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Engineering  for Planetary  Health!
「労働はわれわれをより人間的にするのか？」
「技術はわれわれの自由を増大させるのか？」
「権力の行使は正義の尊重と両立可能なのか？」
この3つの問題はフランスの高校生が卒業時に受けるバカロレアという試験の哲学科目で実際に出された問題です。フラン
スの高校では哲学は必修科目です。哲学教育の目的は、「市民」を育てること。民主主義の社会において、自分自身の理性
によって考え、発言し、行動できる人間を育てることです。（坂本尚志、「バカロレアの哲学」）
SDGs（持続可能な開発目標）は国連サミット（2015）で採択され、達成目標は2030年とされています。新型コロナウイ

ルス感染症に続いて、2022年2月24日のロシア・ウクライナ戦争は世界のエネルギー秩序を崩壊してしまいました。
工学系教育・研究の共通課題は、環境、資源、エネルギー問題等が相互に複雑に絡み合っています。これからは、自然

科学的領域を深堀りするだけでなく、人間そのものが係る人文・社会科学との関連した、あるいは、人間の心理に基づいた
工学を研究しないと解決しないのではないでしょうか。人間の心やニーズを、走りながら知り、走りながら解決する、その
ようなソリューションビジネスセンスが工学には必要ではないでしょうか。工学を超えた工学、工学の果たす役割はそのよ
うなところにあるように思います。「バカロレアの哲学」を模範とすべきと思います。
令和2年の国立大学協会政策会議の中でも、人文・社会科学の知も融合した総合知、人間中心のSociety5.0、数理・データ
サイエンス・AI教育という言葉が随所に出てきます。また、産学官を通じたオープン・イノベーションを推進し、知と人材
の集積拠点としての大学の機能強化として、STEAM教育、分野融合の教育研究や、その成果の社会実装の実現が求められ
ています。
2020年の年頭に河野学長が提唱されたプラネタリーヘルスに対する工学部のスローガンとして、①エンジニアリング・リ
ベラルアーツfor Planetary Health、②長崎のために長崎らしい地域貢献プロジェクトとしての海洋クリーンエネルギーの
研究、③カーボンニュートラル等の世界最先端プロジェクトの推進を掲げました。これらのメッセージは、SDGsや国立大
学協会政策会議の目指す方向と変わらないと思います。
「バカロレアの哲学」を模範としながら、SGDsの達成を目指して一緒に工学の教育・研究にまい進していきましょう！



1年次 2年次 3年次 4年次

学部 博士前期課程

1年次 2年次

教養教育

専門教育

実践教育科目群

先取り履修コース独自の特化専門科目群 高度専門科目

卒業研究 修士論文研究

一部の科目

英語基礎教育科目群 英語実践教育科目群

4単位まで入学後認定

「アジアの鼓動響く街長崎で、知と心と工学センスを育み、未来を拓く科学技術を創造するこ
とによって、社会の持続的発展に貢献すること」を教育理念とし、これに則して、「工学技術者
として要求される課題探究能力、コミュニケーション能力および技術者倫理を身につけた人材
を養成すること」を教育目標としています。

各コースにおいては、その専門分野に応じてさらに具体化された学修到達目標が設定され、そ
れが達成できるようカリキュラムが編成されています。
ディプロマ・ポリシーに明示されているように、コース独自の学修到達目標を達成しているのに
加え、以下に示す資質を身に付けた人材を養成します。

・工学の全分野で共通に必要とされる数学、物理学、化学などに関する基礎的知識
・全ての工学分野を大局的に見渡す視野
・工学の各専門分野における諸問題の解決に向けて即応する実践力
・ものづくりの現場から研究開発にいたるまで、グローバルな環境で活躍するための外国語に
よるコミュニケーション能力
・工学上の諸問題を、他者と協働して地域や地球規模で解決できる課題解決能力と創造性
・技術者としての倫理と安全意識

全国の国立大工学部にさきがけた工学科１学科制

一新した工学教育プログラムで専門力を養成
1学科5コース制により、分野横断的な工学基礎教育と実践型教育を実現。
高度専門技術者や研究者を、大学院との一貫的なプログラムで育成するなどアップデートした充実の教育体制で、
高い工学力、深く強い専門力を養成します。

＊全コース共通の基礎実験（物理実験・化学実験・IoT実験）が1・ 2年次のうちに履修できます。
時代を貫く基礎力と全工学を見渡す視野と大局観を養成 / 他コースの専門科目を選択科目として履修可能 
PBL科目（Problem / Project Based Learning）で本物の実践力・課題探求能力を養成 / 更に主体的な学習の幅を広げる自由科目群を豊富に用意
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工学的素養

使命感・工学倫理

リーダーシップ

創造性

応用力

コミュニケーション力

国際性

チャレンジ精神

専門性・研究能力 経営・管理能力

問題解決能力

1学科一括入試（一般）： 可能な限り希望優先でコースを決定します。
分野横断型の工学基礎教育と実践的工学教育が充実しています。
高校教諭一種免許「理科」、「工業」を取得可能。
強い専門力や工学英語力を習得できます。
再編・充実した大学院工学研究科2専攻に直結し、
研究者・開発者・高度専門技術者への道が広がっています。

　高い専門性を有する人

　工学的素養・広い視野・問題解決能力

に基づき、工学の実践的問題の解決に力

を発揮する人

　工学的手法を背景に経営・管理運営に

能力を発揮する人

チャレンジ精神・起業家精神に富み、

新技術・新産業の開拓に力を発揮する人
そのために

養成する人材像

工学部工学科



遠隔操縦が可能な鯛とイルカの姿をした水中ロボットの実験風景港湾壁面検査用ロボット「Ukibot」の実験風景
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学生からの声

さらに詳しいコースの紹介は
こちらにアクセスしてください。

“創造”、それは夢を形にすること。“ひとを幸せに”、“地球環境

にやさしく”という観点に立ち、『人間を幸せにするための機械』と

『地球環境を守り、環境と共生しながら豊かな生活を支える機械』

の視点を取り入れた教育・研究を行っているコースです。機械工

学の更なる発展に寄与し、社会に貢献する豊かな技術融合能力

をもった機械工学技術者・研究者の養成を目指しています。

私たちの身のまわりの
多くのものは
機械工学によって
支えられています。

機械工学
コース
Mechanical Engineering Program

■機械工学コースを選んだ理由は？
もともとロボットや飛行機などに興味を持っ
ており，そこに携われるような職種に就きた
いと考えていたため，機械工学コースを志望
しました。また就職実績に強みを持っている
と考えたからです。
■機械工学コースの雰囲気は？ 
1年から3年の頃はやるべきことが多いです
が，テスト前などは友達とお互いに教えあい
ながら，乗り越えました。４年生は自分の研
究に時間を費やしています。また分からない
ことは教授が丁寧に教えてくれます。

機械工学コース４年

臺　航太朗　

特徴的な研究

人工知能を活用して潮流タービンを自動設計 
海に囲まれた日本では、海洋における再生可能エネルギーの開発がますます重要と
なっています。特に、安定したエネルギーである潮流発電が注目され、水中タービンに
は、海水の流れを効率よく回転エネルギーへ変換する翼設計が求められます。本研究
では、並列コンピュータを用いて大規模な流動シミュレーションや構造解析を行い、さ
らに、人工知能を利用することで、コンピュータが自ら考え、タービン形状を自動的に
探索する最適化設計システム

■機械工学コースの魅力は？
機械工学コースの魅力は力学，プログラミン
グ，製図，機械実習など色々なことが勉強でき
るため，様々な分野に対応できることだと思い
ます。実際に研究ではロボットや医療器具，制
御，AIなどいろいろな研究があります。
■高校生へメッセージをお願いします！
将来何がしたいか決まってない人は何でもでき
る機械工学コースをお勧めします。私も入学時
は将来像が漠然としていましたが，４年間機械
工学コースで学んだことで，やりたいことが見
つかりました。受験勉強は大変と思いますが頑
張ってください！

を構築しました。最適設計
された高効率タービンは、
五島市の実証フィールドで
発電試験が行われていま
す。

福岡県立春日高等学校出身

エエネルギ輸送物質設計の時代を切り拓く
エネルギー消費は地球温暖化緩和にとって最も重要な課題です。エネル
ギーを無駄なく輸送するために、様々な機能を有する流体が利用されてい
ます。その流体の物性を精密に測定したり、機器内で利用した場合の機器
効率や消費エネルギー量を予測したりすることは、私達機械屋の大切な役
割です。当コースでは、流体の分子構造上の特徴を解析し、種々の流体が
どのような特性を有しているかを世界有数の精度で測定するとともに、測
定に準ずる精度で予測することに挑戦しています。
図は、流体の物性のひとつで
ある表面張力の測定写真と、
分子シミュレーションの画像
です。若い皆さんの未来を明
るくできるよう、私達は日々
挑戦しています。

大学院学部
五島市で実証試験中の
潮流発電タ－ビン



4

ボイラー技士（特級・一級・二級）免許／公害防止管理者／公害防止主任管理者／衛生工学衛生管理者免許・高等学校教諭一種免許状（理科、工業）

卒業後に取得できる免許状及び資格など 免許状及び資格などの取得、受験資格の取得及び試験の一部が免除されます。

年
次

機械工学の学習において基盤となる工学基礎力を養成

「機械4力学」を中心に機械工学の基礎を学ぶ

機械工学の幅広い内容について系統的に学ぶ

年
次

4年間の流れ

【専門科目】【工学基礎科目】
微分積分学Ⅰ,Ⅱ, Ⅲ
線形代数学I，基礎物理A
基礎化学，生命科学
基礎実験，情報科学概論
創成プロジェクト

確率，統計
応用物理C
基礎物理C
技術英語Ⅰ
工学倫理
国際インターンシップ
グローバルセミナーA，B

プログラミング概論
機械のデザインA
機械材料Ⅰ,Ⅱ

材料力学Ⅰ～Ⅳ，機械力学Ⅰ～Ⅲ 
流体力学Ⅰ～Ⅲ，熱力学Ⅰ～Ⅳ
機構システム学ⅠⅡ
生産加工学Ⅰ,Ⅱ
制御工学Ⅰ,Ⅱ， 機械計測法Ⅰ,Ⅱ 
応用物理学，数値計算法Ⅰ,Ⅱ
機械工学実験，生産加工学実習など

応用数学 A,B

安全工学

経営管理

産業経済学

技術英語Ⅱ,Ⅲ

設計工学Ⅰ,Ⅱ，弾性力学
材料強度学，メカトロニクス
ロボット工学，伝熱学
流体機械，エネルギーと環境工学
エンジン工学，社会と工学
エンジニアリングプラクティス実
践IOT実習，CAE演習など

