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東海大学 東海大学では建学の精神に基づき、
が育成 「自ら考え、集い、挑み、成し遂げる」
これら4つの力を
する
●●●●

力

身につけ、
時代に即応できる人材を育成します。

工学部電気電子工学科では次のように教育目標を定めています。
人間性豊かで自然と人類の調和を図り、学際的にも幅広い視野を
有する資質と電気系技術を活用できる人材を育成することです。ま
た、国際的感覚と視野を身に付け、将来従事する分野での問題の発
見と解決のためのコミュニケーション能力を体得させることです。さら
に、技術者や研究者が持つべきモラルと使命、社会への貢献と公益
への寄与を果たす能力を育成することです。
この教育目標を理解し、その目標を達成するために自ら学ぶ意欲を
持った人を求めます。

本 学全体及び各入学試験のアドミッション・
ポリシーは、東海大学オフィシャルサイトにて
ご確認ください。

スマホ専用▶

▶ http://www.u-tokai.ac.jp/admissionpolicy

・ 学修のキー ワ ー ド ・
【電気機械】
太陽電池／クリーンエネルギー／オール電化住宅／電気自動車

【電気通信】

皆さんが毎日電気を使うように、電気電子工学は身近な分野で
す。東海大学電気電子工学科では、
「 電気機械」、
「 電気通信」、
「 電子
機器」の幅広い分野のテクノロジーを学ぶことができます。

放送技術／携帯電話／衛星通信／光通信／音響と映像

【電子機器】
半導体／ロボット／医用電子／航空電子／カーエレクトロニクス

■写真解説
［本誌面写真］
コンピュータを用いた電気機器の設計（右段上部写真）、卒業研究で試作した燃料電池を評価する
様子（右段下部写真）、電気電子工学科で開発中の電気自動車と開発メンバー（左段写真）。
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電気電子工学科では、IHクッキングヒーターなどを使ったオール
電化住宅、電気自動車などを実際に体験学習して、楽しみながら、皆
さんの志向と長所を発見し、伸ばします。

1年次

2年次

3年次

4 年次

電気系技術の扉を開け

電気電子工学の専門

一人ひとりの興味や将

研究室での活動が中心

ます。いろいろな工具を

科目を学びます。電気電

来の希望を考えて、皆さ

となります。研究は、自分

使い、実際に「テスターの

子技術の基礎をはじめて

ん自身が学習する内容を

自身で計画し、チームで

作製」などを通して、電気

学ぶ人に配慮した実験や

決めます。一つひとつの

活動します。このときの

電子技術の興味を引き出

実習科目もあり、電気電

専門科目を学習すること

体験が社会人としての貴

します。

子技術の基礎を身につけ

で、自分自身の将来像が

重な行動力と協調性を生

ます。

見えてきます。

み出します。

入門ゼミナール／電気電子

科学と倫理／電気電子工学

特許戦略／電気電子工学実

卒業研究1／CAD設計／英

工学概論／工科の線形代数

実験1／電気回路2／工科の

験3／電気材料／アナログ電

語アカデミック・プレゼンテー

1 ／化学基礎／化学実験／
工科の微積分 1 ／物理学 C
／工科の線形代数 2 ／電気
数学／工科の微積分 2 ／物
理実験／電気回路 1 ／電気
回路演習／電気磁気学 1 ／
電気磁気学1演習

