スーパーサイエンス特別専攻 2022

スーパーサイエンス特別専攻教育プログラムを受けるには
一般入試、あるいは大学入学共通テスト方式入試で、スーパーサイエンス特別専攻教育プログラムを受けることができ

○機械工学特別専攻 ○電気電子特別専攻

る学科を受験し、学科合格とともにスーパーサイエンス特別専攻の基準をクリアすることが必要となります。
特別専攻名

所属学科名

募集人員

機械工学特別専攻

機械工学科（機械工学コース）

8名

電気電子情報工学科

電気電子特別専攻

○次世代自動車開発特別専攻 ○IC Tスペシャリスト特別専攻

8名

ホームエレクトロニクス開発学科

ロボットクリエータ特別専攻

ロボット・メカトロニクス学科

5名

医生命科学特別専攻

応用化学科
応用バイオ科学科

15 名

次世代自動車開発特別専攻

自動車システム開発工学科

8名

情報工学科

ICT スペシャリスト特別専攻

○ロボットクリエータ特別専攻 ○医生命科学特別専攻

情報ネットワーク・コミュニケーション学科

MECHANICAL
ENGINEERING

15 名

情報メディア学科

入試情報

※詳細については、募集要項で確認してください

入試方式

出願期間

試験日

合格発表日

入学手続き締切日

一般Ａ日程入試

1 月 3 日（月）〜 1 月 24 日（月）
17:00 まで

1 月 30 日（日）
1 月 31 日（月）
2 月 1 日（火）
受験日自由選択制

2 月 10 日（木）

2 月 21 日（月）
〈消印有効〉

一般Ｂ日程入試

2 月 3 日（木）〜 2 月 21 日（月）
17:00 まで

2 月 25 日（金）
複数学科併願制

3 月 3 日（木）

3 月 11 日（金）
〈消印有効〉

共通テスト方式Ａ日程入試

1 月 3 日（月）〜 2 月 2 日（水）
17:00 まで

2 月 10 日（木）

2 月 21 日（月）
〈消印有効〉

共通テスト方式Ｂ日程入試

2 月 3 日（木）〜 2 月 24 日（木）
17:00 まで

3 月 3 日（木）

3 月 11 日（金）
〈消印有効〉

共通テスト方式Ｃ日程入試

2 月 26 日（土）〜 3 月 10 日（木）
15:00 まで

3 月 16 日（水）

3 月 22 日（火）
〈消印有効〉

2022 年度
大学入学共通テスト試験利用
複数学科併願制

スーパーサイエンス特別専攻合格者出身高校一覧
北海道

帯広柏葉

宮城第一 / 仙台三桜 *
茨城

青森

（＊は入学者の出身高校）

青森 / 青森東 */ 八戸 / 八戸東 */ 八戸北 / 五所川原 / 三沢 */ 三本木 *

秋田

能代 */ 横手城南 / 明桜 *

山形

山形北 / 米沢興譲館 */ 酒田西 *

岩手
福島

水沢 */ 盛岡市立 */ 大船渡 / 大東 *

群馬

本庄東 / 星野

千葉

佐倉 / 敬愛学園 *

東京

VEHICLE
DEVELOPMENT

気仙沼 */ 白石 */

栃木
埼玉

太田東 / 太田女子 */ 前橋女子 / 前橋育英 */ 高崎女子 */ 沼田女子 */ 渋川女子 */ 樹徳

宇都宮東 / 真岡 */
川口北 */ 浦和西 */

ROBOT
CREATOR

東京工業大学附属科学技術 */ 上野 */ 江北 */ 狛江 / 田園調布 / 南多摩 / 調布南 / 成瀬 */ 小川 */ 翔陽 / 日野台 / 立川国際 / 晃

華学園 / 攻玉社 / 三田国際学園 */ 青山学院高等部 */ 國學院 */ 東京電機大学 */ 田園調布学園高等部 / 東京都市大学等々力 */ 日本工業大学駒場 */ 日本大学第三 */ 東亜学園 */ 聖
パウロ学園 / 八王子学園八王子 / 桜美林 */ 桐朋 / 聖徳学園 */ 東海大学菅生 */ 小松川 / 東京農業大学第一 */ 穎明館 */ 明星学園 */ 朋優学院

神奈川

鶴見 */ 希望ヶ丘 */ 横浜

緑ケ丘 */ 横浜立野 */ 光陵 */ 松陽 */ 瀬谷 */ 旭 */ 市ヶ尾 */ 新城 */ 生田 / 百合丘 */ 柏陽 / 鎌倉 */ 西湘 */ 鶴嶺 */ 逗子 / 上溝 */ 相模原（県立）*/ 麻溝台 */ 厚木 */ 厚木東 */ 大
和 */ 南 / 保土ケ谷 */ 山北 */ 座間 */ 足柄 */ 平塚江南 / 平塚 / 桜丘 / 金沢 / 東 */ 高津 / 逗葉 */ 川崎総合科学 */ 港北 */ 橋本 */ 荏田 */ 海老名 */ 岸根 */ 新栄 */ 元石川 */ 大船 /
相模原中等 / 大和西 */ 小田原 / 藤沢西 */ 神奈川総合 */ 平塚工科 */ 神奈川総合産業 */ 相模原弥栄 / 秦野＊ / 座間総合 */ 横浜栄 */ 平塚中等 */ 横浜サイエンスフロンティア / フェ
リス女学院 / 横浜共立学園 / 神奈川学園 / 桐蔭学園 / 栄光学園 / 横浜創英 */ 武相 / 山手学院 */ 横須賀学院 / 洗足学園 / 平塚学園 */ 鵠沼 */ 日本大学 */ 日本大学藤沢 */ 横浜 */ 向
上 */ 相洋 */ 横浜隼人 */ 鎌倉学園 / 桐光学園 */ 自修館 / 横浜桜陽 */ 鶴見大学附属 */ カリタス女子 / 相模女子大学高等部 */ 大西学園 *
新発田中央 */ 日本文理 *
長野

