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・優れた実践力と豊かな人間性、創造性を備え、社会の多様な発展 
　に寄与できる技術者を育成する。

一、技術者として必要かつ十分な基礎力と専門技術を習得させる。

一、個性を伸長し、独創的能力の開発に努力する。

一、教養の向上に努め、良識ある国際人としての成長を期する。

一、健康の増進に努め、身体的精神的に強靭な耐久力を育成する。

一、規律ある日常生活に徹し、明朗、闊達な資性の涵養を図る。

基本理念

一、地球環境に配慮できる社会的責任感と倫理観を持った技術者(人
　　間性)

一、科学技術の進歩を的確に見通す工学的素養を持った技術者(専門
　　性)

一、調和と協調を意識して、国際的に活躍できる技術者(国際性)

一、幅広い知識を応用・統合し、豊かな発想力と実践力で問題解決
　　できる技術者(創造性)

養成すべき人材像

教育方針

Desirable Human Resources to Nurture
・Possess a sense of social responsibility and ethics and are considerate 
to the global environment (Humanity)
・Possess the technological knowledge and skills required to 
accurately foresee the progress of science and technology (Specialty)
・Place great value on harmony and cooperation and play an active 
role in the international community (Internationality)
・ Integrate broad knowledge and problem-solving skills with a rich 
sense of creativity and practicality (Creativity)

Educational Policy
・To develop the students’ basic skills and expertise in their special fields 
which will be required for them to work in the future as engineers. 
・To develop students’ personal potential and encourage their creativity.
・To develop students who are culturally enriched and internationally 
minded.
Develop students’ common sense. 
・To improve students’ health and develop their physical and mental 
endurance.
・To improve students’ daily lives so that they can lead happy and 
meaningful lives.

Basic Philosophy
・To cultivate engineers who possess excellent practical ability, rich 
humanity & creativity, and who contribute to diverse growth in 
society.

かったつ かんよう

きょうじん

基本理念、教育方針、学習・教育目標
Learning and Educat ional  object ives 

技術者に必要なデザインマインドを身に付ける。

RD:To develop students’ design skills necessary for Engineer-
ing.

1. The students will identify problems, solve problems, and 
develop their problem solving competence.

RC:To develop fundamental communication skills to work 
in a globalized society.
1. The students will understand basic dialogs and passages and 
express their own opinions about these readings.
2. The students will accurately understand and appreciate 
Japanese passages or literary works, and properly express their 
thoughts and ideas in Japanese. 

3. The students will construct easy-to-understand graphs and 
charts and thereby give clear explanations in Japanese.

1.  課題に対して自主的に問題を発見し、解決方法を探求して問題
解決能力の重要性を認識できる。

RD

国際社会で活躍するためのコミュニケーショ
ン基礎能力を身に付ける。

1.  英語による基礎的な対話や文章が理解でき、自分の意見を表現
できる。

2.  日本語の文章や言語作品を的確に理解・鑑賞でき、自分の思い
や主張を適切に日本語の談話や文章で表現できる。

3.  分かりやすい図表等を作成し、それを用いて日本語により効果
的な説明ができる。

RC

実践的能力と論理的思考能力を身に付ける。

1.  実験・調査などの経験を通してデータの解析法を学び、理論と
の比較や考察などができる。

2.  課題の背景を理解し、習得した知識を生かして適切な方法を選
んで実験・調査などを遂行し、データを解析・考察することに
より、結果を客観的に説明できる。

3.  身体・健康・スポーツに関する知識と実践力を獲得するため
に各自の能力に応じて目標を設定し、個人あるいはグループで
課題を達成できる。

RE
RE:To acquire practical and critical thinking skills.

1. The students will analyze data of their own experiments and 
research work and compare the data they acquired with theoretical 
hypotheses and discuss the differences critically.

2. The students will research the background of each task they are 
given. After the background research they will learn to select the 
most appropriate method to perform their experiment or orient 
their research. Finally, they will explain critically and objectively 
the results they received through data analysis.

3. The students will set appropriate goals according to their 
abilities and find solution to their individual or group task in 
order to gain knowledge and practicality in the field of health and 
sports.

学習･教育目標

《本科(準学士課程)》

 
《Regular Course》

Learning and Educational Objectives

多様な文化や価値観を認識できる能力を身に
付ける。

RA : To develop students’ abilities and inculcate awareness of their 
cultural heritage and its values.

1.  With an understanding of Japanese society the students will 
become more aware of their language, the traditions of their 
country and its long and rich history.
2. The students will recognize and appreciate the regional 
diversity in art and culture of Japan. 1.  人間社会の基本的な仕組みを理解し、様々な地域の言語や歴史・

伝統などの文化を多面的に認識できる。

2.  様々な地域における芸術とそれに根ざした価値観を、認識・理解
する意識を持てる。

RA

数学とその他の自然科学、及び専門分野にお
けるものづくり、環境づくりに関する基礎能
力を身に付ける。

RB : To develop students’ rudimentary abilities in Math-
ematics, Science, and their specific fields of specialization. 
Furthermore, to ensure students are aware of contemporary 
environmental issues in scientific/technological advance-
ments.
1. The students will understand the mathematical and scientific 
fundamentals necessary for a career in engineering and science.
2. The students will develop their ability to process information, 
and understand technological change with the knowledge and 
skills they have learned in their special fields. 

1.  数学とその他の自然科学に関する基礎知識を理解できる。

2.  専門分野における基礎知識・技術に基づいて情報を処理し、    
工学的現象を正しく理解できる。

RB
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基本理念、教育方針、学習・教育目標
Learning and Educat ional  object ives 

技術者に求められる基礎的なデザイン能力を身に付ける。 JD:To acquire the fundamental engineering design skills.

1. The students will learn about specific manufactured and industrial 
products already available and used which will help them design their 
final product.  The students will also understand the function, the 
comparative safety, as well as the economic feasibility of these objects in 
their designs.  Finally, the students will understand the environmental 
impact of using these products.
2. The students will understand the problems which will arise as they 
develop new products. They will learn to distinguish between new 
phenomena from old phenomena as they do their research and 
development.  From the results the students will note the differences in 
their research data and results.

JC :To acquire basic communication skills required for 
engineers who are working internationally.
1.  The students will be able to understand general topics in daily life 
and express themselves competently in English.
2. The students will be able to explain in Japanese the contents of 
English papers in their fields of specialty.

1.　構造物または製品を設計する際に、複数の技術分野についても
意識しながら、つくる目的を理解し、機能性・安全性及び経済
性に加えて、環境負荷の低減・快適性などを考慮できる。

JD

国際社会で活躍する技術者に必要なコミュニケーション基

礎能力を身に付ける。

1.　英語による日常的な内容の文章や対話を理解でき、英語によ
り自分の意見・考えを適切に表現できる。

2.　得意とする専門技術分野に関わる英語論文等の内容を日本語
で説明できる。

2.　新しく出会った課題について、自ら問題点を発見しようとす
る意識を持ち、既知の事柄と未知の事柄とを識別したうえ
で、それらを蓄積・整理できる。

3.　自分の意見・主張などを、相手を意識した規範的な表現を用
いて日本語の談話や文章で表現できる。

JC

実践的能力及び論理的思考能力を総合的に身に付ける。

1.　与えられた実験・演習課題の工学的意義を理解し、提示され
た方法を計画・実行することにより、定められた期限までに
妥当な結果を導ける。

JE

2.　数学や情報処理の知識・技術を用いて、実験または数値シミ
ュレーションの結果を統計的に処理し、その結果を評価し
て、対象としている工学的現象の成り立ち・仕組み等を理解
し、説明できる。

4.　日本語による口頭発表や討議において、自らの報告・聴衆へ
の対応・他者への質疑などを行える。

5.　正確で分かりやすいグラフや図表を、必要に応じて用意できる。

3.　技術者が経験する実務上の工学的な諸問題を認識し、それら
を具体的に示せる。

4.　自ら明確に設定した目標を達成するため、詳細な計画を立
て、それに沿って継続して努力できる。

5.　考察対象に関する見解を論理的に構築し、それに基づいた問題
解決のための仮説を立て、適切な実験・解析方法を選択できる。

3.　既成概念にとらわれない創造性豊かな発想のもと、自分の専
門分野以外の技術分野を含む課題について、多様な観点から
検討・考察し、その結果を具体的に示せる。

4.　異なる分野の人を含んだチームでの協議及び共同作業を通し
て、解決方法について複数の候補を見いだし、その中から最
も適切なものを選択できる。

3. The students will be able to discuss problems creatively from various 
viewpoints and to coherently present the results.
4. The students will be able to discover a number of potential solutions 
through cooperative team discussions among members of different 
specialties and to choose the most appropriate solutions.

3. The students will be able to express their own ideas and 
viewpoints in discourse and writing in Japanese, using clear and 
descriptive expressions.
4. The students will be able to make oral presentations or attend 
discussions in Japanese, and to respond to questions from the 
audience appropriately.
5. The students will be able to construct easy-to-understand graphs 
and figures.

JE:To acquire the practical skills necessary in an engineering 
environment and the critical thinking skills required in profes-
sional environments.
1. The students will learn to understand the technological signifi-
cance of the assigned experiments and exercises. They will learn 
to produce the appropriate outcome before the deadline by 
pursuing and establishing the required methods. 

2. The students will develop statistical methods and data analyses to 
analyze their experiments and simulations.
3. The students will become aware of practical technological 
problems that engineers experience and to become able to present 
them concretely.
4. The students will learn to make specific, detailed plans to achieve 
their research goals.
5. The students will learn to discuss their views in professional 
discussions coherently. Further they will learn to recommend 
solutions from their experimental and analytical results. 

JA:To develop cultural sensitivity, respect differences in 
cultural values, and develop a global perspective.
1. The students will learn to appreciate the multicultural diversity of 
the world and develop their own inherent sensitivities and values. 

