
電気のある豊かな生活を
高度な技術で支え，
持続可能な未来社会を創造する。
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■現在の電気自動車用モータには
高性能磁石が必要不可欠です。し
かし，この磁石は高価なだけでな
く，高速走行時において高効率を
維持できません。私たちは，磁石
を用いることなく，どのような速
度で走行しても常に高効率を実現
できるモータを開発しています。

電気自動車用新型モータの開発

■現在，乳がん診断ではエックス
線を用いた装置が利用されていま
す。しかし，エックス線装置では，
「痛み」，「見落とし」などの問
題があります。私たちは電波を用
いた検出方法を提案し，痛みがな
く検出率に優れた乳がん診断装置
を開発しています。

電波による乳がん診断装置の開発

■近年，未曾有の大型台風やゲリ
ラ豪雨によって，斜面の土砂災害
が多発しています。私たちは，電
気電子の技術を応用して，立ち入
りが困難な場所（遠隔地）での災
害に繋がる情報をモニタリングし
て，未然に防ぐ技術を研究してい
ます。この技術は，「インフラ老
朽化」のメンテナンス費用の削減
策としても期待されています。

防災用遠隔地モニタリングの研究

処理後処理前

■近年，「難分解性物質」による
自然環境への影響が懸念されてい
ます。この物質は，現在の浄水処
理過程で分解することが困難です。
私たちは，水面に「人工的な雷」
を発生させて，「難分解性物質」
を分解する技術を研究しています。
薬剤を使わないため，環境に優し
い技術として注目されています。

水上雷による水質浄化の研究

情報通信

スマホ，タブレットなどの情報端末やインター
ネットサービスは，情報社会を支えています。

新幹線，電気自動車は，高い安全性，高速性，
快適性を実現し，環境にも優しい乗り物です。

輸送

エネルギー

電気は高速かつ安全に送ることができ，様々
な用途に利用されているエネルギーです。

家電製品は私たちの豊かな生活を支えるだけで
なく，新しいライフスタイルを提案します。

家電

電気は医療現場においても必要不可欠です。手術，
診察，検査，治療の機器に応用されています。

医療

電気はゲーム，スポーツ，テーマパークなどで
利用され，新しい楽しみ方を提供しています。

エンターテインメント

研究内容

電気って？



※該当する科目の取得が必要です。

第一種，二種電気工事士
電気関係の工事を行うための資格。第二種の筆
記試験が免除され，第一種の免許取得に必要な
実務経験期間が５年から３年に短縮されます。

第一種，二種，三種電気主任技術者
高層ビルや工場などで大きな電力を扱うための
資格。実務経験を積み申請することで取得でき
ます。

第一級陸上無線技術士
放送局などで強力な電波を送信するため
の資格。４つの試験科目のうち無線工学
基礎が免除されます。放送局への就職に
非常に有利です。

第一級陸上特殊無線技士
開発段階の通信機器を屋外で試験するた
めの資格。

第二級海上特殊無線技士
海上で特殊な通信機器を扱うための資格。

技術士補，技術士，修習技術者

衛生工学衛生管理者免許

高等学校教諭一種免許状
（理科，数学，工業，情報）
平成２３年度４月入学者から，卒業時に取得
できる資格として，高等学校教諭一種免許状
「工業」と「情報」に加え，工学系ではめず
らしい「理科」と「数学」も取得できるよう
になりました！研究室配属後の教育実習も積
極的にサポートしています。

和田 万都美 大学院生 （長崎県立長崎北陽台高校出身）

・研究内容は？
私はマイクロ波を用いた乳がん検出システムに
ついて研究しています。シミュレータを使って
アンテナの設計をしており，性能向上のために
日々奮闘しています。

・高校生へのメッセージ
自分としっかり向き合い，将来の目標を明確に
して毎日を過ごした方がいいです。勉強・部活
と大変だと思いますが頑張ってください。

・電気電子工学の魅力は？
ものづくりに欠かせないところです。今，世の
中の便利な製品には電気電子の技術者が必ず関
わっているといっても過言ではないと思います。

・高校生へのメッセージ
わたしはものづくりが震えるくらい好きな変人
ですが，長崎大学にはそれを認めてくれる方が
たくさんいます。一緒に技術者を目指して頑張
りましょう！

石橋 郁弥 4年生 （長崎県立大村工業高校出身）

・電気電子工学の魅力は？
魅力は何といっても就職！電気は人々の生活に
必要不可欠です。求人数は毎年1000社を超え，
引く手数多で就職には困りません。

・高校生へのメッセージ
電気コースは，明るく楽しい仲間がたくさんい
ます。電気はこれから益々，技術も需要も発展
していくので，何を専攻するか迷ったら電気コ
ースで間違いないと思いますよ。

中島 大輔 3年生 （福岡県立福岡工業高校出身）

・電気電子工学コースを選んだ理由は？
近頃急速に発展してきた，身近にあるコンピュ
ータや電気自動車など様々な機器の内部の構造
を知りたいと思ったからです。

・高校生へのメッセージ
まじめそうというイメージを持たれることも多
いですが，先生も先輩も同学年の人も優しく楽
しい人ばかりです。少しでも興味がある人はぜ
ひ一緒に学びましょう。