基礎物理D，技術英語 IV 卒業研究

卒業後の進路

1

2

年
次

4

年
次

3

最先端かつ未踏の研究に取り組み、実力を格段に高める

インフラ点検用ロボットや医療補助機器の開発、精密加工・計測技術の構築、材料の強度評価、人工知能

を用いた機械設計、分子シミュレーション、自然エネルギーの有効利用等、多数の研究テーマから自分の興

味関心のある課題を「卒業研究」として選択します。それらの分野において第一線で活躍する教員とともに

研究に取り組み、課題探求能力や問題解決能力など、エンジニアとして重要な素養に磨きをかけます。

機械工学コースを選んだ理由は？

機械工学コースの雰囲気は？ 

機
械
工
学
コ
ー
ス
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人工知能を活用して潮流タービンを自動設計

機械工学コースの魅力は？

高校生へメッセージをお願いします！ 

「機械４力学」を中心に高度な内容を
学習するとともにロボット工学など機械
工学が対象とする幅広い分野の内容
について系統的に学習します。また、
PBL科目における実践的活動を通し
て専門知識に対する理解を深め、応
用力を向上させます。

工学基礎力の充実を図るとともに実験
･実習による実践的、体験的学習を織
り込みながら「機械４力学」を中心に機
械工学の基礎を学びます。また、将来
のグローバル的活動を見据え、技術英
語の実践的学習に取り組みます。

コース教授陣による講義やPBL*型授
業での課題探求を通して機械工学の
概要を把握するとともに、専門知識修
得に不可欠な工学基礎やスタディ・ス
キルについて学習します。
＊Project Based Learning

主な就職先 主な就職先

YKK AP、JX金属、三菱電機、京セラ、川崎重工業、デンソー、東京エ
レクトロン、住友大阪セメント、凸版印刷、パナソニック、トヨタ自動
車、日本精工、コベルコ建機、ＮＥＣソリューションイノベータ、日立
造船、資生堂、ＡＧＣ、ヤンマーホールディングス

セイコーエプソン、NOK、伸和コントロールズ、NITTOKU、山九、三菱長崎
機工、佐賀鉄工所、ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング、TOTO、
三菱電機エンジニアリング、大島造船所、三井ハイテック、ダイハツ九州、
マツダ、佐世保重工業、ファナック、国土交通省、気象庁

＊令和3年度実績

エネルギ輸送物質設計の時代を切り拓く

大学院学部



IoT技術や電気エネルギーの有効利用技術に関する研究のための実験機器
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特徴的な研究

学生からの声

電気電子工学コース令和３年度卒業
大学院工学研究科博士課程へ進学

中松 和樹

■長崎大学を選んだ理由は？

異国情緒あふれる長崎という魅力的な土地にあ

るため、充実したキャンパスライフを送ることがで

きると思ったからです。

■電気電子工学コースを選んだ理由は？

高い就職率と幅広い就職先など、就職に強いから

です。また、最新の設備が整った環境で最先端の

研究に触れることができるため、私たちの身の回

りの様 な々場面で活用されている電気電子の技術

を学ぶには最適なコースだと思ったからです。

さらに詳しいコースの紹介は
こちらにアクセスしてください。

長崎県立長崎北陽台高等学校出身

■力を入れた取り組みは何ですか？

アルバイトとサークル活動に積極的に取り組みま

した。様 な々人間関係や社会活動の経験は、大学

を卒業して社会で生きていく上で間違いなく大切

な力になると感じています。

■高校生へメッセージをお願いします！

志望する大学や学部がすでに決まっている人、まだ

悩んでいる人、これから探す人、それぞれだと思いま

す。自分の意思を大切にして志望を決めて、受験を

乗り越えて下さい。また、一生で一度きりの高校生

活を悔いが残らないように精一杯楽しんで下さい。

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
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

電気、電子、情報通信分野の急速な発展に対応が可能な教育研究基盤を形成し、

人の暮らしを支える基幹分野でグローバルに活躍できる人材を養成します。エネル

ギー、エレトロニクス、コンピュータ、コミュニケーションなど、これからの「住みよい高度

な科学技術社会」をハードウェアとソフトウェアの両面から支えるコースです。

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。電気電子工学

コース
Electrical and Electronic Engineering Program

処理前 処理後

学部 大学院
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電気主任技術者（第一種・第二種・第三種）／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／第二種電気工事士
／衛生工学衛生管理者免許／高等学校教諭一種免許状（理科、工業）

卒業後に取得できる免許状及び資格など 免許状及び資格などの取得、受験資格の取得及び試験の一部が免除されます。

4年間の流れ

主な就職先 主な就職先

富士電機、パナソニック、安川電機、三菱電機、ソニーセミコンダクタ
マニュファクチャリング、マツダ、三菱電機エンジニアリング、村
田製作所、関西電力、九州電力、トヨタ自動車九州、TDK、TOTO、
明電舎、富士通、東芝三菱電機産業システム、スズキなど

日特エンジニアリング、長崎キヤノン、シャープ、ソニーセミコンダクタ
マニュファクチャリング、東京エレクトロンデバイス長崎、栗原工業、ロー
ム・アポロなど

卒業後の進路

電
気
電
子
工
学
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ス
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年
次

数学・物理・情報技術などの教育を中心とした初年次教育

年
次

【工学基礎科目】

卒業研究

専門科目及び関連実験科目の開始（数学・物理・情報技術の高度化）

【専門科目】
微分積分学Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
線形代数学Ⅰ,Ⅱ
応用数学C
基礎物理A,基礎実験
情報科学概論

技術英語Ⅰ
応用数学A,B
確率，統計
基礎物理B,D

電気回路Ⅰ,Ⅱ
電気磁気学Ⅰ

電気回路Ⅲ
電気磁気学Ⅱ,Ⅲ
自動制御
電子物性，通信方式
数値解析アルゴリズムⅠ,Ⅱ
電気機器

プログラミング演習Ⅰ,Ⅱ 
プレゼンテーション技法
電気電子工学実験Ⅰ,Ⅱ 
電気エネルギー工学Ⅰ 
など

技術英語Ⅱ,Ⅲ
工学倫理
安全工学

電気電子計測 
電子回路Ⅰ,Ⅱ
電気エネルギー工学Ⅱ
電磁波工学A,B
通信機器
プロジェクト実験

電気電子工学応用実験
高電圧･パルスパワー工学
電気電子材料
など

充実した専門科目群の本格的な展開（継続的な英語学習と専門科目の高度化）

1

2

年
次

4

年
次

3

電気法規及び電力管理
電気機器設計・製図
通信法規　など

最先端かつ未踏の研究テーマで実力を向上（卒業研究および先取履修）

電気・電子・情報通信分野の最先端テーマを研究し、課
題探求能力や問題解決能力を磨きます。

大学院科目の先取り履修
進学希望者は，大学院科目を一部履修できます。

＊令和３年度実績

学学部 大学院
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実際の再開発中の敷地を題材に代替案を提案する設計授業の風景

特徴的な研究

学生からの声

構造工学コース　令和元年度卒業
東京工業大学大学院修士課程へ進学

山口 雄大

■構造工学コースを選んだ理由は？

高校時代に構造力学に興味を持ち、ものづくりを力学

的な観点から深く学びたいと考えていました。建築・土

木・機械などの分野に囚われず、構造工学を主軸とした

複合的なものづくりの勉強が出来る点に魅力を感じ、

構造工学コースを選択しました。

■将来の夢は何ですか？

構造工学コースで身に付けた材料学や力学の知識を活

かし、人々が安心して暮らせる災害に強い社会づくりに

貢献できる人材になることが目標です。災害大国の技

術者として、防災技術をより発展させ、世界に発信して

さらに詳しいコースの紹介は
こちらにアクセスしてください。

長崎県立長崎工業高等学校出身

いくことが出来ればと思っています。

■高校生へメッセージをお願いします！

進路で悩んでいる人は、とりあえず自分が面白そうだと

思った場所へ飛び込んでみるといいかもしれません。ど

こへ行っても、自分の知らない世界が無限にあることを

痛感するでしょうが、めげずに頑張っていれば何かしら

道が見えてくると思います。大学生活は短いですが、頑

張るか頑張らないかで大きく差が付きます。後悔を残さ

ないよう、是非色々なことに興味を持ってチャレンジし

てみてください。

左は、国交省の補助を得て実大の建物に開発中の斜材（ブレース）で耐震補強したも
のです。これに地震を模擬した水平力を載荷して耐震性能を検証しました。その後、右
の写真のように実用化されました。写真では、よくある耐震ブレースに見えますが、圧縮
に強いコンクリート充填鋼管を圧縮のみに抵抗させるという考え方で設計されています。
合理性を突き詰めると、よいデザインができると思って研究を進めています。自身のアイ
ディアを社会で実現してみませんか。

力学的合理性を追求して
耐震建築をデザインする

生物のような柔軟構造を利用した
人間親和型羽ばたきドローンの開発

建物、橋、自動車、船舶、航空機など、私たちの生活を支える

構造物を造るために必要な考え方、理論、基本的な製作・施

工技術は、一つの学問体系である「構造工学」からなってい

ます。この「構造工学」を学ぶことにより、構造物の解析、設

計、製作、施工などに携わり、幅広いものづくりに貢献できる

技術者や研究者を養成します。

構造工学
コース
Structural Engineering Program

設計の基礎を学び、建築士、
自動車・航空機・船舶・橋梁の
構造技術者を目指そう！

ドローンの登場は空の産業革命と言われていますが、回転翼型ドローンは安全性や騒
音などの点から人間との親和性が低く、人々の身近な空間での利用を妨げています。私
たちが開発している生物を模倣した羽ばたき型ドローンは、翼の柔軟な変形を積極的に
利用しており、自然との親和性が高く、災害救助や農業分野など人間や自然に接近し
た運用で期待されています。このような生物的な柔軟構造を設計するために、構造だけ
でなく流体や制御など多分野を統合した解析技術の開発にも取り組んでいます。

⬆流体・構造連成シミュレーション
⬅羽ばたきドローンの開発

大学院学部
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一級建築士／二級建築士及び木造建築士／建築施工管理技士／土木施工管理技士／技術士／修習技術者
＊卒業時に取得可能な資格／衛生工学衛生管理者免許／高等学校教諭一種免許状（理科、工業）

卒業後に取得できる免許状及び資格など 免許状及び資格などの取得、受験資格の取得及び試験の一部が免除されます。

年
次

基盤をなす専門科目を学ぶ

年
次

4年間の流れ

【工学基礎科目】

多様な専門科目の基礎を学ぶ

微分積分学Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
線形代数学Ⅰ
基礎物理A,B   
基礎実験
工学倫理