JB :To develop the skills required to collaborate with various 
technological fields during a project. Our intention is that students 
will develop these skills while learning mathematics, information 
processing and manufacturing skills.
1. The students will have sufficient knowledge of mathematics and 
other sciences to solve engineering problems. 
2. The students will have the sufficient knowledge of information 
processing necessary to help them to understand and solve engineer-
ing problems.

2. The students will learn to understand the impact of human 
activities and civilization on the earth’s environment with a view to 
building a sustainable global society.

地球的視点から多様な文化や価値観を認識でき

る能力を身に付ける。

1.　異なる地域に属する人々がもつ文化や、それに根ざした価値
観などを多面的に認識できる。

2.　持続可能な地球社会を構築するという目的意識のもと、種々
の分野における人間の活動や文明が地球環境に与える影響
について理解できる。

JA

数学とその他の自然科学、情報処理、及び異なる技

術分野を含む問題にも対処できる、ものづくり・環

境づくりに関する能力を身に付ける。

1.  工学的諸問題に対処する際に必要な、数学とその他の自然科
学に関する知識を理解できる。

2.  工学的諸問題に対処する際に必要な、情報処理に関する基礎
知識を理解できる。

JB

3.　技術者が社会に対して負うべき責任を明確に自覚したうえ
で、工学に関する学術団体が規定している倫理綱領を理解し、
説明できる。

3.  得意とする専門技術分野を持つことに加え、他の技術分野を
積極的に吸収して、持続可能な社会の構築を意識したものづ
くりのプロセスに対応できる。

《専攻科》「環境生産システム工学」プログラム

3. The students will learn to clearly understand the social responsibility that 
engineers will have to acknowledge and to fully understand the code of 
ethics specified by engineering organizations.

3. The students will become aware of the impact of their roles as engineers in 
society and be able to extend their academic interests besides their special 
field of engineering to cope with the manufacturing process, fully aware of 
building a sustainable society.

《Advanced Engineer ing Course》
Multidisciplinary  Engineering Program accredited by JABEE



《本科》

ディプロマ・ポリシー

The National Institute of Technology, Fukui College (NIT, Fukui College) 
educational program aims to produce qualified engineers who:
・Possess a sense of social responsibility and ethics and are considerate to the 
global environment (Humanity)
・Possess the technological knowledge and skills required to accurately foresee 
the progress of science and technology (Specialty)
・Place great value on harmony and cooperation and play an active role in the 
international community (Internationality)
・Integrate broad knowledge and problem-solving skills with a rich sense of 
creativity and practicality (Creativity)
In order to accomplish these goals, we have established certain learning and 
educational objectives as described below. These objectives are achieved by 
acquiring the specified skills as well as by earning all the credits that the 
curriculum requires (please refer to the curriculum of each department for 
details). Upon fulfilling these requirements, we accredit the completion of the 
program at NIT, Fukui College, thus conferring a student an Associate Degree in 
Engineering.

Learning and Educational Objectives (Regular Course)
RA: To develop students’ abilities and inculcate awareness of their cultural 
heritage and its values.
RB: To develop students’ rudimentary abilities in Mathematics, Science, and their 
specific fields of specialization. Furthermore, to ensure students are aware of 
contemporary environmental issues in scientific/technological advancements.
RC: To develop fundamental communication skills to work in a globalized 
society.
RD: To develop students’ design skills necessary for Engineering.
RE: To acquire practical and critical thinking skills.

Department of Mechanical Engineering
We expect the students of our department to acquire fundamental mechanical 
engineering skills/knowledge, learning to think logically and critically so that 
they are constantly prepared for innovative technology in today’s information-
intensive society.

Department of Electrical and Electronic Engineering
We intend to equip the students of our department with electrical engineering 
skills, sophisticate their creativity, and exercise communication skills, assuring 
their profound mastery of various applied fields in electrical and electronic 
engineering.

Department of Electronics and Information Engineering
We intend to equip the students of our department with basic academic skills, 
applied skills responsive to a changing society, practical expertise, and creativity 
to be an information technology engineer who can respond to the needs of our 
current information-intensive society through various software, computer 
networking, and computerized control technology fields.

Department of Chemistry and Biology

We intend that the students of our department acquire fundamental and 
practical expertise in the field of either Material Engineering or Bioengineering 
in order to be a qualified chemical engineer equipped with reasoning skills and 
creativity.

Department of Civil Engineering
We aim that students of our department acquire basic academic skills as 
architectural engineers, applying skills responsively to a variety of fields in civil 
engineering, gaining practical expertise, and creativity in order to contribute to 
the building of a sustainable society.

機械工学科 

機械工学科では、次の内容を教育目標として加えています。

ものづくりのための基礎的知識や技術を身に付けた創造性

豊かな機械技術者となるために、機械技術者として必要な基

礎学力、技術革新・高度情報化社会に対応できる能力、実践

的能力および論理的思考能力を身に付ける。

電気電子工学科 

電気電子工学科では、次の内容を教育目標として加えています。

ものづくりのための基礎的知識や技術を身に付けた創造性豊

かな電気電子技術者となるために、電気電子技術者に必要な専

門的かつ総合的な基礎力、幅広い専門分野に適応できる応用

力、独創力およびコミュニケーション能力を身に付ける。

DIPLOMA POLICY (REGULAR COURSE)DIPLOMA POLICY (REGULAR COURSE)
福井高専は、次に掲げる人材を養成することを目的として

います。

一、地球環境に配慮できる社会的責任感と倫理観を持った

技術者 ( 人間性 )

一、科学技術の進歩を的確に見通す工学的素養を持った技

術者 ( 専門性 )

一、調和と協調を意識して、国際的に活躍できる技術者 ( 国

際性 )

一、幅広い知識を応用・統合し、豊かな発想力と実践力で

問題解決できる技術者 ( 創造性 )

この目的を達成するために、卒業時点 において学生が身に

付けるべき能力（学習教育目標）を下記のように定めてい

ます。これら能力の獲得と 本校各学科のカリキュラムに規

定する所定単位（各学科のカリキュラム表を参照してくだ

さい。） の修得をもって、人材像の達成とみなし、福井高専

の卒業を認定し、準学士（工学）と称することを認めます。

電子情報工学科 

電子情報工学科では、次の内容を教育目標として加えています。

情報化社会の基盤となるソフトウェア技術、コンピュータネット

ワーク技術及びコンピュータ制御技術で、種々の問題を解決で

きる有能な技術者となるために、次にあげる能力を養成する。

(1) 電子工学及び情報工学の技術者として必要な基礎的な学力

と能力

(2) 変化するIT 社会に対応できる応用力

(3) 実験実習や卒業研究をとおした実践的能力や創造能力

物質工学科 

物質工学科では、次の内容を教育目標として加えています。

物質工学に必要とされる材料工学あるいは生物工学の分野に

おいて、基礎的知識と技術を身に付け、論理的思考能力を備え

た実践的で創造性豊かな化学技術者を養成する。

環境都市工学科 

環境都市工学科では、上記に加えて次の内容を教育目標とし

ています。

社会資本を持続可能にする土木技術者と建築技術者となる

ために、建設技術者に必要な基礎的な学力と能力、幅広い専

門分野の理論に関する応用力、実験実習や卒業研究を通した

実践力と創造力を身に付ける。
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多様な文化や価値観を認識できる能力を身に付ける。RA
数学とその他の自然科学、及び専門分野におけるものづく

り、環境づくりに関する基礎能力を身に付ける。RB
国際社会で活躍するためのコミュニケーション基礎能力を

身に付ける。RC
技術者に必要なデザインマインドを身に付ける。RD
実践的能力と論理的思考能力を身に付ける。RE

３つのポリシー
Three Pol ic ies





Department of Electronics and Information Engineering
In accordance with the above guidelines, the Department of Electronics and Informa-
tion Engineering compiles its curriculum with the following educational guidelines 
to foster engineers competent in the fields of software, computer networking, and 
computer-control.
1. In the first year, students take Engineering Seminar I, developing their basic 　　　　
　capacity for computer-related manufacturing and information processing. 
2. In the second year, by taking Fundamental Programming, Fundamental Information
Engineering, Fundamental Electronics, Electronic & Informational Experiments I, 
students develop their basic ability to understand Electronics and Computer Science at 
the upper secondary education level.
3. In the third year, by taking Applied Programing, Operating System, Numerical 
Computation, Computer Structure I, Fundamental Information Network, Electronic 
Circuits I, Electronic & Informational Experiments II, etc. students develop their ability to 
understand fundamental electronics and computer science knowledge such as software 
and hardware and also acquire practical skills.
4. In the fourth year, by taking Software Engineering, Information Structure, Computer 
Structure II, Electronic Circuits II, Practical Creative Engineering, Electronic & Informa-
tional Experiments III, etc. students enhance their understanding of Electronics and 
Computer Science and also acquire practical skills.
5. In the fifth year, by taking Control Engineering, Information Network, Information 
Theory, Artificial Intelligence plus Computer Architecture and Computer Simulation, 
students develop their practical and creative abilities in Electronics and Computer 
Science. Furthermore, through Electronic & Informational Experiments IV and Gradua-
tion Research, they improve their ability to collect, analyze, and organize information 
individually, eventually identifying specific problems, generating solutions, and evaluat-
ing them. 

