
たとえば、センサーから入力された情報をコンピュータで処理
し、生じ得る現象を予測しながら走行するインテリジェントな自
動車。私たちの生活を支えている製品のほとんどは、コンピュー
タとメカ技術の高度な融合の上に成り立っています。 

現実世界の情報を取りこみ、それを適切にモデル化しコンピュ
ータで高速に評価・学習することで、現実世界の機器を巧みに操
る。この「知的なメカシステム」とでも呼ぶべき分野は、日本が
最も得意とする、世界に誇る基盤的な産業分野です。

この分野は基盤であるとともに、ロボット工学やバーチャルリ
アリティ(VR)などの新技術が次々に生まれる、高い将来性を持
つ技術領域でもあります。知能システム工学科では、このコンピ
ュータとメカ技術の融合分野を担う技術者の育成を目的として、
密度の高い教育と研究を展開しています。皆さんも私たちといっ
しょに夢技術へ挑戦してみませんか?
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Department of Intelligent Systems Engineering, Ibaraki University

工学部
知能システム工学科

http://www.ise.ibaraki.ac.jp/



■ メカトロニクス
メカを巧みにコントロールする。メ
カの状態や外界の状況を感知し、そ
れらに基づいてメカを適切に動作さ
せるための理論と技術について学び
ます。
対応する科目名：
電気・電子工学概論，制御工学，セ
ンサ工学，アクチュエータなど

■ デザインと
 マニュファクチャリング
高品質なメカを創り出す。あるべき
精度で、確実かつ安定して動作する
メカを設計し加工するための理論と
技術について学びます。
対応する科目名：
材料力学，機能材料学，生産加工
学，機械設計学など

■ ヒューマンインタフェース
現象をモデル化しコンピュータで処
理する。物理現象や社会システム、
人の認知プロセス等のモデルをプロ
グラムで実現する理論と手法につい
て学びます。
対応する科目名：
システムのモデル化，幾何情報処
理，数値シミュレーション，知的情
報処理など

■ コンピュータ工学
コンピュータをプログラムで自在に
操る。複雑かつ巨大なデータを、高
速かつコンパクトに処理するプログ
ラムのための理論と手法について学
びます。
対応する科目名：
コンピュータ数学，アルゴリズムと
データ構造，コンピュータシステ
ム，プログラミング演習など

コンピュータ工学・ヒューマンインタフェース・メカト
ロニクス・デザインとマニュファクチャリングという4
本の柱。

　学習の柱となるこれら4つの科目群の基礎として、線形代数や微積分、力学や電磁気
学などの工学基礎の科目が用意されています。これらの工学基礎の科目は、工学部の
学生なら誰もが必ず修得すべき、最も基本的な内容を網羅しています。
　4つの柱の科目群を学習したあとは、ロボット工学、デジタル製造、計算力学、応用
ネットワークシステムなどの知能システム工学の各分野について学び、コンピュータと
メカ技術の融合分野について、具体的で高度な知識を修得します。
　これらの授業と並行して、技術プレゼンテーション、実験、演習などが行なわれ、
学習した内容に関するより深い理解が得られます。また、知能システム工学総論とし
て、新入生にはコンピュータとメカ技術の融合分野について直感的な理解を助ける科
目が、上級生には大学院へのステップとなる高度な内容の科目が用意されています。

教育

本学科は「コンピュータとメカトロニクスの融合」を目標としており、
そのために機械・電気・情報という工学の幅広い分野を学べるのが特色です。

そのうえで、これらの工学分野それぞれの研究も行っており、多岐にわたる内容を学べます。
自分が興味ある学問・研究を発見・選択できるのがこの学科の強みだと考えます。

また、本学は地元の企業・団体との連携を強化しており、なかでも工学部はその傾向が顕著です。
そのため、学内外を問わず様々な方と接する機会も多く有意義な時間と刺激を得られる良い環境です。

大学での4年間は案外早く過ぎてしまうので、入学前からやりたいことを具体的に考えておくといいと思います。
Aコース在学生　K君

Voice

この学科の魅力は、線形代数学や微積分、力学や電磁気学といった工学基礎はもちろんのこと、
知的なメカシステムを構成するためのコンピュータ工学やメカトロニクスなどの幅広い専門分野を学べることです。

