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現代の科学技術の基本要素である「エネルギー」・「情報」・「材料」の3つ
を、電気・電子工学と材料工学を介して融合させることにより、21世紀の主要
技術となりうる高度な複合技術の開発や高機能材料の開発とそれに参画し
うる人材の育成を目的としています。

Message from Graduate School

愛知工業大学大学院工学研究科は、博士前期課程と博士後期課程で構成されています。

学部が、先端技術を知り、使いこなすことができる能力を育み、

『ものづくり』に携わる技術者を育てる実学的教育を重視しているのに対し、

大学院は、先端技術を生み出し、グローバルな競争に勝つ

最先端の研究開発活動を行いながら、それを担う人材の育成をめざす場所。

社会では、学部における実学教育、研究科における研究活動、そのどちらもが必要です。

現在、日本の『ものづくり』を支えているのは中小企業で、

大企業の工場も、協力工場である中小企業の技術によって支えられています。

この中小企業で、数多くの卒業生が活躍しています。

『ものづくり』の現場で力を発揮するためには、幅広い工学の専門知識はもちろんのこと、

自身の手を動かすことで身につけた技術が欠かせません。

工学研究科では、国内外の学会等にも積極的に参加することで、

問題発掘能力や解決能力を育み、グローバル社会に対する関心を高めています。

企業、そして社会をリードする人材をめざして。

幅広い専門知識を身につけ、人と地球に優しい技術者・研究者として、

工学研究科での研究活動に挑戦してください。

『ものづくり』の現場で活躍し、
グローバル社会をリードする人材をめざして。

専攻紹介

工学研究科

研究科メッセージ



Feature

4point

1point

総合技術研究所・学術フロンティア推進事業・グリーンエネルギー研究拠点・エコ電力研究セン

ター・耐震実験センター・地域防災研究センターなどの研究機関と、本大学院・学部が連携し、工

学に関する研究に意欲的に取り組んでいます。学術的に貢献するだけでなく、産業界や公的機関

との連携を通じて研究成果を広く社会に還元することをめざしています。

また、試験・測定、検査など、本学の充実した研究設備を用いて実験を行う学外研究機関も多く、

本学院生は、企業や公的機関との共同研究・受託研究を通して、最先端の研究に触れることが

でき、卒業後もその経験を活かして社会に貢献しています。

企業や公的機関との共同研究や受託研究など
産学連携・産学官連携を積極的に推進

国際交流を積極的に推進

海外の提携校の学位と本学の学位が同時に取得できる共同学位制度を

設立しました。希望者は博士前期課程のうち1年間を本大学院で、残りの1

年間を海外の提携校で学ぶことが可能です。なお、この制度の開始に伴い、

語学教育も一層の充実を図ります。

5point 連携大学院制度の設立

本大学院は、独立行政法人産業技術総合研究所、株式会社豊田中央

研究所と協力協定を締結しています。この制度によって、提携先から本大学

院に講師を招いて講義を行い、時代の最先端で活躍する研究者の生の声

に触れる機会を数多く設けるとともに、本大学院生がこれらの提携先で研究

活動を行うことも可能になりました。

7point 大学院講義の先取り受講を実施

早い時期から大学院工学研究科博土前期課程への入学を希望する本学

学生は、学部の4年次から大学院の講義を先取りして受講できます。履修生

として受講した科目は、大学院に入学後、博士前期課程当該専攻における

修得単位として認定されます。これにより余裕を持って研究活動に取り組める

ほか、資格取得のための勉強時間も確保できます。

6point
推薦入学における授業料減免、
入学金免除など学生への経済的支援の充実

本大学院では、さまざまな奨学金制度を充実させ、学生の修学支援を行っ

ています。推薦入試で本大学院に入学する場合は、入学金が免除されます。

さらに、本学における成績が上位30%以内で、本大学院に推薦入学する学

生を対象に、授業料の3割を減免する制度も設けています。これによって授業