【専門科目】

応用数学A,C
環境地質学
技術英語Ⅰ
生命科学

構造力学Ⅰ,Ⅱ
構造振動学Ⅰ
構造物安定論
シミュレーション工学
建築製図Ⅱ,Ⅲ
建築計画A

海洋構造工学概論
CAD演習
創成プロジェクト など

安全工学
産業経済学
経営管理
基礎化学
技術英語Ⅱ

構造振動学Ⅱ
計算力学
構造デザイン
機械デザイン
建築･アーバンデザイン
構造工学セミナー
鋼構造設計法Ⅰ,Ⅱ
RC構造設計法Ⅰ,Ⅱ

設備工学
建築環境工学
建築計画B
エンジニアリングデザイン
構造工学実験
航空宇宙工学概論
計算力学演習
学外実習及び見学 など

構造工学入門
材料力学
建築製図Ⅰ
建築史
建築設計論

多様な専門科目の応用を学ぶ

主な就職先 主な就職先

竹中工務店，大林組，東急建設，五洋建設，大成建設，三井住友建設，積水
ハウス，大和ハウス工業，トヨタホーム，住友林業，日産自動車，トヨタ自
動車，日本工営，オリエンタルコンサルタンツ，三菱重工，大島造船所，長
崎県，JR西日本，三井化学

一条工務店，積水ハウス， TOTO，YKKAP， LIXIL，旭化成ホーム
ズ，清水建設，竹中工務店，大林組，五洋建設，長崎県，福岡県，ス
ズキ，トヨタ自動車九州，ホンダ，東芝，大島造船所，九州電力，JR
九州

卒業後の進路

1

2

年
次

4

年
次

3

最先端かつ未踏の研究テーマで実力を格段に高める

構造物の計画、解析、設計、製作・施工、維持管理に関する幅広い研究
構造工学コースでは、構造物の静的挙動および動的安定性、応答解析、大規模システムの解析・制御などの構
造解析の基礎理論と応用に関する研究や、構造物と人間・環境の調和を図るための最適な構造計画および設
計法、そのために必要な構造材料および施工技術の開発に関する研究など、各分野の構造物の計画、解析、設
計、製作・施工、維持管理に関する幅広い研究を実施しています。

構造物の外（力）と内（変化・力）の
関係という構造工学の根幹の基礎。
現象を表現・分析するための基礎であ
る数学・物理についてより深く。客観
的に見る力、総合的に考える力、的確
かつ効率的に伝える力、などの基礎。

構造物の外と内の関係、表現・分析す
る方法、などについてより詳しく。構造
物がどのようになると壊れるのか、構成
する材料の特徴について、などについ
て。構造物を実際につくるうえで必要な
こと（計画、順番、など）について。

より高度なレベルの専門科目。実現象
の体験をとおして、これまでに学んでき
たことをより深く理解。デザイン・設計
の実習をとおして、これまでに学んでき
たことを統合しバランスさせる力、様々
な環境・人と協調し成し遂げる力、な
どについて。

構
造
工
学
コ
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ス
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＊令和3年度実績

大大学院学部
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長崎水辺の森公園

水環境のリモートセンシング、レーダーによる降水観測

の改良と防災への応用、景観・まちづくりを軸とした都

市政策および地域計画の提案、都市形成をめぐる計画

および空間の分析、など幅広い分野の研究に取り組ん

でいます。アジアの大学との共同研究や地元自治体と

の共同事業など外部との連携も活発に行っています。

特徴的な研究

学生からの声

■社会環境を選んだ理由は？
橋やトンネルといった大規模かつ社会に必要不
可欠なモノの建設に携わりたいと思っており、そ
れらの知識が学べる本コースを選びました。ま
た、就職率が非常に高いことも本コースに決め
た理由のひとつです。
■社会環境の魅力は？
座学に加え、実践的な科目が充実しているとこ
ろです。例えば、インターンシップや現場見学な
どの科目により、学生のうちから実際の土木の
仕事に触れることができます。また、グループで
一つのモノを作り上げる科目も多数あり、学生

さらに詳しいコースの紹介は
こちらにアクセスしてください。

社会環境デザイン工学コース 　令和３年度卒業

池田 開登 長崎県・大村高等学校出身

同士で調査や討論を重ねることでデザイン能力
が身につきました。
■将来の夢は何ですか？
将来は大学で学んだ知識を活かし、地域のイン
フラ整備・維持管理に貢献したいです。また、
土木技術者として「技術士」の資格を取得した
いと考えています。
■高校生へメッセージをお願いします！
大規模な構造物を造りたい！多くの人に貢献し
たい！と考えている人はぜひ社会環境デザイン工
学コースで大学生活を送ってみませんか。

■リモートセンシング/都市計画分野
橋は生活の基盤となる重要な構造物ですが、それらの

多くは老齢期を迎え、維持管理の在り方が問われてい

ます。私たちは、構造、振動、通信またセンシング工学を

駆使し、次世代型の維持管理技術に関する研究開発

を行っています。

■土木構造学/インフラ維持管理分野

海洋、沿岸域、内湾、河川などの水圏の水環境につい

て研究しています。具体的には、流動や水の質的な劣

化現象について、現地観測、室内実験と生物活動を

考慮した数値解析を行うことにより、それらの変化特性

や発生メカニズムを評価し、改善方策を提案します。

■水圏環境分野
あらゆる構造物の基礎となる地盤の安定性向上のため

の研究はもとより、地下水・土壌汚染や廃棄物の不法

投棄などの環境問題の解決や、災害からひと・ものを

守るための手法の提案に取り組んでいます。

■地盤工学分野

道路、橋、鉄道、トンネル、港湾、空港、上下水道、電気、都市ガス、公園…。私た

ちは、これらの社会基盤施設を普段何気なく使っています。それらがひとたび使

えなくなると、私たちの生活がどうなるか想像してみてください。人と社会を支

え、自然と環境を守り、安心して暮らせる安全な「まち」を築き、維持すること

が、社会環境デザイン工学の分野に求められています。それは、人の命を守るこ

とにもつながる大きな使命ともいえます。社会環境デザイン工学コースは、この

ような使命を持つエンジニアとなる人材を育成します。

人と社会を支え、自然と環境を守る。
それが、私たちの使命です。社会環境

デザイン
工学コース
Civil and Environmental Engineering Program

学部 大学院
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技術士／技術士補（＊）／土木施工管理技士／測量士／測量士補（＊） ／火薬類取扱保安責任者／建設機械施工技士／公害防止主任管理者／
公害防止管理者／高等学校教諭一種免許状（理科、工業）　＊卒業後に登録することで得られる資格

卒業後に取得できる免許状及び資格など 免許状及び資格などの取得、受験資格の取得及び試験の一部が免除されます。
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年
次

数学、物理学などの工学の基礎科目を学ぶ

年
次

4年間の流れ

【工学基礎科目】

社会環境デザイン工学の専門基礎科目を学ぶ

【専門科目】
微分積分学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
線形代数学Ⅰ
確率・統計
基礎物理A
基礎実験 など

技術英語Ⅰ
応用数学A・B 
基礎物理B など

社会環境デザイン製図
連続体力学入門 など

地盤力学Ⅰ・Ⅱ
構造力学Ⅰ・Ⅱ
水理学Ⅰ・Ⅱ
環境計画学
測量学
都市・交通計画

土木技術の歴史
建設材料学
など

技術英語Ⅱ・Ⅲ
基礎化学
生命科学

応用地盤工学
地圏環境工学
構造物設計工学
構造振動学
水圏工学
応用水理学

空間情報処理学
景観デザイン
維持管理工学
建設マネジメント
環境修復学
環境生態学 など

社会環境デザイン工学の専門応用科目を学ぶ

卒業後の進路

1

2

年
次

4

年
次

3

研究室に所属して卒業研究を行う
4年間で「環境」「防災」「保全」に関する基礎から応用・実践までを
系統的に学び、課題発見能力と実務遂行能力を備えたエンジニアへ。
本コースは、JABEEに認定された教育プログラム※です。

連続性のあるPBL※科目群

社会的課題に対して実現可能な解を見出す能力を養成

※PBL：Project Based Learning

入門！社会環境デザイン工学
「プロジェクト演習Ⅰ」

グループワークを通して、創造的課題に取
り組みます。グループのアイデアを実際に
モノとして形にして、その独創性や機能性
を競います。種々の学問・技術を統合して、
新たな技術や価値を創成する「エンジニア
リングデザイン」能力を身に付けます。

これまでに修得した教養および専門的知識
を応用し、実問題の分析と解決方策を検討
することで実践力と工学的センスを養います。
3年次には、他にも充実したPBL科目を学
び、将来のエンジニア、社会人としての素養
を高めます。

大学における基本的なスタディスキル・リ
サーチスキルの修得とともに、現地見学な
ども交えて社会環境デザイン工学の内容
を理解します。

学びの応用･実践 
「プロジェクト演習Ⅲ」

自分の興味・関心に沿ったテーマを研究し、
課題解決能力、計画性、リーダーシップ、プ
レゼンテーション能力などを習得します。多
様な研究分野から自分の卒業研究のテー
マを選択できます。

専門のその先、
未踏の領域へ 「卒業研究」

社
会
環
境
デ
ザ
イ
ン
工
学
コ
ー
ス

※日本技術者教育認定機構(Japan Accreditation Board for Engineering Education)
が客観的な観点から当コースの教育プログラムの質を保証。JABEE認定プログラム修了者
は、技術士の資格取得の際に、第一次試験が免除され ます。

新しいモノを形に
「プロジェクト演習Ⅱ」

主な就職先 主な就職先

左欄＊印のほか、清水建設、熊谷組、鴻池組、エイト日本技術開発、オオ
バ、西日本技術開発、西日本高速道路エンジニアリング九州、阪神高
速道路、宮地エンジニアリング 

国家公務員一般職、長崎県、長崎市（＊）、鹿島建設（＊）、前田建設工業
（＊）,フジタ（＊）、日本工営（＊）、建設技術研究所、八千代エンジニ
ヤリング、日水コン、川田工業、UR都市機構　　＊大学院就職先と重複

＊令和元年度～令和3年度卒業生の実績です。

学学部 大学院
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特徴的な研究

学生からの声

化学・物質工学コース博士前期課程１年

佐々井 萌

さらに詳しいコースの紹介は
こちらにアクセスしてください。化学･物質工学

コース
Chemistry and Materials Engineering
Program

■ どんな研究をしていますか？
私が所属する高分子材料学研究室では、プラ
スチックが引き起こす環境汚染を解決するため
に、環境負荷の低い材料創製とその合成法に
ついて研究しています。現在は海洋で分解する
高分子を、環境にやさしい天然の分子を使用し
て合成する方法を開発中です。「作り方も作っ
た材料も環境に負荷をかけない」という視点で
取り組んでいます。
■ 化学･物質工学コースの魅力は？
大学1～ 3年生の段階で有機・無機、生化学、
材料工学など幅広い分野を学ぶため、多分野の

専門的な授業を受けてから自分が興味を持った
内容に的を絞り、突き詰めることができます。
■ 高校生へメッセージをお願いします!
本コースは、工学部の中でも学生の在籍人数
が多く、丁寧に指導してくださる先生方の下、
仲間と切磋琢磨しながら充実した日々を送るこ
とができます。わからなかったことが理解でき
るようになり、日々力がついていくのを実感して
います。将来化学系の職に携わりたい人はもち
ろん、漠然と化学に興味がある人にも最適な
環境です。私たちと一緒に学んでみませんか？