Department of Chemistry and Biology
In accordance with the above guidelines, the Department of Chemistry and Biology 
compiles its curriculum with the following educational guidelines to foster chemical 
engineers who study Material Engineering and Biological Engineering to utilize their 
knowledge for mankind.
1. In the first year, students take Engineering Seminar I, developing their basic capacity 
for manufacturing and information processing necessary for studying Physical Engineer-
ing.
2. In the second and third years, students study Mathematics and Fundamental Science 
such as Mathematical Statistics and Fundamental Physics for Engineers I. To foster 
comprehensive skills in their specialized fields, students take Organic Chemistry I and II, 
Inorganic Chemistry I and II, Analytical Chemistry I and II, Physical Chemistry I, 
Biochemistry I, and Chemical Engineering I to understand the nature of materials and 
enhance the skills required to develop new materials through chemical and applied-
chemical methods.
3. In the fourth and fifth years, students take several common subjects such as Physical 
Chemistry, Chemical Engineering, and Biochemistry to improve their specialties, and 
Organic Synthetic Chemistry, Basic Materials Chemistry, and Life Science for expansive 
studies. Simultaneously, students select one of the following two courses: in the Material 
Engineering Course they learn how to synthesize materials and their physical property 
through Materials Chemistry and Materials Engineering and in the Biological Engineer-
ing Course they take Microbiology and Molecular Biology to become competent 
engineers in their specialized fields. 
4. Throughout the five years, students develop practical and logical thinking abilities 
through experiments in Chemistry and Biology I, II, etc. Furthermore, as a comprehen-
sive subject, they take Graduation Research in their fifth year to develop their problem-
solving abilities and presentation skills.

Department of Civil Engineering
In accordance with the above guidelines, the Department of Civil Engineering compiles 
its curriculum with the aim of nurturing civil engineers and architectural engineers who 
can build sustainable social capitals, allocating the following subjects each year along 
with Design and Drawing I, II, III, and IV and Experiments and Studies I, II, and III. 
1. In the first year, students take Engineering Seminar I, II, and III, developing their basic 
capacity for manufacturing and information processing related to building technology. 
2. In the second year, students learn introductory level building technology by taking 
Surveying, Programming, Structural Mechanics I, Materials of Construction I, and 
Architectural Planning I. 

物質工学科 

物質工学科では、上記の方針に則り、化学的視点から材料工

学あるいは生物工学を学び、化学を人の為に活かせる化学技

術者を養成するために、具体的には以下を教育方針として教

育課程を編成しています。

①１学年では、専門基礎により物質工学に必要な、ものづく

りや情報処理の基礎的な能力を育成する。

②２、３学年では、工学基礎物理や数理統計学等の数学や基

礎科学を学び、さらに幅広い専門基礎能力を育成するため

に、物質工学の基礎となる有機化学・無機化学・分析化学・

物理化学・生化学・化学工学などの物質の本質を理解し、 

応用化学及び生物化学的手法により新物質を開発する際に

必要とされる幅広い基礎能力を育成する。

③４、５学年では、専門性を深化させる科目として物理化学

や化学工学及び生化学など、発展的科目として有機合成化学

や基礎材料化学及び生命科学などを共通科目として修得し、

さらに材料工学あるいは生物工学を得意とする専門能力を

育成するために、 材料工学コースでは材料化学や材料工学

で材料の合成法や物性、生物工学コースでは化学を基礎とし

た微生物学や分子生物学などを修得して、化学的視点を基に

した、化学品・医薬品・食品等の得意とする専門分野で活躍

できる技術者を育成する。

④１～５学年を通して、実践的能力及びプレゼンテーション

能力を育成するために、物質工学実験等により実践力、論理

的思考力を育成する。さらに、総括的科目として、５年生の卒

業研究では、 問題解決能力・プレゼンテーション能力を育

成する。
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３つのポリシー
Three Pol ic ies

電子情報工学科では、上記の方針に則り、ソフトウェア、コン

ピュータネットワーク及びコンピュータ制御の分野で有能

な技術者を養成するために、具体的には以下を教育方針とし

て教育課程を編成しています。

①１学年では、専門基礎により、コンピュータに関連するも

のづくり、及び、情報処理の基礎的な能力を育成する。

②２学年では、プログラミング基礎、情報工学基礎、電子工学

基礎、実験などの科目により、コンピュータに関連する後期

中等教育レベルの電子工学および情報工学の基礎を理解す

る能力を育成する。

③３学年では、プログラミング応用、オペレーティングシス

テム、数値計算、計算機構成論Ⅰ、情報ネットワーク基礎、電

子回路Ⅰ、実験などの科目により、ソフトウェアやハードウ

ェアなどの基礎的な 電子工学及び情報工学の知識を理解す

る能力を育成するとともに、その技術を修得する。

④４学年では、ソフトウェア工学、情報構造論、計算機構成論

Ⅱ、電子回路Ⅱ、創造工学演習、実験などの科目により、ソフ

トウェアやハードウェアなどの有為な技術者として必要な

電子工学及び情報工学 の知識を理解する能力を育成すると

ともに、その技術を修得する。

⑤５学年では、制御工学、情報ネットワーク、情報理論、人工

知能の他、計算機アーキテクチャ、計算機シミュレーション

などの科目を通して、電子工学及び情報工学に携わる技術者

として必要な実践的能力及び創造能力を、 幅広く育成する。

さらに、実験、卒業研究などを通して、自ら情報を収集、分析、

整理して、具体的に、問題を発見する能力、解決方法を導出す

る能力、評価する能力を深める。

電子情報工学科 

環境都市工学科 

環境都市工学科では、上記の方針に則り、社会資本を持続可

能にする土木技術者と建築技術者を養成するために、具体的

には以下のような科目および設計製図、 実験実習を各学年に

配して学力や洞察力を段階的に高める教育課程を編成して

います。

①１学年では専門基礎Ⅰ、Ⅱ、Ⅲを修得することによって、建設

技術に関するものづくりや情報処理の基礎的な能力を育む。

②２学年では測量学、プログラミング、構造力学Ⅰ、建設材料

学Ⅰ、建築計画Ⅰを修得することによって、高等教育導入レ

ベルの建設技術に関する基礎的な能力を育む。





ADMISSION POLICY
The National Institute of Technology, Fukui College seeks those students who are 
fundamentally competent, interested in learning about product manufacturing and 
the environment, eager to create new objects in order to contribute to industrial 
development, and are proactive in discovering challenges and their solutions in 
collaboration with their colleagues. 

Department of Mechanical Engineering
This department seeks those who:
1. Are interested in mechanical systems such as automobiles, aircrafts, and robotics, 
and also are interested in research fields such as environmental, welfare, and space 
engineering
2. Want to contribute to human society by studying science and displaying their 
creativity for product manufacturing 
3. Want to obtain technical knowledge in various research fields regarding materials 
required to produce machines, energy to work them, and information to control them

Department of Electrical and Electronic Engineering
This department seeks those who:
1. Want to learn electronic and programming technologies related to robot control, 
system design, computer usage, etc.
2. Want to learn electric circuit and information and communication technologies 
that are utilized in household appliances, optical communications, etc.
3. Want to learn eco-friendly clean energy technologies that are utilized in battery 
cars and photovoltaic power generation, and additionally, want to study innovative 
material technologies

Department of Electronics and Information Engineering
This department seeks those who:
1. Are interested in computer mechanisms and programming and want to 
acquire advanced programming skills
2. Want to apply computer network and/or design computer program controlled 
intelligent robots
3. Dream of developing epoch-making IT equipment

Department of Chemistry and Biology
This department seeks those who:
1. Individuals who want to use the power of chemistry and biology to support 
people’s well-being
2. Individuals who are interested in using chemical techniques to produce useful 
substances or new materials
3. Individuals who are interested in using biofunctions (such as micro-organisms 
and gene recombination) to produce substances or cleanse environments.

Department of Civil Engineering
This department seeks those who:
1. Are interested in planning ecological communities that coexist with nature
2. Are interested in developing sustainable facilities, spaces, and cities complete 
with security and amenities
3. Are interested in designing engineering systems that prevent disasters

ADMISSION POLICY for Transferring Students
In addition to the above, the following policies apply to students transferring to 
this school’s associate baccalaureate degree program:
1.Transferring students are to have studied the foundations of mathematics and 
engineering at high school, or are recognized as having acquired the same 
academic foundations at other academic institutions.
2.Transferring students are to have a comprehensive understanding of the 
curriculum and educational goals of the department, and be willing to partici-
pate in academic activities proactively and independently.

Basic Policy for Enrollment Selection
(1) Selection by Recommendation
・Selection is made comprehensively evaluating the results of the interview, 
recommendation, essay and transcript.
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３つのポリシー
Three Pol ic ies