料が国立大学大学院並みとなりました。

より多くの学生が大学院で学べるようにさまざまな大学院改革を実施。

2point

愛知工業大学は、全国でもトップレベルの実就職率を誇ります。さらに大学院生は、マンツーマン教

育で高度な専門知識、問題解決能力、プレゼンテーション能力、コミュニケーション能力を身につけ、

独創性豊かで幅広い専門知識を持った高度専門技術者として、より専門的な分野、より専門的

な職種に従事する専門職としての採用が見込まれます。

大学院生としてのさまざまな経験も社会人としての大事なツールとなります。大学院で深めた高度な

専門的知識と経験を活かし、日本の産業界の未来を担うプロフェッショナルとして多くの先輩たち

が社会で活躍しています。

より専門的な分野、専門的な職種に従事する
プロフェッショナルとして社会へ

3point

TA制度とは、学部生の講義や実験等の補助業務を行なうことで、大学教育の充実と大学院生

のトレーニングの機会提供を図るとともに、これに対する手当ての支給により大学院生の経済的負

担を軽減する制度です。学外でのアルバイトと違い、キャンパス内で行われる講義の補助であり、移

動の手間や時間を省けるので、研究のための時間を充分に確保することができます。多くの大学院

生がこの制度を利用して研究に専念しています。

このほかにも国内外の学会発表や研修会、セミナー等に係る旅費、学会費、参加費が支給される

など、大学院生の研究環境を経済面で支援。積極的に国内外の学会等にも参加しています。

TA（ティーチング・アシスタント）制度など、
さまざまな経済的支援で専門分野の研究に専念



工学研究科

先輩からのメッセージ
Message from Seniors

高校入学前から抱いていたロボットへの憧れを形にするために愛工大の機械

創造工学専攻に進学しました。1年次からレスキューロボット研究会に所属し、

就職活動の段階になっても「もっとロボットを研究したい」という思いが捨てられ

ず、大学院へ進学。『RoboCup JAPAN OPEN』で好成績をあげることを

目標に、引き続きレスキューロボットの研究開発に取り組みました。博士前期課

程は授業のレベルもあがり、一歩踏み込んだ学びに挑戦します。学部時代に

何となくわかっていたことがしっかり理解できるようになり、新しい物の考え方も身

につけることができました。1年次には『RoboCup JAPAN OPEN レスキュー

実機リーグ』で優勝を果たし、2年次には念願の世界大会へ。しかし、プログラ

ムが非常にハードで、フィールドのスケール感も日本の大会とはまるで異なり、世

界との大きな差を感じる結果となりました。このままでは終われないと考え、博士

前期課程修了後は博士後期課程への進学を決めました。『RoboCup』の世

界大会や海外の学会に参加したことで、英語力の必要性もわかりました。今

後はさらに研究を進め、もう一度世界大会に挑戦するとともに、卒業後は大学

や高等専門学校の教員をめざします。

愛工大には、大学院生が学部生の講義や実験の補助を行なうTA（ティーチン

グ・アシスタント）制度があります。学部時代は、学部生としてTAの先輩に指導して

もらいましたが、特にCADの授業では精度が求められるため、TAの先輩の厳しさ

ばかりが印象に残っていました。しかし後になって、あの時厳しく指導してもらって良

かったと考えるようになり、TAの役割をしっかりと理解できるようになりました。私自身も

博士前期課程の1年次の4月からTAとして学部生の実験とCADの指導を行って

います。TAは、学内で活動できる点も、指導をすることで自分の理解を深められる点

も魅力です。手当は、週に4コマの授業を担当して、1ヶ月6万円。学外でアルバイトを

するのと変わらない額が支給されます。また、担当する授業の前には必ず予習をし、

どうすればもっとわかってもらえるのかと工夫するようになったことで、そのノウハウを研

究室の学部生の指導に活かせるようになりました。一生懸命指導した学生が一つ

壁を乗り越えるたびに、大きなやりがいを感じています。

わたなべ　あやか

TA（ティーチング・アシスタン卜）制度のメリット