微分方程式 1 ／計測の基礎

子回路 2 ／制御理論／電気

ション／電気自動車工学／電

／電気磁気学 2 ／電気磁気

機器／電力工学／伝送回路

気システム設計／電気通信

学 2 演習／信号処理の基礎

／情報理論／映像音響技術

システム／衛星通信／光通

／プログラミングC／工科の

／半導体工学1／ディジタル

信工学／光デバイス工学／

確率統計／電気磁気学 3 ／

電子回路／電気通信法／問

卒業研究2

電気電子工学実験 2 ／電気

題発見ゼミナール／電気電

回路 3 ／量子力学の基礎／

子工学実験 4 ／電気製図／

アナログ電子回路1／シーケ

パワーエレクトロニクス／ロ

ンス制御／コンピュータアー

ボット工学／高電圧工学／電

キテクチャ／発電工学／情

磁波工学／通信機器／半導

報伝送工学／電子物性／工

体工学 2 ／集積回路工学／

学概論

電子デバイス工学／電気法
規及び施設管理

電気電子工学科からのメッセージ

Message from

Department of Electrical and
Electronic Engineering

東海大学電気電子工学科は、電気電子技術を使って便利で、快適な商品やサービスを提供する技術者を目指す
学生が集う場所です。本学科では、｢電気機械｣、｢電気通信｣、｢電子機器｣の技術を学ぶことができます。これらは、
皆さんの生活を支える重要な技術です。本学科の学生たちは、日本及び世界を支える技術者、研究者になることを
目指し、
これらの技術を学んでいます。また、卒業生は日本及び世界中で現代社会を支える技術者、研究者として
活躍しています。
私たちは、電気電子技術でこれからの社会を支え、より便利で快適な社会の実現を目指す生徒諸君の入学を歓
迎します。
学科主任

庄

善之
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学 び の 分 野
電気電子工学科で学ぶことができる分野は大変広いため、本学科では科目を 3 つの専門分野
に分けています。興味や進路を考えながら、自らが学ぶ分野を自由に組み合わせることがで

きます。また、2 つの分野やすべての分野を学ぶことによって、より幅広い知識と技術を身
につけることも可能です。

大学の4年間で、身近な製品に活かされている電気電子技術を学びます。
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■ 電 気 電 子 工 学 科

Department of Electrical and
Electronic Engineering
School of Engineering

3 つの分野を広く学ぶ、電気電子工学科
電気機械
電気エネルギーの安定した発生と供給の仕組みを学びます。それを利用する電気
機器や電気機械の応用技術、それらを活用する交通や生活環境など社会基盤にかか
わる電気機械技術も学びます。国家試験の認定学科として電気主任技術者の育成も
行われています。
取得できる資格

◎筆記試験の一部が免除される資格
第一種・第二種・第三種電気主任技術者、第二種電気工事士

活躍できる職種

電力会社、自動車会社、鉄道・航空会社、電気設備会社、
エネルギー会社など

主な専門科目

電気自動車工学、ロボット工学、パワーエレクトロニクス

電気通信
無線や有線による情報伝送の仕組みを学びます。スマートフォン、無線 LAN、テレ
ビ放送など、私たちの生活を支える電波技術や情報伝達技術を学びます。また、国
家試験の認定学科として、各種無線従事者や電気通信主任技術者の育成も行われてい
ます。
取得できる資格

◎筆記試験の一部が免除される資格
第一級陸上無線技術士、
電気通信主任技術者
（伝送交換主任・線路主任）
◎卒業時に取得可能な資格
第一級陸上特殊無線技士、第二級海上特殊無線技士

活躍できる職種

電話・通信会社、情報通信機器会社、放送局など

主な専門科目

電気通信システム、衛星通信、映像音響技術

電子機器
アナログ電子回路やデジタル電子回路の仕組みを学びます。それらを応用した先
進性の高いロボットや航空機、自動車などの電子機器技術も学びます。また、高度
な電子回路を小型化する集積回路の設計と作製法についても知ることができます。
これらによって、各種電子機器の開発技術を身につけます。
活躍できる職種

家電・AV機器会社、半導体会社、医療機器会社、
ロボット機器会社など

主な専門科目

半導体工学1・2、集積回路工学、電子デバイス工学
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電気電子工学科のユニークプログラム
電気電子工学科では、教室での授業だけではなく、実際の物に直接触れて、
学ぶ機会を多く用意しています。そのなかのいくつかのユニークな教育プログラムを紹介します。

入門ゼミナール

はじめての電気電子、一人ひとりの興味を引き出す。まずは工作に挑戦。
大学入学後、
最初に学ぶ科目の一つに
「入門ゼミナール」

があります。この科目は、10 名程度の少人数クラスで授業
を行い、手作りラジオや My 測定器などの工作を実際に行
います。
工作がはじめてという人も、一つひとつ部品を組み
立てることで、
電気電子工学の楽しさが分かるはずです。
電気電子工学科では、
「ものづくり」のできる技術者
の養成を目指しています。そのためには、実際にいろ
いろな電気機器を作製することが重要です。入門ゼミ
ナールは、
「ものづくり」
の第一歩です。
「ものづくり」の楽しさが分かると、これから始まる専
門科目も興味をもって楽しみながら学ぶことができるで
しょう。