島根県立益田高等学校出身

挑戦：リチウムイオン二次電池の高性能化!
電極反応メカニズム解明から電極設計へ

挑戦：分子ロボットを作る！
水槽で藻をぬって小魚が泳ぐ動きを人工の分子組織体で再現したい
「センサで見て、知性で判断して、自ら動く」この3機能を持つ未来の分子ロボットを
実現させるための基礎を研究します。「還元」の指令で急速に縮むゲルができました。
アメーバの動きの実現に挑戦中です。

スマートフォンをもっと長く使いたいと思いませんか？この電源にはリチウム二次電池が使わ
れていますが、その能力は100%発揮できていません。電子顕微鏡を用いることで、充放
電メカニズムの謎をナノオーダーで紐解きながら、電池材料の高性能化を目指します。

0.5mm 0.5mm

410s

0.5mm

20s0s

現代社会は、なにが礎となって創られているか、考えたことがあ

りますか？航空機や自動車、スマートフォンやパソコン、情報

処理システム、ビルなどの建造物、道路などの社会インフラ、

医薬品や医療材料、さらにはスポーツ用品や芸術で用いられる

絵具や楽器に至るまで、それらの材料はすべて「化学」「物質工

学」の発展とともに進化してきました。化学・物質工学コースで

は、物質が持つ性質や機能を原子・分子レベルで理解し、得ら

れた知見を活用して新しい材料や技術を開発できる人材、そし

て、どのような分野でも活躍できる人材を育成しています。

現在、そして未来へ･･･
希望あふれる明日を創る
化学・物質工学

大学院学部
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年
次

教養教育科目に加え、化学・物質工学の基礎となる工学基礎＆専門科目をじっくり学ぶ

年
次

4年間の流れ

基礎的な専門科目の講義や実践的な実験を通じて、化学・物質工学の礎を確立する

基礎実験
技術英語Ⅰ

実験の安全指針
化学･物質工学実験A
固体化学
物理化学Ⅱ
有機化学Ⅱ･Ⅲ
高分子化学
生化学Ⅰ･Ⅱ
無機化学Ⅱ

量子化学
分析化学Ⅰ･Ⅱ
電気化学
反応速度論
固体物理学Ⅰ･Ⅱ
金属組織学Ⅰ･Ⅱ

工学倫理
安全工学
技術英語Ⅱ・Ⅲ

・熱を電気エネルギーに直接変換する材料の創製
・金属合金ナノワイヤーの磁気特性
・ヘルスケア・疾病診断に応用できる生体ガス検知センサ
・セラミックス／バイオ複合材料の生体模倣特性
・新しいナノ材料と高性能触媒の開発
・ナノカーボンの創製と複合化・新規特性の付与
・CO2を有効資源に転換するための高効率プロセスの開発

・高分子材料のリサイクル＆植物資源からの高分子合成
・高性能で安全性の高い全固体型二次電池の実現
・新しい光機能性錯体の開発と新規機能性の付与
・医薬品につながる有機物の創製＆人工酵素の開発
・高効率な有機合成反応プロセスの開発
・タンパク質の構造の解明と新しい機能の発現

有機化学Ⅳ
有機構造解析学
合成化学
高分子物性学

化学･物質工学実験B･C
機器分析学
界面化学
応用電気化学
錯体化学
生化学Ⅲ
蛋白質工学

演習（各種）
有機金属化学
無機材料化学
半導体材料学
金属材料学
化学工学Ⅰ･Ⅱ

発展的な専門科目の講義と実験・演習を有機的に連携させ、化学・物質工学を体系的に習得する

1

分子とは何か、どのようして生じ、何
が形を決めるのか、基礎から説き起
こします。分子と物質の構造や挙
動・機能について本格的に理解す
るための基本を身に付けます。

2

年
次

4

年
次

3

最先端・未踏の研究に取り組み、実力を格段に高める（卒業研究）

「基礎化学」
ここから本当の化学が
大学レベルで始まる

２年次より、「材料物性」「応用化
学」「有機生命」の各分野の重要な
実験を開始します。3年次には、より
高度で具体的な実験を取り入れ、４
年次の卒業研究に向けた実践力を
体系的に養います。

実践的な
「化学・物質工学実験」

「固体物理学」「物理化学」「高分
子化学」「金属組織学」「分析化
学」「無機化学」「有機化学」「生化
学」の具体的な問題を解き明かす
ことで、専門科目で得られた知識を
使いこなす実践力を養います。

専門分野の理解を深める
「化学・物質工学演習」

化
学
・
物
質
工
学
コ
ー
ス

C
h
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ls E

n
g

in
e
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g
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【工学基礎科目】
基礎化学
基礎物理A・C
生命科学
微分積分学Ⅰ～Ⅲ
線形代数学Ⅰ
情報科学概論

【専門科目】
物理化学Ⅰ
有機化学Ⅰ
無機化学Ⅰ

甲種危険物取扱者／毒物劇物取扱責任者／安全管理者／公害防止管理者／公害防止主任管理者／衛生工学衛生管理者免許／高等学校教諭一種免許状（理科、工業）

卒業後に取得できる免許状及び資格など 免許状及び資格などの取得、受験資格の取得及び試験の一部が免除されます。

主な就職先 主な就職先

いすゞ 自動車、ヱスビー食品、京セラ、ＳＵＭＣＯ、ＧＳユアサ、ＪＦＥ鋼板、信越化学
工業、スズキ、ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング、武田薬品工業、中外製
薬、日本精工、東京エレクトロン、東洋鋼鈑、トヨタ自動車、東ソー、東洋紡、日本製鉄、富
士紡ホールディングス、ＹＫＫ　ＡＰ

イサハヤ電子、MHPSエンジニアリング、関東化学、九州電力、協和機電工
業、ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング、富士電機、水ing、三井
ハイテック、メルコセミコンダクタエンジニアリング、矢崎総業、ヤマハ発動機

卒業後の進路 ＊令和3年度実績

研究室に配属され、「卒業研究」を行います。左ページの「特徴的な研究」や下に記した研究テーマ（例）に取り組み、身につけた実践力を高
いレベルで活かせるように課題探究能力や問題解決能力を磨きます。

大大学院学部



■ 令和 年度入学者選抜日程表（予定）

学びたい夢をかなえる多様な入試制度
あなたの「学びたい」という夢をかなえるための多様な入試制度を整備。
長崎大学工学部なら、あなたに合った受験方法を複数選ぶことができます。

大学入学
共通テスト

総合型選抜Ⅰ
共通テストを
課さない

学校推薦型
選抜Ⅱ

共通テストを課す

一般選抜
前期日程

一般選抜
後期日程

外国人
留学生
選抜

1月14日（土）・15日（日） 大学入学共通テスト 

6月下旬入学者選抜要項（大網）発表

7月16日（土） オープンキャンパス

8月20日（土）　 長崎大学移動オープンキャンパス（会場：福岡県立城南高等学校）

7月上旬
募集要項発表

9月上旬

募集要項発表

11月下旬
募集要項発表

1月2３日（月）～2月３日（金）
出願受付

12月上旬～中旬
受験票、成績
請求票等送付

9月27日（火）
第1次選考
結果発表

11月28日（月）
入学手続締切

3月12日（日）
試験

3月2０日（月）
合格者発表

11月1日（火）
合格者発表

10月1４日（金）
第2次選考

9月1日（木）～
受験案内配布

12月1２日（月）～
12月20日（火）

出願受付

1月2５日（水）

試験

2月１０日（金）

合格者発表

2月２１日（火）

入学手続締切

11月15日（火）～
11月21日（月）

出願受付

3月2６日（日）
入学手続締切

3月8日（水）
合格者発表

1月2４日（火）
試験

9月上旬
募集要項発表

2月13日（月）
合格者発表

2月20日（月）
入学手続締切

3月15日（水）
入学手続締切

2月25日（土）
試験

9月1日（木）
～9月7日（水）
出願受付

9月26日（月）

出願受付

3

この入学者選抜日程（予定）等は、受験者のために目安として掲載しています。

正式日程等は、各選抜の学生募集要項でご確認ください。

なお、インターネット出願のため、冊子での配布は行いません。学生募集要項は

長崎大学ホームページから電子ファイルをダウンロードして入手又は参照してく

ださい。

13

～10月6日（木）



計

コース

募集人員
総合型選抜Ⅰ

-

-

-

8

-

8

8

9

2

5

5

29

7

6

7

2

8

30

学校推薦型
選抜Ⅱ

明確なコース志望を強く持ち、その志望が実力で裏付けられているこ
とを、自己推薦書、調査書に加え特に適性評価と基礎学力評価で示
すことができる人を選考して受け入れるものです。Ｂは工業高校等対
象、Aは制限はありません。
第1次選考では自己推薦書及び調査書により選考を行います。第 
2次選考では、面接を課し（コースによっては課題作文も）、適性評
価を行います。さらに基礎学力テスト（筆記試験）によって基礎学
力評価を行います。調査書の各科目の評定平均値も総合評価の参考
にします。

コース分野の専門性を強く意識してコース志望し、数学及び理科の科
目の実力が特に優れていることを大学入学共通テストの結果で示すこ
とができる人を選考して受け入れるものです。高等学校長から提出され
た調査書、推薦書、本人自筆の志望理由書、大学入学共通テスト及び
面接の成績等を審査し、その結果を総合して合格者を決定します。
大学入学共通テストの指定科目は【数学：数Ⅰ・数A、数Ⅱ・数B】、【理
科：物理、化学】の「2教科4科目」です。面接では、アドミッション・ポ
リシーに基づき、志望動機、コースに対する関心度、発想の豊かさ、勉
学意欲、将来展望等について総合的に評価します。 調査書及び志望理
由書も総合評価の参考にします。

工学部では、アドミッションポリシーをよく理解した上で志望する専門分野を絞り、将来への目的意識が高く、
勉学意欲のみなぎった学生を選考して受け入れるため、コースごとに総合型選抜･学校推薦型選抜を実施します。

■ 総合型選抜Ⅰ（A・B）,学校推薦型選抜Ⅱについて

コース志願型の総合型･学校推薦型及び
実力で希望をかなえる一括型の一般（前期・後期）

■ 一般選抜について

個別学力検査
数学200点（数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B）、理科150点（「物理基礎、物理」、「化学基礎、化学」から１）
外国語50点（コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）、調査書10点、ペーパー・インタビュー10点

共通テスト
国語100点、社会50点、数学200点、理科150点（４科目から２科目選択）、外国語100点

前期（a方式（共通テスト重視型））

総合型選抜Ⅰ
（A・B）

学校推薦型
選抜Ⅱ

工学科の募集人員

機械工学

電気電子工学

構造工学

社会環境
デザイン工学

化学・物質工学

A B

コース
一般･前期

46

44

25

22

54

14

14

8

7

17

191 60

14

14

7

6

17

58

160 50 53

一般･後期

機械工学

電気電子工学

構造工学

社会環境
デザイン工学

化学・物質工学

a方式 b方式

受け入れ上限
目安の小計

各コースの受け入れ
上限の目安

個別学力検査
数学300点（数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B）、理科300点（「物理基礎、物理」、「化学基礎、化学」から１）
外国語100点（コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）、調査書10点、ペーパー・インタビュー10点