藤山 友希 2年生 （熊本県立第一高校出身）

・電気電子工学コースを選んだ理由は？
高校時代に参加した高大連携事業で電気電子の
最先端の研究に興味を持ったからです。また就
職が良いのも大きな魅力でした。

・高校生へのメッセージ
このコースに入って明るく助け合える友達が沢
山できました。分からないことがあれば先輩，
先生方が優しく教えてくれます。みなさんも僕
達と一緒に大学生活を過ごしてみませんか？

長岡 尚太 １年生 （長崎県立壱岐高校出身）

約７割の学生が大学院
に進学し，最先端の研
究に主体的に携ります。

研究成果を世界中の学会で
発表し，グローバルに活躍
する力を身につけています。

大学院：更なる高みへ

研究室を決めて，卒業研究を行います。

４年生：研究室配属，卒業研究

興味のある分野に関連
する科目を選択します。

自動制御，電子デバイス，
電気機器，通信伝送工学，
プラズマ工学，工場見学，
プロジェクト実験

３年生：各種専門科目

電気・電子分野の基礎
的な科目を学びます。

電気磁気学，電子回路，
プログラミング演習，
電気電子工学実験

２年生：基礎的な専門科目

電気回路や工学分野に
必須な科目を学びます。

電気回路，物理学，
微分積分学，線形代数学，
基礎実験

１年生：工学基礎科目

取れる資格

在学生の声学習カリキュラム



検索長崎大学 電気

ホームページはこちら
http://www.eee.nagasaki-u.ac.jp/

【連絡先】
〒 ８５２－８５２１
長崎県長崎市文教町１－１４
長崎大学工学部工学科
電気電子工学コース 事務室

ＴＥＬ：０９５－８１９－２５５０
ＦＡＸ：０９５－８１９－２５５８

・現在のお仕事は？
主調整室という場所で，放送が問題なく進
行しているか監視しています。また，事件
・災害などの速報対応も行っています。

・高校生へのメッセージ
大学生活は専門分野の勉強やサークル活動
など充実しています。入学した際はいろん
なことに興味を持ちチャレンジして下さい。

新藏 千鶴 テレビ長崎 （H27年度修了 福岡県立東筑高校）横山 博史 トヨタ自動車 （H25年度卒業 長崎県立長崎南高校）

・現在のお仕事は？
HMIという，クルマと人間をつなぐインタ
ーフェース（情報のやり取り）の技術開発
を行っています。

・高校生へのメッセージ
海外で仕事をすることもあり，技術と英語
の両方が求められます。皆さんも電気電子
の知識と英語を熱心に習得して下さい。

・現在のお仕事は？
海外にてヘッドホンの電気音響設計を行っ
ています。

・高校生へのメッセージ
公私ともに長崎大学で学んだことが日々の
業務に役立っており，充実した日々を送っ
ています。学生生活は貴重かつ重要ですの
で，十分に楽しんで下さい。

山田 裕輔 ソニー （H21年度修了 長崎県立長崎北陽台高校）

・現在のお仕事は？
開発研究所で将来製品に使われる技術の研
究開発に従事しています。世界最高を目指
し同僚と熱い毎日を過ごしています。

・電気電子工学の魅力は？
「省エネ」は電気を使わないことではなく，
電気の無駄を省くことです。この技術分野
は社会に大きく貢献しています。

原 英則 安川電機 （H8年度修了 佐賀県立唐津東高校）

平均求人数：１２０７社

【関東 4８％】
ソニー，東芝，日産自動車，
富士重工業，富士通，
本田技研工業，三菱電機 など

【九州 31％】
九州電力，ソニーセミコンダクタ，
テレビ長崎，トヨタ自動車九州，
安川電機，JR九州，TOTO など

【中部 9％】
スズキ，トヨタ自動車，
デンソー など

【関西 8％】
京セラ，ダイハツ工業，
パナソニック，JR西日本 など

【中国・四国 4％】
今治造船，マツダ など

電気・電子・情報・通信：ソニー，パナソニック，富士通，三菱電機，安川電機，TOTO，テレビ長崎 など
電力・電気プラント：関西電力，関電工，九州電力，九電工 など
自動車・運輸・機械：トヨタ自動車，日産自動車 ，本田技研工業，マツダ，JR九州，JR西日本，川崎重工 など

【 大学院生 】

電気

ント

械 23%

その他 7% 進学 1%

電気・電子・情報・通信
62%

進学 1%
その他 ８%

自動車・運輸・機械 23%

電力・電気プラント
6%

【 学部生 】

電子 情報 通信

16%
電

自

公

そ6%
その他 ５%

電力・電気プラント 5%

電気・電子・情報・通信
16%

進学 66% 自動車・運輸・機械 6%

公務員・教職 ２%

※本社の所在地を示しています。地域別 就職先の割合

分野別 就職先の割合

連絡先

卒業生・修了生の声

就職情報 ～地域に根差した企業から大企業まで～
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