
工学部　Faculty of Engineering「ものづくり」を通して自然の仕組みをうまく利用し、人々の生活に役立て、社会と地球に貢献しよう

工学部ウェブサイト

工学部

私は中学生の頃から生体に関する化
学に興味を持っており、本学のホーム
ページとパンフレットで「化学生命工
学科」について知りました。そこで本学
科には医薬や医用材料の創製につい
ての知識や技術を身に付けることがで
きる「生体化学コース」があることに惹
かれ、受験することに決めました。

林 志帆
工学部　化学生命工学科　4年
長崎県出身　長崎北陽台高等学校卒業

あなたが
本学科を選んだ理由は？
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私は卒業後、自動車関連の仕事に就きたいと思っています。
機械工学科では機械に関することだけでなく、専門的な英語
についても学ぶことができます。本学で学んでいることを生
かし、グローバル化の進む社会に貢献したいと思います。

燃脇 裕哉
工学部　機械工学科　4年　鹿児島県出身　鳳凰高等学校卒業

卒業後の夢について教えてください。

MAP●P67 工学部…A-34～46・ A-48～51

理工学研究科
────────────────────
博士前期課程
○機械工学専攻
○電気電子工学専攻
○建築学専攻
○化学生命・化学工学専攻
○海洋土木工学専攻
○情報生体システム工学専攻
○数理情報科学専攻
○物理・宇宙専攻
○生命化学専攻
○地球環境科学専攻

博士後期課程
○総合理工学専攻

工学部

大学院
さ
ら
な
る
研
究
と
創
造
へ

教育成果の社会への還元

入学定員：94

入学定員：78

入学定員：55

入学定員：35

入学定員：48

入学定員：80

入学定員：50

機械工学科
明日の科学技術社会をめざす機械工学

電気電子工学科
21世紀のエネルギーと高度情報通信社会を拓く

建築学科
安全で快適で創造性あふれた建築をつくる

環境化学プロセス工学科
革新的エネルギー、材料、化学プロセスの実現

海洋土木工学科
海を知り、学び、社会の基盤を支える

情報生体システム工学科
高度情報・福祉社会をリードする

化学生命工学科
化学と生命工学の融合によるナノバイオマテリ
アルの創成

　鹿児島大学工学部は、基礎・応用に関わる科学技術の教育研究を
行うことを使命とし、イノベーション創出を達成しうる人材の育成
と実践を目標としています。
　この使命のもとに、工学を支える新技術を創成でき、国際的視野
をもった技術者の育成機関として、広い視野と工学的デザイン能力
を培う教育を推進し、科学技術の発展に寄与するための研究活動に
取り組んでいます。さらには、地域社会との連携、世界に開かれた学
部たらんことをめざしています。この理念のもと、以下の特色ある
教育研究及び対外活動を行います。

［教育研究］
⒈教養教育と専門教育のくさび形教育体制の導入により、入学から
卒業までのバランスのとれた授業計画のもとで質保証を担保し
た教育を行う。
⒉産業界はじめ、世界の科学技術動向に着目し、社会の要請を反映
した実践的・先端的科学技術の教育研究を遂行する。

［国際貢献］
⒈広く世界に向け国際的に通用する研究成果を発信する。
⒉グローバル化の流れに沿い、世界各地から留学生を受け入れ、ま
た、日本人学生を海外へ派遣することにより、国際的に活躍でき
る指導的技術者を育成する。

［社会貢献］
⒈地域連携、産学連携を積極的に推進し、地域貢献に係る中核的拠
点の役割を担う学部とする。

　工学部は、本学部の教育目標に共感できる次のような人を、国内
外から広く求めています。
・工学部の学位授与の方針を達成できる基礎学力ないしは素養の
ある人
・工学の面白さを学びたい、ものづくりに取り組んでみたい、技
術開発に挑戦したい等の夢をもつ人
・自ら考え、主体的に学修する目的意識が明確で、そのための学
修意欲が高い人

　知識基盤社会を先導する工学部は、高度な専門職業人の養成教育
において、ひとりひとりの学生が自ら向上心をもって主体的に学修
し、困難に立ち向かう「自主自律と進取の精神を有する学士（工学）」
の育成を目指します。そのため、次の教育の目標を掲げます。
⒈「ものづくり」において地域社会及び国際社会で活躍できる技術
者・研究者を目指す学生に、幅広い教養と高度な専門能力を育み
ます。
⒉獲得した知識や技術等を統合的に活用することにより、人類社会
や文化と自然との調和ある発展に貢献する能力を養います。
⒊高度な工学技術や知識を、実社会における課題解決のために応用
できる創成能力を養います。
⒋豊かな人間性と普遍的な倫理観に基づき、自ら向上心をもって次
代を切り拓く力を養います。
⒌社会的な責任を担いつつ、グローバルな教養人として生涯にわた
って自己研鑽に取り組む力を養います。

工学部共通棟は、主に、工学部学生の専
門教育に使われています。建物内には、
大・中・小の各講義室や、各講義の履修・成
績閲覧用コンピュータが備えてあります。
また、棟内には学生の自習を支援するス
ペースや憩いのためのラウンジも完備さ
れています。なお、専門教育および正課外
教育の支援を行う学生係が１階にあり、学
生の諸要望に親切に応えてくれます。

▲工学部建築学科
　平成29年度に全面改修され、内外装が一新されました。

学 部 長 賞 学部長賞は、学期ごとに卒業要件科目を18単位以上修得し、かつ学期
GPAが3.50以上の者及び卒業時に４年間で卒業要件を充足し、累積
GPAが3.25以上の学業優秀者に授与しています。

成績優秀賞 成績優秀賞は、学期ごとに卒業要件科目を18単位以上修得し、かつ学期
GPAが3.２５以上の者及び卒業時に４年間で卒業要件を充足し、累積
GPAが3.００以上の学業優秀者に授与しています。

工学部では成績優秀な学生を表彰しています

▲学部長賞表彰式の様子

学部の構成

学部の使命・理念

アドミッション・ポリシー

施設・環境

教育目標

さあ今だ
つくる技術を
まなびとれ！

工学部さっつん

Pickup

▲工学部共通棟
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多様な方面にわたる先端的研究と少人数教育を

電気電子工学科
２１世紀のエネルギーと高度情報通信社会を拓く
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主な
学びの分野 設計・生産、熱・流体力学、材料力学、制御工学

主な
学びの分野

電気磁気学、半導体工学、電子デバイス工学、電気回路学、電気機器学
電力システム工学、制御工学、通信工学、計算機工学

機械工学科は機械とそれに関連する事柄を研究する学問で、“ものづくり”を
支える工学の一つです。これからの重要な科学技術として、ライフサイエン
ス、情報技術、エネルギー及びナノテクノロジー、材料が挙げられています。
機械工学はこれら全ての領域に関わる基盤工学です。少人数教育により、世
界に通用する専門技術者を育てるための新しいプログラムをスタートさせて
います。

電気電子工学は、高度に発展し続ける21世紀の科学技術・産業・社会生活の
中心的役割を担っています。
学科HP: http://www.eee.kagoshima-u.ac.jp

3年次

4年次 各研究グループ毎に卒業論文研究

1年次～2年次

電子物性デバイス工学
半導体・超伝導体などの新電子材料の研究開発及びその基礎物性と応用、新機能
光デバイスの開発及びその応用、高機能を有する電子デバイス・量子効果デバイス・
新電池などの開発を行います。

電気エネルギー工学
多変数ディジタルシステムの最適制御、半導体電力変換装置の開発、電気機器駆動
系の高機能化、電気エネルギー供給システムの高品質化、新しい電力発生・貯蔵方
式の開発等を行います。

通信システム工学
ユビキタスネットワーク社会を支えるLSI電子回路・コンピュータ・情報通信機器・光
ファイバ通信・超高周波回路・宇宙通信・信号処理システム等の研究とその応用を学
びます。

各研究グループに配属され、卒業論文研究として具体的なテーマに取り組むこと
によって、単なる知識の習得ではない問題解決能力と技術的な文章表現能力及
びコミュニケーション能力を身につけます。また、海外の論文を原語で読むこと
により、国際的に活躍するための下地が養われます。

◎電気回路学　◎電気磁気学　◎量子力学　◎電子物性基礎
◎電気機器学　◎電子回路学　◎通信工学　◎コンピュータ工学
◎電気電子工学実験　など

共通教育による基礎的な教育
専門教育

半導体物性 電子デバイス工学

電気エネルギー工学 制御工学

光通信工学 システム工学

2年次終了時に3つのコースへ

機械工学科では「生産工学」、「エネルギー工学」、「機械システム工

学」の３つの分野で教育及び研究を行っています。

界面の力学と電子デバイスの信頼性評価、高温材料の損傷評価と

寿命予測、金属,セラミックス及び複合材料の開発、電子実装された

電子部品の機械的・電気的信頼性の評価技術開発、金属材料の照射

効果、計算力学と塑性加工、結晶材料の力学的性質発現メカニズム

の解明などに関する教育研究を行っています。

生産工学

マイクロ流体の工学と医療への応用、流体力を利用した環境保全

機器の開発、バイオ燃料のディーゼル燃焼特性、超音速流れの解析

とハイブリッドロケットの開発、マイクロチャンネルを用いた電子機

器の冷却、燃焼流,火災,安全,水素,数値シミュレーション、気化冷却

によるヒートアイランド緩和などに関する教育研究を行っています。

エネルギー工学

知能生産加工システム、金属成形加工のトライボロジー、自励振動

の発生メカニズム解明と防止・利用、知能ロボティクスとリハビリロ

ボティクス、プロセス制御、システム制御理論、マイクロ・ナノバイオ

メカニクス、積層材料の変形と破壊、流体の計測・数値計算とそれら

の融合、金属の切削加工、炭素繊維強化プラスチックを用いた複合

高圧容器の製造プロセスなどに関する教育研究を行っています。

機械システム工学

卒業後の進路
卒業生の半数以上は大学院へと進学し、より専門的な知識と研究能力を身
につけています。求人倍率が5-10倍程度と高く、就職先は自動車、鉄鋼、機
械、化学、電気・電子機器、繊維、電力、建設、プラントなどの多方面にわたりま
す。大学院修了者を含む最近5年間の主な就職先は以下の通りです。