富山

桜井 / 高岡南 */ 呉羽

屋代 / 上田 */ 岡谷南 */ 伊那北 */ 飯山 */ 飯田風越 *

福井

北陸

静岡

山梨

新潟

新潟南 / 長岡大手 / 柏崎 / 新井 /

甲府第一 */ 甲府南 / 都留 / 桂 / 吉田 */ 甲府西 */ 甲府東 / 富士河口湖 */ 甲府昭和 */ 日川 *

伊東 */ 韮山 */ 御殿場南 */ 沼津東 */ 沼津西 */ 沼津市立沼津 / 吉原 */ 富士 / 清水南 */ 島田＊ / 掛川西 */

磐田南 */ 浜松市立 */ 浜松南 */ 浜松湖南 */ 浜名 */ 富士東 */ 伊豆中央 */ 御殿場西 / 加藤学園暁秀 / 加藤学園 / 静岡北 */ 常葉学園菊川 */ 浜松日体 / 藤枝明誠 *
愛知

天白 */ 一宮南

香川

高松 *

愛媛

大阪

初芝富田林 */ 同志社香里

三島 / 南宇和

福岡

鞍手

佐賀

兵庫

加古川西

東明館

宮崎

京都

福知山 *

聖心ウルスラ学園

奈良
鹿児島

ELECTRICAL
ELECTRONIC

白河 / 橘 / 福島西 / 会津 */ 会津学鳳 */ 磐城桜が丘 / 福島東 *

日立第一 */ 水戸第二＊ / 水戸第三 */ 緑岡 / 下館第一 */ 下妻第一 / 太田第一 / 日立北 / 水戸桜ノ牧 / 清真学園 / 鹿島学園 */ 土浦日本大学 *

真岡女子 / 大田原 / 小山西 */ 宇都宮短期大学附属 *

宮城

ICT
SPECIALIST

西大和学園

広島

加世田 */ 種子島

〒 243-0292 神奈川県厚木市下荻野 1030
www.kait.jp/

広島国秦寺 */ 広島皆実 *
沖縄

山口

岐阜

岐阜北

宇部 / 岩国 *

首里 *

TEL.046-291-3002

FAX.046-291-3003

MEDICAL
LIFE SCIENCE

S UP ER SC IENC E

［オナーズ・プログラム］

エンジニアのスキルとは。
ひとつの専門分野の知識と技術があれば、将来安定して活躍できる。そんな
時代は、そう長くないのかもしれません。背景にあるのは、社会課題の多様
化・複雑化です。いまや分野の垣根を越えた協力は不可欠であり、専門分野＋
αの力がエンジニアや研究者に求められています。
積み重ねた
スキルの数だけ
見える世界が
広くなる

さ らに
求められるスキル

DON’T
BE AFRAID
OF NEW
ARENAS.

これからの時代に求められる

新しい舞台に立つことを恐れるな。
- イーロン・マスク
多様化する価値観や日々進化するテクノロジーの中で、
専門領域を越えて協力し合える力と社会への深い洞察力を持ち、
既存の技術に捉われない発想を導き出す、新しいエンジニアが求められています。
そんな新たな時代を支える人材育成のために
神奈川工科大学では一部の学生に向けて、一歩先のチャンスを掴むための
「スーパーサイエンス特別専攻」を展開しています。
「Donʼ t be afraid of new arenas（新しい舞台に立つことを恐れるな）.」

エンジニア／研究・開発者の
ベースとなるスキル
自身の得意分野はエンジニア／研究者

の土台となるもの。学部・学科で身につく
専門性の重要さは変わりません。

新時代で活躍できる
エンジニア／研究・開発職
これから必要となるのは他分野や世界・
社会と「つながる力」です。新たな社会課
題を新たな手段で解決できる力が、新時
代を生き抜くための価値となるのです。

宇宙開発や電気自動車など、数多くの分野で革新的な実績を残す
イノベーターのイーロン・マスクはこう語ります。
その言葉は決して、遠く離れた世界の、
世界レベルの技術者のためだけの言葉ではないはず。
あなたの踏み出す一歩は、必ずあなたの未来へとつながっています。

1

これらのスキルを身につけ、新しい時代を支えるエンジニアをめざすのが

スーパーサイエンス特別専攻
2

スーパーサイエンス特別専攻とは？

1

世界には学力や意欲の高い学生を対象に、一段上
の特別な学び「オナーズ・プログラム」を実施する
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自己負担なしで 1・3 年次に海外研修を実施

海外異文化研修プログラム

専用カリキュラム

春期休暇を利用した 2 週間の海外研修です。語学に加え、現地学生との交流や企業
見学、異文化体験などを実施。はじめての海外でも安心して参加できます。

3 年次

ます。所属学科の専門知識に加え、柔軟な思考力や協調性、語学力や異文
化理解など、社会で活躍するための幅広いスキルを獲得できます。
全学共通＋所属学科のカリキュラム

CHECK!

全学共通＋所属学科のカリキュラム

専用
カリキュラム

1 〜 2 年次

スキルや思考力を身につける特別

専門基礎導入科目

専門基礎科目、専門科目

所属学科の専門分野を学ぶための下

所属学科ごとの専門的な知識・技術を

地となる、数学・物理・化学・バイオサ

学ぶ科目です。基礎から学び、興味や

イエンスの基礎を培う科目です。一般

関心に合わせて、細かく高度な学習へ

学生の授業よりレベルを高めた、特別

と発展。専門基礎導入科目と同様、特

専攻専用の科目を用意しています。

別専攻専用の科目を設置しています。

2 年次

3 年次

新聞理解
表現演習Ⅰ
・Ⅱ

実践
プレゼンテーション
・
スキル、
社会時事・討論演習

グローバル・
コミュニケーション、
社会・経済事情

ReadingⅠ〜Ⅳ、ListeningⅠ〜Ⅳ、Reading ＆ ListeningA-Ⅰ
・Ⅱ、
Reading ＆ ListeningB-Ⅰ
・Ⅱ、科学技術英語Ⅰ
・Ⅱ

サウスシアトル・カレッジ／アメリカ

スコアーアップ

国立シンガポール大学／シンガポール

医生命科学海外研修 サウスシアトル・カレッジ／アメリカ 香港科技大学／香港
次世代自動車海外研修

VOICE

2019 年度修了生（23 名）

社会情勢への理解、プレゼンテー
ション、ディスカッションなどのビジ

卒業時

世界で活躍する人材となるために
欠かせない、高いレベルの英語力

業界研究

藤原 誼紀

ヨーロッパの大学・企業で最先端の研究を体感

早期インターンシップ

インターンシップ

1 年次から研究室ゼミに所属
3 年次後期から研究室に所属し、研究方法を学んだ後、4 年次に研究に取

1年次からいち早くキャリア目標を設

く研究方法を身につけることで、より深い研究を実現できます。上級生と一

やりたいことを実現するための提案スキルを習得

大切さ。過去の製品・プロジェクトの提案書を見るのは面白く、参考になりました。また自分の考えを端的に、
かつ魅力的な文章として伝える時には、
「新聞理解表現」で学んだ文書作成技術が役立ちました。