TA（ティーチング・アシスタン卜）

学内でアルバイトをしながら、自分自身も学べるTA制度。

指導をすること
で

自分の理解を深
められます。

世界との大きな差を知り、
さらに研究開発を進めたいという気持ちに火がつきました。

渡邊 彩夏さん

message

レポート採点・指導などで
文章力、表現力などの
スキルが身につきます。

在学生
01

実験や実習などにおける学生の指導をすることで、教育指導のトレーニングが行えます。
TAが担当する授業時間は、原則として週3授業時間（コマ）、または連続する科目に
ついては週4授業時間（コマ）が上限となります。
TAには、1授業時間（コマ）あたり15,000円/月の手当が支給されます。上限で
1ヵ月60,000円の手当となります。
キャンパス内で行われる講義の補助であるため、アルバイトのための移動の手間や時
間を省けるというメリットがあります。これによって、研究や学びのための時間を充分に
確保することができます。　

工学研究科 博士後期課程
生産・建設工学専攻 1年



◉博士前期課程電気電子工学専攻

◉博士前期課程材料化学専攻

Message from Seniors/ About Job 

主な就職内定先・進学先一覧

本大学院は「質の高い就職」を実現しており、毎年、全国の優良企
業様から多くの求人を寄せていただいております。
今年も次世代の「ものづくり社会」を担う人材として、数多くの技術者を
世の中に送り出しています。

学部3年次から大学院への進学を考え、両親に相談していました。幸い成績

が上位であったため、奨学金によって学費が一部免除されることと、希望する

研究室に入れることがわかり、さらに2年間学びを深めたいと思いました。学部3

年次の11月に学生チャレンジの「鉄人プロジェクト」に取り組んでいる古橋研

究室への配属が決まり、ロボットへの興味が一気に高まりました。大学院では、

水中で駆動するロボットの研究に取り組みました。先行研究も資料もないという

ゼロからのスタートだったため、最初にしたのは海洋楽研究所の林正道先生

を訪れ、ロボットの構造や材質などについて詳しくお話を聞くこと。試行錯誤をし

ながらロボットの大きさや関節数を決定し、必要トルクを計算し、3D-CADで設

計を行いましたが、最初のモデルは多くの問題を抱え、その問題を一つひとつ

クリアにしていくことで、何もないところからものをつくることの厳しさを学びました。

大学院の魅力は、学部の複数の専攻が一つになることで、専門分野を超えた

研究にも取り組める点。学部時代に他の専攻で学んだ仲間が、ある時は指導

者になってくれるため、疑問点の解決が早く、新しいアイデアも膨らみました。こう

して身につけた知識を土台に、現在は新機種の設計評価業務に携わってい

ます。さらに勉強を重ね、今後は設計業務にも挑戦したいと考えています。

【就職先】株式会社オチアイネクサス/オムロンリレーアンドデバイス株式会
社/株式会社川本製作所/株式会社ケーヒン/山洋電気株式会社/シャー
プ株式会社/スズキ株式会社/タカオカ化成工業株式会社/中部日本マル
コ株式会社/株式会社東芝/日星電気株式会社/扶桑工機株式会社/三菱
電機エンジニアリング株式会社 など

【就職先】株式会社エラストミックス/京セラ株式会社/栄新薬株式会社/
サカエ理研工業株式会社/三和油化工業株式会社/高砂工業株式会社/
株式会社中部プラントサービス/名古屋電機工業株式会社/一般財団法
人日本品質保証機構/株式会社ＶＳＮ/株式会社富士カーボン製造所/Ｕ
Ｔグループ株式会社 など

ＧＡＣ株式会社/株式会社ジェイテクト/新明工業株式会社/スズキ株式会
社/株式会社第一システムエンジニアリング/大同マシナリー株式会社/大
豊工業株式会社/中菱エンジニアリング株式会社/株式会社超高温材料研
究センター/株式会社デンソーパワトレインテクノロジーズ/トヨタ自動車株
式会社/新潟原動機株式会社/日産車体株式会社/株式会社日本テクシー
ド/株式会社日立ビルシステム/本多金属工業株式会社/株式会社マキテッ
ク/株式会社マクシス・シントー/万能工業株式会社/三菱電機エンジニアリ
ング株式会社/ヤマザキマザック株式会社/豊精密工業株式会社 など