わたしたちの研究室では、聴覚のメカニクスに着目した基
礎研究とその応用研究に取り組んでいます。聴覚ときいて、
比較的皆さんにも身近なものは、学校の健康診断でおこな
う聴力検査ではないでしょうか。高さの異なる音を聞き、
聞こえたらボタンを押すという検査法です。では、自分で
ボタンを押せない赤ちゃんの聴力はどのように調べたらよ
いでしょう？もし聞こえが悪かった場合、耳のどこが悪い
のでしょうか？これらが分かれば、早期に適切な治療を行
うことが可能となります。わたしたちは、力学的アプロー
チを中心に、さらにバイオ技術を取り込むことで、聞こえ
のメカニズムの解明に取り組み、そこで得られた知見をも
とに独自の診断技術の開発に挑戦しています。機械工学科
では、自動車・航空や材料科学、ロボット工学をはじめ、

バイオ燃料や医療・福祉機器、マイクロナノバイオメカニク
スといった領域の研究が行われており、機械のフィールドは
まさに無限です。
研究テーマ
新生児聴覚スクリーニング
用診断装置の開発、聴覚器
官の音受容メカニズム解明
へ 向 け た ナ ノ ス ケ ー ル シ
ミュレーション、原子間力
顕微鏡を用いた膜分子モー
タの構造解明、遺伝性難聴
治療のための埋め込み型ド
ラッグデリバリーシステム
の開発

機械工学科
准教授

村越 道生
担当講義
　工業力学Ⅰ及び演習A&B
　応用数学Ⅰ及び演習A&B
　機械工学セミナー
　機械英語Ⅰ
　生体機械工学特論

大きく広がる機械工学フィールド。鹿児島大学でしかできない勉強や経験、研究があります。
夢に向かって、自身の可能性に挑戦してください！

工学部
研究室レポート

後輩に対して
メッセージをどうぞ！
鹿児島大学では、専門的な講義だけでなく全
く異なる分野の講義、鹿児島に特化した講義
なども多数受講することができます。多くの種
類の学部があるのも特徴です。このような環境
で幅広い知識と教養を身に着け、成長できると
いう特徴が鹿児島大学にはあると思います。
私は電気電子工学科を卒業後、大学院に進
学し、これまでにない太陽電池を創り出すため
に日々研究を行っています。将来的には大学
入学以前から目指してきた、電池のような「ものを動かすもの」を作って世界
を動かすことができるエンジニアになりたいと考えています。
大学は自分の夢に向かってやりたいことを本気でやれる場所です。多くの人
と出会い、勉強したいことを勉強し、自由に趣味を楽しむ時間もたくさんありま
す。有意義な学生生活を送るために、しっかりと自分の夢を見つめて受験勉
強に取り組んでください。鹿児島大学を受験する皆様を応援しています！

理工学研究科 電気電子工学専攻

一木 晃雅　平成28年度卒業
福岡県立筑紫中央高等学校出身

後輩に対して
メッセージをどうぞ！
製品を構成する材料から機械の仕組み
を理解する理論まで幅広い知識を得る
ことが出来ます。私は、結晶性材料の
力学的性質予測のため、結晶塑性理論
を取り入れた変形シミュレーションに
関する研究を行いました。機械工学科
では様々な分野で世界最先端の研究が
行われていると感じました。鹿児島か
ら世界を先導していくエンジニアをあ
なたも目指してみませんか？

アイシン・エィ・ダブリュ株式会社
大学院・機械工学専攻

邉志切 淳　平成28年度修了
鹿児島県立出水高等学校出身

多種促通刺激・筋力補助付き片麻痺歩行機能回復訓練装置▶

教育・研究の特色

学科の概要

電子物性デバイス工学、電気エネルギー工学、通信システム工学の三つの研
究分野を組織し、学生は各分野に対応した履修コースを選択できます。

電気電子工学の幅広い分野をカバー

卒業生への社会的ニーズは極めて高く、求人状況は工学部トップクラス、就職先
は電力、電気・電子機器メーカーだけでなく、広範囲の業種にまたがっています。
詳細は http://www.eee.kagoshima-u.ac.jp/Jyuken/Jyuken-j.html

就職希望者のほぼ100％が就職

電気電子工学科の特色

卒業後の進路 (大学院博士前期課程修了者を含む主な就職先）

◎日立製作所　◎東芝
◎三菱電機　◎パナソニック
◎NEC　◎富士通　◎キヤノン
◎京セラ　◎ソニー　◎シャープ
◎富士電機　◎エプソン
◎ソニーセミコンダクタ
◎安川電機　など

◎本田技研　◎マツダ　◎JR九州
◎ヤマハ発動機　◎デンソー
◎三菱重工　◎川崎重工　◎IHI
◎新日鐵住金　など

電気機器

輸送機器など

◎九州電力　◎中部電力
◎東京電力　◎関西電力
◎NTT西日本　◎NTTドコモ
◎KDDI　◎NTTファシリティーズ
◎九電工　◎明電舎　◎ダイヘン

など

◎NHK　◎MBC　◎KTS
◎宮崎放送　◎鹿児島市役所
◎地方公務員　◎国家公務員
◎大学、高専教員　など

電力・通信

放送局・公務員など

◎トヨタ自動車九州　◎スズキ
◎ヤマハ発動機　◎ダイハツ工業
◎いすゞ 自動車　◎本田技研工業
◎トヨタ車体研究所
◎ダイハツ九州　◎アイシン精機
◎アイシン・エイ・ダブリュ

◎富士電機　◎東芝
◎東京エレクトロン　◎京セラ
◎ダイキン工業　◎三菱電機
◎三菱電機ビルテクノサービス　
◎キャノン　◎ファナック

自動車・バイク
◎新日鐵住金　◎UACJ

◎三菱重工　◎川崎重工　◎IHI

◎第一精工　◎ダイフク
◎大日本スクリーン製造
◎長府製作所　◎井関農機
◎kubota

素材

重工

機械

電機・ロボット

◎第二種電気工事士　◎第一種電気主任技術者　◎電気通信主任技術者
◎第一級陸上無線技術士　◎第一級陸上特殊無線技士
◎第二級海上特殊無線技士　◎高等学校教諭一種免許状（理科，工業）

取得可能な資格
◎技術士補　◎高等学校教諭一種免許状（理科，工学）
取得可能な資格

マイナス 200 度くらいまで冷やすと電気抵抗
がゼロになる「超伝導」という現象の起きる材
料があります。これらを細長い電線に加工する
技術は高い水準に達しています。超電導線材
は、銅線よりも100倍くらい大きな電流を流す
ことができるので、従来よりも省エネルギーで
格段に高機能な電力システムが可能です。小型
で超強力な電磁石がつくれるうえに、その消費
電力は極めて小さいのです。それを使えば、小

型・軽量にもかかわらず非常に力強い電動機
の実現も可能です。また、最も進んでいる方式
の核融合炉に必須の技術でもあります。いずれ
もエネルギー問題の解決に貢献するものです。
私たちは、電力・産業・運輸などに用いる超伝
導機器に関する研究を行っています。
研究テーマ
超電導技術の大型応用、核融合炉用大型超伝導導体の開
発、超伝導機器の監視・診断技術の開発

電気電子工学科
准教授
理工学研究科
准教授

川越 明史

工学部
研究室レポート

卒業生の声 卒業生の声
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多様な方面にわたる先端的研究と少人数教育を

電気電子工学科
２１世紀のエネルギーと高度情報通信社会を拓く
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主な
学びの分野 設計・生産、熱・流体力学、材料力学、制御工学

主な
学びの分野

電気磁気学、半導体工学、電子デバイス工学、電気回路学、電気機器学
電力システム工学、制御工学、通信工学、計算機工学

機械工学科は機械とそれに関連する事柄を研究する学問で、“ものづくり”を
支える工学の一つです。これからの重要な科学技術として、ライフサイエン
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電気電子工学は、高度に発展し続ける21世紀の科学技術・産業・社会生活の
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学科HP: http://www.eee.kagoshima-u.ac.jp
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詳細は http://www.eee.kagoshima-u.ac.jp/Jyuken/Jyuken-j.html

就職希望者のほぼ100％が就職

電気電子工学科の特色

卒業後の進路 (大学院博士前期課程修了者を含む主な就職先）

◎日立製作所　◎東芝
◎三菱電機　◎パナソニック
◎NEC　◎富士通　◎キヤノン
◎京セラ　◎ソニー　◎シャープ
◎富士電機　◎エプソン
◎ソニーセミコンダクタ
◎安川電機　など

◎本田技研　◎マツダ　◎JR九州
◎ヤマハ発動機　◎デンソー
◎三菱重工　◎川崎重工　◎IHI
◎新日鐵住金　など

電気機器

輸送機器など

◎九州電力　◎中部電力
◎東京電力　◎関西電力
◎NTT西日本　◎NTTドコモ
◎KDDI　◎NTTファシリティーズ
◎九電工　◎明電舎　◎ダイヘン

など

◎NHK　◎MBC　◎KTS
◎宮崎放送　◎鹿児島市役所
◎地方公務員　◎国家公務員
◎大学、高専教員　など

電力・通信

放送局・公務員など

◎トヨタ自動車九州　◎スズキ
◎ヤマハ発動機　◎ダイハツ工業
◎いすゞ 自動車　◎本田技研工業
◎トヨタ車体研究所
◎ダイハツ九州　◎アイシン精機
◎アイシン・エイ・ダブリュ