編入学者へのアドミッション・ポリシー

本校準学士課程への編入学者に関しては上記の他に以下の

ポリシーを設けます。

1. 高等学校において理数系または工学の基礎を習得した人、

または教育機関等において同様の学力を獲得したと認めら

れる人

2. 希望する学科の教育目標・教育課程を十分に理解し、自

主的・積極的に学業に取り組む姿勢を有する人

入学者選抜の基本方針
(1) 推薦による選抜

・推薦書、調査書、作文及び面接の結果を総合的に評価して

選抜します。

電子情報工学科 

電子情報工学科では、さらに次のような人を求めています。

１．コンピュータの構造や仕組みに興味があり、高度なプロ

グラミング技術を習得したい人

２．ネットワークを活用したり、知能ロボットを動かすプロ

グラムを作りたい人

３．未来の I T 機器の開発をやってみたい人

物質工学科 

物質工学科では、さらに次のような人を求めています。

１．化学と生物の力により人々の健やかな生活に貢献したい人

２．化学的手法を用いて有用物質や新しい材料を生み出すこ

とに興味がある人

３．微生物や遺伝子組換え技術等の生物機能を活用した物質

生産や環境浄化に興味がある人

環境都市工学科 
環境都市工学科では、さらに次のような人を求めています。

１．自然と共生したくらしを営む環境づくりに興味がある人

２．快適なくらしを共有するための建物とまちづくりに興味

がある人

３．災害から人々のくらしを守るシステムづくりに興味があ

る人

アドミッション・ポリシー

福井高専では、基礎学力が備わっていて、本校が目指すもの

づくり及び環境づくりに関する学習に興味があり、技術者と

してグローバルな視野を持って産業の発展に貢献したいと

いう気持ちを強く持ち、 そのために新しい目標に向かって

いつもチャレンジをし、仲間と共同して課題を考え解決する

能力を身に付けようと積極的に行動できる人を求めます。

機械工学科 

機械工学科では、さらに次のような人を求めています。

１．自動車、飛行機、ロボットなどの機械システムや、環境、福

祉、宇宙工学などの分野に興味がある人

２．サイエンスを学び、ものづくりに創造性を発揮して、人間

社会に貢献したい人

３．機械を創る材料、動かすエネルギー、制御する情報など幅

広い技術を身に付けたい人

電気電子工学科 

電気電子工学科では、さらに次のような人を求めています。

１．電気自動車や太陽光発電などに使われる環境にやさしい

クリーンエネルギーや新素材技術を学びたい人

２．ロボット、システム、コンピュータなどを動かすための電

子制御やプログラミング技術を学びたい人

３．情報家電や光通信などに使用する電子回路や情報通信技

術を学びたい人
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(2) Selection by Examination
・Selection is made comprehensively evaluating transcript and academic 
examination results. 
・The academic ability examination examines five subjects: science, English, 
mathematics, Japanese and general knowledge.
(3) Selection of Transfer Students
・Selection is made comprehensively evaluating transcripts, academic examina-
tion, essay and interview results.
・The academic ability examination examines three subjects: the field of study, 
mathematics and English.

《Advanced Engineering Course》
DIPLOMA POLICY
Common to Advanced Engineering Course
In the Advanced Engineering Course, we train engineers by extending their 
academic knowledge and techniques within their specialized engineering field, 
enabling them to design a sustainable society internationally in harmony with 
natural environment.

Production System Engineering Course
In the Production System Engineering Course, based on the academic/practical 
skills they have already mastered in higher professional schools such as technical 
colleges, students advance to a vast and comprehensive range of engineering-
related fields consisting of Mechanical Engineering, Electrical Engineering, and 
Information Engineering, all of which are integrated into our Production System 
Engineering Course. 
Our learning and educational objectives are described below. These objectives 
are achieved by obtaining the skills specified, earning all the credits required 
according to the curriculum, and completing our Advanced Engineering Course. 
On fulfilling these requirements, in addition to qualifying the National Institute 
for Academic Degrees and Quality Enhancement of Higher Education review, a 
student is conferred a Bachelor’s degree in Engineering.

Environment System Engineering Course
In the Environment System Engineering Course, based on the 
academic/practical skills they have mastered in higher professional schools such 
as technical colleges, students advance to a comprehensive range of 
engineering-related fields consisting of Civil Engineering, Environmental 
Engineering, Material Engineering, and Bioengineering, all of which are 
integrated into our Environment System Engineering Course. 
Our learning and educational objectives are described below. These objectives 
are achieved by obtaining the skills specified, earning all the credits required 
according to the curriculum, and completing our Advanced Engineering Course. 
On fulfilling these requirements, in addition to qualifying the National Institute 
for Academic Degrees and Quality Enhancement of Higher Education review, a 
student is conferred a Bachelor’s degree in Engineering.

Common to Advanced Engineering Course
Learning and Educational Objectives (Advanced Engineering Course)
JA: To develop cultural sensitivity, respect differences in cultural values, and 
develop a global perspective.
JB: To develop the skills required to collaborate with various technological fields 
during a project. Our intention is that students will develop these skills while 
learning mathematics, information processing and manufacturing skills.
JC: To acquire basic communication skills required for engineers who are 
working internationally.
JD: To acquire the fundamental engineering design skills.
JE: To acquire the practical skills necessary in an engineering environment and 
the critical thinking skills required in professional environments.

３つのポリシー
Three Pol ic ies

専攻科生産システム工学専攻 

専攻科生産システム工学専攻は、高等専門学校等で習得した

基礎学力の基盤の上に、機械・設計関連、システム制御関連、

電子・物性関連および情報・通信関連分野の知識を広く学び、

これらを有機的に統合した生産システムの設計並びに開発

研究等を行うことのできる創造力を持った実践的技術者と

なるような人材を育成することを目的とし、専攻科修了時点

において学生が身に付けるべき能力（学習教育目標）を下記

の通り定めます。 これらの能力の獲得と学則の定める所定

の授業科目等を履修し、基準となる単位取得をもって人材像

の達成と見なし、本校専攻科を修了した者が、大学改革支援・

学位授与機構の審査に合格することによって学位を授与し

ます。

専攻科環境システム工学専攻 

専攻科環境システム工学専攻は、高等専門学校等で習得した

基礎学力の基盤の上に、構造・材料関連、生物・化学関連、環

境・分析関連および防災・都市システム関連分野の知識を

広く学び、これらを有機的に統合した環境システムの設計並

びに開発研究等を行うことのできる創造力を持った実践的

技術者となるような人材を育成することを目的とし、専攻科

修了時点において学生が身に付けるべき能力（学習教育目

標）を下記の通り定めます。 これらの能力の獲得と学則の定

める所定の授業科目等を履修し、基準となる単位取得をもっ

て人材像の達成と見なし、本校専攻科を修了した者が、大学

改革支援・学位授与機構の審査に合格することによって学

位を授与します。

専攻科共通 

地球的視点から多様な文化や価値観を認識できる能力を身
に付ける。JA
数学とその他の自然科学、情報処理、および異なる技術分野
を含む問題にも対処できる、ものづくり・環境づくりに関す
る能力を身に付ける。

JB
国際社会で活躍する技術者に必要なコミュニケーション基
礎能力を身に付ける。JC
技術者に求められる基礎的なデザイン能力を身に付ける。JD
実践的能力および論理的思考能力を総合的に身に付ける。JE

専攻科の学生が修了時点において身に付けるべき能力
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（学習教育目標）

専攻科共通 

《専攻科》
ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）

専攻科は、得意とする専門分野を持つことに加え、関連す

る他の技術分野の知識と能力を積極的に吸収し、自然環境

との調和を図りながら持続可能な社会を有機的にデザイン

することのできる知識と能力を身に付けた、 国際社会で活

躍できる実践的技術者となるような人材を育成することを

目的にしています。

(2) 学力検査による選抜

・調査書及び学力検査の結果を総合的に評価して選抜しま

す。

・学力検査は、理科、英語、数学、国語及び社会の５教科に

よる試験とします。

(3) 編入学生の選抜

・調査書、学力検査、作文及び面接の結果を総合的に評価し

て選抜します。

・学力検査は、専門科目、数学、英語の３教科による試験と

します。
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３つのポリシー
Three Pol ic ies

CURRICULUM POLICY 
Common to Advanced Engineering Course
The aim of the Advanced Engineering Course is to produce engineers with sophisti-
cated expertise who globally lead research and development and advance technology. 
To achieve this goal we offer:
1. Liberal-arts education: Students respect diverse cultures and values and develop a 
global perspective
2. Practical communication education: Students develop basic communication skills 
(e.g., presentation skills) to play an active role in the international community
3. Project-Based Learning (PBL): Students develop the basic designing skills 
required of engineers
4. Experience-based learning program: Through experiments, exercise lessons, and 
internship, students apply their practical engineering skills and learn to think 
critically and logically

Production System Engineering Course
The aim of the Production System Engineering Course is to develop creative 
engineers who are knowledgeable in Mechanical Engineering, Electrical and 
Electronic Engineering, and Electronics and Information Engineering, to lead 
highly advanced technology. 

To achieve this goal we offer:
1. Basic subjects such as Mathematics, Natural Science, and Computer Science, to 
develop fundamental engineering knowledge and skills
2. Special subjects that enhance students’ fields of expertise
3. A two-year specialized study on Production System Engineering
4. Other subjects related to students’ specialized fields

Environment System Engineering Course
The aim of the Environment System Engineering Course is to train engineers who 
are knowledgeable in the manufacturing process of recyclable, environmentally 
friendly products, and efficient urban planning. 

To achieve this goal we offer:
1. Basic subjects such as Mathematics, Natural Science, and Computer Science, to 
develop fundamental engineering knowledge and skills 
2. Special subjects that enhance students’ fields of expertise
3. A two-year specialized study on Environment System Engineering
4. Other subjects related to students’ specialized fields

ADMISSION POLICY
The Advanced Engineering Course seeks qualified students who:
1.Are well trained in their specialized field of engineering (including fundamental 
knowledge of Mathematics) 
2.Are willing to learn and act independently 
3.Display a keen interest in manufacturing products and creating environments 
4. Understand various systems and desire to acquire creative designing abilities 
5. Aim to become engineers working internationally 
6.Aim to obtain a Bachelor’s degree in Engineering

Basic Policy for Enrollment Selection
(1) Selection by Recommendation
Selection is made evaluating the results of interviews based on the recommenda-
tion form, transcript and short essay submitted at the time of application from 
among applicants with a strong desire to enroll in the major program of this 
department, and whose character and academic performance are recognized and 
recommended by the principal of the technical school from which they are 
graduating.