友達と協力し、自作ラジオの作製中。ハンダ付けがはじめての人も、
ラジオを完成させることができました。
自作ラジオを持って
皆と一緒に。

問 題 発 見 ゼ ミ ナ ー ル 、卒 業 研 究

学んだ知識を活かして、新しい研究に挑戦。
「問題発見ゼミナール」が始まります。
3年次の後半には、
「卒業研究1･2」
を行います。これ
また、4年次の1年間は、
らの科目は、自分の興味がある分野の研究室に配属され、
先生、研究室の仲間と一緒に最新の研究課題に取り組み
ます。研究課題は、
クリーンエネルギー、電気機械、電化製
品、
ヒューマン・インターフェイスなどとても広い分野にわ
たります。皆さんは、
これらの研究分野から自分の興味の
ある研究分野に挑戦することができます。学生活動には、
創造的な研究の知見を得て、学会で発表できるチャンス
もあります。
これまでに
「問題発見ゼミナール」、
「卒業研究1･2」は、
学んだ電気電子工学の知識と自らのアイディアを活かし
ながら、研究課題の解決に取り組むことに価値があります。
これらの研究活動で得られた経験は、卒業後に自らの自
信となります。そして、
自信と誇りを持った技術者として活
教授から直接指導を受けながら、卒業研究を行います。研究を通して電気電子技術の理解を深めます。

躍することができるようになります。また、研究活動を一
緒に行った研究室の仲間は、かけがえのない友人となる
ことでしょう。
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Department of Electrical and
Electronic Engineering
School of Engineering

キッチ ン ス タ ジ オ i

n To k a i

電気で快適、安全な生活。IHクッキングヒーターの体験。
電気電子工学科では、パナソニック㈱と共同で IH クッ
キングヒーターを備えた調理施設（キッチンスタジオ

inTokai）を設置しています。この設備では、実際に IH ク
ッキングヒーターを用いて調理体験をすることができま
す。また、IH クッキングヒーター、電子レンジなどの家
電製品の仕組みを知るためのスケルトンモデルも用意し
ています。ここから、友人や仲間をつくり、いろいろな活
動やアイディアが生まれます。もちろん、学習しながら近
未来のリビング・スタイルもイメージできます。

キッチンスタジオの中で、学生自らがオール電化住宅の体験学習を企画して活動するなど、教室の授業では得
られないテクノロジーを楽しむことができます。

キッチンスタジオは「電気電子工学実験3・4」でも
使用されています。

電気自動車の開発

世界で1台、電気電子工学科オリジナル、自分たちの電気自動車を作ろう。
21世紀は電気自動車の時代です。電気自動車は、電気

電子技術に加え、機械工学、材料工学など、いろいろな分
野の技術を組み合わせて開発される総合技術品です。こ
のような電気自動車の開発で一番重要なことは、電気自
動車を実際に
「解体する」、
「組み立てる」、
「改造する」
こと
で、
そのためには行動力のある技術者が必要なのです。
電気電子工学科には、学生自らが企画し、運営するプロ
ジェクトとして、電気自動車の開発があります。このプロジ
ェクトでは、学生自身が世の中でどのような電気自動車が
必要とされているのかを考え、電気自動車の開発コンセ
プト作りから始めます。そして、
その開発コンセプトの実現
のため、
開発メンバーが協力して自分たちオリジナルの電
気自動車を実現させます。電気電子工学科では、
このプロ
ジェクトに参加し、電気自動車の未来を開拓する熱意のあ
る若者を求めています。
開発中の電気自動車を囲み仲間たちと記念撮影。
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3 つの分野から、興味ある専門科目を履修し学びます。2 つ以上の分野の技術を修得す

ることも可能です。卒業後、技術者としての活躍の場が広がります。

専門基礎科目

電気機械分野

電気回路1〜3

電気自動車工学

電気電子工学の基礎

地球にやさしい乗り物

高校までに習うオームの法則などを基礎

21世紀は、電気自動車の時代です。電気
自動車は、CO ₂の排出がなく、エンジン自

に、
より複雑な電気回路を流れる電流、消費
される電力などの計算方法を習得します。

動車に比べて、エネルギーを効率的に使っ

電気回路は、いろいろな電気製品を設計す

て走行することができます。本科目では、電

るときの基本となる技術です。授業では演
習問題などを通して、深い知識と技術の修
得を目指します。

家庭で使う電気は、遠くの発電所から送電線を使って運ば
れます。その電気を減らさず、効率良く運ぶ技術は、新しい
クリーンエネルギーを開発すると同じく、大切な研究テー
マです。