キルを考えます。

須藤 陸
ロボットクリエータ
特別専攻 3 年
東京都立
駒場高等学校出身

緒に学ぶ中で得られる刺激も、成長のきっかけとなるでしょう。

VOICE

次世代自動車開発特別専攻
工学研究科 機械システム
工学専攻1年
岩手県
水沢第一高等学校出身

特別専攻ゼミ

を習得します。

定。逆算して大学で学ぶべき知識やス

642.3

275.8

究員の方々と共に、3日間にわたり研究に参加しました。また、入学当初300点台だったTOEICは、徹底した

3

スコアーアップ

バタム国際大学／インドネシア

3年次の海外研修でイギリスとドイツへ。現地の大学で研究に触れるだけでなく、ホンダの現地法人では研

ネススキルを習得します。

366.5

オックスフォード・ブルックス大学／イギリス

ICT スペシャリスト海外研修

640.8

213.5

入学時

ウォータールー大学／カナダ

り組むのが一般的ですが、特別専攻では 1 年次から研究室に所属。いち早

キャリア開発科目、
キャリア設計科目

「実践プレゼンテーションスキル」で学んだのは、自身の計画を、利点だけでなく欠点を含めて提案することの

3

卒業時

指導のおかげで655点までアップ。さらに語学力を高め、グローバル社会に対応できる人材をめざします。

1 年次

早期インターンシップ
準備演習

自己負担なし

427.3

特別専攻受講者 1 年次から研究室に所属
1年次
ゼミ

2年次
ゼミ

3年次
ゼミ

4年次
卒業研究

大学院
修士論文

一般学生 3 年次後期〜 4 年次から研究室に所属
1 年次

2 年次

自分の興味が見つかる、多彩な研究室での学び

特別専攻では1 年次から複数の研究室で学ぶことが可能。私は集積回路、LED、排ガス対策、調光装置など
の分野を体感し、自分の興味を見つけるための良い機会になりました。研究室では先輩の研究発表を参考に
自身で発表を行うこともあり、研究室の雰囲気を知るだけでなく、研究発表の力をしっかり高められます。

3年次

VOICE

キャリア系

専攻専用のカリキュラムです。

英語基礎系

ためのキャリア教育など、多様な

社会人基礎力

プレゼンなどのコミュニケーション
スキル、いち早く将来を見据える

機械工学海外研修

電気電子海外研修

1 年次〜大学院

キュラムは特別専攻の学生のみや、上級生と一緒に学ぶこととなります。

社会や異文化への理解力、語学や

研修先

ロボットクリエータ海外研修

全学共通＋所属学科のカリキュラムは一般の学生と一緒に受講。専用カリ

幅広い力を獲得する
独自カリキュラム

入学時

学びや研究に取り組みます。所属する専攻によって選べる研修先の国が異なります。

特別専攻専用の専門科目

特別専攻では授業の約３割が一般学生とは異なる専用のカリキュラムになり

特別専攻
受講者

入学時と卒業時の平均スコアー
2020 年度修了生（24 名）

マレーシア異文化研修（2 週間／春期休暇）国立プトラ大学／マレーシア

必修科目／ 1 か月

階的に成長できるカリキュラムで、苦手意識のある学生
でも確実に成果をあげられます。

1か月の長期間にわたり海外で生活しながら、現地の大学の学生とともに専門分野の

カリキュラムの仕組み

一般学生

自己負担なし

選択科目／ 2 週間

海外専門分野研修プログラム

就 職 活 動 で ア ピール 材 料 に なる 基 準 と言 わ れ る
「TOEIC600 点」を卒業条件とします。1 年次からの段

※新型コロナウイルス感染拡大の状況によりオンラインでの実施等に変更となる場合があります。

研修先

1

TOEIC600 点を
卒業要件として設定

語学力向上や異文化理解などの国際性を培う機会となるのが、1 年次と3 年次に行う海外研修
（留学）です。渡航費・宿泊費・研修費を大学が負担し、経済的な負担なく参加できます。