幅広く専門分野を学ぶということで、各々に精通し、全体を見渡せる考え方を身に付けられます。
今後の社会の変化に対応するためにも、ぜひ知能システム工学科で学び、有意義な学生生活を送って下さい。

Bコース在学生　T君

コンピュータとメカ技術の融合分野を効果的に学べ
るように、知能システム工学科にはカリキュラムの
柱となる4つの科目群があります。

グループで知能移動ロボットを製作する学生実験（必修）
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知能システム工学各論

ロボット工学，デジタル製造，
計算力学，応用ネットワークシステム，

ビジュアル情報処理，最適化

線形代数，微積分，応用数学，力学，
電磁気学，工業力学



知能システム工学科はコンピュータとメカの融合をテーマとし、機械工学や情報工学などの幅広い分野を学べます。
私は入学当初、情報工学に興味があったのですが様々な分野に触れることでたくさんのことに興味を持ち、視野が広がりました。

そして幅広い知識を得たことで、物事を違った視点から考えられるようになったと思います。
Aコースの1年生は水戸キャンパスですが、2年生からは日立キャンパスに移ります。専門科目が増えて充実した講義を受けることができます。

工学部だと部活やサークル・同好会は続けられるの？と心配な方も安心してください！
キャンパスが移っても学業と両立している人はたくさんいます。私もそのうちの一人です。
大学生になると自由な時間が多くなりますが、その時間を生かすも殺すも自分次第です。

ぜひ知能システム工学科で充実した大学生活を送ってください。
Aコース在学生　Hさん

Voice

この学科の良いところは、幅広い分野を学べることです。
私は工業高校の情報技術科を卒業して電子機器メーカで働いていますが、

限られた専門分野の知識だけでは実務は勤まらないというのが実感です。
そのため知能システム工学科のBコースに入学しました。

自分に興味のある分野だけでなく、仕事や会社で必要とされている分野の基礎を学べるこの学科は、
自分の可能性を大きく広げてくれると感じています。

Bコース在学生　Tさん（社会人学生）

Voice

2つのコースで様々な学生のニーズ
に応えます。

　知能システム工学科は、昼間に学ぶAコースの他に、勤労学生や
社会人などさまざまな社会的背景を持つ学生に向けて、高度な学
習の機会を提供するため、主に夜間に学ぶBコースを設けていま
す。Bコースの学生は入学金と授業料について優遇が受けられま
す。Bコースは1年生から日立キャンパスで授業が行われますが、 
Aコースは1年生の時のみ、工学部のある日立キャンパスではな
く、水戸キャンパスで授業が行われます。
　Bコースのカリキュラムは基本的にAコースと同一で、4年間で卒
業可能な単位が修得できるようになっています。卒業研究と実
験・演習の一部を除いて、ほとんどの講義は夜間 (1講時が
17:35～19:05、2講時が19:10～20:40)に行われます。さらに
勉強したい学生は、知能システム工学科のAコースや他学科の専門
科目を履修することも可能です。
　なお、3年生に進学する段階で、希望する学生はコースを変更す
る転コース試験を受験できます。

AとB

B（夜間主）コースの講義のようす

他学科との違い
 知能システム工学科は、同じ工学部内の機械工学科、情報工学科
と、次のような違いがあります。

• 学生定員はAコース、Bコースともに50名以下で、少人数のき
め細かい教育を実現します。

• 知的なメカシステムは、機械工学と情報工学の両方に深く関
わっており、個々の分野を学ぶだけでは、その本質を捉える
ことはできません。知能システム工学科では、機械工学と情
報工学の融合分野を重点的に学習・研究します。

• 機械工学のうち、特に知的に動作するメカを創り出すことに
関わる学問領域について、そして情報工学のうち、特に複雑
な現象を解き明かすプログラムを創り出すことに関わる学問
領域について、深く学習します。

学生が主体
 プロジェクト型学習(ProjectBasedLearning, PBL)として、グ
ループ単位で個性豊かな知能移動ロボットを製作する実験や、市
場価値、開発期間、コストなどを考慮しプロジェクトをプランニ
ングする学生主体の授業があります。
【 学生の声 】

