
 教育研究上の情報

＜教員一人当たり学生数＞

（令和2年5月1日現在）

学部 学科 専任教員数 在籍学生数 教員一人当たり学生数

 工学部  電気学科 26 1144 44.0

 応用化学科 17 607 35.7

 機械学科 23 1055 45.9

 土木工学科 13 538 41.4

 建築学科 18 950 52.8

97 4294 44.3

 経営学部  経営学科 19 616 32.4

19 616 32.4

 情報科学部  情報科学科 21 888 42.3

21 888 42.3

基礎教育センター 30   

総合技術研究所 1   

31   

168 5798合計 

計 

工学部計 

経営学部計 

情報科学部計 



 教育研究上の情報

＜収容定員充足率＞

（令和2年5月1日現在）

学部 学科 入学定員
収容定員
( a )

在籍学生
総数( b )

収容定員充足率
（b／a）※1

 工学部  電気学科 270 1080 1144 1.06

 応用化学科 135 540 607 1.12

 機械学科 250 1000 1055 1.06

 土木工学科 120 480 538 1.12

 建築学科 220 880 950 1.08

995 3980 4294 1.08

 経営学部  経営学科 130 520 616 1.18

130 520 616 1.18

 情報科学部  情報科学科 190 760 888 1.17

190 760 888 1.17

1315 5260 5798 1.10

工学部計 

※1　収容定員充足率については、小数点以下第3位を四捨五入し、小数点以下第2位まで表示しています。

経営学部計 

情報科学部計 

合計 



 教育研究上の情報

＜入学定員数（過去4年間）＞

学部 学科 令和2年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度

 工学部  電気学科 270 270 270 270

 応用化学科 135 135 135 135

 機械学科 250 250 250 250

 土木工学科 120 120 120 120

 建築学科 220 220 220 220

995 995 995 995

 経営学部  経営学科 130 130 130 130

130 130 130 130

 情報科学部  情報科学科 190 190 190 190

190 190 190 190

1315 1315 1315 1315合計 

工学部計 

経営学部計 

情報科学部計 



 教育研究上の情報

＜学位授与数（過去4年間）＞

 学士（工学） 890 943 889 857

 学士（経営学） 140 161 188 174

 学士（情報科学） 173 208 214 239

1203 1312 1291 1270

 修士（工学） 88 71 50 68

 修士（経営情報科学） 32 36 34 32

120 107 84 100

 博士（工学） 1 1 4 5

 博士（経営情報科学） 4 3 4 5

5 4 8 10

 博士（工学） 0 0 1 0

 博士（経営情報科学） 0 1 1 0

0 1 2 0

 課程博士

合計 

 論文博士

合計 

合計 

合計 

 修士

平成28年度授与学位

 学士

平成30年度令和元年度 平成29年度



 教育研究上の情報

＜入学者推移（過去4年間）＞

学部
入学定員数 入学者数 入学定員数 入学者数 入学定員数 入学者数 入学定員数 入学者数

 工学部 995 1136 995 1033 995 976 995 1135

 経営学部 130 145 130 156 130 149 130 158

 情報科学部 190 215 190 210 190 198 190 241

合計 1315 1496 1315 1399 1315 1323 1315 1534

平成30年度 平成29年度令和2年度 令和元年度



 教育研究上の情報

＜学部、学科別の退学者数の推移（過去3年間）＞

◆令和元年度 （令和2年5月1日現在）

学部 学科 1年次 2年次 3年次 4年次 合計
 工学部  電気学科 6 10 11 1 28

 応用化学科 0 5 0 0 5
 機械学科 8 12 9 1 30
土木工学科（都市環境学科） 3 10 4 1 18
 建築学科 4 12 5 1 22

21 49 29 4 103
 経営学部  経営学科 4 5 2 2 13

4 5 2 2 13
 情報科学部  情報科学科 6 3 10 1 20

6 3 10 1 20

31 57 41 7 136

◆平成30年度

学部 学科 1年次 2年次 3年次 4年次 合計
 工学部  電気学科 7 7 14 0 28

 応用化学科 1 6 1 0 8
 機械学科 6 5 3 1 15
土木工学科（都市環境学科） 4 12 7 1 24
 建築学科 1 5 3 1 10

19 35 28 3 85
 経営学部  経営学科 2 4 1 0 7

2 4 1 0 7
 情報科学部  情報科学科 4 1 5 13 23

4 1 5 13 23

25 40 34 16 115

◆平成29年度
学部 学科 1年次 2年次 3年次 4年次 合計

 工学部  電気学科 10 6 11 0 27
 応用化学科 1 7 3 4 15
 機械学科 1 6 5 2 14
土木工学科（都市環境学科） 2 2 5 0 9
 建築学科 2 9 5 3 19