◎富士電機　◎東芝
◎東京エレクトロン　◎京セラ
◎ダイキン工業　◎三菱電機
◎三菱電機ビルテクノサービス　
◎キャノン　◎ファナック

自動車・バイク
◎新日鐵住金　◎UACJ

◎三菱重工　◎川崎重工　◎IHI

◎第一精工　◎ダイフク
◎大日本スクリーン製造
◎長府製作所　◎井関農機
◎kubota

素材

重工

機械

電機・ロボット

◎第二種電気工事士　◎第一種電気主任技術者　◎電気通信主任技術者
◎第一級陸上無線技術士　◎第一級陸上特殊無線技士
◎第二級海上特殊無線技士　◎高等学校教諭一種免許状（理科，工業）

取得可能な資格
◎技術士補　◎高等学校教諭一種免許状（理科，工学）
取得可能な資格

マイナス 200 度くらいまで冷やすと電気抵抗
がゼロになる「超伝導」という現象の起きる材
料があります。これらを細長い電線に加工する
技術は高い水準に達しています。超電導線材
は、銅線よりも100倍くらい大きな電流を流す
ことができるので、従来よりも省エネルギーで
格段に高機能な電力システムが可能です。小型
で超強力な電磁石がつくれるうえに、その消費
電力は極めて小さいのです。それを使えば、小

型・軽量にもかかわらず非常に力強い電動機
の実現も可能です。また、最も進んでいる方式
の核融合炉に必須の技術でもあります。いずれ
もエネルギー問題の解決に貢献するものです。
私たちは、電力・産業・運輸などに用いる超伝
導機器に関する研究を行っています。
研究テーマ
超電導技術の大型応用、核融合炉用大型超伝導導体の開
発、超伝導機器の監視・診断技術の開発

電気電子工学科
准教授
理工学研究科
准教授

川越 明史

超電導技術の応用でエネルギー問題を解決し、持続可能な社会の実現に貢献する工学部
研究室レポート

卒業生の声 卒業生の声
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主な
学びの分野 建築設計、建築計画、建築環境、建築設備、建築構造、建築材料、建築生産

主な
学びの分野

化学工学、分離工学、反応工学、エネルギー工学
化学プロセス設計、無機材料、環境・機器分析

建築とは人間が活動するすべての空間を秩序付けて創り出す総括的な技術を意味しま
す。文明の発祥以来、美しく快適で安全な建物を造る技術が開発されて来ていますが、
社会、生活、文化の変遷と共に建築に求められるものは絶えず変化しています。近年で
は、地球の生態系の中で建築を位置付ける新しい技術の整備が必要となっています。
本学科は、人類の建築文化の遺産を継承し、地球環境の保全に配慮しながら現代の科学
技術を総合的に利用して、建築空間と生活環境の創造に貢献できる人材を育成します。

環境化学プロセス工学科では、「化学」を勉強するだけでなく、「化学」の知識を実際に役立てるための
「工学」を勉強します。「環境と調和した化学プロセスの開発」や「エネルギーなどの資源を有効利用する
システムの構築」さらに「高度な機能をもつ材料の創製」に関する広範囲な教育・研究を行っています。

建築技術を構成する建築設計、建築構造、建築環境・設備および建
築生産に関する基礎学力を修得し、技術の進歩に幅広く対応できる
柔軟な自主的学習能力を身に付け、高い倫理観のもとにそれらを
総合的に応用できる問題解決能力を発揮し、建築界の技術の中核
的な担い手として活躍できる建設技術者*を養成します。また、国際
的な舞台で活躍できる人材を育成するため、海外の大学との交流
も盛んに行っています。

　建築設計・計画分野では地域での実践活動を通して、様々な用途
の建築の設計やデザインに関する方法論、都市の景観整備や歴史
的環境の保全、住環境整備などに関する研究を、建築構造・材料分
野では構造力学、荷重評価、構造性能評定、構造最適化、地震動の
特性と地震災害、建築材料工学、建築構法に関する研究を、建築環
境分野では温熱や光に関する居住環境、空気質に関する室内環境、
建築設備に関する研究を行っています。

※建築学科の教育プログラムは2006年度より日本技術者教育認定機構
（JABEE）に認定されています。

卒業後の進路
◎大林組　◎鹿島建設　◎清水建設　◎竹中工務店
◎大成建設　◎戸田建設　◎奥村組　◎錢高組　◎鉄建建設
◎東急建設　◎西松建設　◎東レ建設　◎前田建設工業
◎谷川建設　◎徳栄建設　◎三井住友建設　◎日建設計
◎梓設計　◎NTTファシリティーズ　◎東条設計
◎安井建築設計事務所　◎プラナス株式会社　◎JEF設計
◎RIA　◎NAP建築設計事務所　◎プラナス株式会社
◎UID一級建築士事務所　◎武田建築事務所　◎YKK AP
◎LIXIL　◎サンゲツ　◎ベガハウス　◎一条工務店
◎MBC開発　◎大和ハウス工業　◎旭化成ホームズ
◎積水ハウス　◎パナホーム　◎三洋ハウス　◎丹青社
◎高砂熱学工業　◎新菱冷熱工業　◎ダイキン工業　◎九電工
◎大東建託　◎官公庁　◎大学院進学

“環境”を切り口に、より良い建物のデザインや造り方を考
える、2016年に発足した新しい研究室です。

我々はさまざまな環境の中
で生活をしていますが、近
年、地球環境と建物との関係
は重要なテーマとなってい
ます。そのような背景の中、
本研究室では建物に関する

環境的課題について、材料や資源の視点を含め横断的に取り
組みます。基礎的な知見を集積し、設計や建設の実務に活か
せる研究活動を目指します。
2016年は、小学生に建築を教える「こどもの建築学校」や、実
際の建物の設計、夏休みを利用した海外研修など、研究活動
以外にも学生と一緒にいろいろな事に取り組みました。
研究テーマ
新しい木質材料・構法の研究、木質資源の定量化に関する研究、建物の環境評価に関す
る研究、伝統的な建物の環境性能に関する研究

建築学科
理工学域工学系建築学専攻
准教授

鷹野 敦

建築は「工学」と「芸術」を横断して我々の生活環境を考える壮大でやりがいのある学問です工学部
研究室レポート

後輩に対してメッセージをどうぞ！
建築設計には意匠設計・構造設計・設備設計の 3
つの分野がありますが、私はその中でも、建物の
要求性能（安全性・経済性・施工要求など）を満
たすように柱・梁などの設計を行い、構造図を作
成する構造設計をしています。
私はインテリアに興味を持って建築学科に入学し
ましたが、授業を受けているうちに構造の道に進むことを決めまし
た。鹿児島大学は幅広い分野の授業が受けられるため、興味が変わっ
ても自分のやりたいことが見つけられます。少しでも建築に興味が
あるならば本学科をおすすめします。
学生生活で印象に残っているのは学部 4 年から院 2 年までの研究室
生活です。研究室生活は辛いこともありましたが困難なことにも挑
戦し最後までやり遂げる力が身に付きました。この経験は社会人生
活に活かしていけるものだと思います。

建築学科 建築学専攻
村嶋 野乃香　平成27年度卒業
山口県立小野田高等学校出身

教育・研究の特色 1少人数教育体制によるきめ細やかな指導
本学科における教育の特長として、教員と学生間の密なコミュ
ニケーションをベースとしたきめ細やかな指導による理解度向
上に向けた積極的な取り組みが挙げられます。また、同級生、先
輩そして先生との間にできる「顔の見える」ネットワークは、社会
に出てからも非常に力になります。これらは、少人数制教育の大
きなメリットです。

2実践的な教育・研究を背景とする
　群を抜いて高い求人倍率

本学科の研究・教育分野は非常に実践的であり、卒業生は即戦
力として高く期待されています。それゆえ、本学科に対する求人
倍率は非常に高く（約4倍）、毎年、県内・外の多数の企業へ非常
に高い就職実績があります。（右欄参照）

3多彩な研究開発シーズの創生と研究成果の
　積極的な社会への還元

本学科所属教員の非常に高いアクティビティーにより、国や企業
からの研究資金獲得実績は、九州にある大学の工学部平均に対
して実に2倍以上に及び、充実した研究環境を提供しています。
研究分野も、先端素材開発からエネルギー分野まで多岐にわ
たっており、非常に多くの論文発表、特許出願などを通じ、研究
成果の積極的な社会還元に努めています。

教育・研究の特色

卒業後の進路
企業で必要とされることを勉強するため、就職状況は極めて良好で、就職率が
100%近いだけでなく、多くの学生が大学で勉強したことが活かせる仕事につ
いています。大学院修了者も含む最近５年間の主な就職先は次の通りです。

◎旭化成 ◎住友化学 ◎帝人
◎東ソー ◎日本曹達 ◎冨士石油 
◎三井化学 ◎三菱化学
◎三菱ガス化学

◎IHI ◎住友金属プラント
◎千代田化工 ◎バブコック日立
◎三井造船
◎三菱化学エンジニアリング

◎新日本空調 ◎ダイキン工業
◎トヨタ車体研究所
◎トヨタテクニカルディベロッメント
◎日阪製作所 ◎矢崎総業

◎アタカ大機 ◎オルガノ
◎クリタ工業
◎神鋼環境ソルーションズ ◎タクマ
◎日鉄環境エンジニアリング
◎メタウォータ

化学・石油・エネルギー

機械・熱

水・環境

◎アルバックマテリアル
◎大阪チタニウムテクノロジーズ
◎京セラ ◎黒崎播磨
◎太平洋セメント ◎三井金属鉱業

◎NEC九州
◎OKIセミコンダクタ宮崎
◎シチズン時計鹿児島
◎ソニーセミコンダクタ

◎エスビー食品 ◎大塚製薬
◎化学及血清療法研究所
◎クラシエ製薬 ◎テルモ
◎同人化学研究所 ◎ユニ・チャーム

◎産業技術総合研究所
◎物質・材料研究機構

材料

電子・ＩＴ・システム

医薬・食品

その他

エンジニアリング・プラント

後輩に対してメッセージをどうぞ！
鹿児島は自然豊かで食べ物も美味しく、勉強す
るにも遊ぶにも最高の環境が整っています。大
学では、先生方の熱心な指導のもと、仲間と切
磋琢磨しながら「学ぶ楽しさ」・「化学工学の奥
深さ」を知りました。研究生活は、苦労や挫折
も含めて私の貴重な財産となっています。
私の勤める会社は、産油国からの原油受入、国
内精製拠点への積込み等を行う原油中継・備蓄基地としての役割を担
う企業です。その中で、特に設備の効率化検討や省エネ活動などに関
する業務に携わってきました。今後は、大学で学んだ知識を現場で使
えるスキルとして活かしていけるよう励んでいきたいです。