電気磁気学1〜3

気自動車の作製に必要なバッテリー、モー
タ、モータ制御などの技術を学びます。また、
鉄道などの電動車両の仕組みについても
学びます。

ロボット工学

電気製品の性能向上の基礎

ますます活躍するロボット

電気と磁気の関係を学びます。モータが

自動車などの工場では、製品の組み立て

回転する仕組みは、
「電気磁気学」の修得に

を行う産業用ロボットが活躍しています。今

よって理解できます。また、発電機、電波や

後は、人間型ロボットが皆さんの生活の中

光の伝わりを理解するためにもこの科目の

に入り、いろいろな作業を手伝ってくれるこ

理解は必要です。本科目を学ぶことで、いろ

とでしょう。本科目では、ロボットの動作を

いろな電気製品の性能を向上させることが
可能になります。

出光興産が運営していた JHFC秦野水素ステーション
（現
在 市原に移動）
と燃料電池車
（Honda製「FCX」）
。

制御する技術を学びます。

オール電化住宅の仕組みを学ぶ
調

理、冷暖房、給湯のすべてを電気エネルギーで
行う住宅が増えています。このオール電化住宅

を普及させるためには、電気電子技術のさらなる進歩
が欠かせません。専門科目の「電気システム設計」では、

ディスプレイ

IHクッキングヒーター、エコキュート、照明器具などの
電気機器の仕組みを学びます。さらに、今後普及すると
考えられるホームセキュリティーについても学びます。
オール電化住宅で用いられる電気機器をより深く理
解するために、
「電気回路」、
「電気磁気学」、
「電気機器」、
「パワーエレクトロニクス」などを、専門基礎科目として
学ぶこともできます。
ヒューマン・インターフェースロボット

近未来の住宅では、電気電子技術を利用して、快適な生活が可能です。
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Department of Electrical and
Electronic Engineering
School of Engineering

電気通信分野

電気機器分野

光通信工学

ディジタル電子回路

ネット社会を支える技術

デジタル家電に必要な技術

従来通信は、電線を伝わる電気信号で行

テレビやスマートフォンなど最新の電子

われてきました。近年では、電気信号に代わ

機器は、デジタル技術によって性能が向

り、
インターネットなどで光信号を用いた通

上しています。これからも今まで以上に高

信が主流になっています。このことによって、
大量の情報を遠くに送ることができるよう
になりました。本科目では、光通信の仕組み
と今後の発展について学びます。

電気電子工学科には、毎年100近い卒業研究のテーマが
あります。研究成果のいくつかは、学生自身が国内外の学
会で発表を行っています。写真は、アメリカでの学会会場
にて撮影。

映像音響技術

性能なデジタル家電が登場するでしょう。
本科目では、電気回路を基礎に、デジタ
ル家電などの設計に必要な電子回路を学
びます。

集積回路工学

表現豊かな音響と映像

より小型に高性能に進化

5.1チャンネルサラウンドシステムなどの

以前は大きかったパソコンが、タブレッ

音響、臨場感あふれるハイビジョンなどの

ト型になり、より高性能で小型になりました。

映像は、電気電子工学によって実現してい

また、スマートフォンの高機能化も進みま

ます。本科目では、これらを実現する音響・

した。これらの実現には、複雑な電子回路

映像機器の仕組みについて学びます。また、

をより小さくする技術が用いられています。

これらの機器を用いて、音響・映像情報を表
現豊かに伝えるシステムの構築法について
も学びます。

日本初の民放FM放送局は東海大学が開設しました。写真
は、湘南キャンパス1号館の大鉄塔。

本科目では、電子回路を集積化する技術
を学びます。

実験科目で実践力を修得

2

・3年次は実験科目である｢電気電子工学実験｣を
履修します。2年次は、授業科目で習った電気回路

を実際に作製し、その性質を調べます。この実験を通して
回路の作製技術、各種測定器の使い方を習得します。3年
次では専門的な電気電子技術の実験を行います。実際に
工場などで使用されているモータや発電機の特性評価
や制御法を習得し、電気通信や電子機器の実験を行いま
す。これらの実験を行うことで、授業で学んだ知識を活用
する実践力が身につきます。
右の写真は実験で作製した電気回路の特性を、オシロ
スコープ
（測定器）
を用いて調べている様子です。

電気電子工学実験
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幅広い専門分野を持つ教授陣が、学生たちと一緒に、
明日を築く技術の研究開発を行っています。