共通テスト
国語25点、社会25点、数学100点、理科100点（４科目から２科目選択）、外国語50点

前期（b方式（個別学力重視型））

前期・後期とも、コースは合格発表時に通知。入学後に転コースできる制度も用意。（入試成績ではなく入学後の成績を基準の一つとして用いた転コース認定選考）

◉前期日程において、出願時にa方式（共通テスト重視型）又はb方式（個別学力重視型）を選択して、各方式の中
で上位から合格決定。その後、各方式で第１希望コースを受入上限の目安まで可能な限り優先してコース決定。
◉後期日程では工学科一括入試で上位から合格決定。その後、第１希望コースを受入上限の目安まで可能な限り
優先してコース決定。

個別学力検査
総合問題300点（数学２問、物理２問、化学２問の計６問からその場で任意の４問を選択）
（高等学校の学習一般を前提とした筆記試験で基礎学力を問う）、調査書10点、
ペーパー・インタビュー20点

後期

：

締切

144

共通テスト
国語25点、社会25点、数学２科目200点、理科（物理、化学）200点、外国語200点
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大学院工学研究科のしくみ

博士後期課程（3年）
生産システム工学専攻（15人）

システム工学コース

電気情報工学コース

物質工学コース

国際水環境科学コース

博士課程（5年一貫制）
工
学
部
卒
業

大学院工学研究科

国際的に活躍できる
先導的研究者

博士（工学）

博士（工学）
次世代の革新的
科学技術の推進に
貢献する人材

修士（工学） 産業界や社会が求める
高度専門技術者・研究者

※（　 ）の数字は入学定員数です。

グリーンシステム創成科学専攻（5人）

次世代エネルギーシステム創成コース
先端機能物質創製コース 

博士前期課程（2年）

機械工学コース
電気電子工学コース
情報工学コース
構造工学コース
社会環境デザイン工学コース
化学・物質工学コース
水環境科学コース
海洋未来科学コース

総合工学専攻（220人）

大学院
工学研究科

本研究科は、「博士前期課程」（修士の学位を目指す2年の課程）、
「博士後期課程」（修士またはその相当レベルから博士の学位を目指す3年の課程）及び
「博士課程（5年一貫制）」で構成します。

自分の専門領域を研究する能力を
とことん高め、究める



166

Ｑ.3専攻、特に格段に充実した博士前期課程、西日本地域でも屈指の5年一貫制専攻の特徴は？
自然と共生する技術社会の発展に貢献する工学教育研究拠点です。学部で培った実力を、学部と一貫性のある科目群で
更にレベルアップ。深い専門的知識と広い学際的知識を教授します。充実した修士論文研究で実力を磨き上げるほか、
「日中韓の大学間連携による水環境技術者育成事業」の特色ある教育を進めてきた実績を活用・発展させて、「水環境
科学コース」では海外企業でも活躍ができる高度専門技術者を育成しています。

本専攻では、次世代の革新的科学技術に寄与する研究を推進します。最新技術を開発する現場のリーダーとして活躍でき

る人材を養成しています。独創的な研究に取り組む高い志の大学院生が、切磋琢磨する環境があります。最先端技術を産

業界に展開しようとする社会人も歓迎します。

卓越した研究者養成を目指します。グリーンエネルギーの開発と有効利用に特化した分野で、次世代エネルギーシステム

創成と先端機能物質創成に関する世界的研究拠点を目指すと同時に、国際的に活躍する研究者を育てます。海外研修の

機会もあります。

博士後期課程（3年）
生産システム
工学専攻

博士前期課程（2年）
総合工学専攻

博士課程（5年一貫制）
グリーンシステム
創成科学専攻

Ｑ.大学院に進学するということは？Ｑ.大学院では、何をどのように学ぶのですか？
（博士前期課程と5年一貫制の前半について）　

学部での勉学を発展させ、専門分野を深く学びます。さらに、日々の真剣な研究活動

を通じて、問題解決能力、課題探究能力を身に付けます。それは、技術者、研究者、

専門分野の教育者などとして人生を開拓し、活躍するための礎であり、また、企業に

おける研究・開発職に求められる能力です。個別の研究テーマの成果は、自ら学会

発表するほか、国際的学術雑誌に載ることもあります。英語を含むプレゼンテーショ

ン能力も鍛えられます。

工学部卒業後、5割前後、多い分野では7割近くの学生が大学院に進学しま

す。将来、アカデミアを目指す、企業などでの研究・開発職を目指す、あるい

は、設計や工場などでのエンジニア・リーダーを目指す学生が多く、それを

実現するためには、少なくとも大学院博士前期課程を修了していることが格

段に有利です。学費に不安があっても、授業料の全額または半額の免除制

度や様々な奨学金制度があります。建設関係分野では、大学院進学率がや

や低い分、官公庁で活躍する卒業生が多くなっていますが、社会に出て現場

を知ってから大学院博士後期課程に社会人入学する人もいます。

大学院の入試情報に関しては以下のリンクから学生募集要項にアクセスしてください
http://www.eng.nagasaki-u.ac.jp/contents/01_02_g_ar.html
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特徴的な研究として、アフリカや東南アジアの水環境の研究を実施しています。

水環境科科学コースの特徴
○水環境保全や先端水処理技術を基礎から応用まで広く学べる修士課程のコースです。
○学部で水環境や水処理を専門にしていない学生も無理なく学べるカリキュラムです。
○高度専門水環境技術者の育成を民間企業と連携して実施しています。
○多くの留学生が在籍した国際色豊かな環境の中で学ぶことができ、英語力が向上します。
○海外での調査研究などの、国際的な連携も勢力的に実施しています。

開発途上国向けバイオガス生産畜産廃棄物処理システムの研究
（タイ国メジョー大学・再生エネルギー研究センターとの共同研究
で試作設置したした現地実験装置）

さらに詳しいコースの紹介は
こちらにアクセスしてください。水環境科学

コース
Water and Environmental 
Engineering Program

グローバルな視点で
世界の水環境問題に挑む。

水環境は最大の世界的課題です。気候変動の影響で、深刻な

旱魃や水資源不足の地域もあれば、逆に、豪雨による大きな被

害に見舞われる地域もあります。また、経済発展著しいアジア、

アフリカの新興国や開発途上国では、水環境の悪化に苦しんで

います。そこで、様々な学問の叡智や先端の技術を結集し、この

ような水環境の問題を早急に解決することが求められています。
ケニア ナクル湖

ケニア・ビクトリア湖流域の土地利用を考慮した懸濁物質（水の濁
り）の高精度流出解析シミュレーション

Figure. 3 Detailed map of Land uses in the modeled river basins (COFF=TEA)

懸濁物質の実測値と計算値
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科学

協和機電工業 株式会社

旧三菱レイヨン（現 三菱ケミカル（株））

株式会社ウェルシー（現 三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社）

三相電機株式会社／清本鉄工株式会社／

株式会社ハイドロソフト技術研究所／株式会社OKAMURA ／

株式会社トーケミ／日本ペイントホールディングス（株）／

（株）鈴木商会／（株）酉島製作所

本コースを修了した学生（留学生）は、これまで水環境関連の企業を中

心に就職しています。例えば、排水処理設備や浄水処理装置を開発・

製造しているメーカーです。また、水害予測等のシミュレーションソフトウェ

アを開発している企業への就職実績もあります。これらの中には、既に海

外に事業拠点を持っている企業も少なくありません。

今後は、水処理の素材（水処理膜等）を開発している素材メーカや水環

境関連のコンサルタント、環境アセスメントに関係した企業への就職の

機会もあると考えられます。また、より深く研究を行いたい場合には、本学

の国際水環境科学コース（博士後期課程）に進学することができます。

学生からの声

卒業後の進路と就職状況

国
際
水
環
境
工
学
コ
ー
ス

W
ater and E

nvironm
ental  E

ngineering  P
rogram

化学物質工学コース卒業

大学院工学研究科

総合工学専攻

国際水環境工学コース

令和元年度修了

小田　薫
福岡県立小倉西高等学校出身

ー国際水環境工学コースへの進学を決めた志望動機は？

私は自身の英語力の向上と高分子膜を用いた水処理に興味があ

り国際水環境工学コースへ進学しました。本コースの講義やミー

ティングなどすべてが英語で行われるため留学のような経験がで

きることも進学理由の一つです。

ー国際水環境工学コースでの研究テーマは？

私の研究テーマは逆浸透膜という高分子膜を用いたニトロサミ

ンの膜透過メカニズムの解明です。ニトロサミンという物質が膜

透過の際にどのようなメカニズムで逆浸透膜を透過および逆浸

透膜により除去されているのかを透過実験で得られたデータをも

とに調べています。

ー修士課程での研究生活はいかがですか？

学部生時代では化学物質工学コースに所属しており、水処理の

知識は全くない状態で進学しました。そのため知識もなく実験の

要領もわからず何もかもが知らないことだらけでしたが、講義や

実験科目で学びながら日々研究生活を送っています。

基礎科目 選択科目（水環境保全） 選択科目（水処理） 修士論文の研究分野
環境データ解析学
水環境解析特論
実践水環境演習
水環境物質変換学特論
環境観測・分析演習
実践英語A/B
実践英語C/D
実践型インターンシップ

□ 膜分離技術による水再生技術の研究

□ 高機能ナノ粒子等による水処理の研究

□ 開発途上国向け水処理技術の研究

□ 水域の流動や水質の観測とシミュレーション

□ 冨栄養化水域の有毒アオコの研究

□ リモートセンシングによる水資源研究

□ 地下水と地下環境の研究

水環境輸送特論
水圏環境保全特論
空間情報処理論 
精密分析化学特論
水圏モデル解析演習

現代水処理工学特論
嫌気性水処理特論＊
膜応用技術特論
高度水処理実践演習A/B
水処理プロセス制御学特論

就職実績のある企業

＊外国人講師による講義基礎科目、選択科目の講義は全て英語で実施

先端膜分離技術の実験

カリキュラム

水環境科学

ー国際水環境工学コースはどのような環境ですか？

国際水環境工学コースでは日本人は数名しかおらず、ほとんどが

様々な国からの留学生という環境なので、文化の違いで苦労する

ことはあります。一方で、様々な国の話や郷土料理など異文化体

験ができて恵まれた環境であると感じています。

ー後輩たちへメッセージをお願いします！

国際水環境工学コースは大学院から新しい学問に挑戦したい学

生や英語力の向上したい学生にはとても恵まれた環境であると

思います。

高度水処理実践実習

※2022年4月より、「国際水環境工学コース」は「水環境科学コース」へ移行。 
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I 工学 ・ 水産学 ・ 環境科学の横断的コ ー ス

