
[ 学科の特徴 ]

[ 専門的に学べる研究室 ]

▍内燃機関工学研究室
産学官連携のもと、持続可能な社会の
実現に向けたゼロエミッションパワートレイ
ン（次世代エンジン）の研究を推進

▍機械力学研究室
安全で快適な車社会のために、自動車
衝突時の車と乗員の動きと安全、自動運
転や高度運転支援について研究

▍材料力学研究室
自動車、航空機、二次電池電極等の力学
的特性の解明による安全性向上、あるいは、
力学的特性の利用による非破壊検査手
法の開発により技術の発展に貢献

▍流体工学研究室
気体・液体の総称である流体の運動に 
伴う現象解明や、新しい流体機械を開発

▍機械材料研究室
先端機能性材料の開発や強度特性評価
などを通じ、サステイナブル社会に貢献

▍表面加工研究室
表面の加工処理を通して、様々な材料の
高性能化を図る方法を物理的・化学的に
探究

理
工
学
基
礎
科
目

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期
微分積分学（1a）※MS
微分積分学（1b）※MS
線形代数学（1a）※MS
線形代数学（1b）※MS
物理学実験（a）
物理学実験（b）
化学（1）
情報リテラシー演習（a）
情報リテラシー演習（b）

微分積分学（2a）※MS
微分積分学（2b）※MS
線形代数学（2a）※MS
線形代数学（2b）※MS
物理学及び演習（1）
物理学及び演習（2）
物理学（3）
物理学（4）
電磁気学基礎
上級力学
化学（2）
化学実験
コンピュータ概論（a）
コンピュータ概論（b）
プログラミング基礎（a）
プログラミング基礎（b）
ことづくり（1）

微分方程式論
ベクトル解析学
数理統計学（a）※MS
数理統計学（b）※MS
代数学
生物学（1）
生物学実験（a）
生物学実験（b）
地学（1）
地学実験（a）
地学実験（b）
電気工学概論（実習含）
ことづくり（2）

フーリエ解析学
生物学（2）
地学（2）
数値解析
金属加工（製図・実習含）
ことづくり（3）

技術者倫理
ことづくり（4）

AI・ビッグデータ基礎
AI・ビッグデータ応用
ことづくり（5）

【学年配当しない科目】インターンシップ（1）／インターンシップ（2）／海外体験実習（1）／海外体験実習（2）

P
B
L
科
目

SD PBL（1） SD PBL（2） SD PBL（3）

専
門
科
目

専門教養

サイバーフィジカルDX
知的財産

理工学と生活
工業概論
原子力汎論
探究の進め方

量子力学入門
相対論入門

学部共通 Direct Current Electrical Circuit Analysis 電気化学（a）
電気化学（b）

電気電子通信計測応用

ひらめき
ことづくり

ひらめきづくり（1） ひらめきづくり（2） ひらめきづくり（3） ひらめきづくり（4） ひらめきづくり（5） Next PBL（1） Next PBL（2）

学科共通

機械設計製図（a）
機械設計製図（b）

機械工作実習（a）
機械工作実習（b）

創成設計演習

【学年配当しない科目】特別講義（1）／特別講義（2）／特別講義（3）

機械力学 機械力学（1）及び演習・実験 機械力学（2） 制御工学（1） 制御工学（2）

材料力学 材料力学 応力解析学及びFEM演習

流体力学 流れ学及び演習・実験 流体力学 流体工学

熱力学 熱力学及び演習・実験 伝熱工学 内燃機関 トライボロジー

材料学 機械材料学及び演習・実験 材料評価 材料強度学

加工学 機械工作概論 機械要素設計及び演習 材料加工学

卒業研究
関連

事例研究 卒業研究（1） 卒業研究（2）

※上記の他、教養科目、語学科目などの学部・学科共通科目を設置しています。詳細はP.94をご覧ください。
※MSは数理科学分野
■字は選択科目　■字は必修科目　■字は選択必修科目　■字は「ひらめき・こと・もの・ひと」づくりプログラム受講者のみ選択可

カリキュラムは2022年4月現在のもので、一部変更される場合があります。

卒業研究

研究室にて専門性を高める
研究室で専門性を高め、卒業研究で学
びの総仕上げをします。

1 年 2年
	 ●	内燃機関工学	 ●	機械材料	 ●	流体工学
	 ●	材料力学	 ●	機械力学	 ●	表面加工

自身の専門領域を絞る
専門領域を絞り込み、学生一人ひとりが
おのおのの興味がある分野で、機械エン
ジニアとしてのスキルアップをめざします。

3 年 4年

学
び
の
ス
テ
ッ
プ

技術者としての基礎を学ぶ

工学基礎、ものづくりの基本を修得
1年次で工学基礎科目をしっかり修得。後期から順次「材料力学」「機械力学」
「熱力学」「流体力学」の4分野で機械工学のベースを固め、「材料学」と「加
工学」の2分野でものづくりの基本を学びます。