太陽電池の開発

オール電化住宅の研究

磯村 雅夫

大山 龍一郎

M.Isomura
教授
博士
（工学）

R.Ohyama
教授
工学博士

安全な電波利用の研究

村野 公俊

K.Murano
准教授
博士
（工学）

従来の太陽電池よ

家の中の製品がす

携帯電話やパソコ

り高い効率で太陽光

べて電気で動くオー

ンなどの電子機器か

を電気エネルギーに

ル電化住宅が注目さ

ら出る電磁波の強さ

変換することができる積層型太陽電池の研究

れています。私の研究室では、オール電化住

や性質を調べ、その影響について研究をして

開発を行っています。この太陽電池によって、

宅の普及と効率的な使い方によって、家庭で

います。｢不要な電磁波を出さない｣、｢電磁波

CO2を排出することなく、電気エネルギーを

のエネルギー消費量とCO2の排出量を減らし、

に強い｣電子機器を開発し、普及させることで、

無尽蔵に得ることができ、地球温暖化の防止

地球温暖化を防止する研究を行っています。

安全に暮らせる社会の実現を目指しています。

集積回路（LSI）の研究

無線通信と無線電力伝送の研究

につながります。

効率的な送電技術の開発

青木 秀憲

小林 清輝

H.Aoki
教授
博士
（工学）

K.Kobayashi
教授
博士
（工学）

稲森 真美子

M.Inamori
講師
博士(工学)

発電所や新エネル

コンピュータなどの

携帯電話や無線

ギー（太陽電池、燃料

電子機器に大量に用

LANなどの無線通信

電池など）で発電され
た電力を、必要とする場所に効率よく運ぶ技

いられる集 積 回 路
（ LSI ）の性能を良くする研究を行っています。

とその応用技術につ
いて研究しています。高速・大容量で安定した

術の開発を行っています。また、コンピュータ

LSIを高性能化させることで、コンピュータな

無線通信を実現するための通信方式の開発

を用いて、時間ごとに必要とされる電力量を

どの情報機器を現在より使いやすく、便利な

をすすめています。また、無線で電力を伝送す

予想し、計画的で効率良く発電する技術の研

道具に変えることを目標にしています。

る技術への応用にも取り組んでいます。

究も行っています。

インターネットで
電気電子工学科を知ろう

QRコード

電

気電子工学科では、学科の活動を紹介するホームページを開設し
ています。研究内容、最新ニュースなど話題が豊富です。また、電気

自動車の走行シーンも動画で見ることができます。ホームページアドレス
は、http://www.ei.u-tokai.ac.jp/ です。スマートフォン、タブレット
などからも閲覧できます。
電気電子工学科には、兄弟サイト ｢学生のあそび心｣があります。電気
電子工学科の在学生たちが、授業などで学んだ知識や技術を用いて行う
『遊び』
を紹介したサイトです。電気電子に関するおもしろ実験を真面目に
行っています。ホームページアドレスは、
スマートフォンにも