海洋開発には、高い 学術的専門性と 学

際的な幅広い知識が必要です。海洋未

来科学コー スでは、工学・水産学・環境

科学 のそれぞれの分野で、高い専門性

を持った2年間の修士論文研究を行い、

実海域での海洋フィー ルドを用いた実践

的研究を行います。さらに、学際的なオム

ニバス科目を受講することによって、幅広

い知識を修得することができます。特に、

オムニバス科目は、海を知る、海を利用

する、海を守るという3つのテ ー マに沿っ

て、海洋開発における基礎から応用課題

までを幅広く取り扱い、様々な問題の関

連性を整理することができます。

活躍の場

大学院前期課程

（修士2年間）

学部

（学士4年間）

1 学際的知識・海洋フィ ールド・loT技術を応用した実践的研究

•海洋再生エネ技術開発者

•海洋情報技術者

•海洋インフラ技術者

／ 

•次世代水産業開発者

•次世代養殖技術者

•海洋由来生物創薬研究者

／ 

•海洋行政官

•海洋環境コンサルタント

・環境影響評価技術者

／ 
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l海洋フィールドを用いた実践的研究�"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'�ヽ

本学が保有する2隻の実習船（長崎丸・

鶴洋丸）に乗船しながら、海洋観測の方

法を実習できます。また、洋上風力発電

実証フィ ー ルド近傍の海域へ出向き、海

洋エネルギー開発における現場を自分の

目で確認できます。

l学際的オムニバス科目 �"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'�、

科目名 海洋未来専修科目 A1 (1) 海洋未来専修科目 81 (1) 海洋未来専修科目 C1 (1) 

テ ーマ 海を知る 1 海を利用する 1 海を守る 1

キー ワー ド 海洋計測、通信、リモ ー トセンシング 海洋エネルギー 、電力変換 マイクロプラスチック、生物汚染
1 海洋ロポット 山本（工学） 海洋再生可能エネルギー 坂口（工学） マイクロプラスチック 中谷（工学）
2 画像情報処理 藤村（工学） エネルギー変換（発電） 横井（工学） 海洋ゴミ 八木（水産）
3 リモートセンシング 瀬戸（工学） 電カエネルギー 藤島（工学） 人為起源化学物質汚染 長江（環境）
4 電波計測 森山敏（工学） バワーエレクトロニクス 阿部（工学） 貧酸素化 和田（水産）
5 loTデバイス通信 藤本（工学） トライポロジ一 奥村（工学） 付着生物の生態学と生物汚損 サトイト（水産）
6 超音波を利用した海洋資源の評価手法 広瀬（水産） 海洋インフラ 佐々木（工学） 生物汚損とその対策 金（水産）
7 生態観測 竹内（水産） 洋上風力発電の利用 濱崎（環境） 資源再利用 本九町（工学）

科目名 海洋未来専修科目 A2 (1) 海洋未来専修科目 B2 (1) 海洋未来専修科目 C2 (1) 

テ ーマ 海を知る 2 海を利用する 2 海を守る 2

キー ワー ド 海洋物理、海洋計技 次世代養殖、創薬開発 海洋汚染，生物多様性、水産資源
1 海流 滝JI[(水産） 次世代蓑殖 征矢野（水産） 分子で紐解く海洋生態系 高巣（環）
2 海洋化学環境 武田（水産） 海洋再生エネルギーと漁業協調 河邊（水産） 両側回遊魚 ・ アユの生態と保全 井口（環境）
3 藻場生態系の役割——ブルーカーポンについて グレッグ（水産） 海洋生物由来機能性分子 山口健一（水産） 海洋を利用する鳥の視点から 山口典之（環境）
4 バイオロギング 中村乙水（水産） レクチン合成 海野（工学） 海棲哺乳類の多様性と保全 天野（水産）
5 資源管理のための漁業技箭、海洋再生可能エネルギーと漁 松下（水産） 健康科学 平坂（水産） 藻場の保全と管理 桑野（水産）
6 海洋観測 近藤（水産） 海洋資源の抽出と合成 木村（工学） 水生態系を考慮した漁業管理 清田（水産）
7 自主規制の経験と科学的知見 亀田（水産） ゲノム科学 小山喬（水産） 水産資源の利用とフー ドシステム 山本（水産）

海を利用するためには海洋環境と海洋生物の双方の動 海洋での再生可能エネルギーを利用し、応用する取り組 人間活動に起因すると思われる海洋汚染の問題は、
態を理解する必要があります。そのためには、様々な みが始まっています。風力や潮流など海洋エネルギー利 様々な形で顕在化してきています。現在起こっている

オムニバス 計測技術を組み合わせて使用していかなければなりま 用の原理や問題点を明確にするとともに、応用例として 海洋に関わる様々な汚染問題や水産資源の減少につ
科目の狙い せん。本科目では、最先端の海洋計測技法とそれらか 次世代養殖技術の基礎を学びます。また、海洋資源の抽 いて、多様な角度から学ぷとともに、それらを防除、保

ら得られる情報をいかに自然と調和した人間活動に活 出や合成方法、海洋生物を利用した創薬開発の基礎を 護する立場からどのようなアプロー チがあるのかを学
かすかということについて学びます。 理解し、先端的な海洋生物利用法について学びます。 びます。

20
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特徴的な研究

本専攻では、地球温暖化等の地球規模のクライシスに対応するため、エネルギーの発生・

有効利用の領域に関連する先導的研究を展開し、国際的に活躍できる研究者を養成してい

ます。5年一貫の広い視野を有する博士研究者養成プログラムに特徴があります。次世代エ

ネルギーシステム創成コースと先端機能物質創製コースの二つの教育コースプログラムを用

意しています。次世代エネルギーシステム創成コースでは、エネルギーの発生・有効利用、新

グリーンシステム創成科学専攻の特徴
機能デバイスや新システム開発を行っています。例えば、高効率インバータやスマートグリット

開発、リチウムイオン電池等の蓄電デバイス開発、熱電変換材料や機能性複合材料の開

発を行っています。先端機能物質創製コースでは、エネルギーに関連した物質創製分野の先

導的研究を展開しています。例えば、二酸化炭素の有効利用による物質創製、電極界面と

分子組織化の設計、光機能性錯体、高機能セラミックス、磁性材料の開発を行っています。

本専攻では、社会の持続発展を支える科学技術を創成するこ

とを目標としています。次世代エネルギーシステム創成と先

端機能物質創製に関する世界的研究拠点を目指すと同時に、

国際的に活躍する研究者を養成します。

グリーンシステム
創成科学専攻
Department of Advanced Technology
and Science for Sustainable Development

エネルギーや
環境技術の発展に貢献できる
研究者の育成を行います。

4年次または5年次では、国際的研究機関（海外大学等）での学外研

究を義務づけています。これまでに、アメリカ、ドイツ、フランス、スイス、シ

ンガポール等の国際競争力が高い大学へ3ヶ月から6ヶ月間留学し、最

先端の科学技術を学ぶと共に、国際的視野を深めています。

【留学例】カリフォルニア大学バークレー校、コロンビア大学、テキサス大

学、ミシガン大学、ハノーファー大学、チューリッヒ工科大学、トゥールーズ

ポールサバティエ大学、シンガポール南洋理工大学など。

■ 学外研究

日本学術振興会特別研究員奨励費、工作機

械技術振興財団助成、笹川研究助成、トビタテ！

留学JAPANなど。

■ 本専攻学生が獲得した研究助成金など
修了生は、大学教員、日本学術振興会特別研

究員、国内外大学での博士研究員、企業や研

究所の研究者として国際的に活躍しています。

【例】長崎総合科学大学、ハノーファー大学、

立命館大学、近畿大学分子工学研究所、

TDK、オムロン、NECエナジーデバイス、富士

チタン工業など。

■ 修了後の進路

次世代エネルギーシステム創成コースでは、エネルギーの発生・有効利用、それに関連したデバイスや変換システムの開発を行っています。例えば、高効率インバータやスマートグ

リット、リチウムイオン電池等の蓄電デバイス、熱電変換材料や機能性複合材料の開発を行っています。

また、先端機能物質創製コースでは、エネルギーに関連した高機能性物質創製の開発や物質工学を展開しています。例えば、二酸化炭素の有効利用、電極界面と分子組織設

計開発、光機能物質・高機能セラミックス材料・磁性材料開発を行っています。以上の技術を活用することで、再生可能エネルギーによる発電と高効率的な変換・蓄電技術に

よるグリーンエネルギーシステムの構築が可能になります。また、二酸化炭素を炭素資源とするカーボンニュートラルの技術革新が期待できます。

さらに詳しいコースの紹介は
こちらにアクセスしてください。

再生可能エネルギー

二酸化炭素による資源創出公共施設から一般家庭へ

蓄電・パワーグリッド
アルコール･燃料

石油代替用品

バッテリー等風力発電 太陽光発電

H2O

CO2

触媒

CO2排出 CO2利用

X線光電子分光分析装置（XPS）の写真
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1年次科目

英語･国際
実践科目

研究者養成
実践科目

2年次 3年次 4年次 5年次

国際セミナーⅠ
国際セミナーⅡ
実践英語講座Ⅰ
国際会議プレゼン講座Ⅰ

総合演習Ⅰ
知財戦略

先
端
科
学
科
目

研究者倫理

電気エネルギー・制御特論
先端デバイス組織学特論
エネルギーシステム特別演習
Ⅰ 冷凍空調工学特論

有機合成反応設計学
機能性錯体化学特論
物質創製特別演習Ⅰ

先端固体力学特論

総合演習Ⅱ
リサーチプロポーザル

学外研究
研究者指導実践演習

先端破壊解析学特論
エネルギーシステム特別演習Ⅱ

蓄電デバイス材料特論
先端デバイス物性学特論
材料解析学特論

先端電子材料特論
高分子材料学特論
超精密機械特論

先端機械設計特論
先進センシング科学特論
分子変換反応特論
高効率合成化学特論
物質創製特別演習Ⅱ

グリーンマグネティクス特論
分子組織場設計特論
先端高分子材料学特論

国際セミナーⅢ
実践英語講座Ⅱ
国際会議プレゼン講座Ⅱ

履修モデル

中間審査 最終審査

次
世
代
エ
ネ
ル
ギ
ー

シ
ス
テ
ム
創
成
コ
ー
ス

先
端
機
能
物
質

創
製
コ
ー
ス

※他の専攻・研究科科目も受講可能です。

カリキュラム

平成27年度修了
長崎総合科学大学 工学部工学科
電気電子工学コース講師

梶原 一宏

ー本専攻に進学した理由は？
研究の面白さを日々実感していくうちに、本専攻へ進学して研
究者を目指したいと思うようになりました。また、在学期間中に
経済支援があることも進学を後押ししてくれました。

ー本専攻の魅力は？
全員が海外留学を経験できることです。私はスイスの大学に
留学しましたが、今も共同研究を行っており、とても良い関
係を築くことが出来ました。学生の時からこのような経験が