1 年次

キャリア教育

国際性と語学力

4年次

卒業研究

大学院

伊藤 渓人
電気電子
特別専攻 3 年
山梨県立富士河口湖
高等学校出身

4

4

6年間の流れ

キャリア教育
早期インターンシップ準備演習

1・2・3 年次と連動して行うインターンシップでは企業での就業体験や、企業から出され

1年次

いったキャリア教育科目では、多様なビジネスへの理解を深めながら、自分に適した職

２年次のインターンシップに向けた準備となる演習です。
「仕事」について考えを深め、大学で得た知識がビジネ

専門基礎導入科目

た課題に取り組むプロジェクト活動などを実施。加えてキャリア開発科目や業界研究と

スの現場でどのように活用されているのかを知ります。

種や業界を探します。

早期インターンシップ
VOICE

2年次

企業から出された課題に対して、グループで解決策を模
索し、企業へのプレゼンを行います。実際の仕事と同様
の工程を体感し、仕事への理解とスキルを高めます。

「早期インターンシップ」で、採用時に応募者が集まらな
い・内定辞退が出るという企業の課題解決に取り組みま

宮野 祥一朗
医生命科学
特別専攻 4 年
沖縄県立
首里高等学校出身

した。企業でのディスカッションはとてもテンポが早く、ま
た、解決策をまとめる過程では“チームで働く感覚 ”を体

2年次特別専攻ゼミ

企業で一定期間の就業体験を行います。社会で求められ

VOICE

年間 60 万円の奨学金を給付

学費

15万円

考えやアイデアを
社会に伝えるための
表現スキルを習得

1 年次から社会を
体感し将来なりたい
キャリア像を考える
早期インターンシップ
準 備 演 習 〜 早 期イン
ターンシップ

実践プレゼンテーション・
スキル
社会時事・討論演習

社会課題を見つける力や
論理的思考力は
研究活動にも役立ちます

3年次特別専攻ゼミ

１年次から研究ノウハウを学び
一般の学部生よりも
ハイレベルな研究活動を実現

卒業要件となる
TOEIC600 点を
めざして継続的に学習

く、浮いた時間とお金を活用して何か
にチャレンジできる。奨学金はそんな

橋本 幸樹

チャンスをくれる制度だと思います。

ICTスペシャリスト
特別専攻 4 年
神奈川県立 相模原
中等教育学校出身

リストや IT パスポートなどの資格取

海外専門分野研修

ビジネス体験を通して
卒業後の進路を明確に
業界研究
インターンシップ

アルバイトに時間を取られることな

4

研究活動を通して
専門知識と
問題解決能力を培う

年次

※ 2 年次以降も受給するための継続条件があります。

SS 特別専攻
受講費

エンジニアや 研 究 者
に求 められる科 学 技
術英語の習得

奨学金を活用して資格取得に挑戦

奨学金
60万円

は、地方からの進学者などには嬉しい支援となるで
しょう。

専門基礎科目・専門科目

年次

返済不要の奨学金制度

学金（返済不要）が給付されます。経済負担の軽減

海外異文化研修

を通して学びながら、卒業後の進路選択の参考とします。

を考える上で貴重な経験となりました。

受講料が必要ですが、受講者には年間 60 万円の奨

数学や物理の知識の底上げ、
専門分野の基礎を学びます。

世界を肌で感じる
貴重な機会として

リーディングとリスニン
グを軸とした英語学習

通常の学部生より
レベルの高い専用科目を設置

る知識やスキル、コミュニケーション力や協調性を、体験

感。企業経営に関わる方とお話ができたことも、キャリア

特別専攻は通常の授業料に加え、年間 15 万円の

新聞理解表現演習

インターンシップ
3年次

世界とつながる
必須スキルになる
語学力を向上

文章読解力と
社会を洞察する
視点を身につける

CHECK!

2

3

5

1年次特別専攻ゼミ

年次

将来に活きる課題解決力を高める機会に

1年次からいち早く
研究ノウハウや
チームスキルを学習

1

年次

自分らしい将来を見つけるために

私はマイクロソフト オフィス スペシャ

学部研究（卒業論文）
修士研究

得のために活用しました。

CHECK!

大学院

進路実績

【 大学院進学 】
進学人数

・主な大学院進学先

厚木市役所、いすゞ自動車（株）
、
（株）いすゞ中央研究所、NTT テ

東京都立大学大学院

クノクロス（株）
、キシダ化学（株）
、キヤノンメディカルシステムズ

2 期生（2018 年度修了）9 名／ 15 名中

横浜市立大学大学院

（株）
（
、株）J- ケミカル、
（株）東光高岳、
トミー沖縄ノボサイエンス（株）
、

3 期生（2019 年度修了）6 名／ 23 名中

東京工業大学大学院

ドコモ・テクノロジー（株）
、日本ケミコン（株）
、日本電産トーソク

4 期生（2020 年度修了）9 名／ 20 名中

東京電気通信大学大学院
東京大学大学院

CHECK!

大学院に進学せず
4 年間での卒業も可能

高度な職種に就けることが、大きなメリッ
トのひとつ。特に研究職／開発職に就くに
は、多くの場合「大学院卒業」が必須条
件となります。大学院で高度な研究に打ち
込んだ経験が、高い評価につながります。

特別専攻の学生は大学院
への進 学を原 則とします
が、学部 4 年間での卒業
ももちろん可能です。

・主な就職先

神奈川工科大学大学院

1 期生（2017 年度修了）19 名／ 24 名中

5

【就職】

大学院へと進学して
さらに研究をつづけると
どんなメリットがあるのか？

（株）
、
日立 Astemo（株）
（
、株）日立社会情報サービス、
富士工業（株）
、
ボッシュ（株）
、マクセル（株）
、
（株）ヨロズ 他

新時代に活躍できるエンジニア／ 研究・開発者として

社会へと進出

6

技術開発統括本部 次世代シャシー開発本部
車両統合制御技術開発部
石橋 満憲

次世代自動車開発特別専攻
大学院工学研究科 機械システム工学専攻卒業
埼玉県立川口北高等学校出身

自動車を専門的に学べる環境をめざして神奈川工科大
学へと進学。特別専攻は入学後に知り、強く意識せず

1
2

に入ったのですが、レベルが高いことに挑戦する機会

進んで学ぶことはなかったかもしれませんし、留学先で

電子部品開発

Migita Megumi

海外の学生と一緒に自動車について学んだ経験は、い

大学で学んだ多彩な知識が仕事の支えに

バイオ系の分野に進学しようと考えていまし
た。特別専攻を知ったのは、塾の先生の話が
きっかけ。海外留学ができることにも惹かれ
て、神奈川工科大学への進学を決めました。

他の学生より早く研究室で学べるのが、特別専攻の魅
力のひとつ。私も2 年次から小池あゆみ先生の研究室

大学 ・ 年

いち早い研究室での学びが私を成長させてくれた

1
2

に所属し、研究に打ち込む先輩方の姿、先生との討論
や学外での発表など、日々の研究だけじゃない、たくさ
この会社との出会いも、実は小池先生からの推薦が
きっかけ。はじめは先輩方のレベルの高さに驚きました
が、目標となる人たちの中で仕事をできることが、いま

大学 ・ 年

んの刺激と経験を得ることができました。

3
4

大学院

現在の仕事は、電子機器に欠かせないコンデンサに

設定や必要となるデータの明確化、討論を重

カリキュラムで初めて経験することも多く、どれ
も新鮮で楽しかったことを覚えています。

海外留学で広がった見識

3 年次に 1 か月間の海外留学でイギリスへ。2
つの大学で語学と並行して、自動車分野の学
びを深めました。レーシングカーなど、日本で
は触れてこなかった分野を学べたこともあり、

企業との共同研究にも参加

3 年次より所属する山門・狩野研究室で、車両
運動力学に関する研究に取り組みました。大
は、スケジュール管理や結果を求められるシ

の研究開発業務に就けたので、これまでのテーマをさ

ビアな状況での研究を体験できました。

一方で企業では多くのチームと連携するため、たとえ
ば電子機器や情報技術の知識など、幅広い分野の知
専門知識を教わってきたことが、仕事をスムーズにこな
すための力になっていると感じます。