JX喜入石油基地株式会社
環境化学プロセス工学科 化学生命・化学工学専攻
磯田 悠美　平成27年度卒業
熊本県立玉名高等学校出身

私の研究室が掲げる目標は「社会に役立つ新技術を生む出す
こと」にあり、中でも環境バイオテクノロジー・先端複合材料
プロセシングをテー
マにしています。①
新しい機能性を有し
た高分子材料プロセ
シング（マイクロカ
プセルや機能性ゲル
など）、②微生物の機
能を環境浄化に利用

する研究、③電子材料の説着ガラスや機能性ガラスの開発、④
医療用材料プロセシングや再生医療工学に関する研究を大
きな柱に研究をしています。これらの研究は、様々な企業とマ
イクロカプセルをはじめ、バイオテクノロジーの開発を行っ
ています。研究室所属の職員、4年生、大学院生は、なおいっそ
う社会のニーズに応えるべく研究を続けています。
研究テーマ
マイクロカプセルや機能性ゲルの開発、微生物機能の応用、機能性ガラスの開発、医用
工学

環境化学プロセス工学科
化学生命・化学工学専攻

（化学工学コース）
教授

吉田 昌弘
担当講義
　環境・機器分析基礎
　化学量論
　工学英語Ⅰ など

社会の役に立つ新しい材料や技術を生み出すことにチャレンジしてみませんか？工学部
研究室レポート

◎二級建築士（受験資格）　◎一級建築士（受験資格：2年間の実務経験後）
◎１級建築施工管理技士（受験資格：3年間の実務経験後）　ほか

取得可能な資格

◎化学工学技士（基礎）　◎高等学校教諭一種免許状（理科，工業）
◎修習技術者（申請により技術士補の資格が得られる）
◎化学工学修習士（化学工学会会員となり申請する必要あり）
◎危険物取扱者（甲種）受験資格　◎毒物劇物取扱責任者になる資格
◎廃棄物処理施設技術管理者受講資格（卒業後の実務期間の短縮）

取得可能な資格

卒業生の声
卒業生の声
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主な
学びの分野 建築設計、建築計画、建築環境、建築設備、建築構造、建築材料、建築生産

主な
学びの分野

化学工学、分離工学、反応工学、エネルギー工学
化学プロセス設計、無機材料、環境・機器分析

建築とは人間が活動するすべての空間を秩序付けて創り出す総括的な技術を意味しま
す。文明の発祥以来、美しく快適で安全な建物を造る技術が開発されて来ていますが、
社会、生活、文化の変遷と共に建築に求められるものは絶えず変化しています。近年で
は、地球の生態系の中で建築を位置付ける新しい技術の整備が必要となっています。
本学科は、人類の建築文化の遺産を継承し、地球環境の保全に配慮しながら現代の科学
技術を総合的に利用して、建築空間と生活環境の創造に貢献できる人材を育成します。

環境化学プロセス工学科では、「化学」を勉強するだけでなく、「化学」の知識を実際に役立てるための
「工学」を勉強します。「環境と調和した化学プロセスの開発」や「エネルギーなどの資源を有効利用する
システムの構築」さらに「高度な機能をもつ材料の創製」に関する広範囲な教育・研究を行っています。

建築技術を構成する建築設計、建築構造、建築環境・設備および建
築生産に関する基礎学力を修得し、技術の進歩に幅広く対応できる
柔軟な自主的学習能力を身に付け、高い倫理観のもとにそれらを
総合的に応用できる問題解決能力を発揮し、建築界の技術の中核
的な担い手として活躍できる建設技術者*を養成します。また、国際
的な舞台で活躍できる人材を育成するため、海外の大学との交流
も盛んに行っています。

　建築設計・計画分野では地域での実践活動を通して、様々な用途
の建築の設計やデザインに関する方法論、都市の景観整備や歴史
的環境の保全、住環境整備などに関する研究を、建築構造・材料分
野では構造力学、荷重評価、構造性能評定、構造最適化、地震動の
特性と地震災害、建築材料工学、建築構法に関する研究を、建築環
境分野では温熱や光に関する居住環境、空気質に関する室内環境、
建築設備に関する研究を行っています。

※建築学科の教育プログラムは2006年度より日本技術者教育認定機構
（JABEE）に認定されています。

卒業後の進路
◎大林組　◎鹿島建設　◎清水建設　◎竹中工務店
◎大成建設　◎戸田建設　◎奥村組　◎錢高組　◎鉄建建設
◎東急建設　◎西松建設　◎東レ建設　◎前田建設工業
◎谷川建設　◎徳栄建設　◎三井住友建設　◎日建設計
◎梓設計　◎NTTファシリティーズ　◎東条設計
◎安井建築設計事務所　◎プラナス株式会社　◎JEF設計
◎RIA　◎NAP建築設計事務所　◎プラナス株式会社
◎UID一級建築士事務所　◎武田建築事務所　◎YKK AP
◎LIXIL　◎サンゲツ　◎ベガハウス　◎一条工務店
◎MBC開発　◎大和ハウス工業　◎旭化成ホームズ
◎積水ハウス　◎パナホーム　◎三洋ハウス　◎丹青社
◎高砂熱学工業　◎新菱冷熱工業　◎ダイキン工業　◎九電工
◎大東建託　◎官公庁　◎大学院進学

“環境”を切り口に、より良い建物のデザインや造り方を考
える、2016年に発足した新しい研究室です。

我々はさまざまな環境の中
で生活をしていますが、近
年、地球環境と建物との関係
は重要なテーマとなってい
ます。そのような背景の中、
本研究室では建物に関する

環境的課題について、材料や資源の視点を含め横断的に取り
組みます。基礎的な知見を集積し、設計や建設の実務に活か
せる研究活動を目指します。
2016年は、小学生に建築を教える「こどもの建築学校」や、実
際の建物の設計、夏休みを利用した海外研修など、研究活動
以外にも学生と一緒にいろいろな事に取り組みました。
研究テーマ
新しい木質材料・構法の研究、木質資源の定量化に関する研究、建物の環境評価に関す
る研究、伝統的な建物の環境性能に関する研究

建築学科
理工学域工学系建築学専攻
准教授

鷹野 敦

建築は「工学」と「芸術」を横断して我々の生活環境を考える壮大でやりがいのある学問です工学部
研究室レポート

後輩に対してメッセージをどうぞ！
建築設計には意匠設計・構造設計・設備設計の 3
つの分野がありますが、私はその中でも、建物の
要求性能（安全性・経済性・施工要求など）を満
たすように柱・梁などの設計を行い、構造図を作
成する構造設計をしています。
私はインテリアに興味を持って建築学科に入学し
ましたが、授業を受けているうちに構造の道に進むことを決めまし
た。鹿児島大学は幅広い分野の授業が受けられるため、興味が変わっ
ても自分のやりたいことが見つけられます。少しでも建築に興味が
あるならば本学科をおすすめします。
学生生活で印象に残っているのは学部 4 年から院 2 年までの研究室
生活です。研究室生活は辛いこともありましたが困難なことにも挑
戦し最後までやり遂げる力が身に付きました。この経験は社会人生
活に活かしていけるものだと思います。

建築学科 建築学専攻
村嶋 野乃香　平成27年度卒業
山口県立小野田高等学校出身

教育・研究の特色 1少人数教育体制によるきめ細やかな指導
本学科における教育の特長として、教員と学生間の密なコミュ
ニケーションをベースとしたきめ細やかな指導による理解度向
上に向けた積極的な取り組みが挙げられます。また、同級生、先
輩そして先生との間にできる「顔の見える」ネットワークは、社会
に出てからも非常に力になります。これらは、少人数制教育の大
きなメリットです。

2実践的な教育・研究を背景とする
　群を抜いて高い求人倍率

本学科の研究・教育分野は非常に実践的であり、卒業生は即戦
力として高く期待されています。それゆえ、本学科に対する求人
倍率は非常に高く（約4倍）、毎年、県内・外の多数の企業へ非常
に高い就職実績があります。（右欄参照）

3多彩な研究開発シーズの創生と研究成果の
　積極的な社会への還元

本学科所属教員の非常に高いアクティビティーにより、国や企業
からの研究資金獲得実績は、九州にある大学の工学部平均に対
して実に2倍以上に及び、充実した研究環境を提供しています。
研究分野も、先端素材開発からエネルギー分野まで多岐にわ
たっており、非常に多くの論文発表、特許出願などを通じ、研究
成果の積極的な社会還元に努めています。

教育・研究の特色

卒業後の進路
企業で必要とされることを勉強するため、就職状況は極めて良好で、就職率が
100%近いだけでなく、多くの学生が大学で勉強したことが活かせる仕事につ
いています。大学院修了者も含む最近５年間の主な就職先は次の通りです。