16 30 29 9 84
 経営学部  経営学科 5 5 5 2 17

5 5 5 2 17
 情報科学部  情報科学科 9 3 6 5 23

9 3 6 5 23

30 38 40 16 124

情報科学部計

合計

経営学部計

工学部計

情報科学部計

合計

工学部計

経営学部計

※退学者数には、除籍者も含む。

工学部計

経営学部計

情報科学部計

合計



 教育研究上の情報

＜留年者数＞

（令和元年度）

学部 学科 1年次 2年次 3年次 4年次

 工学部  電気学科 18 29 36 6

 応用化学科 1 16 10 5

 機械学科 11 15 23 9

土木工学科 4 14 12 12

 建築学科 2 22 21 12

36 96 102 44

 経営学部  経営学科 5 7 9 8

5 7 9 8

 情報科学部  情報科学科 19 6 20 25

19 6 20 25

60 109 131 77

経営学部計 

情報科学部計 

合計 

工学部計 



 教育研究上の情報

＜社会人学生数＞

（令和2年5月1日現在）

 研究科　 専攻 修士課程 博士課程

 工学研究科  電気電子工学専攻 0 0

 材料化学専攻 0 0

 機械工学専攻 0 0

 建設システム工学専攻 0 0

 電気・材料工学専攻 0 0

 生産・建設工学専攻 0 1

0 1

 経営情報科学研究科  経営情報科学専攻 1 2

1 2

1 3

経営情報科学研究科計 

工学研究科計 

合計 



 教育研究上の情報

＜留学生数＞

◆学部 （令和2年度）

学部 学科 留学生数

 工学部  電気学科 0

 応用化学科 0

 機械学科 0

 土木工学科 0

 建築学科 0

0

 経営学部  経営学科 0

0

 情報科学部  情報科学科 0

0

◆大学院研究科 （令和2年度）

 研究科　 専攻 修士課程 博士課程

 工学研究科  電気電子工学専攻 0 0

 材料化学専攻 0 0

 機械工学専攻 0 0

 建設システム工学専攻 0 0

 電気・材料工学専攻 0 0

 生産・建設工学専攻 0 1

0 1

 経営情報科学研究科  経営情報科学専攻 22 3

22 3

22 4

工学部合計 

合計 

経営学部合計 

情報科学部合計 

工学研究科計 

経営情報科学研究科計 



 教育研究上の情報

＜協定相手校＞

国　名 学校名 協定の種類
提携年
（西暦）

中華人民共和国 東南大学 姉妹校提携 1980年

中華人民共和国 東南大学 学生交流協定 1996年

スロベニア共和国 ヨーゼフステファン研究所 学術交流および共同研究に関する協定 2001年

フランス ピエール・マリー・キュリー大学（パリ第６大学） 包括協定 2001年

アメリカ合衆国 ケンタッキー大学　（工学部） 学術交流協定 2002年

タイ国 チェンマイ大学　（理学部） 協力協定 2003年

ポーランド ポーランド科学アカデミー・基盤技術研究所 学術交流協定 2005年

チェコ共和国 チャーレス大学　(薬学部） 協力協定 2005年

タイ国 ソンクラ大学　（理学部） 協力協定 2005年

アメリカ合衆国 ジョージタウンカレッジ 学術交流協定 2006年

インド スリ シバスブラマニーヤ ナダール工業大学（ＳＳＮ） 協力協定 2007年

スペイン カタロニア工科大学 学術交流協定及び学生交流協定 2008年

中華人民共和国 東南大学 共同学位プログラムに関する協定 2008年

大韓民国 韓国海洋大学校 共同学位プログラムに関する協定 2009年

タイ国 コンキャン大学 学術交流協定及び学生交流協定 2011年

中華人民共和国 東南大学 学術交流協定 2011年

中華人民共和国 東南大学 共同研究協定 2011年

中華人民共和国 揚州大学 学術交流協定及び学生交流協定 2011年

大韓民国 韓国海洋大学校 学術交流に関する協定及び学生交流協定 2013年

中華人民共和国 華南理工大学 学術交流協定及び学生交流協定 2017年

詳細はこちら http://www.ait.ac.jp/international/partner-schools/



 教育研究上の情報

＜大学間連携＞

本学、名古屋工業大学、大同大学、豊田工業高等専門学校の４校で「工科系コンソーシアムによるもの
づくり教育の拠点」を形成している。
現在は、各校の建学の精神を尊重しながら工科系教育研究の特色を活かして中部地域の「ものづくり」
教育研究の充実、高度化を推進している。