自動車開発の最前線で奮闘

自動車メーカーへの技術提案を実現すべく、
シミュレーターや 実車を使った研究に打ち込
む日々。自動車の新しい価値を創り、改めて運
転することの楽しさを伝えられるような仕事を
成し遂げることがいまの目標です。

ねた上でのテーマ設定など、研究をはじめる
前に「考えること」の大切さを教わったことが、
その後の研究活動を支える力になりました。

研究と並行して英語力を向上

3 年次の海外留学までに TOEIC600 点を取得
するため、特別専攻専用の部屋を利用して、よ
く自習をしていました。この時期に英語力を高
められたことは、その後、海外の論文を参照す
る際などに役立ったことを覚えています。

では大きな喜びとやりがいになっています。

研究開発の現場で信頼される人をめざして

2 年次から小池先生の研究室に。研究の目標

期より特別専攻に所属。新聞購読や早期イン
ターンシップなど、一般の学生とは少し異なる

らに追求する感覚で仕事に取り組めています。

識が必要です。特別専攻で幅広い先生方から、多彩な

研究で一番大切なことを学ぶ

成 績 条 件を満 たしていたことから、1 年 次 後

学 4 年次から続けていた企業との共同研究で

メーカーに就職。幸運にも大学時代の研究と近い領域

進路選択

医生命科学特別専攻
大学院工学研究科 応用化学・バイオサイエンス専攻卒業
静岡県立磐田南高等学校出身

高校生の頃は生物の授業や実験が大好きで、

した。専門学校も選択肢に挙がりましたが、よ
り高いレベルで自動車を専門的に学べる環境

刺激に溢れた時間になりました。

大学院

右田 恵

高校時代

技術本部 第一製品開発部

生物への興味から生命科学へ

3
4

までも印象深く覚えています。

卒業後は、学会発表を聞いて興味を持った自動車部品

日本ケミコン株式会社

大学 ・ 年

新聞購読や語学学習は、特別専攻でなければ自分から

り、小さい頃から自動車の開発を夢見ていま

特別専攻独自の学びを楽しむ

や、自動車以外の知識や考え方を広げる授業など、い
まにつながる成長を手にする重要な選択となりました。

祖父が自動車整備工場を営んでいたこともあ

を探して、神奈川工科大学を選びました。

大学 ・ 年

たくさんの挑戦が叶う特別専攻という舞台

憧れ続けていた自動車の世界

高校時代

卒業生インタビュー

OB OG Interview

日立 Astemo 株式会社

一段階高度な研究に励む日々

膜タンパク質をテーマとした研究に没頭。特別
専攻で身についた力のおかげで、修士課程な
がらも、かなり深いレベルでの研究ができたと

使われる電解液の開発です。大学で学んだ生命科学と

感じます。学会発表などを通して培った「伝え

は異なる分野ですが、課題の設定から研究の進め方ま

る力」は、現在の仕事にも役立っています。

で、特別専攻で土台をつくれていたので、仕事で戸惑う
さまざまな分野の知識が活かされます。生命科学を学
んできたことを個性と強みにして、いつか「この領域の
ことは右田に聞いてみよう」と頼られるスペシャリスト
になりたいです。

7

進路選択

ことはありませんでした。そして、製品開発の現場では、

メーカーでの開発職の道へ

小池先生の推薦もあり、就職活動では現在の
会社のみを受けて、内定をいただきました。開
発から販売までを一貫した体制で行う方針に、
私自身の研究に対する考え方と近いものを感