http://www.ei.u-tokai.ac.jp/student/ です。

検 索
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対応！

Department of Electrical and
Electronic Engineering
School of Engineering

電気自動車用モータの開発

クリーンエネルギーの利用技術の開発

光通信・光デバイスの研究

石丸 将愛

森本 雅之

遊部 雅生

M.Ishimaru
講師
博士
（工学）

M.Morimoto
教授
工学博士

M.Asobe
教授
博士
（工学）

電気自動車やハイ

太陽光発電や風力

現在のインターネッ

ブリット自動車に適し

発 電 などのクリーン

トは光通信技術によっ

エネルギーを安定し

た、低 速 から高 速ま

て支えられています。

で力強く回転し、しかも小型で軽量である

て、効率よく利用する技術を開発しています。

モータの設計と試作を行っています。さらに、

私の研究は、これらのクリーンエネルギーが

い光デバイス・システムの開発をすすめてい

試作したモータを実際に電気自動車に搭載す

今まで以上に有効利用され、地球環境にやさ

ます。また、光デバイスを用いた環境ガスの

る実験を行い、走行性能や燃費の向上を目

しい社会（エネルギー循環型社会）の実現を

高感度センシングなどにも取り組んでいます。

指しています。

目指しています。

省エネルギー電気自動車の開発

燃料電池の開発

木村 英樹
極 限までエネル

した 電 気 自 動 車 と

オーストラリアを3,000km 縦断する世界最
大級のソーラーカーレース「ワールド・ソー
ラー・チャレンジ」で優勝しました。

出口 忠夫

T.Deguchi
非常勤教員
（講師）

Y.Show
教授
博士
（工学）

ギー消 費 量を少なく

車レースに参加しています。2011 年 10 月、

放送を技術で支える

庄 善之

H.Kimura
教授
博士
（工学）

ソーラーカーの開発を行い、国内外の自動

高速で大容量な光通信に欠かすことのできな

水素と酸素を用い

AM/FM ラ ジ オ・

て発電する燃料電池

地デジ・BS から中継

の研究を行っていま

技術・スタジオ技術・

す。私の研究室では、水素から効率よく電気

ディジタルコンテンツまで、日本放送協会

エネルギーを作るための燃料電池用電極の

（NHK）で放送技術の開発・運用に携わって

開発を行っています。また、携帯電話に使用

きた経験を基に、普段目にすることのできな

可能な燃料電池の試作も行い、通話実験も

い放送現場の裏側を技術者の視点から幅広く

行っています。

解説します。

卒業生からのメッセージ
私

相坂 拓 さん

●

※会社名は就職当時の名称

2006年度卒業 ● 東急車輛製造株式会社

たちの会社は、電車などを製造しています。普段何気なく
見ている電車も年々進化し、走るための消費電力が昔の電

車よりも少なくなり、ドアの上にディスプレイがついているものもあ
ります。
電気電子工学科ではさまざまなことを学びました。3 年次までは
授業や実験を行い、専門分野を体感しました。4 年次では卒業研
究を行いました。研究テーマについて仲間と協力しながら進めてい
くことで、自分自身で物事を考える能力やコミュニケーション能力
を身につけることができました。大学で学んだことは就職してからも、
仕事の段取りやプレゼンテーションなどで大いに役立っています。
皆さんが今後社会で活躍できるよう、有意義な学生生活を過ごし
てください。

電車の設計開発を担当しています。
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医用電子機器の開発

太陽電池用蓄電システムの開発

曲谷 一成

金子 哲也

K.Magatani
教授
工学博士

病院などの医療現

太 陽 光 発 電 は、現
在ますます重要に

療に用いられる電子

S.Horisawa
非常勤教員
（講師）

昆虫が飛ぶ仕組み
(羽ばたき)を知るため、

なっています。私の研

世界の森に出かけて

究では、昼間に太陽光発電で得た電気を貯め、

研究を行っています。大空を自由に飛ぶこと

応用して、身体障害者の人たちの生活支援を

夜間に効率よく電気を使用できる蓄電システ

ができる彼らを羨ましく思いながら、昆虫の観

行う福祉機器の開発を行い、皆が不自由なく

ムを開発しています。現在開発中の蓄電シス

察を行っています。いつか私の研究が空を自

生活できる社会の実現を目指しています。

テムは、風力発電を効率よく利用することも

由に飛べるロボットの実現につながると信じ

可能にします。

ています。

大気圧プラズマ応用の研究

透明導電性材料の研究

桑畑 周司

沖村 邦雄

H.Kuwahata
准教授
博士
（工学）

K.Okimura
教授
博士
（工学）

空気中にジェット状

電気を流す金属な

に噴出するプラズマ

どの材料は、一般的に

を用いて、電気電子材

光を通しません。しか

料の表面改質・表面加工、廃水中の有害有機

し、私の研究室では、
ガラスのように透明なの

化合物の分解、細菌やがん細胞の死滅に関す

に、電気が良く流れる不思議な材料を作製し、

る研究などに取り組んでいます。また大気圧

その性質を研究しています。この研究は、液

プラズマがライン状に発生する装置の開発も

晶テレビの画質を向上させることに応用がで

行っています。

きます。

学園祭で電気のフシギを大公開 ！
毎

年 11 月１日から 3 日まで、湘南キャンパス
では建学祭（学園祭）が開催されます。電気

電子工学科は、4 年次生を中心に
「エコな電気で楽
しく遊ぼう！」
をテーマに展示を行っています。大学
で得た知識を活かして、来場者に電気の楽しさを
伝える体験型の企画です。2016 年度は工夫を凝
らした展示が評価され、表彰されました。
展示の様子は、以下のホームページをご覧くだ
さい。今年度の開催案内も決定次第掲載しますの
で、ぜひご来場ください。

http://www.ei.u-tokai.ac.jp/
建学祭最終日、皆で記念撮影を行いました。
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堀澤 早霧