• 少人数なので自分の責任がはっきりする。
• チームで立案・実行という機会は少ないので、絶対に役に立
つ経験だと思う。

• 実践的。討論力がつく。自主性が生まれる。自己主張ができ
るようになった。

学生主体で考え発表するプロジェクト型学習



本学科は「メカ×コンピュータ」をコンセプトにしているため、関連する分野を比較的幅広く学べます。
なので、工学系の分野に興味はあるけれど、

具体的に研究したい・学びたい分野が見つからない、という人にオススメです。
本学科は良くいえば「なんでもできる」、悪くいえば「どっちつかずである」ですが、
面倒見のいい先生が多くいるので、学ぶ意欲のある人は手厚くサポートを受けられます。

また、講義は主に17:35からなので、朝に弱い人にもオススメです。
Bコース在学生　O君

Voice

知能システム工学科では、２年次までにあらゆる工学の基礎となる科目を学び、
自分が研究したいと思える分野を探しながら幅広い知識が得られます。
また、３年次の学生実験を通して、それまで個別に学んできた電気や機械、
情報など各工学分野の関係を確認でき、より深い理解につながります。

私はこの学科で、さまざまな知識とその繋がりを学び、研究したいと思える分野を見つけることができました。
今からこの学科を目指す皆さんにも、ぜひ興味のある分野を意識して探しながら、

有意義で楽しい学生生活を送ってほしいと思います。
Aコース在学生　K君

Voice

6238478372149834587
4913875823764893124
32398572734871239492349874876129487459
4923877856491827345
0491987561293874123
9598873461293894518
7756123987491238741
8988417829879123783
3498384710293840129
4923857913749874934
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スキージャンプの気流計算
選手が飛行中に受ける空気力をコ
ンピュータで解析し、飛行中の
フォームの違いが飛距離にどう影
響するかを調べた例です。

物理学と情報科学の接点
多くの原子分子を扱う物理学の理
論を応用し、多くの情報を効率良
く扱う方法を研究しています。

物体の影を抽出するアルゴリズム
色情報を用いて画像から影の部分だ
けを切り出す技術。コンピュータに
よる物体認識の重要なステップ。

複雑な現象のモデル化
複雑な自然現象をモデル化し、理
解・予測・制御に役立てます。

知能システム工学科では幅広い分野の研
究が行われており、その成果は国内外か
ら高い評価を得ています。

　取り扱われる分野はコンピュータグラフィクスなどのソフト
ウェア技術から、ナノテクノロジーやロボット工学といったハー
ドウェア技術まで実にさまざまであり、民間企業との共同研究も
さかんに実施されています。このパンフレットで紹介する研究例
はもちろん、学科で実施している研究テーマのほんの一部分にす
ぎません。ぜひ、学科や各研究室のウェブサイトにアクセスして
みてください。

■ 学科ウェブサイト　http://www.ise.ibaraki.ac.jp/

研究
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全神経細胞の結合がわかっている
唯一の生物・線虫

実際の生物の情報処理を理解する
ために、神経回路モデルをコン
ピュータ上でシミュレーションす
る研究を進めています。

脳における確率推論の
計算機構の解明

脳における確率推論の計算機構を
解明する試みの一つとして、
ニューラルネットモデルによる研
究を行っています。

計算機シミュレーションによる
脳機能の解明

猿が互いの個体識別に用いる“モン
キーコール”（一種の言語）を処理
する大脳皮質モデル(A)とその神
経細胞活動(B)のようすです。

1000枚の写真で新たな1枚を
コンピュータによる画像特徴の抽
出と、その利用例としてフォトグ
ラフィックモザイク生成の研究を
進めています。上は「最後の晩
餐」の生成例です。

 

流れる水の渦の
3次元シミュレーション 

浴槽に水を貯めておき、栓を抜く
と排水口に渦ができます。コン
ピュータの中に渦を発生させて、
実際にコリオリ力が渦の向きに影
響するかどうか調べているよう
す。



私は学部4年生ですが、実は留年の経験があり大学生活は5年目です。
留年の理由は、サークル活動とプライベートで国内外を問わず旅行にハマり、

旅行のためのバイトに一生懸命だったために勉強時間を失くしたという、完全な自己認識の甘さによるものでした。
しかし、そういった経験で出会った人やこんな生活を支えてくれた家族や茨城大学の先生方には感謝するとともに誇りにも思っています。
そして、今回の就活を通して企業のナマの声を聞き、まずは人と人とのコミュニケーションが重要であることを再認識しました。
本学科のカリキュラムでは座学を基にした様々な科目でも、インプットだけでなく発表などアウトプットの機会も多く、