専攻科生産システム工学専攻 

専攻科生産システム工学専攻は、技術の高度化、複雑化に対応

できる総合化の能力と先進技術開発のための創造性を身に付

け、 機械工学の分野､電気電子工学の分野､情報工学の分野に通

じた人材を養成します。具体的には以下の教育方針として教育

課程を編成しています。

１．専門工学の基礎として、数学、自然科学、情報関連の科目を

配置します。

２．得意とする専門工学（機械工学の分野､電気電子工学の分野､

情報工学の分野）をさらに充実させるための科目を配置します。

３．得意とする専門以外の関連する技術分野の科目も単位取得

可能な仕組みにします。

４．専門工学を修めた実践的技術者としての総合力を磨くた

め、生産システム工学特別研究を２年間行います。

カリキュラム・ポリシー

専攻科は、高専５年間の教育課程の上に、より高度な専門知

識と技術を教授し、創造的な研究開発や先端技術に対応で

き、 かつ国際的にも通用する実践的技術者を養成します。具

体的には以下の教育を実施します。

１．地球的視点から多様な文化や価値観を認識できるような

教養教育を実施します。

２．国際社会で活躍する技術者に必要なコミュニケーション

基礎能力、プレゼンテーション基礎能力を養成するための実

践的コミュニケーション教育を実施します。

３．技術者に求められるデザイン能力を養成するための PBL

教育を実施します。

４．実社会に通用する実践的能力および論理的思考能力を養

うために実験科目、演習科目、インターンシップ等の実践的

な体験型教育を実施します。

専攻科共通 

アドミッション・ポリシー

　本校専攻科では、次のような資質や意欲を持つ人を広く求
めています。
１．得意とする工学分野の基礎能力（数学的素養を含む）を身
に付けている人

２．何事にも自主的・能動的に臨む姿勢を持つ人
３．ものづくり・環境づくりに意欲のある人
４．多様なシステムを理解し、創造的にデザインする能力を
身に付けたい人

５．国際社会で活躍する実践的技術者を目指す人
６．学士（工学）の学位を取得したい人

入学者選抜の基本方針
(1) 推薦による選抜
出身高等専門学校等の長が学業成績、人物ともに優れている
と認め推薦し、本校専攻科への入学意欲が強い志願者のう
ち、出願時に提出する推薦書・調査書・小論文等に基づいた
面接の結果を評価して選抜します。

専攻科環境システム工学専攻 

専攻科環境システム工学専攻は、環境にやさしい製品や再資
源化を前提とした製品の製造プロセスの開発等、あるいは地
球環境、地域の環境を保全しつつ､自然災害に強い､ より安全
で快適な都市づくりに通じた人材を養成します。具体的には
以下の教育方針として教育課程を編成しています。
１．専門工学の基礎として、数学、自然科学、情報関連の科目
を配置します。

２．得意とする専門工学（応用化学の分野、土木工学の分野）
をさらに充実させるための科目を配置します。
３．得意とする専門以外の関連する技術分野の科目も単位取
得可能な仕組みにします。
４．専門工学を修めた実践的技術者としての総合力を磨くた
め、環境システム工学特別研究を２年間行います。

○上述した科目群に係る単位修得の認定は、定期試験、レポート、口頭 発
表など多様な方法を用いて評価します。



(2) 学力検査による選抜

本校専攻科への入学意欲がある志願者のうち、学力検査（英

語 (TOEIC スコア等による換算を含む )、数学、専門科目）、出

願時に提出する調査書・小論文等に基いた面接の結果を総

合的に評価して選抜します。

(3) 社会人特別選抜

企業等に一定以上の在職期間を有し、所属する企業等の長が

勤務成績、人物ともに優れていると認め推薦し、本校専攻科

への入学意欲が強い志願者のうち、出願時に提出する推薦

書・調査書・小論文等に基いた面接の結果を評価して選抜

します。
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(2) Selection by Examination
Selection is made comprehensively evaluating the results of interviews based on 
examination results (English (Including conversion from TOEIC score), 
mathematics and the subject of specialism), and the transcript and short essay 
submitted at the time of application from among applicants wishing to enroll in 
the major program of this department.
(3) Special Selection
For applicants with a period of employment in excess of the specified minimum, 
selection is made evaluating results of interviews based on the recommendation 
form, transcript and short essay submitted at the time of application from among 
applications with a strong desire to enroll in the major program of this school and 
who are recognized and recommended by the head of their company for their 
good character and employee performance.

３つのポリシー
Three Pol ic ies

各種評価受審
Col lege Evaluat ion

認定証

certificate

認定証

certificate

井工業高等専門学校の「環境生産システム工学」教育プログ

ラムは平成16年度に工学（融合複合・新領域）及び関連のエ

ンジニアリング分野で、JABEE認定を受けました。

福

he educational program of Production System 

Engineering of the Advanced Engineering Course of 

Fukui National College of Technology was accredited by 

the Japan Accreditation Board for Engineering Education, 

JABEE, in the field for Multi-Disciplinary Engineering in 

2004.

T

JABEE受審
JAPAN Accredi tat ion Board 
for Engineer ing Educat ion(JABEE)

井工業高等専門学校は平成24年度に大学評価・学位授与機

構による認証評価を受審し、高等専門学校の基準をすべて満

たしているとの評価を得ました。

福

ukui National College of Technology was autho-

rized as satisfactorily complying with the accredita-

tion standards of the National Institution for Academic 

Degree and University Evaluation in 2012.

F

機関別高等専門学校
認証評価受審
The Accredi tat ion(Ninsyo-hyouka) 
for  Col lege of  Technology
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N

沿 革
History in Br ief

本

昭和39年  7月  9日
12月29日

昭和40年  1月19日
　　　　   2月11日

　　　　   3月  1日
　　　　   3月31日
　　　　   4月  1日

　　　　   4月24日

　　　　   4月27日
　　　　   9月21日
昭和41年  3月26日
　　　　   4月  1日
　　　　   4月24日
　　　　   5月28日
昭和42年  3月27日
　　　　11月30日
昭和43年 4月 1日

　　　　 11月30日
昭和44年10月  8日
昭和45年  3月18日
　　　　   4月  1日
　　　　 12月  3日

昭和46年  4月  2日
昭和47年  2月20日
　　　　   4月  1日
　　　　   7月20日
昭和49年  3月11日
昭和50年11月  1日
昭和53年  3月27日

  4月  1日

　　　　11月30日
昭和54年  3月30日
　　　　   5月30日
　　　　 12月25日
昭和55年  3月20日
昭和56年  3月30日
　　　　   6月 1日
　　　　 12月25日
昭和58年  3月19日
　　　　  3月24日
昭和59年  3月29日
昭和60年10月18日
昭和61年 4月 1日

昭和63年  4月  1日
平成元年  4月  1日
平成２年  3月28日
平成３年  4月  1日
平成４年  3月30日

　　　　  4月  2日

校は、昭和40年４月１日、国立学校設置法の一部を改

正する法律（昭和40年法律第15号）により、機械工学

科、電気工学科（平成17年電気電子工学科に改称）、工業化学科

（平成７年物質工学科に改組）の３学科をもって開校され、さ

らに昭和45年に土木工学科（平成５年環境都市工学科に改

組）、昭和63年に電子情報工学科が増設されました。また、平成

10年４月１日には、専攻科（生産システム工学専攻、環境シス

テム工学専攻）が設置されました。 

ational Institute of Technology, Fukui College, 
providing mechanical engineering, electrical 
engineering and industrial chemistry courses, was 

established on April 1, 1965 under Amendment 15 of the 
National School Inauguration Law of 1965. Civil 
Engineering Course was added in 1970, and Electronics 
and Information Engineering Course in 1988. The 
Industrial Chemistry Course was reorganized into the 
Department of Chemistry and Biology in April, 1995. 
Advanced Engineering Courses (Production System 
Engineering Course and Environment System Engineering 
Course) were set up on April 1, 1998.

July          9,   1964
December  29,  1964
January  19,  1965
February   11,   1965

March      1,   1965

March    31,   1965
April        1,   1965

April       24,   1965
April      27,   1965
September  21,   1965
March     26,   1966
April       1,   1966

April      24,   1966
May         28,   1966
March  27,   1967

November  30,   1967

April        1,   1968

November 30, 1968
October    8,   1969
March     18,   1970
April         1,   1970
December     3,   1970

April        2,   1971

February   20,   1972
April        1,   1972
July         20,   1972
March      11,   1974
November    1,   1975
March      27,   1978
April          1,   1978

November  30,   1978
March     30,   1979
May        30,   1979
December 25,  1979
March    20,   1980
March      30,   1981
June          1,   1981
December 25,  1981
March    19,   1983
March    24,   1983
March    29,   1984
October 18,   1985
April       1,   1986

April          1,   1988

April        1,   1989
March      28,   1990

April          1,   1991
March      30,   1992
April          2,   1992

Inviting Committee set up.
School location decided to be in Takefu and Sabae.
Intended establishment plan officially announced.
Preparatory Committee organized with Gov. Eizo 
Kita as chairperson.
Temporary school building renovation started in 
Midori-cho, Takefu.
Renovation finished.
Foundation. Mr. Toshio Naito appointed 1 st 
president.
Opening. Enrollment 126. PTA organized.
Classes proper started.
1st-stage construction of school buildings started.
1st-stage construction of school buildings completed.
Moved into newly constructed buildings in 
Geshi-cho, Sabae. 
Foundation Memorial Day. 
School song decided on.
2nd-stage construction of school buildings 
completed.
3rd-stage construction of school buildings 
completed. Cafeteria constructed.
Administration organized general affairs and 
accounts sections.
Martial  arts  gym  and  swimming  pool constructed.
School building completion celebrated.
1st commencement.110 graduates.
Civil Engineering Course established.
Dr. Kiichi Kimura, Kyoto University Professor 
emeritus, appointed 2nd president.
Civil Engineering Course and General Education 
Faculty buildings constructed. Student 
dormitory renovation over.
Library building completed.
Student affairs section organized.
SinwakanTraining House constructed.
Computer classrooms constructed. 
10th anniversary celebrated.
Basic Nuclear Laboratory completed.
Dr. Yasuyuki Otani, Kyoto University professor 
emeritus, appointed 3rd president.
Training Center constructed.
Baseball ground lighting system completed.
Basic Nuclear Laboratory Exhibition Hall annexed.
Physical education property storage constructed.
2nd gym completed.
Physical education property storage constructed.
Students’Welfare Facilities completed.
Snow remover garage constructed.
Civil Engineering Wave Laboratory completed.
General Education Annex completed.
Central sewage facilities completed.
20th anniversary celebrated.
Dr. Yoshiji Niwa, Kyoto University Professor
emeritus, appointed  to 4th president.
Department of Electronics and Information
Engineering established.
General Data Processing Center established.
Department of Electronics and lnformation
Engineering building constructed.
Hi-Tech Education and Research Center established.
3rd Terminal Hall renovation completed.
Dr.Sigetoshi Tanaka, Kyoto University professor
emeritus, appointed 5th president.