[ めざせる資格・免許 ]  ● 中学校教諭一種免許状（数学）（技術） 　● 高等学校教諭一種免許状（数学）（工業）　◉ 技術士（機械部門）　◎ 技術士補※（機械部門）

◎卒業生全員が得られる資格　●所定の単位を修得すると得られる資格（実務・研修・講習を含む）　◉卒業生全員が受験資格を得られる資格（所定の実務経験が必要）
※ 機械工学科はJABEE（日本技術者教育認定機構）認定を受けており、同学科を卒業すると技術士1次試験の受験を免除され、技術士補の資格を取得することができます。

在校生の学科を選んだ理由を知りたい人は

89〜90ページへ▶LINKS ▶	もっと詳しく
資格・免許の詳細は

129ページへ▶
学びの領域は

31〜32ページへ▶
卒業後の仕事のイメージは

119〜128ページへ▶
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● 専門を段階的・体系的に修得 ● 体験を通じて創造力、開発力、技術的な感性を体得 ● 活躍する卒業生を数多く輩出

流体の動きを解析して、
新たなモノ・サービス・技術を生み出す。

杉山	千紘（4年）
神奈川県神奈川学園高等学校出身

知識はアウトプットしなければ意味がありません。そして、
その知識を最大限に活かすには、いかに周りの人たちと
コミュニケーションを取るかが重要。チームワークから創
造する学びにものづくりの奥深さを知りました。

　　　 　 Student VOICE ▶	学科の学びと私の未来

ものづくりのアウトプットは
知識と対話から生まれる。 ■ 医療機器関係の設計・開発で活躍する ■ 創成設計演習

チームで企画し、設計する演習です。自
らが主体となって調べて、動く。イチから
ものづくりを体感できる演習で、チーム
ワークの重要性にも気づくことができま
した。

設計・開発に携わるためにも、これまで以
上に世の中の動向や情報にアンテナを張
り、積極的に知識として集約させられる力
が必要だと感じています。

      Pick up!

＜成長につながった授業＞

機械工学科
力学と設計科学を学び、ものづくりのプロになる。

理工学部

世田谷キャンパス

流 体とは、気体や液体のように少しの

力を加えると容易に変形する物質

のことです。…と言われると難しく

感じるかもしれませんが、この流体にエネルギー

を与えたり、流体からエネルギーを回収する「流

体機械」は私達の生活にとても身近な存在です。

サーキュレーター等の家電製品から航空機

のような航空分野まで幅広く用いられ、

省エネ化推進に向けて常に技術革新が

求められています。

ほとんどの航空機には安定して飛行するために

尾翼やラダー等の可動部が取りつけられています

が、離着陸時以外の水平飛行時にはそれらが空気

抵抗の増大を招くため、一枚の主翼で構成された

全翼機の開発が試みられています。全翼機は空気

抵抗の低減や軽量化が期待できますが、尾翼が無

いために姿勢が不安定になることが課題になって

います。そこで、私達は尾翼の代わりに小型アク

チュエータにより生成可能な振動流の利用を提案

しています。噴流に振動流を干渉させた場合に、そ

の周波数を調整するだけで噴流の方向に素早く転

向できることを発見しました。この技術は全翼機

の姿勢制御に応用できると予測されます。

また、この研究成果は様々な分野に応用

可能です。例えば同技術を吸引力の制御

に応用すれば、手術の際にピンポイントで取

り除きたいものを吸引することが可能になり、医

療の発展や患者のQOL向上にもつながります。こ

のように、流体工学を含む機械工学は、異分野との

コラボレーションを通じて、身近な生活必需品から

最先端技術まで幅広い範囲で新しいモノや価値を

生み出すことができると考えています。

研究室 
 Pick up！

機械工学科の「未来に活きるKeywords」

私達の生活に不可欠な「ものづくり」は、機械工学の技術に支えられ、現在も
発展し続けています。例えば「航空機」は、気流解析や軽量・高強度で環境に
やさしい材料や加工法の開発成果が応用されています。また、脱炭素社会の実
現に向けて、機械工学の技術を結集して次世代エンジンの開発が進行中です。

理工学部　機械工学科　流体工学研究室

西部	光一	准教授

次世代航空機

次世代エンジン

私の未来に向けて変えること
hangehange
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