こういったスキルを学べることは非常に重要であり魅力的だと思います。
大学生活では人との出会いがたくさんあります。積極的に行動することで自分の新しい世界観や価値観を見出すチャンスです。

ぜひ、知能システム工学科で、充実した学校生活を送ってください。
そして、学習面ももちろんですがそれ以外にも学生生活でしか体験できない貴重な体験で人生に箔を付けてください。

でも、留年にはくれぐれも注意してくださいね。
Aコース在学生　Y君

Voice

4年生になると、学生は学科の各教員の研
究室に数人ずつ配属され、卒業研究を始
めます。

　卒業研究では、それまでの3年間で学んで得た知識を土台にして、
先端技術の動向を調べ、克服すべき課題を見つけます。教員の指導
を受けながら、課題の解決方法を検討し、実験などによって自分の
考えが正しいか検証します。このプロセスを通して、技術者や研究
者として社会に貢献することの大切さを学んでいくのです。
　さらに、指導にあたる教員や研究室の先輩、同級生らとともに作
業するなかで、
• 技術開発における縦のつながりやチームワークの重要性をしっ
かりと経験する
• 研究成果を文書にまとめたり、人前でプレゼンテーションする
手法を身につける

ということも、卒業研究の重要なねらいです。それらの成果を卒業
論文としてまとめ、4年間の集大成とします。

卒論
知能システム工学科のある日立キャンパ
スでは、毎年オープンキャンパス(OC)を
実施し、高校生をはじめ多数の来学者に
研究・教育を案内しています。

　工学部のある日立キャンパスでは、例年
•こうがく祭（5月末～6月初め）
•工学部オープンキャンパス（7月の海の日の前後）
に学内を公開しています。特に、工学部の学園祭であるこうがく祭で
は模擬店・いろいろな催し物が実施されるとともに、工学部の全研
究室が公開されます。ぜひ最先端の研究に身近に接してください。

公開

日立市内の交通シミュレーション
走る車の流れを表した交通方程式
を用いて、大学周辺の主要道路上
の状況を再現したようす。

画像処理による考古学の支援
手描きの遺構実測図のデジタルデ
ータ化作業を半自動化するシステ
ムを研究しています。

複雑怪奇な自然現象（＝時系列デー
タ）に隠れたルールを発見し、未来
の動きを予測します。

システム制御
制御の質が良よければ、より精
密・効率的・安全にモノを動かす
ことができます。そのための自動
制御を司る装置である制御器の設
計について研究しています。

移動ロボット
建設機械であるホイールローダを対
象に、非線形制御理論を用いたその
自律移動制御手法や遠隔操作手法に
ついて研究しています。

眼操作PCインタフェース
眼球の動きをカメラで検出するこ
とでPCを操作できる、声が出せな
い重度障害者用コミュニケーショ
ン支援ツールを開発しています。

車いすに携帯できる
折りたたみ式介助リフト

小型・軽量でありながら、一般ト
イレでも利用でき、女性でも楽に
操作できます。

車いす段差移動補助機
市販の車いすに取り付けることに
より、階段などの段差を昇降でき
るようになります。



　知能システム工学科では工学について幅広く学べます。
その中で、でさまざまな分野から自分がどんなことが得意で、どんなことに興味があるかがわかります。

入学当時の私は「とりあえず工学分野ならなんでもいい」と漠然と考えていましたが、
知能システム工学科での授業を受けていく中で特に情報系分野に強く興味を持つようになりました。

こんな風に、自分探しもできる学科だと思います。
Bコース在学生　A君

Voice

この学科の良いところは情報・生産・機械など様々な分野の授業が受けられるところです。
さまざまな知識や技能が身につくので将来の選択肢も増えていきます。

今、私は卒業研究で株価予測の研究を行っています。
興味のある分野の研究ができとても充実した学生生活を送ることができています。

Bコース在学生　T君

Voice
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医工学応用を目指した細胞診断用マイクロ・ナノ技術の開発
バラバラな状態の細胞組織（左）に対し、最適な力や変形を計算・制
御して、一様に配列した筋組織や骨組織をつくります（右）。再生医
療分野への応用技術として展開していきます。