◉博士前期課程機械工学専攻
【就職先】明石機械工業株式会社/旭精機工業株式会社/エフティテ
クノ株式会社/ＯＭＣ株式会社/サンリツオートメイション株式会社/

◉博士前期課程建設システム工学専攻
【就職先】株式会社ＡＩＨＯ/株式会社秋吉組/いであ株式会社/瀧上
工業株式会社/日本交通技術株式会社/公益財団法人三重県建設
技術センター/光井純アンドアソシエーツ建築設計事務所株式会社/
ユニオンシステム株式会社 など

工学研究科

先輩からのメッセージ・就職について

複数の専攻が集まる大学院。
仲間の存在が、ゼロからのスタートを支えてくれました。

2013年3月博士前期課程
電気・材料工学専攻修了

三菱電機エンジニアリング株式会社 勤務 いしかわ しんや
石川 真也さん

message

卒業生

（2016年3月卒業生）

就職について

02

製造業 55.3%サービス 19.7%

その他 15.8%

商社 1.3%

情報通信 1.3%

建設業 6.6%

卒業生の主な進路（2016年3月卒業生）



415,000円

135,000円

550,000円

415,000円

135,000円

550,000円

7月5日

11月29日

7月5日

840,000円

270,000円

1,110,000円

850,000円

270,000円

1,120,000円

※年額と標記されている納付金も、他年度と同様に、前期、後期の納付時期が分かれております。

研究・勉学への意欲がありながら、経済的な理由によって本大学院での修学が
困難な院生や、優秀な学業成績・研究成果を持つ院生に学費等を援助するた
めに、以下の奨学金制度があります。
これらの奨学金制度には、学内と学外のものがあり、授業料などを貸与しています。

愛知工業大学大学院工学研究科博士前期課程の推薦を受けようとする者は、
次の書類を一括して所定の期日までに入試広報課に提出するものとする。

愛知工業大学3年次終了時までの学業成績が当該学部学科専攻（平成29年3月末時点
の在籍者数）の上位30%（小数点切上げ）以内で本学大学院への就学意志の強固な者

（1）平成30年度大学院工学研究科博士前期課程推薦入学願
（2）推薦状（所属学科長または副学科長発行のもの）
（3）成績証明書（3年次終了時までの成績が記載されたもの）
※一旦受理した提出書類は、事由を問わず返却しない。

電気エネルギー工学／情報通信システム工学／材料デバイス工学／電子システム工学

エネルギー材料化学／無機材料化学／有機材料化学／計測材料設計化学／
バイオ材料設計・合成化学／有機材料設計・合成化学

材料機能工学／熱流体工学／知的制御システム工学／機械システム工学

土木構造・材料学／地圏環境・計画学／水圏環境・生態学／建築構造・材料学／
建築計画・意匠学／建築環境・設備学

本推薦入試の入学者は、入学金を全額、授業料を年額25万円免除する。
学業成績が特に優秀な者は、入学金を全額、授業料を年額40万円免除する。

入試広報課　〒470-0392 愛知県豊田市八草町八千草1247
TEL0120-188-651  E-mail koho@aitech.ac.jp

大学院・工学研究科　〒470-0392 愛知県豊田市八草町八千草1247
TEL（0565）48-8121（代表） http://www.ait.ac.jp 

2017年3月発行

平成29年度
（博士前期課程・後期課程） 平成30年度年額

（博士前期課程・後期課程）
平成31年度年額
（博士後期課程）

平成29年度 募集人員 平成29年度 入試日程

授業料

教育研究充実費

合計

推薦入試（愛知工業大学学部生対象）

【出願資格】

【提出書類】

【入学検定料】 35,000円（会計課に納入）
【出 願 期 間】 平成29年6月1日（木）～6月8日（木）
【合格発表日】 平成29年6月29日（木）

【専攻ごとの大講座名】
◉電気電子工学専攻

◉材料化学専攻

◉機械工学専攻

◉建築システム工学専攻

【学納金】

【入学手続締切日】 授業料等 平成30年2月14日（水）