福井工業高等専門学校誘致期成同盟会を設立
福井県鯖江市、武生市に福井工業高等専門学
校を設置することが内定
福井工業高等専門学校の設置を正式発表
福井工業高等専門学校設置促進同盟会設立
会長　福井県知事　北　栄造
武生市緑町仮校舎補修工事開始
仮校舎補修完了
国立学校設置法一部改正により、福井工業高
等専門学校設置
初代校長　内藤敏夫発令
開校式並びに第1回入学式挙行、126名の入学
を許可
教育後援会結成
授業開始
第一期工事起工式
第一期工事竣工
鯖江市下司町の新校舎へ移転
開校記念日
校歌制定
第二期工事竣工
第三期工事竣工　学生食堂竣工
事務部に部制をしき、庶務、会計の２課を
設ける
武道館、プール竣工
校舎落成記念式挙行
第１回卒業式挙行　卒業生110名
土木工学科を増設
二代校長に京都大学名誉教授　木村毅一
就任
土木工学科棟、一般教育棟、学寮増築工事竣工
図書館竣工
学生課設置
合宿研修施設「心和館」竣工
電子計算機室竣工
開校10周年記念式典挙行
原子核工学基礎実験施設竣工
三代校長に京都大学名誉教授　大谷泰之
就任
トレーニングセンター竣工
野球場夜間照明及び附属施設竣工
原子核工学基礎実験施設付設資料館竣工
体育器具庫竣工
第2体育館竣工
体育器具庫竣工
福利施設竣工
除雪車車庫竣工
土木造波実験室竣工
一般教育棟増築工事竣工
生活廃水処理施設竣工
創立20周年記念式典挙行
四代校長に京都大学名誉教授　丹羽義次
就任
電子情報工学科を増設
総合情報処理センター設置
電子情報工学科棟竣工
先進技術教育研究センター設置
教育研究用電子計算機室第3端末室増築工
事竣工
五代校長に京都大学名誉教授　田中茂利
就任
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環境・基盤グループ長

校　長

総務・企画主事

President

組 織
Organizat ion

Advisory Council
外部有識者会議

（副校長）

Risk Management Division

 Information Security Management Committee

Disaster Prevention Committee

Self-checking and Evaluation Committee

Educational System Promotion Committee

Safety and Health Committee

Staff Welfare Committee

Special Fund Operation Committee

リスク管理室

情報セキュリティ管理委員会

防災対策委員会

自己点検・評価委員会

教育システム推進委員会

安全衛生委員会

教職員厚生委員会

基金運営委員会

Management Liaison Committee

College Council

Faculty Meeting

Dean of General Affairs (Vice-President)
 

教務副主事

Vice Dean of Academic Affairs

Dean of Regional Cooperation（Presidential Adviser）
(Head of Advanced Research Center for Regional Cooperation)
 

教務主事 （副校長）
Dean of Academic Affairs (Vice-President)

学生主事 （校長補佐)
Dean of Student Affairs (Presidential Adviser)

専攻科長 （校長補佐)

Head of Advanced Engineering Course (Presidential Adviser)

機械工学科長

Head of Department of Mechanical Engineering

電気電子工学科長

Head of Department of Electorical and Electronic Engineering

電子情報工学科長

Head of Department of Electronics and Information Engineering

物質工学科長
Head of Department of Chemistry and Biology Engineering

環境都市工学科長

Head of Department of Civil Engineering

一般科目教室（自然科学系）主任

Head of Course of General Education (Science)

一般科目教室（人文社会科学系）主任

Head of Course of General Education (Liberal Arts)

図書館長

Director of Library

技術長

Chief Enginear

生産グループ長

Chief of Prduction Group

Chief of Environment and 
Infrastructure Group

地域連携テクノセンター長

Head of Advanced Research Center for Regional Cooperation

総合情報処理センター長

Head of Information Processing Center

寮務主事 （校長補佐)
Dean of Dormitory Affairs (Presidential Adviser)

地域連携主事（校長補佐）

（地域連携テクノセンター長）

運営連絡会

学校運営会議

教員会議

General Coordination and Planning Committee  

Equipment of Facilities Committee  

総務・企画委員会 
 
施設整備委員会  

Special Committee on Future Vision  

Special Committee on Public Relations and 
Third Party Evaluation

将来構想専門部会 
 
広報・外部評価専門部会

Production Group
生産グループ

Environment and Infrastructure Group
環境・基盤グループ

General Affairs and Regional Cooperation Section

Labor and Human Resources Section

総務・地域連携係

人事労務係

Finance Affairs Section

Facility Affairs Section

Facilities Section

財務係

契約係

施設係

Academic Affairs Section

Student Affairrs Section

Entrance Examination Section

Information Service Section

教務係

学生生活係

入学試験係

情報サービス係

Intellectual Property Education Committee    

    

Research Promotion Committee    

    

Animal Testing Committee    

 

Safety Committee on Recombinant DNA Technologies

Research Ethics Committee

Extension Lectures Committee

知的財産教育委員会 

研究推進委員会

動物実験委員会

遺伝子組換え実験安全委員会

研究倫理審査委員会

公開講座委員会

Student Guidance Committee 

"Seibu-Dai" Newsletter Committee 

学生委員会 

青武台だより編集委員会 

Advanced Engineering Course Committee

JABEE Committee

専攻科委員会

JABEE委員会

Library Committee

Alumni Magazine Committee

図書館運営委員会

校友会誌編集委員会

Information Processing Center Committee

Information Security Promotion Committee

総合情報処理センター運営委員会

情報セキュリティ推進委員会

Dormitory Affairs Committee

学寮運営委員会

 Head of Production System Engineering Course

生産システム工学専攻主任

 Head of Environment System Engineering Course

環境システム工学専攻主任

Advanced Research Center for Regional Cooperation Committee

地域連携テクノセンター運営委員会

Network Committee

ネットワーク委員会

Planning Promotion Division
企画推進室

Business Affairs Information Division

事務情報化推進室

教育研究支援センター長

Head of Technical Support Center

国際交流室長

Head of International Exchange Office

学生相談室長

Head of Counseling Room

キャリア支援室長

Head of Career Support Division

事務部長

Secretary General

Technical Support Center Committee

教育研究支援センター運営委員会

創造教育開発センター長

Head of Education Research and Development Center Education Research and Development Center Committee

創造教育開発センター運営委員会

Career Support Committee

キャリア支援委員会

Academic Affairs Committee 

Committee for Overseas Students 

Entrance Examination Committee 

Entrance Examination and Public Relations Committee 

Special Education Office 

教務委員会 
 
外国人留学生委員会 

入学試験委員会 

入試広報委員会 

特別支援室 

Director of 
General Affairs 
Division

学生課長

総務課長

Director of 
Student Affairs 
Division

課長補佐

Assistant Director of 
Student Affairs Division

課長補佐

Assistant Director of 
General Affairs Division

Business Affairs Information Committee

事務情報化委員会





機 械 工 学 科
ものづくりのセンスを磨く

Department of  Mechanical  Engineer ing

械工学科では、ものづくりのための基礎的知識技術を習得す

ると同時に、機械技術の高度化、多様化にも十分対応できる

広い視野と実践的で総合的な設計・開発能力を持った技術者

の養成を目指しています。

　材料力学、熱力学、流れ学、機構学、工業力学など機械工学の根幹

をなす基礎科目の学習においては、多くの演習を課して理解を深め実

際問題に適用できる解析力と応用力を養います。その上にエレクトロ

ニクス及びシステム・情報・制御に関する基礎的知識技術を習得さ

せ、技術の進歩に十分対応できる能力を育成しています。

　更に、実験・実習などの実技系科目及び総合科目の学習を通して、

ものづくりのセンスを磨き実践力、創造力を高めると同時に、基礎的

教科の知識技術を総合して機械システムにまとめ上げる総合力の養成

を図っています。

機

he main aim of this department is to 

cultivate students as developmental 

engineers who have not only fundamental 

knowledge of mechanical engineering, but 

also the broad view of things, the practical 

and synthetic ability to be capable of 

accommodating to the development of new 

technologies.

  In studying the fundamental subjects 

such as strength of materials, engineering 

thermodynamics, fluid mechanics, kine-

matics of machine, engineering dynamics 

and so on which are essential to the 

mechanical engineering, students have a 

great deal of exercise for training to culti-

vate the ability in analysis and application 

to practical problems. Besides students can 

be able to have fundamental knowledge of 

electronics, system, information and 

control to accommodate to the develop-

ment of the technologies.

  Moreover, the department puts impor-

tance on the education in practical subjects 

and synthesis of technology such as 

mechanical experiment, manufacturing 

exercise, graduation research and so on to 

cultivate the sense of manufacturing, the 

creative and synthetic ability to arrange up 

the fundamental knowledge of technology 

for mechanical systems.