医工学応用を目指した細胞診断用マイクロ・ナノ技術の開発
バラバラな状態の細胞組織（左）に対し、最適な力や変形を計算・制
御して、一様に配列した筋組織や骨組織をつくります（右）。再生医
療分野への応用技術として展開していきます。

光学系設計ソフトウェア
LEDは省エネルギー、配光・色度の設計自由度が高いなど優れた特徴
から、従来光源の置き換えや、新しい用途の光源として注目されてい
ます。自由曲面形状のレンズやリフレクタを用いて用途に応じた配
光・色度特性を持つLED照明の設計技術を研究しています。

光学系設計ソフトウェア
LEDは省エネルギー、配光・色度の設計自由度が高いなど優れた特徴
から、従来光源の置き換えや、新しい用途の光源として注目されてい
ます。自由曲面形状のレンズやリフレクタを用いて用途に応じた配
光・色度特性を持つLED照明の設計技術を研究しています。

 
 自動車摺動部品の高機能化

部品の材質・使用環境などを考慮
し、さらに部品の稼働状態を 
CAD/CAEにより検討することで、
「テーラーメイド」な複合表面改
質による自動車摺動部品の高機能
設計について研究しています。 

レーザーレンジファインダによる 
光沢物体の形状計測 

レーザー光を用いた従来の3次元形
状の測定技術では、金属などの光
沢物体が測定できませんでした。
光沢物体の測定技術を世界に先駆
けて開発し、国内外のメディアに
紹介されました。 
 

医工学応用を目指した
細胞診断用マイクロ・ナノ技術の開発

微細加工技術で作成した特殊な細胞培養基板を用いて、
がん細胞などが発揮する力や運動能力を精密に測定しま
す（左）。また、特殊な形状に加工したマイクロ流路を
通過させて細胞の変形しやすさを評価します（右）。

医工学応用を目指した
細胞診断用マイクロ・ナノ技術の開発

微細加工技術で作成した特殊な細胞培養基板を用いて、
がん細胞などが発揮する力や運動能力を精密に測定しま
す（左）。また、特殊な形状に加工したマイクロ流路を
通過させて細胞の変形しやすさを評価します（右）。

架線移動ロボット
架線上の障害物の回避や分岐線で
の乗り移りが可能な移動ロボット
の研究。

人工筋により駆動される
ヘビ型ロボット PAS-2

生体のヘビと相似の筋骨格構造を
有することにより詳細な身体運動
制御メカニズムを再現しています。

ステレオ法を用いた研削砥石作業面トポグラフィの
機上3次元計測システム

開発したシステム（左）と、研磨シート表面のステレオ
画像より得られた3次元計測結果（右）。

ステレオ法を用いた研削砥石作業面トポグラフィの
機上3次元計測システム

開発したシステム（左）と、研磨シート表面のステレオ
画像より得られた3次元計測結果（右）。



知能システム工学科の特長は、ハードウェアとソフトウェアの双方を学べること、
そして、学生実験でグループでの開発を経験できることです。

　昨今、身の回りのさまざまな機械（ハードウェア）がソフトウェアによって知能を備え、
相互につながることによって今までにない機能を実現するようになりました。

こうした製品の開発に携わる際には、双方の知識を持っていることが大きな強みになります。
また、製品開発は多くの人と関わりながら進めることが一般的なので、
学生実験でのグループ活動も有意義な経験であったと思います。

 　私は今、歩行ロボットを研究して、とても充実した日々を送っています。
大学での人との出会いを大切にしアクティブに行動することで、

将来につながる「何か」を掴めることを私は今実感をもって学んでいます。
大学院修士課程在学生　U君
（就職内定先：三菱電機）

Voice

進学でさらに専門性を高め、自
分の考えをプレゼンテーション
する能力を磨きましょう。

　コンピュータ技術やメカ技術は日進月歩で発展しており、4年生
の卒業研究で最先端の理論や技術を取り扱うことは難しくなって
きています。そのため、大学院に進学し、さらに高度な知識や技
術を勉強する学生が増えています。知能システム工学科では例年、
卒業生の約5割が大学院に進学しています。