T.Kaneko
講師
博士
（工学）

場で病気の検査や治
機器の開発を行っています。また、その技術を

昆虫の羽ばたきを研究

■ 電 気 電 子 工 学 科

卒業研究のテーマで、燃料電池の作製中。研究は、研究室
の仲間と一緒に進めていきます。

EI

キ ャ ン パ ス ラ イ フ

勉強だけではつまらない。いろいろなことに挑戦、体験。

●南アフリカで開催された世界最大の
ソーラーカーレースで３連覇を樹立

●電気自動車で大学内を
ドライビング

●発光ダイオードを
使って、
クリスマス
ツリーの飾り付け

●電子レンジも立派な遊び道具

●建学祭で、皆さんに電気の楽しさを伝えました

女子会を開催しています
電

気電子工学科では、例年 5 月に
「キッチンス
タジオ in Tokai（p.7）」で「女子会」
を開催し

ています。この催しは、女子学生同士の交流の場
を設けることで、充実したキャンパスライフに役立
ててもらうことを目的として 7 年前から開かれ、例年、
マレーシア、サウジアラビア、タイなどからの留学
生も参加しています。2016 年度は 1 年次生から大
学院生まで 16 名が参加しました。
学生たちは、キッチンスタジオにある IH 調理器
を使ってお好み焼きやたこ焼きなどの調理をしなが
ら、和気あいあいとした雰囲気で親睦を深めてい
ました。
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電気電子技術は、現代社会のあらゆる場所で用いられています。そのため、電気電子工学科を卒業
する学生は、社会のいろいろな分野で活躍することが期待されています。
1・2年次では電気電子分野の基礎技術を広く学びます。3・4年次では自らの興味で専門分野を選
び、深く学びます。大学での4年間によって、社会で必要とされる技術と能力が培われます。そのた
め、卒業後は幅広い分野で活躍することができます。

就

職

データで見る電気電子工学科の就職状況（2015年度）
就職内定率
大企業への就職内定率
その内、上場企業への就職内定率

100%
80.8%
37.6%

2015年度も昨年と同様、東海大学と電気電子工学科に5,000社以上の求人がありました（学生一人当たりの求人数は
30社近くあります）。

現代社会では、電気を必要としない産業はありません。近年、電気電子系技術者を必要とする企業が増え、電気電子工
学科への求人数は増加しています。

電気電子工学科卒業生の主な進路
電力・運輸

5.4%

不動産

5.4%

東京電力ホールディングス／東日本旅客鉄道／東
海旅客鉄道／西日本旅客鉄道／東京地下鉄／相
模鉄道／日本航空 など

東急リバブル／東急コミュニティー／
大京／野村不動産パートナーズ など

機械

セブン-イレブン・ジャパン／アペックス
／キヤノンシステムアンドサポート／丸
文／東京トヨペット など

卸・小売・食品・医療・その他

6.1%

東芝機械／富士ゼロックスマニュファ
クチュアリング／芝浦メカトロニクス／
京三製作所／テラル／日本電産コパル
／アイダエンジニアリング／CKD／リ
コーエレメックス／ JFEスチール／小
野測器／YKK AP／KYB など

電気機器

6.8%

日立製作所／パナソニック／ソニー／
キヤノン／富士通／シャープ／アルバ
ック／京セラ／アンリツ／岩崎電気／
加賀電子／アルプス電気／協栄産業／
チノー／三菱重工冷熱／日本航空電子
工業 など

輸送用機器

7.5%

公務員・財団・組合
不動産
電力・運輸
5.4%
機械

5.4%

輸送用機器
7.5%
情報通信
10.2%

本田技研工業／日産自動車／いすゞ自
動車／総合車両製作所／ミツバ／アイ
シン精機／小松製作所／デンソー／ケ
ーヒン／三機工業／ジョンソンコントロ
ールズ／自動車部品工業／東洋電装
など

情報通信

電気設備
21.1%

6.8%

電気設備

10.2%

富士通マーケティング／東京ガスエンジニアリングソリューション
ズ／アンリツネットワークス／ライテック／インフォメーション ク
リエーティブ／ハイテクシステム／シグマトロン／エヌ・ティ・ティ・
データ・システム技術／DTS／コア／アイエックス・ナレッジ など

専門・技術サービス業
18.4%
進学

12.2%

2.7%

警察官／消防官／自衛隊 など

6.1%

電気機器

4.1%

21.1%

関電工／きんでん／NTTファシリティ
ーズ／東芝プラントシステム／住友電
設／協和エクシオ／高砂熱学工業／ダ
イダン／トーエネック／東光電気工事
／日比谷総合設備／雄電社／六興電
気／日本電設工業／新生テクノス／日
本電技／サンテック／日本空調サービ
ス／沖ウィンテック／山九重機工／旭
日電気工業／東邦電気工業／菱和設
備／三興 など