◎旭化成 ◎住友化学 ◎帝人
◎東ソー ◎日本曹達 ◎冨士石油 
◎三井化学 ◎三菱化学
◎三菱ガス化学

◎IHI ◎住友金属プラント
◎千代田化工 ◎バブコック日立
◎三井造船
◎三菱化学エンジニアリング

◎新日本空調 ◎ダイキン工業
◎トヨタ車体研究所
◎トヨタテクニカルディベロッメント
◎日阪製作所 ◎矢崎総業

◎アタカ大機 ◎オルガノ
◎クリタ工業
◎神鋼環境ソルーションズ ◎タクマ
◎日鉄環境エンジニアリング
◎メタウォータ

化学・石油・エネルギー

機械・熱

水・環境

◎アルバックマテリアル
◎大阪チタニウムテクノロジーズ
◎京セラ ◎黒崎播磨
◎太平洋セメント ◎三井金属鉱業

◎NEC九州
◎OKIセミコンダクタ宮崎
◎シチズン時計鹿児島
◎ソニーセミコンダクタ

◎エスビー食品 ◎大塚製薬
◎化学及血清療法研究所
◎クラシエ製薬 ◎テルモ
◎同人化学研究所 ◎ユニ・チャーム

◎産業技術総合研究所
◎物質・材料研究機構

材料

電子・ＩＴ・システム

医薬・食品

その他

エンジニアリング・プラント

後輩に対してメッセージをどうぞ！
鹿児島は自然豊かで食べ物も美味しく、勉強す
るにも遊ぶにも最高の環境が整っています。大
学では、先生方の熱心な指導のもと、仲間と切
磋琢磨しながら「学ぶ楽しさ」・「化学工学の奥
深さ」を知りました。研究生活は、苦労や挫折
も含めて私の貴重な財産となっています。
私の勤める会社は、産油国からの原油受入、国
内精製拠点への積込み等を行う原油中継・備蓄基地としての役割を担
う企業です。その中で、特に設備の効率化検討や省エネ活動などに関
する業務に携わってきました。今後は、大学で学んだ知識を現場で使
えるスキルとして活かしていけるよう励んでいきたいです。

JX喜入石油基地株式会社
環境化学プロセス工学科 化学生命・化学工学専攻
磯田 悠美　平成27年度卒業
熊本県立玉名高等学校出身

私の研究室が掲げる目標は「社会に役立つ新技術を生む出す
こと」にあり、中でも環境バイオテクノロジー・先端複合材料
プロセシングをテー
マにしています。①
新しい機能性を有し
た高分子材料プロセ
シング（マイクロカ
プセルや機能性ゲル
など）、②微生物の機
能を環境浄化に利用

する研究、③電子材料の説着ガラスや機能性ガラスの開発、④
医療用材料プロセシングや再生医療工学に関する研究を大
きな柱に研究をしています。これらの研究は、様々な企業とマ
イクロカプセルをはじめ、バイオテクノロジーの開発を行っ
ています。研究室所属の職員、4年生、大学院生は、なおいっそ
う社会のニーズに応えるべく研究を続けています。
研究テーマ
マイクロカプセルや機能性ゲルの開発、微生物機能の応用、機能性ガラスの開発、医用
工学

環境化学プロセス工学科
化学生命・化学工学専攻

（化学工学コース）
教授

吉田 昌弘
担当講義
　環境・機器分析基礎
　化学量論
　工学英語Ⅰ など

社会の役に立つ新しい材料や技術を生み出すことにチャレンジしてみませんか？工学部
研究室レポート

◎二級建築士（受験資格）　◎一級建築士（受験資格：2年間の実務経験後）
◎１級建築施工管理技士（受験資格：3年間の実務経験後）　ほか

取得可能な資格

◎化学工学技士（基礎）　◎高等学校教諭一種免許状（理科，工業）
◎修習技術者（申請により技術士補の資格が得られる）
◎化学工学修習士（化学工学会会員となり申請する必要あり）
◎危険物取扱者（甲種）受験資格　◎毒物劇物取扱責任者になる資格
◎廃棄物処理施設技術管理者受講資格（卒業後の実務期間の短縮）

取得可能な資格

卒業生の声
卒業生の声
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土木工学に海洋工学が加わった学際的分野。「海を活かす」のはあなたです

情報生体システム工学科
高度な情報福祉社会の実現を目指す新しい学科です
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主な
学びの分野 土木工学、海洋工学

主な
学びの分野

ハードウェア、ソフトウエア、アルゴリズム、ネットワーク
データベース、信号処理、画像処理、情報セキュリティ
人工知能、脳科学、視覚情報処理、医用生体工学 

本学科の特色は、土木工学に海洋学を融合した学際的な工学の一分野である海洋土木工学を取り扱い、全国の大学
法人の中では鹿児島大学にしかないユニークな学科という点です。陸上のみならず海洋環境にも深い理解を持ち、
これらの環境に対応する土木工学に関する知識と判断を有する人材を輩出しています。また、学部４年に大学院(前期
２年、後期３年)を加えた教育によって、最新の海洋土木工学の技術や知識を有する高度技術者・研究者の育成を目指
しています。

情報生体システム工学科の目的は、情報システム工学、脳認知工
学、ならびに、生体計測工学に関連する知識を総合的に理解し、ま
た、これらの知識を生かして創造力を発揮し、将来のグローバル社
会の発展に寄与する先端技術の研究開発に対応できる人材を育成
することです。

現代社会において人々が社会生活を送るためには、橋やトンネル
などの構造物が常に安全であることが重要であり、地震や津波な
どにも耐え、長持ちする構造物を建設し、維持していくことは、土

木工学の重要な使命の 1 つで
す。私たちの研究室では、海水
や波浪の影響を受けて劣化が
進み易い海洋環境において
も、構造物が健全な状態を維
持していくために必要な技術
を研究・開発しています。そ
の中で本研究室が開発したも

のの1つが、“ シラスコンクリート”です。南九州に大量に存在し、
土砂災害の元凶ともなって厄介者のイメージが強いシラスを用
いて製造するシラスコンクリートは、海洋環境や温泉環境のよう
に構造物が傷みやすい環境で用いることで、構造物の寿命が明ら
かに延びることを確認しています。また、最近ではシラスコンク
リートを用いた住宅の施工実績な
ど、建築分野での利用拡大を図っ
ています。
研究テーマ　海洋環境や温泉環境下の構造
物の長寿命化と維持管理、シラス等未利用資
源の建設材料への有効活用 等

海洋土木工学科　教授

武若 耕司
担当講義
　建設材料学
　海洋コンクリート工学
　土木技術者倫理
　Advanced Concrete Material

厄介者を資源・素材に変えて、地域の社会基盤の強靱化を図る工学部
研究室レポート

後輩に対してメッセージをどうぞ！
私は現在、東洋建設で土木施工管理の仕事
をしています。入社して1年目は東京湾で桟橋
の整備工事に、その後は外環自動車道の工
事に携わっています。就職の際は、専攻した
海洋土木工学の知識を活かしたいと思い海
上土木を強みとする当社に就職しましたが、
現在担当する工事は当社にとって過去最大となる陸上土木工事で自分の知識
不足を痛感することもあります。本線の延長だけでも1.668kmあり現場内の移動
は大変ですが、シールド工法やプレキャストの施工など様 な々施工方法を一度に
見ることができるところは、大規模な現場だからこその経験だと感じます。
入社3年目なので仕事では知識不足と感じる場面は多いですが、大学、大学院と
もにコンクリート材料の研究室だったこともあり、学生時代に得たコンクリートに関す
る知識は基礎知識として仕事に役立っていると感じます。また、海岸工学や海洋
物理と言った海洋土木工学科ならではの授業も海上土木を強みとする当社の仕
事を早く理解する上で必要だったと思います。特に東日本大震災が発生した時に
まだ学生だったので、先生方が現地調査に行った結果や津波のシミュレーション
結果、構造物が津波で受けた影響などタイムリーに聞くことができ、技術者として
構造物を造るときに何を重要視するべきなのかとても考えさせられました。
大学では初めての一人暮らしで不安に思っていた時期もありましたが、桜島や奄
美大島などの自然や風土、独自の食文化など鹿児島でしか経験できないことを
たくさん経験できました。大学は専門知識を学ぶ場ですが、鹿児島大学は専門
知識だけでなく、様 な々知識・経験を得られる場所だったと思います。

東洋建設株式会社
海洋土木工学専攻
久德 美奈（旧姓：酒井）　平成26年度修了
佐賀県立致遠館高等学校出身

後輩に対してメッセージをどうぞ！
通信インフラの保守運用に従事しています。
サーバ仮想化や運用自動化が話題となってお
り、大学で学んだ「人工知能を利用した自動化」
の考えはどの分野でも通用することを実感し
ています。また、大学で「アイデアを形にする」
経験が多くできたおかげで、会社でも自ら行
動し、業務効率化を実現できています。
私の大学での研究内容は人工知能を使って「タ
イリング可能な図形」を作る手法の開発でした。プログラムが生成す
る図形がどんどん良くなっていくことが面白くて、夢中になりました。
周囲を巻き込んでアイデアを形にしたり、教員の手厚い指導のもとで
苦手なことに向き合えたのは、鹿児島大学だからこそと思います。
プログラムが自動生成した図形に自分で絵を描いてオリジナルのタイ
リングアートを作ることが何より楽しかったです。大学広報と協力し
て意匠権を獲得し「さっつん」のクリアファイルも作りました。本学
科では、他にも音楽やスポーツに関する研究をしている人もいて、「自
分の好きなことを研究できる環境」だったと思います。
社会で通用する技術や考えを培えます。ものづくりに興味のある方は、
ぜひ受験を！

KDDI株式会社・コアネットワーク部・主任
理工学研究科 情報生体システム工学専攻
木場 仁美　平成27年度修了
大阪府立今宮高等学校出身

ここ数年の第３次人工知能ブームの主役は、ニューラルネットワーク（ＮＮ）と呼ばれる生物の神経回路を模倣した機械学習技術で
す。本学科では、生物の認知の仕組み、細胞レベル、脳の高次レベル、心理レベルなど
様 な々側面から研究を行っています。 一方で、ＮＮをはじめとする人工知能技術の工学的
な応用についても取り組んでいます。メディア情報工学研究室では、上記のＮＮや、生物の
進化過程を模倣した新しい計算方法である進化計算についての研究を行っています。こ
れらの技術を応用することで、デザインや画像処理、気象・海洋観測において、従来は解く
ことのできなかった難しい問題を解けることを明らかにしてきました。右の図は、進化計算を
用いて、規格を遵守しつつ装飾性を持たせたQRコードを生成した例です。さっつんの顔
に似たQRコードが、進化を重ねることで徐 に々形成されていきます。
研究テーマ　生物の脳の仕組みを模倣したニューラルネットワークや，生物の進化の過程を模倣した進化計算の研究