 

　大学院では、講義以外のほとんどの時間を、自分が所属する研
究室で過ごします。教員の指導のもとで、大学での4年間よりさら
に高度な研究を進めます。その成果を国内外の学会で発表しなが
ら、学位論文としてまとめていきます。また、研究室では自分の研
究を進めるだけでなく、同じ研究室の4年生の面倒を見たり、ゼ
ミ・輪講では率先して発表を行わなくてはなりません。
　このように、大学院での日々は決して平坦なものではありませ
んが、修士（博士前期）課程での2年間で、多くの学生は大学での
4年間をはるかに超える成長を果たしています。さらに高度な研究
を目指す意欲的な学生のために、博士後期課程（理工学研究科）
も用意されています。

大学院

「本当に自分がやりたいこと」を教えてくれる場所が知能システム工学科だと思います。
私は、ロボットを作ってみたいという理由で知能システム工学科への入学を決めました。

機械の分野に興味があった私は、6年間の大学生活を経た現在、情報の分野を専門とした職についています。
3年生の時、自分が本当に学びたいことは「情報」の分野にあると知ったからです。

　知能システム工学科には、情報、機械、電気といった幅広い専門分野を学ぶ場が与えられています。
1年生から3年生までは主に3つの分野の入り口を学び、

4年生からはどの分野を専門とするかを選択し、研究に取り組みます。
様々な専門分野を学習できるからこそ「本当に自分がやりたいこと」を見つけられ、

充実した学生生活を送れる学科だと思います。
Aさん

日立製作所（大学院修士課程修了生）

自動車のプレス用金型の加工技術（企業との共同研究）
茨城大の開発したシミュレーション技術を用いることで計
算時間が1/20に短縮されました。2003年から全車種の加
工に使われています。

自動車のプレス用金型の加工技術（企業との共同研究）
茨城大の開発したシミュレーション技術を用いることで計
算時間が1/20に短縮されました。2003年から全車種の加
工に使われています。

シリコンウエハ加工機構のナノ解析
ナノスクラッチ実験と分子動力学シミュレーションの組み合わせにより、
半導体基板として広く用いられているシリコンウエハの平坦化において重
要となる極微小材料除去機構の解明に取り組んでいます。
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極薄加工したSiウエハ NC加工結果の推定システム 立体形状の厚みや隙間の可視化 レーザ微細加工装置



　知能システム工学科の魅力は1～3年次で幅広い分野を学び、4年次にその中からさらに興味を持った分野の研究に取り組めることで
すね。また実際に動くロボットを設計・作成・プログラミングし学科内でロボットコンテストを行います。

動くものを試行錯誤して作る楽しさと、完成してうまく動いて仲間とハイタッチして喜んだことは今でも鮮明に覚えています。
まさに機械、材料、情報などの学んだ知識の集大成と言えます。私はロボコンでプログラミングを主に担当することで興味を持った
情報系分野の研究室に所属し、画像処理を研究する一方で、様々な発表を通してプレゼンテーションの力もまた学べました。

　今はSEとしてシステムの設計・実装・テストなど様々な工程に携わっていますが、学生の時に経験した「ものづくりの楽しさ」を仕事を通しても
変わらずに実感できています。また仕事上で覚えることも多く苦労していますが、RPGで主人公をレベルアップさせていく感覚で楽しんでいます。

　最後になりますが、どの分野に進むにしろ知能システム工学科で、
「ものづくりの楽しさ」と「スキルアップする喜び」を是非実感してもらいたいと思います。

Sさん
NRIシステムテクノ（大学院修士課程修了生）

知能システム工学科の卒業生や大学院知
能システム工学専攻の修了生は次のよう
な企業・官公庁等に就職し、幅広い分野
で活躍しています。 

■ 平成27年3月 大学院修了生の進路の例
日立オートモーティブシステム，三菱電機ホーム機器，日立産業制御
ソリューションズ，東日本旅客鉄道，三菱電機エンジニアリング，リ
コー，ＣＳＫ ＷＩＮ，マツダ，ＭＨＩエアロスペースシステムズ，Ｎ
ＴＮ，アガツマ，ホンダテクノフォート，デジタルプロセス，レクザ
ム，日本ケミコン，テクノプロ・エンジニアリング，ＮＥＣエンジニ
アリング，シースリー，日本電産エレシス，アイチコーポレーショ
ン，シナノケンシ，三友製作所，三菱電機，ランダルコーポレーショ
ン，日立システムズ，ＮＥＣソリューションイノベータ，プラセス