できて本当に良かったと感じています。 

ー現在の研究内容について聞かせてください。
再生可能エネルギーシステムにおけるスイッチング電源のディ
ジタル制御方式について研究しています。より高性能なディジ

タル制御電源により、電源の性能向上とシステム全体の省エネ
ルギー化を目指しています。

ー後輩たちへメッセージをお願いします！
グリーンシステム創成科学専攻への進学は私にとって大きな決
断でしたが、その分貴重な経験がたくさんできました。本専攻で
は、国際的コミュニケーション能力とともに、高い研究遂行能
力が身に付きます。チャレンジする勇気をもって、ぜひここ長崎

から、世界で活躍できる研究者を目指してください。

ー本専攻の魅力は？
分野を問わず工学に関して最先端の知識を得ることができ
る点です。これは問題解決への糸口を見つける手助けとなり
ますが、通常のカリキュラムではそうそう得られるものではあ
りません。また、異なる環境下で自分の力を試すことのでき

る学外研究が制度化されているのも魅力です。 

ー現在の研究内容について聞かせてください。
乗用車用，航空機用などの用途を問わず、エンジンの性能を左
右する燃料供給装置の開発･最適化を実験およびシミュレー
ションの両方を用いて行っています。従来の計測手法を適用で
きない条件下においては、部分的な改良や新規手法の開発･組
み込みを行い、必要なデータを得ています。

ー将来の夢は何ですか？
壮大ですが、新エンジンや計測手法の開発者として文献に名
を残したいですね。

ー後輩たちへメッセージをお願いします！
大学や大学院で学ぶことのできる内容は多岐にわたり、何を学
ぶか、そのうえで何をするかは皆さんに委ねられています。本専
攻では、望むのであれば世界の最先端に触れること、また将来
的に自分自身が最先端を切り開くことも可能です。 チャンスを

逃さないよう色々なことに挑戦してみてください。

ー本専攻に進学した理由は？
地球温暖化をはじめとする環境問題に関心があり、それらの
解決に寄与する研究者になりたいと考えていました。その中
で、本専攻の理念が自分の興味・関心と合致したことや、国
際的に活躍できる研究者を養成するカリキュラム（特に学外
研究や英語教育）に魅力を感じたので本専攻に進学しまし
た。また、経済支援があることも進学を決めた理由です。

ー本専攻の魅力は？
化学・電気・機械などの分野の垣根を越えて様々な視点で議
論する機会が多いことです。そこでは多くの気付きがあり、広
い視野で物事を考えることの大切さを学びました。また、海外
留学ができるのも大きな魅力であり、留学を経て研究者として

だけでなく、人としても大きく成長できたように感じます。 

ー現在の研究内容について聞かせてください。
機能性高分子材料に関する研究を行っています。新しいモノ
マーの設計・合成、効率的高分子合成法の開発、そして得ら
れた高分子の物性や機能を調査しています。合成した高分子
が社会に役立つ材料として活躍する日を夢見て日々研究を
行っています。

ー後輩たちへメッセージをお願いします！
本専攻には各分野の第一線で活躍されている素晴らしい先生
方による教育と充実した研究設備という恵まれた環境があり
ます。それらを存分に活かしながら、何事にも積極的に挑戦
し、周囲への感謝の気持ちを忘れず、一生懸命に努力して下さ
い。

修了生からの声

社会の持続的発展に寄与するエネルギーの発生・有効利用に関連した
デバイス・システム等に関する深い専門知識と高度専門技術を学びます。

■ 次世代エネルギーシステム創成コース

社会の持続的発展に寄与するエネルギーの発生・有効利用に関連した
高機能物質のサイエンスと，物質創製・応用の高度専門技術を学びます。

■ 先端機能物質創製コース

グリーンシステム創成科学専攻では、優れた先端科学研究を行うために「次世代エネルギーシステム創成コース」と「先端機能物質創製コース」を設置してコース制をとって
います。カリキュラムは、国際性を養う「英語・国際実践科目」、実践研究能力を高める「研究者養成実践科目」、俯瞰的な視野を養成する「高度基礎科目」、深い専門知識
と高度専門技術を修得させる「先端技術科目」の4つの科目区分で構成されています。
「英語・国際実践科目」と「研究者養成実践科目」はコースによらない共通必修科目として、1年次から計画的に実施しています。「高度基礎科目」は共通選択科目としており、
履修科目が特定の科学技術分野に偏らない単位配分を行っています。「研究者養成実践科目」では、自立した高度研究者や指導者になるための研究指導に関する教育を
行っています。海外の研究所や大学での短期留学を実習科目として履修させています。

平成27年度修了
ハノーファー大学（ドイツ）
燃焼技術研究所博士研究員

川原田 光典

平成28年度修了
九州工業大学
分子工学研究所特任助教

森 康友紀
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1 入入学してすぐに始まる各コースの入門科目では、文献の探し方やレポートの書き方、単位習得の仕組みや方法、情報を得るための学内ネットワークの使
い方など、長大生として知っておくべきあらゆる事項の説明がなされます。特に工学部では、専門科目をより深く理解し、発展的科目につなげるために
重要になる微分積分学や線形代数、基礎物理や基礎科学などの工学基礎教育科目のほかに、4年間を通した英語教育や、工学倫理など徹底した工学基礎
教育を実践しています。工学基礎教育のなかで実施されている「基礎実験」では、物理学や化学に関する基本的な実験を体験してその原理を理解すると
ともに、本格的な IoT 技術を少人数で実践的に学ぶことができるようデザインされています。 

充実・徹底した工学基礎教育

未来につながる世界最先端の研究

2

革新的低炭素化技術に関する物質科学研究

温暖化ガス排出の低減、化石燃料からの転換技術の開発、効率的なエネルギー利用等に資する新しい
物質科学研究拠点の形成を目指して、革新的蓄電デバイス材料の創出と革新的 CO2変換技術の開発を行
うことを目的としています。具体的には、新しい Liイオン二次電池等の材料開発や、 CO2の直接転換を可
能にする触媒系および CO2を反応基質とする有用物質合成反応の開発を行っています。

海洋未来イノベーション機構による海洋技術クラスター構想

海洋は、様々な形でエネルギーが行き交うダイナミックな場であると同時に、地球環境の安定に大きな役割を果た
しています。海洋未来イノベーション機構は、工学、環境学、水産学の研究者が集まり、持続可能エネルギー開
発、環境保全ならびに生物資源の持続的利用を同時に可能とする融合型研究プラットフォームとして、長崎地
域さらにはわが国の海洋未来産業の発展に寄与する研究に取組んでいます。

長崎大学工学部が取り組む教育と研究

日本は災害大国と言われ、今後地震によって大きな災害が起こることが予想されています。地震防災には耐震補強が有効です。下図は、鉄骨構造と鉄筋コ
ンクリート構造の耐震補強技術の使用例で、これらの設計法と施工法について研究を進めています。研究の結果、安全性が認められ、すでに実用化さ
れています。先端技術の社会実装を進めることにより、地域防災にも貢献しています。

未来の道を守る仕組みの構築

私たちの生活は道路や橋、学校などインフラや公共施設（＝社会基盤）に支えられています。しかし日本の社会基盤の多くは高度経済成長期に集中的
に造られたため、今後一斉に老朽化が顕著になります。これまでの維持管理の費用だけではなく、更新費用も必要になってくるのです。しかし私たち
の税金をそこばかりに使うわけにはいきません。
そこで長崎大学工学部はインフラ長寿命化センターをつくり、ドローンや光計測技術を使った点検技術の革新、維持管理技術者の養成を行い、社会基
盤の安定的な質の確保を目指して活動しています。
そのなかで道やトンネルの維持管理技術者を「道守(みちもり)」と呼び、長崎県と連携しながらこれまで多くの技術者を養成しました。この道守制度
は2014年に国土交通省の民間資格として登録され、輩出された人材はあちこちで活躍しています。

長崎大学大学院工学研究科の研究者および外部の研究者・技術者が協働・連携して、時代が要請する課題に対応し、かつ未来を見据えた先端技術開発や
新しい知の創出を目指しています。未来社会に向けた海洋エネルギー技術開発、低炭素化技術に関する物質科学研究、新材料・革新デバイス開発、医工連
携による学際的研究技術等に取り組んでいます。以下は、研究プロジェクトの一例です。

専門以外の知識を深める副専攻プログラム
情報データ科学部と工学部のジョイントによる副専攻プログラム、および、環境科学部と工学部のジョイントによるランドス
ケープ学副専攻プログラムが開始されました。これらの副専攻プログラムを履修することで、工学部の専門科目の枠を超えた、
より広い範囲の専門知識を身に着けることができます。また、副専攻プログラムを履修した学生には、そのことを証明する修了
証書が発行されます。社会人になると、自分の専門領域だけでは解決できない場面に出くわすかもしれません。そのような時に
は、副専攻プログラムで培った広範な知識がきっと役立つことでしょう。

3



鉄骨構造

医工連携による医療･介護･福祉ロボットの開発
ハイブリッド医療人養成コースにかかわる医歯薬学総合研究科の医師・研究
者、および、介護•福祉に携わる研究者が有機的に連携した共同研究を推進
しています。手術用鉗子、摂子、肺パット、バルーン型肺鉗子、肝臓挙上装
置等の、手術用医療機器やリハビリ機器等医療技術の開発を行っています。
また、心エコー動画像における僧帽弁の運動評価が可能な医療用画像システ
ムの研究開発にも取り組んでいます。

鉄筋コンクリート構造 豪雨に起因した斜面災害 地域防災のための対策

鉗子･攝子類の研究開発入学してすぐに始まる各コースの入門科目では、文献の探し方やレポートの書き方、単位習得の仕組みや方法、情報を得るための学内ネットワークの使
い方など、長大生として知っておくべきあらゆる事項の説明がなされます。特に工学部では、専門科目をより深く理解し、発展的科目につなげるために
重要になる微分積分学や線形代数、基礎物理や基礎科学などの工学基礎教育科目のほかに、4年間を通した英語教育や、工学倫理など徹底した工学基礎教
育を実践しています。工学基礎教育のなかで実施されている「基礎実験」では、物理学や化学に関する基本的な実験を体験してその原理を理解するとと
もに、本格的な IoT 技術を少人数で実践的に学ぶことができるようデザインされています。 

充実・徹底した工学基礎教育 

革新的次世代磁石探索プロジェクト
～「ナノ構造制御」と「合金組成探索」～
乾式・湿式ナノ構造創製技術を駆使し、次世代革新的磁性材料の創製に繋がる新技術を開発
し、資源問題の解決及びこの分野での国際競争力強化を目指しています。 具体的には、MEMS
用厚膜磁石・金属／セラミックス多周期積層型面内異方性磁石材料・1-12系希土類レス
厚膜磁石・医療デバイス用白金系磁石等の開発に取り組んでいます。

５社会基盤の安全安心と復興計画、 遺
産保存に向けた取り組み

日本は災害大国と言われ、今後地震によって大きな災害が起こることが予想されています。地震防災には耐震補強が有効です。下図は、鉄骨構造と鉄筋コ
ンクリート構造の耐震補強技術の使用例で、これらの設計法と施工法について研究を進めています。研究の結果、安全性が認められ、すでに実用化さ
れています。先端技術の社会実装を進めることにより、地域防災にも貢献しています。
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未来の道を守る仕組みの構築