情報生体システム工学科
准教授

小野 智司

情報生体システム工学科では、工学と認知科学の両方の面から人工知能について学ぶことができます工学部
研究室レポート

本学科の教育カリキュラムでは、学生と教員が寝食を共にする海岸
測量実習など、実践教育を多く取り入れています。

教育・研究の特色
◎高等学校教諭一種免許状（理科，工業）　◎技術士　◎技術士補　◎測量士
◎測量士補　◎施工管理技士

取得可能な資格

▲シラスコンクリートを使用して温泉
環境下に建設された丸尾の滝橋

▲建築分野におけるシラスコン
クリートの適用事例（駐車場）

情報システム工学
情報処理とネットワーク

脳認知工学
知の理解と応用

生体計測工学
ヒトの状態の計測

人工知能

ロボット情報セキュリティ

脳型コンピュータ

ヒトの理解

ヒトの内的状態推定

ヒトに優しい情報システム

高次プログラミング技術

先端的情報ネットワーク

医用機器のネットワーク化

脳活動計測システム

ME信号処理

画像診断の自動化

◎高等学校教諭一種免許状（理科，情報）
◎第一種、第二種衛生管理者 ◎衛生工学衛生管理者
◎第一種、第二種作業環境測定士 ◎安全管理者 ◎基本情報技術者

取得可能な資格

教育・研究の特色
情報生体システム工学科は、「情報システム工学」、「脳認知工学」、「生
体計測工学」の3つの分野において教育および研究を行っています。

情報論理回路、計算機工学、計算機構論、情報セキュリティ、計算機
ネットワークなど、主にハード的な面から知的活動を教育します。

情報システム工学

生体計測、医用生体工学、心理物理学など生体を中心にした知的活
動を教育します。

生体計測工学

計算機応用技術、人工知能、知識工学、数理情報工学などソフト的
な面から知的活動を教育します。

脳認知工学

卒業後の進路
卒業生の半数以上は本学の大学院理工学研究科前期課程へと進学し
ます。学部卒業および大学院前期課程修了者の最近5年間の主な就職
先は次の通りです。
一般企業

◎岩崎産業 ◎エーザイ ◎NTTドコモ及びNTTG各社 ◎NEC及び
グループ（以下G）各社 ◎オムロン ◎川澄化学 ◎キヤノン ◎九州
電力 ◎九州旅客鉄道 ◎京セラおよびG各社 ◎KDDI ◎コーエー
テクモ ◎島津製作所 ◎セイコーエプソン ◎ソフトバンク ◎デン
ソーテクノ ◎東芝及びG各社 ◎凸版印刷 ◎トヨタ自動車及びG各
社 ◎トヨタ車体研究所 ◎南国システムサービス ◎日立メディコ ◎
日立アロカメディカル及び日立G各社 ◎ファナック ◎富士通 ◎富
士通鹿児島インフォネット及びG各社 ◎富士電機 ◎三菱電機 ◎三
菱自動車 ◎三菱重工及びG各社 ◎南日本情報処理センター ◎村
田製作所 ◎安川電機 ◎ヤフー ◎リコー及びリコーITソリューショ
ンズ等G各社

公務員など
◎鹿児島県庁 ◎鹿児島市役所 ◎北九州市役所 ◎熊本国税局
◎福岡県警察 ◎大分県警察 ◎名古屋市消防局
◎国土交通省九州運輸局

1年次

2年次

3年次

4年次

共通教育科目（外国語含む）、基礎教育科目および海洋土木工学への
導入科目を受けます。

土木工学の専門コア科目（構造・土質・水理・材料など）およびこれらの
演習、実験、実習を受けます。

海洋環境に関する専門コア科目（海洋物理・沿岸環境など）および海洋
土木工学の応用科目（構造解析・土木環境計画・コンクリート構造設計・
海岸環境）とこれらの演習、実験、実習を受けます。

本学科は環境システム工学分野と建設システム工学分野からなってい
ます。4年次になると、希望する分野の研究室に配属され、興味あるテ
ーマで卒業研究を行います。

環境システム工学分野
海洋の物理現象の解明、利用と開発、
環境保全、防災に重点を置いた教育・研
究を行います。
◎津波・高潮に対する沿岸域の防災
◎流域水循環と河川防災
◎海岸域・沿岸域の環境問題
◎海流発電の適地マッピング
◎大気－海洋相互作用
◎浅海域における波浪変形
◎沿岸域での富栄養化問題
◎沿岸域での凝集性懸濁物質動態

建設システム工学分野
海洋環境での構造物建設等に関する
設計・施工・補修に重点を置いた教育・研
究を行います。
◎土木構造物の動的応答解析
◎地盤－基礎系の動的相互作用
◎新材料の開発利用
◎土木構造物の耐久設計と維持管理
◎点検診断技術の高度化
◎鋼の腐食・防食
◎軟弱地盤の変形・破壊の予測
◎土砂災害の発生機構と危険度予測

卒業後の進路
卒業生の約1/3が鹿児島大学大学院へ進学し、より専門的な知識と高度な技
術を身に着けています。大学院修了者を含む主な就職先は次のとおりです。

◎大成建設　◎大林組　◎五洋建設
◎安藤・ハザマ　◎前田建設工業
◎東亜建設工業　◎奥村組
◎東洋建設　◎ピーエス三菱
◎オリエンタル白石　◎不動テトラ
◎植村組　◎南生建設　◎渡辺組
◎コーアツ工業　など

◎パシフィックコンサルタンツ
◎建設技術研究所
◎オリエンタルコンサルタンツ
◎長大　◎エコー　◎東京久栄
◎鹿児島土木設計　◎大進　など

建設会社
◎国土交通省　◎農林水産省
◎鹿児島県　◎熊本県　◎福岡県
◎鹿児島市　◎熊本市　◎福岡市
◎東京都特別区　◎横浜市　など

◎JR九州　◎JR東日本
◎JR西日本　◎西日本鉄道
◎西日本高速道路　◎太平洋セメント
◎住友大阪セメント　◎JX金属
◎ナカボーテック　◎インフラテック
◎鹿児島大学　◎九州大学
◎福岡大学　◎東北大学
◎東京理科大学　など

官公庁

その他

建設コンサルタント

▲津波発生実験の様子 ▲海洋暴露試験場

▲現場見学会（1年次） ▲海岸測量実習（3年次）

卒業生の声
卒業生の声



海洋土木工学科
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土木工学に海洋工学が加わった学際的分野。「海を活かす」のはあなたです

情報生体システム工学科
高度な情報福祉社会の実現を目指す新しい学科です
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主な
学びの分野 土木工学、海洋工学

主な
学びの分野

ハードウェア、ソフトウエア、アルゴリズム、ネットワーク
データベース、信号処理、画像処理、情報セキュリティ
人工知能、脳科学、視覚情報処理、医用生体工学 

本学科の特色は、土木工学に海洋学を融合した学際的な工学の一分野である海洋土木工学を取り扱い、全国の大学
法人の中では鹿児島大学にしかないユニークな学科という点です。陸上のみならず海洋環境にも深い理解を持ち、
これらの環境に対応する土木工学に関する知識と判断を有する人材を輩出しています。また、学部４年に大学院(前期
２年、後期３年)を加えた教育によって、最新の海洋土木工学の技術や知識を有する高度技術者・研究者の育成を目指
しています。

情報生体システム工学科の目的は、情報システム工学、脳認知工
学、ならびに、生体計測工学に関連する知識を総合的に理解し、ま
た、これらの知識を生かして創造力を発揮し、将来のグローバル社
会の発展に寄与する先端技術の研究開発に対応できる人材を育成
することです。

現代社会において人々が社会生活を送るためには、橋やトンネル
などの構造物が常に安全であることが重要であり、地震や津波な
どにも耐え、長持ちする構造物を建設し、維持していくことは、土

木工学の重要な使命の 1 つで
す。私たちの研究室では、海水
や波浪の影響を受けて劣化が
進み易い海洋環境において
も、構造物が健全な状態を維
持していくために必要な技術
を研究・開発しています。そ
の中で本研究室が開発したも

のの1つが、“ シラスコンクリート”です。南九州に大量に存在し、
土砂災害の元凶ともなって厄介者のイメージが強いシラスを用
いて製造するシラスコンクリートは、海洋環境や温泉環境のよう
に構造物が傷みやすい環境で用いることで、構造物の寿命が明ら
かに延びることを確認しています。また、最近ではシラスコンク
リートを用いた住宅の施工実績な
ど、建築分野での利用拡大を図っ
ています。
研究テーマ　海洋環境や温泉環境下の構造
物の長寿命化と維持管理、シラス等未利用資
源の建設材料への有効活用 等

海洋土木工学科　教授

武若 耕司
担当講義
　建設材料学
　海洋コンクリート工学
　土木技術者倫理
　Advanced Concrete Material

厄介者を資源・素材に変えて、地域の社会基盤の強靱化を図る工学部
研究室レポート

後輩に対してメッセージをどうぞ！
私は現在、東洋建設で土木施工管理の仕事
をしています。入社して1年目は東京湾で桟橋
の整備工事に、その後は外環自動車道の工
事に携わっています。就職の際は、専攻した
海洋土木工学の知識を活かしたいと思い海
上土木を強みとする当社に就職しましたが、
現在担当する工事は当社にとって過去最大となる陸上土木工事で自分の知識
不足を痛感することもあります。本線の延長だけでも1.668kmあり現場内の移動
は大変ですが、シールド工法やプレキャストの施工など様 な々施工方法を一度に
見ることができるところは、大規模な現場だからこその経験だと感じます。
入社3年目なので仕事では知識不足と感じる場面は多いですが、大学、大学院と
もにコンクリート材料の研究室だったこともあり、学生時代に得たコンクリートに関す
る知識は基礎知識として仕事に役立っていると感じます。また、海岸工学や海洋
物理と言った海洋土木工学科ならではの授業も海上土木を強みとする当社の仕
事を早く理解する上で必要だったと思います。特に東日本大震災が発生した時に
まだ学生だったので、先生方が現地調査に行った結果や津波のシミュレーション
結果、構造物が津波で受けた影響などタイムリーに聞くことができ、技術者として
構造物を造るときに何を重要視するべきなのかとても考えさせられました。
大学では初めての一人暮らしで不安に思っていた時期もありましたが、桜島や奄
美大島などの自然や風土、独自の食文化など鹿児島でしか経験できないことを
たくさん経験できました。大学は専門知識を学ぶ場ですが、鹿児島大学は専門
知識だけでなく、様 な々知識・経験を得られる場所だったと思います。