Ishibashi Mitsunori

自動車技術開発

じたことが進路選択の決め手になりました。

8

MECHANICAL ENGINEERING

ELECTRICAL ELECTRONIC

機械工学特別専攻

電気電子特別専攻

あらゆる工学の土台となるもの

現代社会を形づくる最先端技術の根源

工学分野の原点ともいえるのが機械工学分野。自動車や家電など身近なものから、も

半導体や電子デバイスをはじめとする電子工学、エネルギーや電力機器などの電気

のづくりを支える産業用機械、また近年ではロボット、エネルギー、宇宙開発など新た

工学、IoT の進化を支える情報通信工学など、先端技術を幅広く支えているのが電気

な分野でも引き続き高い存在感を示しています。カバーする領域の広さとともに、機械

電子分野です。いまや身近な存在となった LED、5G、GPSなどに加え、量子コンピュー

工学の強みとなるのが、ハードウェアの設計・開発に強いところ。近年は IT 技術の進化

タ、人工知能、クリーンエネルギーといった注目の次世代技術にもその存在は欠かせ

とともに、ソフトウェア開発が注目されがちですが、ハード／ソフトの両面を学んだ機

ません。研究フィールドの広大さから、掴みどころのない印象を持つかもしれません

械工学出身のエンジニアは、あらゆる領域での活躍をめざすことができます。

が、だからこそ無限の可能性を秘めている分野だと言えるでしょう。

学びのキーワード
○自動車／航空機

○家電／工業製品

学びのキーワード
○機械設計

○金属加工

○ロボット
○力学

○宇宙開発

○新素材

○工業デザイン

○次世代コンピュータ ○電子デバイス ○半導体

○エネルギー

○エネルギー開発

担当教員

○人工知能

○ネットワーク ○無線通信

○ホームエレクトロニクス ○画像処理

担当教員

川島 豪

木村 茂雄

TAKESHI KAWASHIMA

工学部
主な研究分野

研究内容
新しいヒューマンインターフェースを装備した、人に優

しいメカトロニクス製品を開発しています。例えば、運

動と振動の解析・制御の研究から、幼児を交通事故か

ら守るアクティブチャイルドベッドの開発、再生可能エ

ネルギーを有効駆動するための上部集熱式熱サイホン
の制御システムの開発などが主な研究テーマです。

林 直樹

SHIGEO KIMURA

機械工学科

メカトロニクス／感性工学／太陽エネルギー利用

工学部

機械工学科

主な研究分野

流体工学／自然エネルギー利用工学／寒冷地設営工学
研究内容
環境エネルギー分野において主に着氷雪関連テーマ

が主な研究です。例えば雲や霧を構成する微小水滴は、
寒冷期に過冷却状態となり、雲の中に突入した物体に

工学部
主な研究分野

燃焼工学／数値シミュレーション／環境
研究内容

工学部
主な研究分野

光集積回路／光ネットワーク／通信システム
研究内容

で、地球温暖化の原因となる CO2 や大気汚染物質であ

な「光集積回路」の実現が期待されています。当研究

る NOx、PM 等の排出が問題となっています。炎のさま

劣化するため、対策案を追求しています。

器の開発につながる知見を得ることをめざしています。

ざまな特性を調べ、環境負荷の低減や効率のいい燃焼

工学部

電気電子情報工学科

主な研究分野

環境／電子化学／静電気
研究内容

5G の次世代の情報通信ネットワークには、光信号の

安部 惠一

AKINORI ZUKERAN

電気電子情報工学科

主な研究テーマである「燃焼」は、工業機器の動力と

して、また材料加工の熱源として幅広く利用される一方

瑞慶覧 章朝

KATSUMI NAKATSUHARA

機械工学科

衝突すると瞬時に氷になります。こうした氷や雪が、航
空機、風車、架空電線などに発生すると本来の機能が

中津原 克己

NAOKI HAYASHI

静電気、放電・プラズマを利用して大気環境を改善す

KEIICHI ABE

創造工学部 ホームエレクトロニクス開発学科
主な研究分野

コンシューマ・システム／組み込み技術／計測・制御技術
研究内容
現代社会に潜む課題等を拾い上げ、情報通信技術

伝送・交換処理において、さらなる技術的進展に必要

る研究を行っています。放電・プラズマ中に空気を流

（ICT）等を活用したソリューション技術及び支援（ア

室では、理論解析だけでなく、電子ビーム描画装置、

離し、空気を浄化する技術です。空気中のウイルスや

しをする高齢者の生活を見守るモニタリングシステムの

機能を持つ光デバイスの研究・開発を行っています。

除去できます。大切な空気を守るための研究です。

開発など、現代社会の課題解決が研究テーマです。

反応性イオンエッチング装置などを駆使した、新たな

リング導波路形共振器
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○ソフトウェア開発

すことで、浮遊微粒子を帯電させ静電気力によって分

微生物、排ガス中の黒煙など、あらゆる粒子状物質を

シスト）システムの応用研究。具体的には、一人暮ら
研究や、大規模災害時の避難所支援システムの研究

水平スロット導波路

製作した光デバイスの電子顕微鏡写真

ディーゼル排ガス中微粒子の電子顕微鏡写真

Q. 専門知識以外に身につけるべきことはなんですか？

Q.この分野の面白いところを教えてください。

Q.これからどんなエンジニアが活躍すると思いますか？

Q.これからどんなエンジニアが活躍すると思いますか？

Q.この分野の技術は社会をどう変えていきますか？

広い視野で物事を考えられる教養と、新しい製

非化石燃料による駆動や自動運転などがさらに

機械工学の基礎となる知識が身についたうえ

卒業研究や大学院の研究などで未知の課題に

電気電子工学は、光通信、自然エネルギー、医

学生時代に多くの知識を吸収し、沢山の引き出

品やシステムを開発できるエンジニアの素養

身近なものになる自動車にしても、生活から切

で、考える力を持ったエンジニアだと考えます。

挑戦し、自らの考えで壁を乗り越えた経験を持

療などの技術の発展に貢献していくでしょう。空

しを作ってください。また、普段から周囲としっか

を、本専攻で身につけてください。社会に技術

り離せないスマートフォンにしても、機械工学と

これまで人の手で行ってきた地道な作業は AI

つエンジニアです。未知の領域や未経験の事柄

気環境分野では、ナノサイズの粒子、ウイルスや

りコミュニケーションをとり、誰かと協力して物事

を受け入れてもらうために、専門科目以外の教

結びつかないものはありません。機械工学の進

やロボットなどが担うことになり、エンジニアは

への対応、新たな技術の開発において、周りか

微生物など、空気中に浮遊する人体に有害な物

を円滑に進める能力を身につけること、難しい

養科目、知的財産権、発想法に関連した科目な

歩が社会を変え、同時に社会の変化を受けい

今後より「考えること」を求められるでしょう。

ら頼りにされる人として、活躍する人になると思

質を高効率で除去できるようになり、安心して吸

問題から逃げずに真正面から考える意志を持つ

どもしっかり学んで欲しいです。

れて機械工学自体が変化することもあります。

います。

える空気の維持に貢献していくと思います。

のも大切です。

Q. 学生時代にどんなことをしたら良いですか？