インフラ長寿命化センター
私たちの生活は道路や橋、学校などインフラや公共施設（＝社会基盤）に支えられています。しかし日本の社会基盤の多くは高度経済成長期に集中的
に造られたため、今後一斉に老朽化が顕著になります。これまでの維持管理の費用だけではなく、更新費用も必要になってくるのです。しかし私たち
の税金をそこばかりに使うわけにはいきません。
そこで長崎大学工学部はインフラ長寿命化センターをつくり、ドローンや光計測技術を使った点検技術の革新、維持管理技術者の養成を行い、社会基
盤の安定的な質の確保を目指して活動しています。
そのなかで道やトンネルの維持管理技術者を「道守(みちもり)」と呼び、長崎県と連携しながらこれまで多くの技術者を養成しました。この道守制度
は2014年に国土交通省の民間資格として登録され、輩出された人材はあちこちで活躍しています。

長崎大学大学院工学研究科の研究者および外部の研究者・技術者が協働・連携して、時代が要請する課題に対応し、かつ未来を見据えた先端技術開発や
新しい知の創出を目指しています。未来社会に向けた海洋エネルギー技術開発、低炭素化技術に関する物質科学研究、新材料・革新デバイス開発、医工連
携による学際的研究技術等に取り組んでいます。以下は、研究プロジェクトの一例です。

4
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アジアの大学間連携による持続的社会基盤整備を支えるグローバル人材育成事業プログラム

留学先：中国・山東大学/韓国・成均館大学校/シンガポール・南洋理工大学/ラオス・ラオス国立大学
留学期間：3ヶ月間の短期留学プログラムから1年間の長期留学まで(2021年度～2025年度)
留学者数：毎年度複数名（大学院工学研究科の学生）

長期留学中の現場見学（長崎） 短期留学中の現場見学（山東大学） サマースクール（成均館大学校）

長崎大学大学院工学研究科では、2016年度から文部科学省の「大学の世界展開力強化事業」として、山東大学（中国）及び成均館大学校（韓国）と
ともに密接に連携してアジアのインフラ整備を技術面から支える人材を育成する「キャンパス・アジア」プログラムを実施し、延べ224名の学生がプ
ログラムに参加しました。2021年度からは日中韓の三大学にシンガポールの南洋理工大学とラオス国立大学も加わり、ASEAN諸国に拡張した教育プ
ログラムを開始しました。2026年度までに、ダブル・ディグリープログラムをはじめ、ハイブリッド型短期留学プログラム、若手研究者の育成およ
び最先端の研究拠点となる「国際コラボレーションラボ」の設立等を実施します。地域の共同体を意味する「Asia for All」理念の下、アジア全域で質
の保証を伴った高度な工学教育を実施し、持続的社会基盤整備を支えるグローバル人材の育成を推進していきます。

長崎大学大学院工学研究科は、国立六大学連携機構を構成する千葉、新潟、金沢、岡山、熊本大学および京都大学と連携して、国際協力機構（ JICA ）の支
援のもと、「ミャンマー工学教育拡充プロジェクト」を牽引して来ました。 2014 年に開始された本プロジェクトでは、大学生を教育する工学系教員の教育力
と研究力を向上させるため長崎大学をはじめとする日本側大学教員が実際に現地に赴いてセミナーや模擬講義・実験などを実施するとともに、ミャンマー側
教員を日本側大学に招へいし、日本の大学における研究室の運営や講義、実験などを実際に体験できる研修活動を行ってきました。

ケニアでは2008 年からロボットコンテストが開かれており、長崎大学工学部はケニア教育省の要請を受けて 2013 年から毎年審査委員を派遣してきました。コ
ンテストではケニア各地の大学や工業専門学校の学生が手作りのロボットを携えて参加し、回を重ねるごとに大きな盛り上がりを見せるようになっています。
コンテストでは長崎大学工学部の教員が主任審査委員を務めるとともに、ロボット製作に関するセミナーを開き、現地の教員や学生との交流を深めてきました 。

局地的集中豪雨に起因する斜面崩壊は、毎年のように発生し、人、公共施設等に甚大な被害をもたらしています。その発生予測と遠隔監視・対策を効果的に行うこと
は、自然災害の軽減と再発防止、日常生活の安全向上などにおいて極めて重要な役割を果たします。大学の取組と技術は実現場に活用され、地域社会の安全
安心の実現に寄与しています。 減災や防災技術に貢献するほか、防災の観点を含む建物の診断やカウンセリング、災害発生後は復興計画の策定支援も行っ
ています。熊本地震や令和 2 年 7 月豪雨では日本財団の支援を受け、九州内の大学で連帯して仮設住宅の環境整備を支援しています。また古民家を改修した
スペースづくりを通して地域と 学生とを結び、平常時から町の持続力や防災力を高めるための後押しをしています。

また、長崎には、日本最古の石造りアーチ橋である「眼鏡橋」や、我が国における最初期の近代水道施設で、国内初の貯水池（ダム）式水道である「本河内水源地水道
施設」など、日本の近代化を支え、その歴史をものがたりながら、今もなお私たちの生活を現役で支えている多くの近代化遺産があります。 1955 年に完成
し、 2020 年 12 月に国指定重要文化財（建造物）に指定された「西海橋」は、日本初の海峡横断橋（有料道路橋としても国内初）であり、その後の世界の トップラ
ンナーたる我が国の長大橋梁技術の出発点となりました。長崎大学工学部は、これら の近代化遺産や文化財の調査・評価、維持管理を支援しています 。

仮設住宅の住環境改善活動 古民家改修による居場所造り 国国指定重要文化財（建造物）に指定された「西海橋」

短期留学修了式（長崎）



世界へとつながる工学部の扉
アジアの大学間連携による持続的社会基盤整備を支えるグローバル人材育成事業プログラム

留 学 先：ドイツ・ドルトムント工科大学
留学期間：2019年4月8日～10月15日
留 学 者：高木 皇遥
大学院工学研究科　博士課程(5年一貫制)　グリーンシステム創成科学専攻

留学先：中国・山東大学/韓国・成均館大学校/シンガポール・南洋理工大学/ラオス・ラオス国立大学
留学期間：3ヶ月間の短期留学プログラムから1年間の長期留学まで(2021年度～2025年度)
留学者数：毎年度複数名（大学院工学研究科の学生）
長崎大学(大学院工学研究科）は、2016年度から文部科学省の「大学の世界展開力強化事業」※の採択を受けて、山東
大学(中国）及び成均館大学校（韓国）とともに密接に連携して大学院教育を行い、アジアのインフラ整備を技術面から
支える人材を育成する「キャンパス・アジア」プログラムを実施してきました。2021年度から新たに地域の共同体を意
味する「Asia for All」理念の下、アジア全域で質の保証を伴った大学間交流を活発化させるために、後継事業に選ばれて
日中韓の三大学に、南洋理工大学とラオス国立大学も加わり、更に発展させる形の事業を開始しました。
2026年度までに、日中韓の博士前期・後期課程のダブル・ディグリープログラムをはじめ、オンラインと実渡航留学を融合させたハイブ
リッド型短期留学プログラム、若手研究者の育成および最先端の研究拠点となる「国際コラボレーションラボ」の設立等を実施します。これ
らのプログラムを通して、日中韓・ASEAN連携大学の学生及び教職員の交流を活性化し、さらにアジア各国のニューズにマッチした持続的
インフラ整備を技術面から支え、国際的に活躍できる人材を育成していきます。
※ 国際的に活躍できるグローバル人材の育成と大学教育のグローバル展開力の強化を目指して文部科学省が進める国際教育推進事業。高等教
育の質の保証を図りながら、日本人学生の海外留学と外国人学生の戦略的受入を行うアジア・米国・欧州等の大学との国際教育連携の取組を
支援することを目的としている。 

ショートステイ・ショートビジット（短期留学）
長崎大学工学部では、短期的な海外留学や国内での海外大学の学生と
の交流の機会も提供されています。短期留学では、海外大学の学生と一
緒に、先端研究に関する講義の受講やプレゼンテーション＆ディスカッショ
ン、フィールドツアーへの参加などを通して、国際的な視野と交流ネット
ワークを拡げることができます。

【文部科学省】トビタテ！留学JAPANを利用した留学

トビタテ留学 JAPANは、留学での学びを最大化することを目指し、研修
参加者同士の交流を深めることができます。年齢・分野が異なる人を通じ
て、自分の視野や価値観を広げることができます。私にとって初めての留学で
したが、このトビタテの研修を通して、多くの事を学び刺激を受けることができ
ました。
さらに、トビタテ留学JAPANは、自分が発案した留学計画を実行できま

す。私は、事前に留学先の先生と意見交換を行い、一緒に計画を立てる
ことで、有意義に研究を行うことができました。
留学は、その人の人生観を大きく変えるきっかけになると思います。皆さ

んもトビタテ留学JAPANを通して、留学にチャレンジしてみてください。

長期留学中の現場見学（長崎） 短期留学中の現場見学（山東大学） サマースクール（成均館大学校）
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国指定重要文化財（建造物）に指定された「西海橋」

短期留学修了式（長崎）
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長崎大学
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長崎駅
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至  西山バイパス

至長崎バイパス

長大東門前
バス停

長崎大学文教キャンパス

昭和町
バス停

〒852-8521 長崎市文教町1-14　TEL 095-819-2490　FAX 095-819-2587

長崎大学工学部・大学院工学研究科ホームページ http://www.eng.nagasaki-u.ac.jp/

文教キャンパス 工学部工学科・大学院工学研究科へのアクセス

高速バスをご利用の場合

航空機をご利用の場合JRをご利用の場合
長崎空港（大村市）4番乗り場から空港リムジンバス乗車 

片道1,000円

長崎県営バス

■「試験場前･諫早インター･浦上経由 長崎駅前」行き乗車

　「長大東門前（ちょうだいひがしもんまえ）」で下車

　（所要時間 / 約40分）

■「試験場前･諫早インター･浦上経由･住吉経由 長崎駅前」行き乗車

　「長崎大学前」で下車（所要時間 / 約45分）

■浦上駅から路面電車をご利用の場合
「浦上駅前」から「赤迫（あかさこ）」行き乗車
「長崎大学」で下車（所要時間 / 約10分） 料金130円

JR長崎本線「浦上駅」下車、その後、以下の路面電車もしくはバス利用

各地より浦上経由長崎方面行き乗車「昭和町（しょうわまち）」で下車、
その後、徒歩で長崎大学東門まで約15分あるいは長崎大学正門まで約20分

■浦上駅からバスをご利用の場合
「浦上駅前」から長崎バス1番系統「溝川」･「上床」･「上横尾」行き乗車
「長崎大学前」で下車（所要時間 / 約10分） 料金160円

長崎大学工学部工学科・大学院工学研究科