本コンソーシアムでは、以下の取組を連携して行っている。

①理工系進学のための啓発活動
②学部・大学院教育プログラムなどの開発

③教育研究環境の充実のための教育・研究設備の共同利用
④国際交流活動

詳細はこちら http://www.nitech.ac.jp/o_gakumu/conso/



 教育研究上の情報

＜産官学連携＞

本学では、総合技術研究所・研究センターが大学院・学部と連携して工学、経営学、情報科学に関する

研究に意欲的に取り組み、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目指している。

さらに、その成果が本学に還元され、本学で学ぶ学生達に学習・研究のモチベーションを高める機会を得

たいと努力している。

詳細はこちら http://www.ait.ac.jp/facility/research/social-
cooperation/



金融

株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 鈴与建設株式会社（鈴与コンストラクションホールディングス）

岡崎信用金庫 株式会社スペース

瀬戸信用金庫 住友電設株式会社

高山信用金庫 セキスイハイム中部株式会社

知多信用金庫 セキスイハイム東海株式会社

株式会社百五銀行 株式会社錢高組

株式会社大気社

建設業 太啓建設株式会社

ダイダン株式会社

株式会社アールプランナー 大東建託株式会社

アイシン開発株式会社 大日本土木株式会社

アイディホーム株式会社 大豊建設株式会社

株式会社アキュラホーム 大有建設株式会社

旭化成ホームズ株式会社 大和ハウス工業株式会社

株式会社朝日工業社 株式会社竹中工務店

株式会社安藤・間 株式会社竹中道路

株式会社伊藤工務店 株式会社竹中土木

イビデングリーンテック株式会社 玉野総合コンサルタント株式会社

株式会社エサキホーム 中央電気工事株式会社

ＮＤＳ株式会社 中電不動産株式会社

エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社 株式会社中部

株式会社ＮＴＴファシリティーズ 株式会社中部プラントサービス

株式会社ＮＴＴファシリティーズ東海 株式会社千代田コンサルタント

荏原商事株式会社 株式会社ティーネットジャパン

株式会社オオバ 株式会社テクノ菱和

株式会社大林組 株式会社東栄住宅

奥村組土木興業株式会社 株式会社トーエネック（中部電力グループ）

小原建設株式会社 徳倉建設株式会社

貝沼建設株式会社 戸田建設株式会社

株式会社柿本商会 飛島建設株式会社

株式会社鍜治田工務店 株式会社土木管理総合試験所

株式会社加藤建設 トヨタＴ＆Ｓ建設株式会社

川北電気工業株式会社 株式会社ナカノフドー建設

川崎設備工業株式会社 西松建設株式会社

川田建設株式会社 株式会社ＮＩＴＴＯＨ

木内建設株式会社 株式会社ＮＩＰＰＯ

岐建株式会社 日本建設株式会社

北野建設株式会社 日本国土開発株式会社

株式会社きんでん　本店 日本振興株式会社

株式会社熊谷組 株式会社ノバック

栗本建設工業株式会社 株式会社長谷工コーポレーション

株式会社鴻池組 パナソニックＬＳエンジニアリング株式会社

五洋建設株式会社 株式会社ピーディーシステム東海事務所

佐藤工業株式会社 株式会社福田組

三建設備工業株式会社 株式会社フジタ

サンコーコンサルタント株式会社 株式会社ＨＥＸＥＬ　Ｗｏｒｋｓ

シーエヌ建設株式会社 株式会社本間組

シーキューブ株式会社 前田建設工業株式会社

株式会社シーテック 前田道路株式会社

ジェイアール東海建設株式会社 三井住友建設株式会社

ＪＦＥシビル株式会社 みらい建設工業株式会社

四国通建株式会社 名工建設株式会社

シブヤパイピング工業株式会社 名鉄ＥＩエンジニア株式会社

清水建設株式会社 名菱電子株式会社

信号器材株式会社 株式会社安江工務店