東洋建設株式会社
海洋土木工学専攻
久德 美奈（旧姓：酒井）　平成26年度修了
佐賀県立致遠館高等学校出身

後輩に対してメッセージをどうぞ！
通信インフラの保守運用に従事しています。
サーバ仮想化や運用自動化が話題となってお
り、大学で学んだ「人工知能を利用した自動化」
の考えはどの分野でも通用することを実感し
ています。また、大学で「アイデアを形にする」
経験が多くできたおかげで、会社でも自ら行
動し、業務効率化を実現できています。
私の大学での研究内容は人工知能を使って「タ
イリング可能な図形」を作る手法の開発でした。プログラムが生成す
る図形がどんどん良くなっていくことが面白くて、夢中になりました。
周囲を巻き込んでアイデアを形にしたり、教員の手厚い指導のもとで
苦手なことに向き合えたのは、鹿児島大学だからこそと思います。
プログラムが自動生成した図形に自分で絵を描いてオリジナルのタイ
リングアートを作ることが何より楽しかったです。大学広報と協力し
て意匠権を獲得し「さっつん」のクリアファイルも作りました。本学
科では、他にも音楽やスポーツに関する研究をしている人もいて、「自
分の好きなことを研究できる環境」だったと思います。
社会で通用する技術や考えを培えます。ものづくりに興味のある方は、
ぜひ受験を！

KDDI株式会社・コアネットワーク部・主任
理工学研究科 情報生体システム工学専攻
木場 仁美　平成27年度修了
大阪府立今宮高等学校出身

ここ数年の第３次人工知能ブームの主役は、ニューラルネットワーク（ＮＮ）と呼ばれる生物の神経回路を模倣した機械学習技術で
す。本学科では、生物の認知の仕組み、細胞レベル、脳の高次レベル、心理レベルなど
様 な々側面から研究を行っています。 一方で、ＮＮをはじめとする人工知能技術の工学的
な応用についても取り組んでいます。メディア情報工学研究室では、上記のＮＮや、生物の
進化過程を模倣した新しい計算方法である進化計算についての研究を行っています。こ
れらの技術を応用することで、デザインや画像処理、気象・海洋観測において、従来は解く
ことのできなかった難しい問題を解けることを明らかにしてきました。右の図は、進化計算を
用いて、規格を遵守しつつ装飾性を持たせたQRコードを生成した例です。さっつんの顔
に似たQRコードが、進化を重ねることで徐 に々形成されていきます。
研究テーマ　生物の脳の仕組みを模倣したニューラルネットワークや，生物の進化の過程を模倣した進化計算の研究

情報生体システム工学科
准教授

小野 智司

情報生体システム工学科では、工学と認知科学の両方の面から人工知能について学ぶことができます工学部
研究室レポート

本学科の教育カリキュラムでは、学生と教員が寝食を共にする海岸
測量実習など、実践教育を多く取り入れています。

教育・研究の特色
◎高等学校教諭一種免許状（理科，工業）　◎技術士　◎技術士補　◎測量士
◎測量士補　◎施工管理技士

取得可能な資格

▲シラスコンクリートを使用して温泉
環境下に建設された丸尾の滝橋

▲建築分野におけるシラスコン
クリートの適用事例（駐車場）

情報システム工学
情報処理とネットワーク

脳認知工学
知の理解と応用

生体計測工学
ヒトの状態の計測

人工知能

ロボット情報セキュリティ

脳型コンピュータ

ヒトの理解

ヒトの内的状態推定

ヒトに優しい情報システム

高次プログラミング技術

先端的情報ネットワーク

医用機器のネットワーク化

脳活動計測システム

ME信号処理

画像診断の自動化

◎高等学校教諭一種免許状（理科，情報）
◎第一種、第二種衛生管理者 ◎衛生工学衛生管理者
◎第一種、第二種作業環境測定士 ◎安全管理者 ◎基本情報技術者

取得可能な資格

教育・研究の特色
情報生体システム工学科は、「情報システム工学」、「脳認知工学」、「生
体計測工学」の3つの分野において教育および研究を行っています。

情報論理回路、計算機工学、計算機構論、情報セキュリティ、計算機
ネットワークなど、主にハード的な面から知的活動を教育します。

情報システム工学

生体計測、医用生体工学、心理物理学など生体を中心にした知的活
動を教育します。

生体計測工学

計算機応用技術、人工知能、知識工学、数理情報工学などソフト的
な面から知的活動を教育します。

脳認知工学

卒業後の進路
卒業生の半数以上は本学の大学院理工学研究科前期課程へと進学し
ます。学部卒業および大学院前期課程修了者の最近5年間の主な就職
先は次の通りです。
一般企業

◎岩崎産業 ◎エーザイ ◎NTTドコモ及びNTTG各社 ◎NEC及び
グループ（以下G）各社 ◎オムロン ◎川澄化学 ◎キヤノン ◎九州
電力 ◎九州旅客鉄道 ◎京セラおよびG各社 ◎KDDI ◎コーエー
テクモ ◎島津製作所 ◎セイコーエプソン ◎ソフトバンク ◎デン
ソーテクノ ◎東芝及びG各社 ◎凸版印刷 ◎トヨタ自動車及びG各
社 ◎トヨタ車体研究所 ◎南国システムサービス ◎日立メディコ ◎
日立アロカメディカル及び日立G各社 ◎ファナック ◎富士通 ◎富
士通鹿児島インフォネット及びG各社 ◎富士電機 ◎三菱電機 ◎三
菱自動車 ◎三菱重工及びG各社 ◎南日本情報処理センター ◎村
田製作所 ◎安川電機 ◎ヤフー ◎リコー及びリコーITソリューショ
ンズ等G各社

公務員など
◎鹿児島県庁 ◎鹿児島市役所 ◎北九州市役所 ◎熊本国税局
◎福岡県警察 ◎大分県警察 ◎名古屋市消防局
◎国土交通省九州運輸局

1年次

2年次

3年次

4年次

共通教育科目（外国語含む）、基礎教育科目および海洋土木工学への
導入科目を受けます。

土木工学の専門コア科目（構造・土質・水理・材料など）およびこれらの
演習、実験、実習を受けます。

海洋環境に関する専門コア科目（海洋物理・沿岸環境など）および海洋
土木工学の応用科目（構造解析・土木環境計画・コンクリート構造設計・
海岸環境）とこれらの演習、実験、実習を受けます。

本学科は環境システム工学分野と建設システム工学分野からなってい
ます。4年次になると、希望する分野の研究室に配属され、興味あるテ
ーマで卒業研究を行います。

環境システム工学分野
海洋の物理現象の解明、利用と開発、
環境保全、防災に重点を置いた教育・研
究を行います。
◎津波・高潮に対する沿岸域の防災
◎流域水循環と河川防災
◎海岸域・沿岸域の環境問題
◎海流発電の適地マッピング
◎大気－海洋相互作用
◎浅海域における波浪変形
◎沿岸域での富栄養化問題
◎沿岸域での凝集性懸濁物質動態

建設システム工学分野
海洋環境での構造物建設等に関する
設計・施工・補修に重点を置いた教育・研
究を行います。
◎土木構造物の動的応答解析
◎地盤－基礎系の動的相互作用
◎新材料の開発利用
◎土木構造物の耐久設計と維持管理
◎点検診断技術の高度化
◎鋼の腐食・防食
◎軟弱地盤の変形・破壊の予測
◎土砂災害の発生機構と危険度予測

卒業後の進路
卒業生の約1/3が鹿児島大学大学院へ進学し、より専門的な知識と高度な技
術を身に着けています。大学院修了者を含む主な就職先は次のとおりです。

◎大成建設　◎大林組　◎五洋建設
◎安藤・ハザマ　◎前田建設工業
◎東亜建設工業　◎奥村組
◎東洋建設　◎ピーエス三菱
◎オリエンタル白石　◎不動テトラ
◎植村組　◎南生建設　◎渡辺組
◎コーアツ工業　など

◎パシフィックコンサルタンツ
◎建設技術研究所
◎オリエンタルコンサルタンツ
◎長大　◎エコー　◎東京久栄
◎鹿児島土木設計　◎大進　など

建設会社
◎国土交通省　◎農林水産省
◎鹿児島県　◎熊本県　◎福岡県
◎鹿児島市　◎熊本市　◎福岡市
◎東京都特別区　◎横浜市　など

◎JR九州　◎JR東日本
◎JR西日本　◎西日本鉄道
◎西日本高速道路　◎太平洋セメント
◎住友大阪セメント　◎JX金属
◎ナカボーテック　◎インフラテック
◎鹿児島大学　◎九州大学
◎福岡大学　◎東北大学
◎東京理科大学　など

官公庁

その他

建設コンサルタント

▲津波発生実験の様子 ▲海洋暴露試験場

▲現場見学会（1年次） ▲海岸測量実習（3年次）

卒業生の声
卒業生の声
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農と環境・食と健康・動物達への関心と興味が君を育てます