10

MEDICAL LIFE SCIENCE

ROBOT CREATOR

ロボットクリエータ特別専攻

医生命科学特別専攻

ロボットが解決できる社会課題とは

化学×生物学が新たな医生命技術を作る

次代のテクノロジーとして注目を集めるロボット分野。機構と電子回路といったハード

近年のバイオテクノロジーの発展を受け、さまざまな生命現象を活用した技術が現実

ウェア、制御プログラムなどのソフトウェアの両方を学べるのがポイント。また近年のロ

のものとなりつつあります。この分野で求められるのは、バイオと化学の複合的な視点

ボット研究で重視されているのが、
「ロボットを使ってどんな課題を解決するのか？」と

から生命現象を解き明かし、新しい概念として再構築する力。機能的バイオマテリアル

いう実社会での活用を見据えた考え方です。製造や建設の現場、医療福祉の舞台、商

の開発、困難な医療課題の克服、環境問題やエネルギー問題の解決など、斬新な視

店など日々の生活に近い場所、人に癒しや楽しみを与える役割など、ロボット活用の可

点・発想力・知識や技術を含む「総合力」を備えることで、より良い社会に貢献できるエ

能性は無限に広がっています。社会を広く見渡し、取り組みたいテーマを見つける力も

ンジニア／研究者への道を歩むことができます。

大切です。
学びのキーワード

学びのキーワード
○機械設計
○人間工学

○人工知能

○プログラミング

○機械制御

○コミュニケーション ○センシング

○バイオマテリアル

○ロボット機構

○生活支援

○機能性新素材

○医薬品合成

○バイオインフォマティクス ○遺伝子工学

○エンタテイメント

○医療工学

○環境毒性解析

○バイオセンシング

○アンチエイジング

担当教員

担当教員

96
河原崎 徳之

兵頭 和人

NORIYUKI KAWARAZAKI

創造工学部 ロボット・メカトロニクス学科
主な研究分野

ヒューマンインタフェース／ロボット工学／画像工学
研究内容
“ 僕らの思いと機械をつなぐ ” をキャッチフレーズに、

福祉機器／ロボット工学／生体情報処理
研究内容
主な開発テーマは、生活空間内で人の手助けを行うロ

創造工学部 ロボット・メカトロニクス学科
主な研究分野

ロボット／ヒューマンインタフェース／知覚情報
研究内容
人と共存するロボットの開発を行っています。ロボット

ボットや故障診断機能を持つロボット、高齢者や乳幼

が身の回りで生活をサポートする未来が来る時、誰も

います。例えば、日常生活や買い物を支援するロボッ

をロボットに真似させるシステムなどです。また、人と

機械のように操作するのではなく、人と同じようにコミュ

トなどを開発しています。

知る必要があるため、それらの研究も行っています。

トや、人の健康状態を計測してアドバイスを行うロボッ

児の健康を維持・増進するシステム、実在人物の動作

がロボットを使えなければ意味がありません。普通の

小池 あゆみ

YASUHIRO IIDA

TADASHI YOSHIDOME

画像処理、音声認識や各種センサを用いた人と機械の

調和システム（ヒューマンインタフェース）を研究して
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創造工学部 ロボット・メカトロニクス学科
主な研究分野

飯田 泰広

吉留 忠史

KAZUHITO HYODO

応用バイオ科学部

応用バイオ科学科

主な研究分野

遺伝子工学／細胞工学／バイオセンサー
研究内容

高村 岳樹

AYUMI KOIKE

応用バイオ科学部

TAKEJI TAKAMURA

応用バイオ科学科

主な研究分野

タンパク質化学／機能生物化学／構造生物学
研究内容

工学部

応用化学科

主な研究分野

核酸合成／環境発がん／バイオマーカー
研究内容

私の研究は創薬分野であり、医薬品や化粧品の開発に

ストレスなどにより細胞内で変性したタンパク質の構造

体内では常に DNA の修復と変異が起きています。特に、

アルツハイマー、抗真菌、アンチエイジングなど対象は

究しています。シャペロニンは “ かご ” のような構造で、

すく、これらの過程や原因を、物理・化学・計算科学を用

つながる生理活性をもつ化合物の探索です。抗腫瘍、抗

を再形成する機能を持つタンパク質、シャペロニンを研

環境中の発がん性物質による DNA の修飾は変異を起こしや

さまざまで、バイオテクノロジーを用いて目的の活性を得

その空洞内に変性タンパク質を閉じ込めて構造形成を

いて解明します。また、DNA 修飾時の傷の量を、小分子の

構造の決定、作用機構の解明などに取り組んでいます。

機構を研究し、生物のストレス応答を解明しています。

ます。これらを総解釈し新たな抗がん剤の創出につなげます。

ロボットが協働するためには人の身体制御についても

ニケーションを取って、仕事をお願いすることができる

Q. 専門知識以外に身につけるべきことはなんですか？

Q.この専攻の特徴を教えてください。

Q.社会で活きる学びを得るためにどんなことしたらいいですか？

Q.これからどんなエンジニアが活躍すると思いますか？

Q.この専攻の特徴を教えてください。

Q. 社会で活きる学びを得るためにどんなことしたらいいですか？

単なる技術的問題だけではなく、環境やエネ

各種競技会（ROBO-ONE、ロボットアスリート

漠然と学ぶのではなく、目的を持って学んでく

自分の専門を生かしつつ他の分野の専門家と

応用化学科と応用バイオ科学科の学生がともに

社会通念にとらわれない独自の価値観を持って

ルギー、安全性や親和性の点からロボットが

カップ等）に参加するためのロボット製作や、

ださい。当専攻で言えば、あるロボットを作りた

チームで研究できる、自分で問題を見出して解決

学び、ディスカッションし、研究課題に取り組んで

欲しいと考えます。また、他分野からも方法論や

社会的に受け入れられるかなど、工学を超えた

産学共同開発テーマ（玉乗りロボット協議会、

いという目的を持ち、そのロボットを作るため

できる能力を有している、進歩し続ける先端技術

いることです。卒業研究や大学院で両学科を跨

専門性、知識を学び取り、自分の専門分野と融

範囲からロボットと社会の問題をとらえて、広

乳幼児用バイタル計測システム）のシステム開

に必要な学びを重点的に行うことで社会にも

を取り入れながら自分の専門を進化させ続けるこ

がるような選択も可能なので、研究に対する視

合させることができると、社会でも活躍できる人

い視野を持ってロボットを考えるようにしてくだ

発を通じて、授業では学ぶことのできない実践

通用する知識・経験等を身につけることができ

とができる、専門分野を2つ以上有している、こう

野を広げやすい環境です。

材になれるでしょう。

さい。

的な技術力を磨くことができます。

ると思います。

いったエンジニアが今後社会に必要だと思います。

ロボットの実現をめざしています。

るための評価法を開発し、対象となる活性物質を探索、

助け、やがて放出します。シャペロニン細胞内での反応

生体内動態から明らかにするバイオマーカー検出を試みてい
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VEHICLE DEVELOPMENT