新生テクノス株式会社 八千代エンジニヤリング株式会社

新菱冷熱工業株式会社 矢作建設工業株式会社

須賀工業株式会社 菱和設備株式会社

株式会社スガテック 若築建設株式会社

主な就職先一覧



公務
独立行政法人水資源機構

愛知県庁 三菱自動車エンジニアリング株式会社

一宮市役所 三菱電機エンジニアリング株式会社

小牧市役所 三菱電機システムサービス株式会社

豊田市役所 三菱電機ビルテクノサービス株式会社

防衛省自衛隊 株式会社名鉄インプレス

瑞穂市役所 名鉄観光サービス株式会社

株式会社メイテック

名鉄自動車整備株式会社

サービス 洋洋

米津物産株式会社

株式会社アウトソーシングテクノロジー ログリー株式会社

株式会社アスパーク 株式会社ワールドインテック

株式会社アテック 株式会社Ｗｉｚ

株式会社アネブル

株式会社アビスト

株式会社アルトナー 商社
株式会社アルプス技研

株式会社イマジカデジタルスケープ

株式会社ウイルテック 株式会社アルゴグラフィックス

株式会社エイジェック サンラリーグループ

ＡＮＡベースメンテナンステクニクス株式会社 三和電材株式会社

エス・イー・シーエレベーター株式会社 ＪＦＥ商事株式会社

株式会社エスユーエス 株式会社システナ

株式会社ＮＴＴネオメイト 株式会社進和

株式会社ＮＴＴフィールドテクノ 株式会社ソシオネクスト

ＭＨＩ　ＮＳエンジニアリング株式会社 ダイドー株式会社

一般社団法人霞ヶ関カンツリー倶楽部 株式会社中外

株式会社グリーンテック 津田産業株式会社

株式会社ケアリッツ・アンド・パートナーズ 株式会社槌屋

株式会社ＳＨＩＮＫＯ デル株式会社

鈴鹿農業協同組合 東海エレクトロニクス株式会社

全国農業協同組合連合会　三重県本部（ＪＡ全農三重） 東西化学産業株式会社

セントラルエンジニアリング株式会社 トヨタモビリティパーツ株式会社

株式会社ダイセキ 株式会社トヨタユーゼック

ＷＤＢ株式会社　エウレカ社 株式会社名古屋食糧

ＷＤＢ工学株式会社 日本電計株式会社

株式会社タマディック 萩原電気ホールディングス株式会社

中菱エンジニアリング株式会社 株式会社フューチャーイン

株式会社ティア ブリヂストンスポーツセールスジャパン株式会社

株式会社ＤＪＫ ホシザキ東海株式会社

ディーピーティー株式会社 三菱電機ＩＴソリューションズ株式会社

株式会社テクノプロ・コンストラクション 三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社

株式会社テクノプロ　テクノプロ・Ｒ＆Ｄ社 株式会社八神製作所

株式会社テクノプロ　テクノプロ・ＩＴ社 矢崎総業株式会社

株式会社テクノプロ　テクノプロ・エンジニアリング社 リコージャパン株式会社

株式会社テクノプロ　テクノプロ・デザイン社

株式会社東横イン

トーテックアメニティ株式会社

株式会社トヨタアメニティ

トランスコスモス株式会社

西尾レントオール株式会社

日鉄テクノロジー株式会社

日本郵便株式会社

株式会社日本ケイテム

パーソルＲ＆Ｄ株式会社

パイプドＨＤ株式会社

株式会社伯和総業

株式会社パソナ

株式会社ビジネスブレイン太田昭和

株式会社日立ビルシステム

株式会社ＶＳＮ

株式会社フロンティアの介護



情報通信 メーカー

株式会社アイレックス 株式会社アイエイアイ

旭情報サービス株式会社 愛三工業株式会社

アドバンスト・メディア アイシン機工株式会社

株式会社インターネットイニシアティブ アイシン辰栄株式会社

株式会社ヴィッツ アイシン高丘株式会社

ＮＥＣフィールディング株式会社 愛知機械工業株式会社

キヤノンＩＴソリューションズ株式会社 愛知金属工業株式会社

グレートインフォメーションネットワーク株式会社 愛知電機株式会社

コムチュア株式会社 アイホン株式会社

株式会社サイプレス・ソリューションズ　東京本社 株式会社青山製作所

株式会社シーイーシー アカオアルミ株式会社

株式会社システムリサーチ 朝日インテック株式会社