T

Department of
Mechanical EngineeringM15

CNC旋盤(工作実習)

CNC Lathe Training

ロボコン大賞受賞（国技館）

Robot Contest Grand Prix

熱流動シミュレーション

Heat and Mass Transfer Simulation

水田除草ロボット(卒業研究)

Research of Weeding Robot

知能機械演習(メカトロPBL演習)

PBL Exercise for Intelligent Machine

C言語応用(制御プログラム演習)

Application of C Language 

CNC三次元測定機(工学実験)

CNC Coordinate Measurement Machine
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機械工学科
Department of  Mechanical  Engineer ing

教員 Teaching Staff
主な設備 Main Equipment
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材料学Ⅱ /Engineering MaterialsⅡ

材料科学/Materials Science

機械設計製図/Mechanical Design and Drawing

流れ学Ⅰ , Ⅱ /Fluid MechanicsⅠ , Ⅱ

流体機械/Fluid Machinery

職名
Title

氏名
Name

主な担当科目
Main Teaching Subjects

現在の主な研究題目
Main Theme of Studies

機械工作法Ⅰ , Ⅱ /Manufacturing Process� Ⅰ , Ⅱ

材科学Ⅰ /Engineering MaterialsⅠ

熱力学/Engineering Thermodynamics

伝熱工学/Heat Transmission

熱機関/Thermal Engine

材料力学/Strength of Materials

機械工学実験/Experiments in Mechanical Engineering

機械工作実習/Mechanical Technology Training

Plasma and Laser Assisted Surface 

Modification

プラズマ・レーザー利用表面改質

Data Base for Metallographic Images組織画像データベース

工業力学/Engineering Dynamics

振動工学/Mechanical Vibrations

機械工作実習/Mechanical Technology Training

Motion of Piston in Piston Pump and 

Motor
ピストンポンプの運動機構

Tribology for Oil Hydraulic Equipment油圧機器のトライボロジー

Numerical Simulation and Image 

Processing Measurements of 

Viscoelastic Fluid Flow

粘弾性流体の流れの数値解析と

画像処理計測

EHD Convection Induced by DC 

Electric Field
直流電場によって発生するEHD対流

Visualization and Numerical Analysis 

of Heat Transfer in Fluid
液体中の熱伝達の可視化と数値解析

Combined Forming Process of Sheet 

Metal

金属薄板の複合加工

機械工作実習/Mechanical Technology Training

知能機械演習/Exercise Program for Intelligent Machine

Cutting Characteristis of Nanotextured 

Tool in End Milling

ナノ構造付与切削工具の加工特性

機械設計法/Machine Design

機構学/Kinematics of Machine

機械製図/Mechanical Drawing

Behavior of Yarm in Two Spindles 

Type Disk Friction Twisting

2軸型ディスクフリクション仮燃に

おける糸の挙動

Tribo-film Formation摩擦を利用した表面膜

Wear of Fine Grained Materials微細結晶粒材料の摩耗

室名
Room

主な設備
Main Equipment

機械工学実験室６
Mechanical Engineering Laboratory 6

機械工学実験室４
Mechanical Engineering Laboratory 4

機械工学実験室２
Mechanical Engineering Laboratory 2

機械実習工場
Machine Training Factory

機械工学実験室３
Mechanical Engineering Laboratory 3

油圧式万能試験機 Hydraulic Type Universal Testing Machine

水力学総合実験装置 Hydro Dynamic Total Testing System

デジタルマイクロスコープ Digital Microscope

切削動力測定装置 Cutting Power Measurement Apparatus

NCマシニングセンタ
NC旋盤

NC Machining Center
NC Lathe

創成教育ラボ2
Creation Laboratory2

CNC三次元測定機

CNC歯車試験機

表面粗さ試験機

超微小押し込み硬さ試験機

CNC Coordinate Measuring Machines

CNC Gear Measuring System

Surface Profilers

Nano Indentation Tester

卒研アトリエ1
Graduation Research Atelier1

ファイバレーザー加工機 1.5kW Peak Power Fiber Laser

安 丸 尚 樹
YASUMARU,Naok i

0778-62-8254

田中嘉津彦
TANAKA,Kazuh iko

0778-62-8249

加 藤 寛 敬
KATO,H i rotaka

0778-62-8252

藤 田 克 志
FUJITA,Katsush i

0778-62-8248

芳 賀 正 和
HAGA,Masakazu

0778-62-8255

村 中 貴 幸
MURANAKA,Takayuk i

0778-62-8253

千 徳 英 介
SENTOKU,E isuke

0778-62-8250

金 田 直 人
KANEDA,Naoto

0778-62-8251

嘱託教授
F i x e d - t e r m
P r o f e s s o r
理 学 博 士
D . S c .

教 授
P r o f e s s o r
博 士 ( 工 学 )
D . E n g .

教 授
P r o f e s s o r
博 士 ( 工 学 )
D . E n g .

教 授
P r o f e s s o r
P h . D .

教 授
P r o f e s s o r
博 士 ( 工 学 )
D . E n g .

教 授
P r o f e s s o r
博 士 ( 工 学 )
D . E n g .

自動制御/Genetic Engineering

メカトロニクス実習 / Mechatronics Training

C言語 / C Language

Field Roboticsフィールドロボットの開発

Modeling and Control of the System 

subjected to Random Disturbance

不規則外乱が加わる系のモデル化と

制御

亀山建太郎
KAMEYAMA,Kentaro

0778-62-8315

准 教 授
A s s o c i a t e
P r o f e s s o r
博 士 ( 工 学 )
D . E n g .

准 教 授
A s s o c i a t e
P r o f e s s o r
博 士 ( 工 学 )
D . E n g .

講 師
L e c t u r e r
博 士 ( 工 学 )
D . E n g .
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ライントレースマシン

Line Trace Machine

サッカーロボット演習

Exercises in Soccer Robot

コンピュータシミュレーション

Computer Simulation

太陽電池システムの設計製作

Design and Production of Photovoltaic Energy System

電気電子工学科
創 造 性 と 先 端 技 術 を 学 ぶ

Department of  
Electr ical  and Electronic Engineer ing

気電子工学科は、先端技術の知識を有し、創造性

に富む電気・電子技術者の育成を目的としています。

このため、低学年では、数学、物理、電気磁気学、電気回路、情

報処理等電気工学の基礎理論をしっかり身に付け、高学年では、

通信エレクトロ二クス、情報、制御、光・電子デバイス、エネルギ

ーの各分野の技術を必修、選択を通して習得します。更に実験、

卒業研究によって、電気・電子に関する応用技術を習得し、かつ

これらの先端技術を学びます。

電

he Department of Electrical and 

Electronic Engineering aims at 

bringing up creative electrical and electro-

nic engineers who are equipped with a 

professional knowledge for the advanced 

technology. The lower graders study the 

basic theory of electrical engineering 

including mathematics, physics, electro-

magnetics, electrical circuits and informa-

tion processing. The upper graders acquire 

technology in each field of communication 

&electronics, information&control, optics 

&electronic devices and energy as required 

or elective subjects. In addition, applied 

technology of electricity and electronics is 

learned in experiments and the graduation 

research. Besides, the students are sched-

uled to be obtained knowledge of 

advanced technologies.

T

　Department of  
Electrical and Electronic EngineeringE







子情報工学科では、社会の基盤となるコンピュータ技術、

情報通信技術、ロボットに代表される制御技術の分野で、

コンピュータを自由に駆使して種々の問題を解決する能力のある

エンジニアの養成を目指しています。

　低学年では、コンピュータを操作しながら情報工学の基礎、電

気・電子工学の基礎を学び、高学年では、情報理論、情報数学、

情報構造論、ソフトウェア工学などとともに制御工学、通信シス

テム、情報ネットワークなどの高度な専門科目を学びます。また、

実験実習、卒業研究によって実践的な能力を身に付けるとともに、

深い洞察力と創造力を養います。

電
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BYODを導入した授業

Class that introduced BYOD
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電子情報工学科
Department of  Electronics and Informat ion Engineer ing

教員 Teaching Staff
主な設備 Main Equipment

職名
Title

氏名
Name

主な担当科目
Main Teaching Subjects

現在の主な研究題目
Main Theme of Studies

Embedded System Design組込みシステム設計

Chaos in Nonlinear Dynamical Systems非線形力学系におけるカオス

Computer Simulation on Traffic Flow交通流の計算機シミュレーション

Numerical Analysis of Particle Models

Simulation of quantum computer

Simulation of Multibody Problem

素粒子モデルの数値解析

量子コンピュータのシミュレーショ

ン

多体問題シミュレーション

Blockchain applications

Voice recognition application

Network security

ブロックチェーン

音声認識プログラミング応用

ネットワークセキュリティ

Emergency Information System緊急連絡システム

Web Application ProgrammingWebアプリケーションプログラム

Nuclear Fusion Theory

Numerical Simulation of Magnetohy-
drodynamics

核融合理論

電磁流体力学に関する数値シミュレ
ーション

Gait Generation for Robotロボットの歩容生成

Flying Robots飛行ロボット

Simulation of Super Wideband FM 

Technique

FM一括変換システムのシミュレー

ション

Path Planning Algorithm for Manipulatorsマニピュレータの経路計画アルゴリ

ズム

Research of the Virtual Realityバーチャルリアリティに関する研究

Brain Machine Interfaceブレインマシンインタフェース

Assistive Technologアシスティブテクノロジ

Research on High Performance Design 

of Meta-materials for Antenna  Appli-

cation

アンテナ応用のためのメタマテリア

ルの高性能設計に関する研究

Automatic generation of melody and 
chord by use Markov model
Photovoltaic generation forecasting system
Creating automatic composition 
machine by GRU

マルコフモデルを用いた和音と旋律
の自動生成
太陽光発電予測システム
GRU機械学習を用いた自動作曲機の
作成

電子機器実験室
Electronic Instruments Laboratory

情報処理演習室
Information Processing Laboratory

電子工学実験室Ⅰ・Ⅱ
Electronics Laboratory Ⅰ・Ⅱ

通信伝送実験室
Communication Laboratory

メディア情報演習室
Media Information Laboratory

ロジックアナライザ Logic Analyzer

電子計測器
論理回路実験装置
パーソナルコンピュータ

Instruments for Electronic Experiment
Logic Trainer
Personal Computer

仮想サーバ
パーソナルコンピュータ

Virtual Server System
Personal Computer

創成教育ラボ
Creation Laboratory

ペットロボット
2足歩行ロボット

Pet Robot
Bipedal Humanoid Robot

ＧＰＳタイミングレシーバ　
ネットワーク・アナライザ

GPS Timing Receiver
Network Analyzer

レーザー加工機
3次元プリンタ
3次元スキャナ
CNCフライス盤

Laser Engraving System
3D Printer
3D Laser Scanner
CNC Milling Machine

室名
Room

主な設備
Main Equipment

教 授
P r o f e s s o r
博 士 ( 工 学 )
D . E n g .