ICT SPECIALIST

次世代自動車開発特別専攻

ICTスペシャリスト特別専攻

新技術を取り込み急速に進化する領域

96
社会ニーズに応えるアイデアを形にする

電子機器によりあらゆる機能が制御される現代の自動車は、“ 走るコンピュータ”と例

インターネットや人工知能の実用化により、世界の在り方は大きく変わりました。これ

えられるほどの進化を遂げています。自動運転などのスマートモビリティ、電気や水素

からの時代に問われるのが、進化した情報通信インフラや人工知能を活用して、社会

といった新燃料など近年注目されるテーマに加え、安全性、快適性、環境配慮など追

や人々の暮らしに貢献するテクノロジーをどのように創造するか、ということ。社会の

求すべき観点は数多く存在します。さらに物流や建設機械など、“ 人を運ぶ以外の役

ニーズや課題を的確に捉える視野、新たなアイデアを生み出す発想力を起点に、工学

割 ”を持つ、自動車の枠を越えた価値もこれから求められるもの。次々と登場する新技

的な知識と技術で思い描いた未来を形にしていく。地域社会、自然環境、医療福祉、ビ

術を自動車というフィールドでどう活用するか。これからの自動車開発者に多くの期待

ジネス、エンタテインメントなど、あらゆるフィールドが新たなアイデアの登場を待ちわ

が寄せられています。

びています。

学びのキーワード
○電気自動車
○人間工学

○自動運転

学びのキーワード
○スマートモビリティ ○インテリジェントカ―

○ドライブシミュレータ ○エンジン開発

○新エネルギー

○インターネット ○プログラミング

○交通システム ○環境保全

担当教員

担当教員

脇田 敏裕
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山門 誠

TOSHIHIRO WAKITA

創造工学部 自動車システム開発工学科
主な研究分野

人工知能／ヒューマンインタフェース／情報システム
研究内容

MAKOTO YAMAKADO

創造工学部 自動車システム開発工学科
主な研究分野

自動車のインテリジェント化／運動制御／ドライバー行動
研究内容

クライソン トロンナムチャイ

鷹野 孝典

KRAISORN THRONGNUMCHAI

創造工学部 自動車システム開発工学科
主な研究分野

自動車／パワーエレクトロニクス／高周波回路
研究内容

情報学部
主な研究分野

情報工学科

モバイル・データベースシステム／情報

検索エンジン／ Web 情報推薦システム
研究内容

佐藤 尚

MITSURU MARUYAMA

HISASHI SATO

情報学部 情報ネットワーク・コミュニケーション学科
主な研究分野

新世代ネットワーク処理技術／高速大

容量データ通信処理技術／高精細マルチメディア伝送
研究内容

人間の知的活動を支援するために、多様なビッグデータ

エッジとクラウドを用いた超高精細映像処理技術が最近

用システムとして情報サービス化をめざす研究に取り組

ジやクラウドの高速コンピュータ資源を使い、8K のような

日常的活動から、ソフトウェア開発や自然環境調査など

です。本研究室では、このような高速処理システムをソフ

情報学部 情報メディア学科
主な研究分野

コンピュータグラフィックス／感性情報処理／情報数学
研究内容
アニメーションなどではフォトリアルでない（＝ノンフォ

上手い・速い・安全なドライバの運転動作を研究して

他の移動物体の行動予測や相互調停を行う次世代自

（GVC）は、本学発の研究が商品化された画期的な技

めの中核となる最先端技術の研究開発を行っています。

ビリティが学内を動く「KAIT モビリティリサーチキャン
パス」の構築を行っています。

実験、理論・制御則の検討により更に技術を向上させ

ており、
より「上手い自動運転の実現」をめざしています。

ヤレスや超急速充電などの次世代充電技術、超小型高

Q.この専攻の特徴を教えてください。

Q.この分野の技術は社会をどう変えていきますか？

Q.これからどんなエンジニアが活躍すると思いますか？

少人数を生かした、理論と実践教育です。例え

電動化・知能化・自動運転が当たり前となる自動

科学技術革新が起きるスピードは年々加速し、

ば、ロボカーを一人一台使って自動走行させたり、

車において、車両運動力学など物理法則上「変わ

数年前の知識や常識はすぐに役立たなくなって

築、データサイエンスなど何でも良いので得意

ネットワークはどのように接続されているのかなど、

いきます。アニメの「電脳コイル」や「攻殻機動

車両の動きを計測制御したり、タイヤ・サスペン

らない部分」と、乗り心地、
フィーリングなど人間に

います。そういった技術の進歩に対応でき、しっ

なスキルが一つ身に着いている人です。さらに、

あくなき好奇心を持ってください。また、日々の生

隊」などで描かれている技術の一部がどんどん実

ションの違いによる変化の計測を行ったりします。

依存する
「変わらない部分」の研究をより深めるこ

かりした基礎学力を持ちながら柔軟に新しい知

チーム内で自分の考えをわかりやすく説明し、情

活の中で困った事を探し、こんな機能があったら便

際の社会の中に入り込んでくるでしょう。むしろ、

人工知能、自動運転、車両運動・制御、機械力学

とで、単なる移動手段ではなく
「乗る価値のある

識を学び続けられるエンジニアがこれからの社

報共有が効率的にできると自分やエンジニア同

利だ、これを実現するためにはどんなシステムが必

描かれている以上のものが現実社会で実現され

などを実践的かつ深く理解することが可能です。

ヴィークル」を提供できるようになると思います。

会に活躍すると思います。

士の成長を促し、成果につながるでしょう。

要かなど、妄想癖をつけると将来役に立ちます。

るかもしれません。

動運転を研究しています。また、自ら考えて行動するモ

います。安定した走行を実現する G- ベクタリング制御

術です。実車実験、ドライビングシミュレータを用いた

地球温暖化対策のために CO2 を排出しない電気自動車

丸山 充

KOSUKE TAKANO

人間の運転以上に安全、円滑、高効率な自動運転の

実現をめざし、機械自らが運転方法を獲得・改善したり、
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○ Web サービス開発 ○人工知能 ○情報デバイス ○ IoT（Internet of Things）

○データサイエンス ○コミュニケーションデザイン ○ネットワーク構築 ○情報セキュリティ ○システム開発

の普及が急がれており、本研究室では車を電動化するた

をデータ工学的に分析・解釈し、Web システムや AI 応

例えば、Bluetooth によるバッテリー管理システム、ワイ

んでいます。知的活動とは、買い物や料理、検索などの

効率なクランクレス発電システムなどが主なテーマです。

の専門知識が必要な活動まで幅広く対象としています。

の研究テーマです。光ネットワークで広域接続されたエッ

トリアル）映像が使われています。私はこのノンフォト

超高精細映像をリアルタイムで加工処理する分散システム

省略された画像や手書き風の画像を作る手法などを

リアリスティックな映像を作る手法（NPR）を研究し、
扱っています。また、CG 関連技術を利用して、VR や

トウェアで実現可能なアーキテクチャを扱っています。

アバターを利用したシステムの研究も行っています。

Q.これからどんなエンジニアが活躍すると思いますか？

Q.学生に身につけて欲しいことを教えてください。

Q.この分野の技術は社会をどう変えていきますか？

エンジニアとして、プログラミング、システム構

スマホはどうやって通信しているのだろう、自宅の

情報技術はますます私たちの社会を便利にして
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