農学部ウェブサイト

農学部

卒業後は鹿児島県の田舎で農
業を中心とした仕事をしたいと
考えています。田舎には都会に
は無い魅力が多くあり、私は田
舎での暮らしに自分の幸せや
心の豊かさを感じています。現
在、農山漁村は高齢化の問題
が深刻で地域ごとの伝統や文
化なども失われつつあります。
そのような財産を後世に継承
していくことが私の夢です。

秋丸 博幸
農学部　農林環境科学科　3年
鹿児島県出身　伊集院高等学校卒業

卒業後の夢について
教えてください。

私は「食べること」が好きで、自分が口にしている食品が
どのような機能性を持っているのか興味を持ち、この学
科を選びました。現在所属している研究室では、食品の
機能性成分による抗ガン作用の研究も行っており、自分
の好きな「食」に対する視野が広がっていくのを実感し
ています。

茶薗 加奈子
農学部　生物資源化学科　4年
宮崎県出身　都城泉ヶ丘高等学校卒業

あなたが本学科を選んだ理由は？ 大学では、たくさんの講義の中から自分の好
きなものを受講したり、サークル活動を楽しん
だり、自分の好きなように時間を使うことがで
きます。私はいま、馬術部で大好きな馬の世話
をしながら、家畜に関する卒論研究を進めてい
ます。みなさんも好きなことに向かって、オリジ
ナルの大学生活を作り上げてください！

平野 里佳
農学部　生物生産学科　4年
滋賀県出身　米原高等学校卒業

鹿児島大学に興味を持っている
受験生に対する
アドバイスをお願いします。

主な
学びの分野

新物質や機能材料、バイオテクノロジー、分析や分子計測
医薬や医用材料、環境保全やエネルギー

化学は物質変換の学問であり、有用物質の生産や分析・評価の基礎として重要であるとともに、生命現象に関わる学問の基礎となります。本学科で
は、物理化学や有機化学などの一般化学と生命現象に関わる化学を基礎として学び、化学・生命工学・環境工学などの様々な分野の研究開発や技術
開発を担うことのできる能力を得ることを目的としています。また、世界的な視点および地域社会的な視点から、広範囲な視野と柔軟性をもって科
学技術の発展に貢献することを目指しています。

生命現象は、生体分子同士の認識と、その分子間相互作用のネットワークで成り
立っています。そのため、この相互作用を人為的に操作できれば生命現象を制御し
て、病気の治療・予防に用いることが可能になります。私たちの研究室では、細菌や
ウイルス由来のタンパク質や糖質などの生体分子を利用して、生物の機能を制御で
きる新しい分子の創生に取り組んでいます。特に、アレルギーの抑制やワクチンに
利用できる免疫調節分子、骨や皮膚の再生に利用できる再生材料など、医薬品、機能
性食品、医療材料への応用を目指しています。
研究テーマ　微生物由来の生体分子を利用した生物機能性材料の創成

化学生命工学科
教授

橋本 雅仁

求む、未来の化学者！ 化学の力で新しい材料・技術を創造して社会を豊かにしよう
工学部

研究室レポート

教育・研究の特色

後輩に対してメッセージをどうぞ！
私の現在の主な仕事は、有機合成化学を基盤とした創薬
研究です。新薬を開発する上での「種」となる化合物をデザ
インして具現化し、その化合物のポテンシャルを評価しなが
ら目指す新薬の開発に向けて日々 研究を行っています。より
良い薬の創出に向けてこれからも挑戦していきたいです。
研究職を含め、社会に出ると色 な々専門を背景に持つ人と協力して業務を
推進していきます。特に「ものづくり」をしていく上では、その分野の専門知識
に限らない多角的な視点が必須です。本学では化学・物理・生物等の幅広
い専門知識を身に付けることが出来、これが自分の強みになると思います。
本学では自分の可能性を広げることが出来ます。入学後は色々なことに挑
戦できる環境が整っており、学生生活中の遊びを含めた出会いを通じて生
涯の友人を見つけることも、思いのほか自分に向いていると思える物事に巡
り合う機会もあるかと思います。沢山のチャンスに恵まれた、充実した学生生
活を送ってみてはいかがですか？応援しています。

生化学工業（株） 創薬研究（有機合成化学）
理工学研究科化学生命 化学工学専攻
荒巻 力也　平成28年度修了
大分県立大分豊府高等学校出身

本学科は、化学・生物学分野の幅広い知識を身につけることを目的
として、基礎科目から専門科目まで段階的に学べるカリキュラムが
組まれています（下図参照）。1年次では、数学・物理・語学・人文社会
等の共通教育科目および基礎的な化学科目を学びます。2年次に
は、専門的な化学および生物学の講義が始まり、3年次になると、卒
業研究に向けて、より専門性の高い講義が開始されます。また、2、
3年次には、自ら考え、解決する能力を習得できるような実験・演習
科目も開講されます。3年前期終了時に「物質環境化学コース」と

「生体化学コース」に分かれ、コースに特化した専門分野の教育を
受けます。4年次には、卒業研究を行い、高度な専門知識・技術を身
につけて技術者・研究者としての基礎的素養を習得します。多くの
学生は大学院に進学し、さらに専門的な能力を磨きます。

当学科教員の研究分野は多岐にわたり「物質環境化学コース」で
は、機能性材料の創製、汚染物質の評価・無害化技術の開発、表面観
測・分析法の開拓等、「生体化学コース」では、ウイルスの超高感度
検出、生物機能性材料の開発、機能性バイオベース材料の創製等、
国内外の学会や学術雑誌等で高い評価を受けている研究を行って
います。

詳しくは→ 鹿児島大学化学生命工学科

1年 2年 3年 4年

共 通 教 育

卒業論文

専 門 教 育（ 共 通 ）

物質環境化学コース
3年後期より2コースに分かれる

生体化学コース

◎高等学校教諭一種免許状（理科，工業）　◎技術士補（要登録）
◎第一種、第二種衛生管理者（受験資格）　◎衛生工学衛生管理者（受験資格）
◎第一種、第二種作業環境測定士（受験資格）　◎安全管理者（期間短縮）
◎廃棄物処理施設技術管理者（期間短縮）　◎建設機械施工技士（受験資格）
◎土木施工管理技士（受験資格）　◎建築施工管理技士（受験資格）
◎電気工事施工管理技士（受験資格）　◎管工事施工管理技士（受験資格）
◎造園施工管理技士（受験資格）　◎危険物取扱者（甲種）（受験資格）
◎毒劇物取扱責任者（試験免除）

取得可能な資格

卒業後の進路

◎旭化成　◎旭有機材工業
◎オーベクス　◎川澄化学工業
◎京セラ　◎興人フィルム＆ケミカルズ
◎サツマ化工　◎日油　◎日揮触媒化成
◎日産化学工業　◎日本触媒
◎北興化学工業　◎三井ハイテック
◎三菱ケミカル　◎リンテック　など

◎上野製薬　◎栄研化学　◎大塚製薬
◎化学及血清療法研究所
◎鹿児島県薬剤師会
◎鹿児島県薬剤師会試験センター
◎クルニカルパソロジーラボラトリー
◎小林製薬　◎再春館製薬所
◎サクラファインテック　◎JCRファーマ
◎新日本科学　◎生化学工業
◎大正富山医薬品　◎ニプロ
◎日本新薬　◎日本ヒューマンメディク
◎ビオフェルミン製薬
◎メディサイエンスプラニング　など

◎えがお　◎池田糖化工業　◎大平製麺
◎熊本乳業　◎ジャパンファーム
◎テクノプロ・R&D　◎名古屋製酪
◎日研トータルソーシング　◎フジパン
◎宮崎くみあいチキンフーズ
◎明治ホールディングス　◎山野井　など

化学・繊維

製薬・医療

食品・バイオ

◎アキレス　◎アース環境サービス
◎岡野バルブ製造　◎オカモト
◎化研テック　◎鹿児島県環境技術協会
◎ガスパル九州　◎コーアガス
◎シーシーアイ　◎ゼオライト
◎日本ガス　など

◎アルバック九州　◎鹿児島トヨペット
◎ダイキン工業　◎ダイハツ工業
◎トヨタ車体研究所　◎濱田重工
◎不二熱学工業　◎不動技研工業　など

◎大分キヤノンマテリアル　◎九州商船
◎京セラドキュメントソリューションズ
◎星光　◎PMC
◎ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング
◎富士通コンポーネント　◎ボールド
◎ルネサスエレクトロニクス　◎KSK
◎鈴与シンワート　◎ソフト流通センター
◎ハイテクシステム　◎ピクオス
◎富士通鹿児島インフォネット
◎公務員　◎教職員　など

金属・材料・環境・エネルギー

機械・機器・計測技術

その他

本学科の就職先となる分野の多くは、研究者、技術者として高い専門知識が
必要となるため、卒業生の過半数が本学の化学生命・化学工学専攻へ進学し
ます。主な就職先は以下のようになります。

MAP●P68 農学部…A-5・A-8～10・A-13～21・A-26

学部の構成

農林水産学研究科
────────────────────
修士課程
○農林資源科学専攻
○食品創成科学専攻
○環境フィールド科学専攻
○水産資源科学専攻

（平成31年度設置予定）

連合農学研究科
────────────────────
博士課程
○生物生産科学専攻
○応用生命科学専攻
○農水圏資源環境科学専攻

農学部

大学院

さ
ら
な
る
研
究
と
創
造
へ

教育成果の社会への還元

農業生産科学科
豊かさを支える源、生命のたくましさ
を学ぶ
入学定員：71

応用植物科学コース
畜産科学コース
食料農業経済学コース

食料生命科学科
生物のすばらしさ、可能性を引き出す
入学定員：66

食品機能科学コース
食環境制御科学コース
焼酎発酵・微生物科学コース

農林環境科学科
自然への優しさ、人間のあり方を学ぶ
入学定員：56

森林科学コース
地域環境システム学コース

国際食料資源学特別コース
※詳細は、46ページ参照
入学定員：12

農学系サブコース

卒業生の声