専門・技術サービス業

18.4%

三菱電機ビルテクノサービス／三菱電
機システムサービス／JR東日本ビルテ
ック／小田急ビルサービス／富士ソフ
ト／トラスト・テック／ヒップ／ゼネラル
エンジニアリング／メイテック／フォー
ラムエンジニアリング など

進学

12.2%

東海大学大学院 など

進路の割合は、
2015年度の実績、会社名は2014年度までの実績を含む
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資

格

電気電子工学科では、電気・電子・通信工学の基礎から最先端技術までを丁寧に学びます。専門知識をしっかり身につけ
た証として、在学中や卒業後さまざまな国家資格取得にチャレンジできます。特に電気機械、電気通信分野では資格が必
要な仕事がたくさんありますので、資格を取得すると卒業後の就職にも有利です。

卒業後に取得できる国家資格

筆記試験の一部が免除される国家資格

第一級陸上特殊無線技士

第一級陸上無線技術士

陸上の小規模な無線局の技術操作を行うことのできる資

無線設備の技術操作を行うための国内最高の資格で、操作

格です。テレビ中継や警察、消防などで利用される業務用

範囲に制限がありません。

の無線設備を取り扱うことができます。
就職に有利な業種

放送局（中継業務）、電話・通信会社、警察・消防など

第二級海上特殊無線技士
小型船舶やヨットなどとの国内通信に利用される小規模な
無線設備やレーダなどを取り扱うことのできる資格です。
就職に有利な業種

就職に有利な業種

放送局、電話・通信会社、官公庁など

電気通信主任技術者（伝送交換主任・線路主任）
インターネットなどの電気通信ネットワークの工事・維持・
運用の監督を行うために必要な資格です。
就職に有利な業種

電話・通信会社、インターネットプロバイダなど

小型船舶の無線に関連する業務

筆記試験が免除される国家資格

教員などの免許

第一種、第二種、第三種電気主任技術者

高等学校教諭一種免許状（工業）

ビルなどの建物や工場などの電気設備の運用を行う場合

工業科目の高校の教員になるために必要な免許です。大学

に必要な資格です。また、大型建物の電気設備を保守管理

在学中、教職課程の科目を修得することで取得可能です。

するためにも、本免許が必要です。本免許の取得は、電気設
備について深い知識と技術を有していることを示しており、
電気設備を管理する会社を自ら設立することも可能です。
就職に有利な業種

鉄道会社、電力会社、電気設備会社

第二種電気工事士

就職に有利な業種

高校教員

司書・司書教諭
図書館などで、
資料の収集、
整理、
保管を行う場合に必要な資
格です。
就職に有利な業種

図書館、博物館

電気電子工学科 就職事務室から

3

矢野 厚一

年次の後半から 4 年次のはじめ頃に、就職活動が始まります。今まで学んでき

た知識と技術を活かして自分が活躍できる会社はどこか、入社試験の面接では
どのようなことを聞かれるかなど、心配事はたくさんあると思います。そんなときは、
私のいる就職事務室を訪ねて来てください。就職活動でのどんな小さな悩みごとでも
相談にのります。また、いろいろな企業の求人情報や先輩の体験談などもお話しします。

1 年次や 2 年次など低学年次では、将来の就職活動の準備として、私のところを訪ね
て来てください。就職について一緒に話すことで、自らの将来像が見つかるはずです。
これから入学する皆さんも、私と一緒に将来について考えましょう。夢がかなう未来
がきっと見つかるはずです。
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東海大学は

4 つ の 力 を 育 成 します。

「明日の歴 史を担う強い使命感と豊かな人間 性をもった人材」に
育つよう、全 学を挙げて取り組んでいます。
常に未 来を見据え自らが
取り組むべき課 題を探 求する力
多 様 な人々の力を
結 集する力
困 難かつ大きな課 題に
勇 気をもって挑戦する力
失 敗や挫折を乗り越えて
目 標を実現していく力

自ら考える力

集い力

挑み力

成し遂げ力
「4つの力」
のイメージキャラクター

リッキー

入試広報課
〒259-1292 神奈川県平塚市北金目4-1-1

Tel:0463-58-6422（直通） Fax:0463 -50 -2186
◎本案内は、
特に記載がない限り2017 年 4月現在の内容を掲載しています。
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