■ 平成27年3月 学部卒業生の進路の例
フォーラムエンジニアリング，日テレITプロディース，JA茨城県中央
会，NTTデータSMS，愛知銀行，神鋼ノース，大森機械工業，足利
銀行，三菱電機エンジニアリング，茨城計算センター，アイ・イー・
シー，日立オートモティブシステムズ，鈴木鈑金工業，ソディック，
日立産業制御ソリューションズ，遠藤システム，エジソン，キャノン
モールド，東芝プラントシステム，日立化成，タダノ，Myコミュニ
ケーションズ，アセンド，泰榮エンジニアリング，MAPPA，協栄産
業，サーパス工業，テクノプロ，アルパイン，アルトナー，日本テク
シード，コメット，リコーインダストリー，那須南農業協同組合，
第一システムエンジニアリング，藤井建設，NSD，吉田精工，科学
情報システムズ，日立水戸エンジニアリング，水戸ソフトエンジニア
リング，京三電機，オーネスト，ユニシステム，オートリブ

就職

私たちの学科の良いところは、幅広い分野の知識を学ぶことができることです。ロボット工学がメインの学科と思われがちですが、
材料系や情報系の講義もあり、様々な研究活動が行われています。私は大学の講義を通して、多くの『技術』と『人』によって支えら

れている自動車に興味を持ち、レーシングマシンを製作する学生フォーミュラ部に所属しました。
部活動では摩耗によるトラブルが頻発し、トライボロジーの重要性を認識したことがきっかけで、現在は表面改質の研究に取り組んでいます。

知能システム工学科には、興味を持つ『きっかけ』を与えてくれる環境があり、それを『追及』できる研究室があります。
ぜひ知能システム工学科で、やりたいこと・やってみたいことを見つけて、トコトン『追及』してください！

大学院修士課程在学生　I 君
（就職内定先：トヨタ自動車）

Voice

機械・情報・電気といった幅広い分野を学ぶことができるのが知能システム工学科の最大の魅力で、幅広い分野を取り入れたカリ
キュラムを履修します。たくさんのことを学ぶので、その中から『楽しい』と思える学問に出会えるはずです。

しかしその反面、どうしても苦手な科目が存在してしまうのが現実です。
でも大丈夫ですよ！ 知能システム工学科は少人数で構成されていて、みんな仲が良いのです。
それぞれ教え合いながら勉強することができるのも学生生活の楽しみのひとつです。

私は高校時代に将来の夢が見つからず、『機械と情報分野に少し興味がある』という理由で知能システム工学科に入学しました。
しかし、学生生活の中でさまざまな分野に触れ、経験することで、『自分の適性』や『将来の夢・目標』をはっきりと自覚できました。

大学院修士課程在学生　Hさん
（就職内定先：日立オートモティブシステムズ）

Voice

知能システム工学科 案内パンフレット 2015.11

平成28年度入試の募集定員は以下の通り
です。入試科目や選抜方法については、
必ず募集要項や茨城大学のウェブサイト
でご確認ください。

■ Aコース(入学定員50名) 

 前期日程 35名, 後期日程 10名, 一般推薦 5名 

■ B(夜間主)コース(入学定員40名)
 前期日程 28名, 後期日程 7名, 一般推薦 5名,

 社会人特別選抜 若干名 

ご質問・見学のお申し込みなどは
下記までお問い合わせください。

〒 316-8511 茨城県日立市中成沢町 4-12-1 

 茨城大学 工学部 知能システム工学科 事務室 

■ 電話 0294-38-5224・FAX 0294-38-5229

■ 電子メール　ise-info@ml.ibaraki.ac.jp 

■ 知能システム工学科　http://www.ise.ibaraki.ac.jp/ 

■ 茨城大学(入試情報など)　http://www.ibaraki.ac.jp/ 

入試 連絡先