スターキャット･ケーブルネットワーク株式会社 旭サナック株式会社

株式会社セラク 旭精機工業株式会社

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 株式会社アドヴィックス

株式会社ソフトテックス 株式会社安部日鋼工業

ソフトバンク株式会社 株式会社アンセイ

株式会社第一コンピュータリソース アンデン株式会社

株式会社中電シーティーアイ イイダ産業株式会社

中部ケーブルネットワーク株式会社 石塚硝子株式会社

テクノシステム株式会社 株式会社イノアックコーポレーション

デンソーテクノ株式会社 イビデン株式会社

東海ソフト株式会社 株式会社今仙電機製作所

株式会社東名 エスペック株式会社

株式会社ドコモＣＳ東海 株式会社荏原製作所

ドコモ・テクノロジ株式会社 株式会社エフ・シー・シー

株式会社豊田自動織機ITソリューションズ 株式会社ＦＴＳ

日本システムウエア株式会社（ＮＳＷ） エンシュウ株式会社

株式会社バーズ情報科学研究所 オイレス工業株式会社

株式会社ビーネックスソリューションズ　ＴＩＰ事業部 オーエスジー株式会社

株式会社日立社会情報サービス オークマ株式会社

ひまわりネットワーク株式会社 オークラ輸送機株式会社

富士ソフト株式会社 尾張精機株式会社

株式会社マイナビ 河村電器産業株式会社

三井Ｅ＆Ｓシステム技研株式会社 株式会社川本製作所

三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社 キオクシア株式会社

三菱電機メカトロニクスソフトウエア株式会社 北川工業株式会社

株式会社メイケイ 株式会社京都製作所

ヤフー株式会社 株式会社共和電業

ＵＴテクノロジー株式会社 共和レザー株式会社

ユニバーサルコンピューター株式会社　東京本社 株式会社興和工業所

株式会社ラック 小林クリエイト株式会社

サカエ理研工業株式会社

相模ゴム工業株式会社

笹徳印刷株式会社

不動産 佐橋工業株式会社

サムコ株式会社

株式会社三五

株式会社ＡＶＡＮＴＩＡ 三甲株式会社

株式会社三栄建築設計 三琇グループ

トヨタすまいるライフ株式会社 三友工業株式会社

ハウスコム株式会社 三立製菓株式会社

名鉄協商株式会社 三和タジマ株式会社

名鉄不動産株式会社 株式会社シイエム・シイ

ＣＫＤ株式会社

ＪＦＥエンジニアリング株式会社

株式会社ジェイテクト

敷島製パン株式会社

シャープ株式会社

シヤチハタ株式会社

ジャニス工業株式会社

ジャパンマテリアル株式会社



メーカー 日本トレクス株式会社

株式会社日本ピーエス

昭和コンクリート工業株式会社 日本ペイント・オートモーティブコーティングス

ジョンソンコントロールズ株式会社 株式会社ニデック

株式会社新愛知電機製作所 日本耐酸壜工業株式会社

株式会社シンテックホズミ 日本電産サンキョー株式会社

新東工業株式会社 日本電産シンポ株式会社

新日工業株式会社 パイロットインキ株式会社
新日本無線株式会社 株式会社バッファロー

新明工業株式会社 パナソニックサイクルテック株式会社

スズキ株式会社 パナソニックスイッチギアシステムズ株式会社

スタンレー電気株式会社 パナソニックデバイスＳＵＮＸ株式会社

株式会社ＳＵＢＡＲＵ 浜名部品工業株式会社

住友電装株式会社 株式会社パロマ

株式会社駿河生産プラットフォーム（ミスミグループ） 東山フイルム株式会社

セイコーエプソン株式会社 株式会社日立アイイーシステム

西武ポリマ化成株式会社 日立グローバルライフソリューションズ株式会社

ゼネラルパッカー株式会社 株式会社ファインシンター

ｿﾆｰｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ&ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ株式会社 株式会社フォノン明和

ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 富士化工株式会社

株式会社ソミック石川 富士機工株式会社

ダイサン・株式会社 株式会社不二越

株式会社タイテック 富士通株式会社

株式会社ダイフク フジテック株式会社

大豊工業株式会社 フジパングループ本社株式会社

株式会社高木製作所 フタバ産業株式会社

武田テバファーマ株式会社 株式会社豊幸

多摩川精機株式会社 豊生ブレーキ工業株式会社

中央可鍛工業株式会社 株式会社放電精密加工研究所

中央精機株式会社 豊和工業株式会社

株式会社中央製作所 株式会社ＨＯＷＡ

津田工業株式会社 北陸電気工業株式会社

株式会社鶴見製作所 ボッシュ株式会社

株式会社テツゲン マイクロンメモリ　ジャパン合同会社

株式会社デンソーウェーブ 株式会社マキタ

株式会社デンソーエアシステムズ 株式会社松尾製作所

株式会社デンソーダイシン マツダ株式会社

株式会社デンソーテン マルヤス工業株式会社

株式会社デンソーワイズテック 株式会社ＭＡＲＵＷＡ

東亞合成株式会社 株式会社Ｍｉｚｋａｎ

東海光学株式会社 三菱自動車工業株式会社

東海興業株式会社 三菱重工業株式会社

東海交通機械株式会社（ＪＲ東海グループ） 三菱電機株式会社

東海染工株式会社 三菱電機住環境システムズ

株式会社東郷製作所 宮崎精鋼株式会社

株式会社トウチュウ ミヨシ油脂株式会社

東洋製罐グループエンジニアリング株式会社 美和ロック株式会社

東洋電機株式会社 村田機械株式会社

東レ・テキスタイル株式会社 株式会社メイキコウ

豊田合成株式会社 株式会社明電舎

トヨタ自動車株式会社 株式会社メイドー

トヨタ車体精工株式会社 名菱テクニカ株式会社

豊田鉄工株式会社 株式会社明和ｅテック

株式会社豊通テック 株式会社メニコン

豊臣機工株式会社 ヤマザキマザック株式会社

トリニティ工業株式会社 ヤマハ発動機株式会社

名古屋製酪株式会社（スジャータ） ヤマハモーターパワープロダクツ株式会社

名古屋電機工業株式会社 輸送機工業株式会社

ニチコン株式会社 ユニ・チャームプロダクツ株式会社

ニチハ株式会社 横浜ゴム株式会社

日新電機株式会社 リコーエレメックス株式会社

株式会社ニッセーデリカ リンナイ株式会社

日東工業株式会社 リンナイテクニカ株式会社

日本アビオニクス株式会社 ルビコン株式会社

日本車輌製造株式会社 ローム株式会社

日本特殊陶業株式会社 ローム浜松株式会社



輸送

軽急便株式会社

山九株式会社

東海旅客鉄道株式会社（ＪＲ東海）

豊通物流株式会社（豊田通商グループ）

西日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ西日本）

東日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ東日本）

株式会社レールテック

流通

イオンモール株式会社

イオンリテール株式会社

株式会社魚国総本社

株式会社エディオン

株式会社クスリのアオキ

スターバックスコーヒージャパン株式会社

株式会社ゼンショーホールディングス

株式会社デライト（クックマート）

株式会社ドン・キホーテ

名古屋トヨペット株式会社

株式会社ネクステージ

株式会社バローホールディングス

株式会社ビッグモーター（ビッグモーターグループ）

株式会社平和堂

株式会社ベガコーポレーション

株式会社ホームセンターバロー

ユニー株式会社

株式会社リカーマウンテン

株式会社レッドバロン

ロクシタンジャポン株式会社

その他

東邦ガス株式会社



＜国内・在外研修＞

平成 30年度 

所 

属 

基礎教育センター 

自然科学教室 

職 

名 
准教授 

氏 

名 
大島 和幸 

研修課題       

Representation theory of elliptic quantum toroidal algebras and its application to 

integrable models 

楕円量子トロイダル代数の表現論と，その可積分系への応用 

研修先・国・機関 

リヨン・フランス・Universit  Claude Bernard Lyon 1, Institut Camille Jordan 

研修期間       

平成 ３０ 年 ４ 月 １ 日 ～ 平成 ３１ 年 ３ 月 ３１ 日  

研修日数 ３６５ 日間 

令和元年度 

所 

属 

工学部 

土木工学科 

職 

名 
准教授 

氏 

名 
山本 義幸 

研修課題       

大規模三次元空間情報の多視点による二次元投影画像作成の自動化 

研修先・国・機関 

Airborne Hydro Mapping GmbH・オーストリア 

研修期間       

2019 年 4 月 1 日 ～ 2020 年 3 月 31 日       

研修日数 366日間 

令和２年度 

所 

属 

基礎教育センター 

自然科学教室 

職 

名 
准教授 

氏 

名 
一刀 祐一 

研修課題       

Study on fractional kinetics for complex systems in analogy with renormalization 

group theory 

くり込み群理論との類推における複雑系に対する非整数運動学の研究 

研修先・国・機関 

ドイツ・Universität Stuttgart 
研修期間       

2020 年 7 月 13 日 ～ 2021年 3 月 31日       

研修日数 261日間 

教育研究上の情報 


