
械刺激を感じる機構、受容した情報の処
理機構、その情報に基づいた運動の制御
機構を研究しています。

デジタル技術を駆使して工学的問題を解
決する
なぜそんなことが起きたのか？現象やプ
ロセスをより深く理解するために、ある
いはより優れた機能を持つものはどう
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ったより洗練され
たものを開発するために、CAD、CAE、
CAM といったコンピュータ技術をフル
に駆使して設計、解析、製作を行うこと
で幅広く問題を解決することを目的とし
た研究室です。

研究室ピックアップ
伊東敏夫教授 の運転支援システム研究室では ､ 自動運転の研究を中心として ､
自動車をはじめ ､ シニアカーなどのモビリティの研究を行っています。単に自動
化すると言っても ､ 人間の心理や行動原理をもとに無意識下での行動を分析した
り，搭載するセンサーやカメラを最適化したりといった具合に ､ 幅広い研究が必
要です。
研究室では ､ 自動運転という目標のもとに，さまざまな視点から研究に取り組ん
でいます。
海外からの研究者や研究生も多く ､ たいへん国際色豊かです。
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■製造系に人気の機電系
機械制御システム学科では、機械工学を軸として、幅広い学問
分野に関する知識・経験を養います。さらに、システム思考に
よって統合最適化による社会問題の解決をはかる手段を実践的
に身に付けて、社会へ羽ばたいていきます。
■社会のニーズに適合したシステム工学

「ものづくり」「ことづくり」に必要な幅広い素養や知見、経験
を有しているため、産業界からの信頼も厚く、近年は金融，旅
行，企業内のマーケティング部門など、サービス業への就職も
増えています。
本学科の卒業生は、自動車を始めとする輸送用機器、電気機器、
精密機器から巨大化学プラント、技術コンサルタント会社、食
品や文具など身近なものまで、「ものづくり」「ことづくり」に
関わるすべての業界で活躍しています。

■大学院進学
また、大学院教育重点化の流れもあり、学内でも高い大学院内
部進学率を誇っています。大学院は本学はもとより、他大学へ
の進学する学生もいます。大学院を修了した学生は、さらに幅
広く、より専門性が高い職種で活躍しています。

■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
技術を組み合わせる複合的な考察力や応用力を身に着け、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。

卒業生の声
私が高校生の頃、今から
10 年以上も前になります
が、当時２足歩行ロボット
に注目が集まり始めた時代
で当時の私は将来自分もそ
んな新しい機械を生み出す
技術者になりたいと夢を描
いていました。とにかく早
く専門的知識をつけて好き
なことを勉強したい、それ

ができる環境の大学に行こうと思い、芝浦工業大学の機械制
御システム学科を選んだとこを覚えています。
大学では機械設計から電気回路の知識やシステム工学、ロ
ボットなどを制御する制御工学の知識など物づくりに必要な
知識を広く学ぶことができました。研究室に配属してからは

一人乗り用のモビリティの研究をしていましたがその研究で
システムの設計からシミュレーション、実機作成まで一貫し
て行えたことは非常に楽しい経験でした。
現在の私は車の電動パワーステアリングのコントロールユ
ニットの研究開発を行っています。自分の専門知識を生かし、
より快適でより安全な車作りの為に日々仕事ができる日々は
充実しています。
私は大学院のとき１年間大学を休学してヨーロッパの大学で
研究留学をしていましたが、そのときに出会った色々な分野
の人との出会いが自分を強くしてくれたと思っています。是
非自分から興味のある世界に飛び出してください。
機械制御システム学科卒業後、2007 年大学院修士課程修了

進路：株式会社本田技術研究所

学生からのコメント
Q この学科を選んだ理由と学科の魅力は？

機械系の中でも唯一、「宇宙工学」
に関する研究室があったことから、
この学科を選択。宇宙開発プロジェ
クト「なよたけ」のメンバーと衛
星設計コンテストに出場したり、
イギリスの大学とのデザイン系の
ワークショップに参加したりなど、
幅広い学びに取り組んでいます。

機機械制御システム学科卒業、本学大学院 機械工学専攻在学中

（私立 川村高等学校 出身）

Q この学科を選んだ理由と学科の魅力は？
機械系の基礎である機械力学、熱力
学、材料力学、流体力学に加えて、
システムを構築するのに必要なプロ
グラミング技術が修得したいと考
え、この学科を選択。入学後は、学
修して得た知識を実際に活用しなが
ら、応用力を身に付けていく授業が
多いと感じています。

機械制御システム学科 2 年在学中

（私立 川越東高等学校 出身）

大学院進学学生の声
Q　芝浦工業大学に入学を決めた
理由を教えて下さい。
システム的な部分と理学の理論的
な部分、工学のメカニック的な部
分を幅広く学べるためシステム理
工学部を選びました。また、もと
もとハードウェアが好きで、どち
らといえば機械系の分野が自分の

やりたいことに近いと思い機械制御システム学科に決めまし
た。振り返ってみても、自分は機械制御システム学科でよかっ
たと思います。設計製図や実習、実験など実際のものに触れ
て授業を行える機会がある程度確保されていることが特によ
かったです。

Q　大学院も芝浦ですが、他大学の院は考えなかったので
しょうか？
特に深く考えていたわけではないです。自分の場合は研究室
との相性が良くて、他大でわざわざ探さなくとも、この研究
室で学びたいと感じたので芝浦の大学院への進学を決めまし
た。あとは推薦で進学しやすかったこともあります（笑）。

Q　修士を卒業してからの就職となりますが、修士に進むこ
とのメリットは何だと思いますか？
修士に進学することによって就職先の可能性はかなり変わっ
てくると思います。そのため、就活のことも考えて学部で卒
業するか、修士へ進学するかを決めた方がいいです。しかし、
学部の段階ではどうするべきか、メリットは何かというのか
わからないと思います。そういうことは先生や友人に聞くこ
とが大切ですよ。

Q　ちなみに修士に進学することのデメリットはあるので
しょうか？
修士まで行った研究以外の分野に行く場合は弊害になる場合
があります。極端な例ですが、工学系の研究をしていたのに
薬学系に就職したいと思うと、企業側からは必ず突っ込まれ
るポイントになります。他にも、学部卒業で十分である職種
に就職したい場合、修士生のほうがより高い給与を払わなけ
ればならないため、デメリットになる可能性があります。た
だ、こういったケースはかなりレアケースですね。
機械制御システム学科卒業後、2021 年大学院修士課程修了

■卒業後の進路 ■大学院進学