教 授
P r o f e s s o r
博 士 ( 工 学 )
D . E n g .

教 授
P r o f e s s o r
博 士 ( 工 学 )
D . E n g .

准 教 授
A s s o c i a t e
P r o f e s s o r
博 士 ( 理 学 )
D . S c .

講 師
L e c t u r e r
博 士 ( 工 学 )
D . E n g .

講 師
L e c t u r e r
博 士 ( 工 学 )
D . E n g .

准 教 授
A s s o c i a t e
P r o f e s s o r
博 士 ( 工 学 )
D . E n g .

0778-62-8272

0778-62-8274

0778-62-8278

0778-62-8279

0778-62-8273

専門基礎 Ⅲ/Engineering seminor Ⅲ
情報工学基礎/Fundamental Infomation Engineering
論理回路/Logic Circuit
計算機成論Ⅰ/Computer StructureⅠ
計算機アーキテクチャ/Computer Architecture
計算機システム/Computer System
技術者総合ゼミナール/General seminor for Engineers

情報工学基礎/Fundamental Infomation Engineering
電気回路/Electronic Circuits
情報ネットワーク基礎/Fundamental Information Network
情報ネットワーク/Information Network
システム工学/Systems Engineering
計算機シミュレーション/Computer Simulation

信号解析基礎/Fundamental Signal Analysis

情報理論Ⅰ/Information Theory Ⅰ

情報数学Ⅰ,Ⅱ/Mathematics for Information Science Ⅰ,Ⅱ

生産システム工学演習Ⅰ,Ⅱ/Production System Engineering Exercise I,Ⅱ 

情報構造論/Information Structure
創造工学演習/Practical Creative Engineering
データベース/Data Base
オブジェクト指向プログラミング/Object Oriented Programming
情報・制御基礎/Introduction to Information and Control
創造デザイン演習/Exercise in Creation design
技術者総合ゼミナール/General seminor for Engineers

電気磁気学Ⅱ/Electromagnetism II
創造工学演習/Practical Creative Engineering
ディジタル信号処理/Digital Signal Processing
ものづくり情報工学/Practical Design by Information Technology
システムプログラム/System Program
プロジェクト演習/Project Seminar

専門基礎 Ⅲ/Engineering Seminar Ⅲ
電子回路Ⅰ/Electronic CircuitsⅠ
数値計算/Numerical Computation
計算機構成論Ⅰ,Ⅱ/Computer Structure Ⅰ, II
光学基礎/Fundamental Optics
技術者総合ゼミナール/General Seminar for Engineers

専門基礎Ⅰ/Engineering SeminarⅠ
情報基礎演習/Exercises in Fundamentals of IT
プログラミング基礎/Fundamental Programming
プログラミング応用/Applied Programming
ソフトウェア工学/Software Engineering

青 山 義 弘
AOYAMA,Yosh ih i ro

下 條 雅 史
SHIMOJO,Masafumi

斉 藤 　 徹
SAITOH,Tohru

高 久 有 一
TAKAKU,Yu ich i

西 　 仁 司
NISHI ,H i tosh i

0778-62-8281

村 田 知 也
MURATA,Tomonar i

准 教 授
A s s o c i a t e
P r o f e s s o r
博 士 ( 工 学 )
D . E n g .

専門基礎Ⅰ, II /Engineering seminor Ⅰ, II
オペレーティングシステム/Operating System
認知科学/Cognitive Science
画像情報処理/Image Processing

0778-62-8280

小 越 咲 子
OGOSHI ,Sak iko

0778-62-8277

波 多 浩 昭
HATA,H i roak i

嘱託教授
F i x e d - t e r m
P r o f e s s o r
理 学 博 士
D . S c .

嘱託教授
F i x e d - t e r m
P r o f e s s o r
理 学 博 士
D . S c .

0778-62-8276

情報理論 II/Information Theory II

システム工学/Systems Engineering

計算機シミュレーション/Computer Simulation

ものづくり情報工学/Practical Design by Information Technology

野 村 保 之
NOMURA,Yasuyuk i

専門基礎Ⅱ/Engineering Seminar II
電気磁気学Ⅰ/Electromagnetism Ⅰ
通信システム/Communcation System
生産システム工学演習Ⅰ,Ⅱ/Production System Engineering Exercise I,Ⅱ
電子工学基礎/Fundamental Electronics0778-62-8308

川 上 由 紀
KAWAKAMI ,Yuk i

助 教
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
博 士 ( 工 学 )
D . E n g .

電子回路Ⅱ/Logic Circuit II
人工知能Ⅰ,Ⅱ/Artificial Intelligence I,Ⅱ
創造工学演習/Practical Creative Engineering

プロジェクト演習/Project Seminar
0778-62-8264

小 松 貴 大
KOMATSU,Takah i ro
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物 質 工 学 科
マルチに化学技術を学ぶ

Department of  Chemistry and Biology 

he future technology will be based 

on materials engineering and 

biotechnology, and therefore the aim of 

this department is to educate a students by 

providing the bases of these two branches 

and to produce a chemical engineer with 

flexible thought and ability to cope with 

new technology who is familiar with mate-

rials engineering and biological engineer-

ing. At the lower grades, students learn 

basic subjects concerning chemistry and 

biology.  The upper grades can choose 

either "Materials Engineering Course" or 

"Biological Engineering Course" and take 

other elective subjects as well as their own 

ones.  Furthermore, through experiments 

and graduation research, they can develop 

the practical and creative ability.

T

質工学科では、材料工学と生物工学の基礎を相互に関連付

けながら教育し、新しい技術に対応できる柔軟な思考と応

用力を持つ“材料工学、生物工学両面に通じた化学技術者”の育成

を目指しています。そのため、低学年では、化学と生物に関する

専門基礎科目、分析化学、無機化学、有機化学、生化学、物理化学、

化学工学などを履修し、高学年からは、材料工学コースと生物工

学コースのいずれかを選択し、それぞれの専門科目を基軸に、両コ

ースに関連した共通科目を融合複合領域として履修します。

 さらに、実験・実習や卒業研究によって実践的能力や開発・創造

能力を養います。

物

機能性材料の合成・構造解析

Synthesis and Structural analysis 
of functional materials

生物の代謝物の解析

Analysis of biological metabolites

コンピュータシミュレーション

Computer Simulation

化学工学・反応プロセス工学

Chemical Engineering and Reaction Process

酵素の３Ｄ構造

3D Structure of enzyme

遺伝子操作

Genetic engineering

　Department of  
Chemistry and Biology C







環境都市工学科

まちづくりの根本を学ぶ

Department of  Civ i l  Engineer ing

と生きものとの支えとなりうる環境や社会資本を持続可能

にする。この構想の下で環境都市工学科では地域と社会の

進むべき道の調整者となる土木技術者そして建築家の育成

を目指しています。そのため、場所や地域の測量法、安全・安心

な構造物（建物、橋、隧道、道路、河川、駅、港など）を設計す

る方法、地盤の安定性の調査方法、水の流れを知りそれを利用す

る方法、地
ま

域
ち

をデザインする方法、さらに人や物の流れをそれぞ

れ分析し、循環として制御する方法を学びます。

 最初の段階は、設計製図と実験実習を通して、土木・建築に関す

る基礎理論である構造力学、水理学、地盤工学、環境衛生工学、

建築計画、建築環境を修得することです。次に、その応用とし

て、防災、耐震、治水、災害復旧、生態系保全、環境影響評価、建築

設備、建築意匠などの技術を身に付けます。さらに、持続可能な

地域の構築の道筋を提示するための考え方についても学びます。

　最終学年では、独自の構想と計画に基づいて卒業研究に取組

み、自ら問題を見出して調査・分析し、実験・解析により結論を

導いて、その研究成果について発表する能力を培います。

人

nder the concept of ”To sustain Envi-

ronments and Social Overhead Capi-

tals supporting for Persons and Other Living 

Things”, the Department of Civil Engineer-

ing aims to educate students to be civil 

engineers and architects those should corre-

spond to the social and local demands. 

Therefore our department provides opportu-

nities for students to learn how to survey 

sites and areas, design secure and safe 

constructs, research stability of foundations, 

investigate flows of water, design eco-cities 

and areas, and analyze flow of persons and 

goods for controlling them.

  The first step for students is to learn funda-

mental theories of civil engineering and 

architecture (Structural Mechanics, Hydrau-

lics, Geotechnical Engineering, Architectural 

Planning) through practice. 

 In the next, these applications such as 

techniques for Preventing Disasters, Environ-

mental Assessments and Architectural 

Designs and so on are presented.

  Furthermore, in order to promote the way 

to construct eco-cities and sustainable areas, 

students learn planning methodologies.

  In the final stage, based on their visions and 

plans, students cultivate their skills through 

graduate study. Students acquire procedures 

to find problems, research, analyze, conclude 

and present the results of their own study 

works.

U

デザインコンペティション

Design Competition

現地調査(衛生工学)

Field Survey (Sanitary Engineering)

建築製図

Architectural Drawing

卒業研究発表

Report of Graduation Research

環境都市工学設計製図

Design and Drawing

水理実験

Hydraulics Experiment
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Department of
Civil EngineeringB








































































