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学科組織の紹介、
履修上の注意点

当学科の学修に関する問合せ先
クラス担任への連絡アドレス

3rd@ee.kanagawa-u.ac.jp



電気電子情報工学科組織
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・学科主任 ： 能登 正人 副主任 ： 土屋 健伸

・教育委員 ： 松澤 和光 教育委員：中村 聡

・研究委員 ： 土屋 健伸

・就職委員 ： 中山 明芳

・大学院委員： 山口 栄雄

・学習進路相談：松澤 和光 留学生担当： 陳 春平

・３年次クラス担任

Ａ組 ： 山口 栄雄，渡邉騎通

Ｂ組 ： 中山明芳，土屋健伸

全教職員の担当・居室・連絡先一覧表

学科案内 7ページ

学科案内 52~53ページ



３年次の履修のポイント
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１．必修科目の履修
・電気磁気学Ⅱ

・電気磁気学演習

・電気電子情報実験Ⅲ

・電気電子情報実験Ⅳ

・輪講Ⅰ（後期：所属研究室の選択・決定）

２．新たに専門科目の選択
・専門科目25科目の中から自分の適性・進路に
合わせた授業科目を選択する

３．卒業までを意識した科目の選択



履修要件
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1. 上位年次の授業科目を履修することはできない。

2. 他学部他学科開講の履修・・・担当者の許可が必要

3. 受講するクラスが指定されている授業科目

電気磁気学演習，電気磁気学Ⅱ

各自クラスを確認して、指定クラスで受講すること

4. 履修登録できる単位数の上限

【履修要件】 履修にあたってのルール

学科案内 16ページ

2016年度入学以降 2012~2015年度入学

1年間 49単位 54単位

1セメスター 26単位 30単位



進級要件
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（3年次から4年次）［卒業研究履修資格］

・ ３年次終了までに、次の単位を含めて学則所定の
「卒業要件単位数」のうち100単位以上を修得した者。

・ 電気電子情報実験Ⅲ・Ⅳおよび輪講Ⅰを含む必修
科目26単位以上（基礎科目を除く）。

【進級要件】 4年生になるためには・・・

学科案内 16ページ

進級
要件

26
単位
以上

学科案内 15ページ



卒業要件
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学科案内 16ページ

【卒業要件】
1. 4年以上在学し、学則所定の次表の「卒業要件単位

数」を修得しなければならない。



専門科目（選択科目）
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【卒業要件】
6. 専門基礎科目6単位以上を含め、選択科目合計で

23単位以上を修得しなければならない。

自分の進路に合わせた選択をする



専門科目（選択科目）
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【卒業要件】 単位換算について

6. 専門基礎科目6単位以上を含め、選択科目合計で
23単位以上を修得しなければならない。
ただし、下記の科目は選択科目の専門科目単位に
総計8単位まで換算できる。

(1) 倫理科目のうち2単位を超える科目
(2) 卒業要件単位を超える基礎科目
(3) 関連科目及び他学部・他学科開講の専攻科目
(4) 同一言語同一名称の科目をⅠ・Ⅱペアで修得した

（必修以外）外国語科目・・・選択英語，第二外国語

(5) 資格教育課程の「教職に関する科目」（教職課程）



標準時間割
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学科案内 18ページ

土屋

音響・超音波

開講時限
火３から月２
に変更



履修登録について（Webステーション）
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• 一次履修制限科目応募

４月３０日（木）～５月１日（金）【終了】

• 二次履修制限科目応募

５月５日（火） 【終了】

• 履修登録（本登録）

５月６日（水）～７日（木） 【終了】

• 履修確認・修正

５月１２日（火）～１５日（金）

自動登録になっていない必修科目に注意すること
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卒業研究室
配属について

※以降の卒業研究室配属に関しては変更の場合あり



• ４年次の「卒業研究」「輪講Ⅱ」を行う研究室を3年次後
期に決定する。

• ３年次後期に履修する「輪講Ⅰ」は、研究室決定までは
全体で行い、研究室決定後は研究室単位で行う。
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輪講Ⅰ・卒業研究 研究室配属

学科案内 23~24ページ

自らの主体的な意志を持って，研究室を選択すること



• 木下研究室： 情報・通信セキュリティ，マルチメディア工学
• 島研究室 ： 電子回路工学，集積回路工学※
• 新中研究室： 制御工学，システム工学※
• 陳研究室 ： 光・波動電子工学，電磁界シミュレーション
• 土屋研究室： 超音波応用・医用計測，海洋計測，音響信号処理
• 豊嶋研究室： ディジタル信号処理，回路とシステム
• 中村研究室： 無線通信技術，モバイル通信，デジタル放送
• 中山研究室： 電子デバイス，超伝導デバイス
• 能登研究室： 知能情報学，システム情報工学，人工知能
• 松木研究室： 薄膜電子材料，エネルギー変換，固体電子工学
• 松澤研究室： コミュニケーション工学，人工知能，自然言語処理
• 山口研究室： 半導体材料，半導体デバイス
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学科案内 30~36ページ

学科HP  http://www.ee.kanagawa-u.ac.jp/

研究室の紹介

注意：大学院進学希望者は、受け入れ可能かどうか別途確認すること
※ 島研、新中研は教員の定年退職のため卒業研究の配属はない



研究室配属の決定方法
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（１）優先配属
対象： 成績上位者２０名
定員： 各研究室４名まで
成績順位はGPAによって決定し、上位者から研究室を選択す

る。

（２）AO配属
対象： 大学院進学希望で研究熱意を持った学生
定員： 各研究室２名。選考結果によっては配属なしもある。
選考はエントリーシートやプレゼン等により総合的に判断する。

（３）一般配属
対象： 上記以外
希望者が定員を超えた場合は、話し合いあるいは成績・抽選で
決定する。

学科案内 23ページ

2018年度より新規実施



• 優先配属は、３年前期までのGPAで決定する。

・ 履修登録総単位数には、不合格科目の単位数も含まれる

・ むやみな単位履修でなく、申請した科目を確実に、
かつ高いレベルで修得すること
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GPA（Grade Point Average)

秀の修得単位数×４＋優の修得単位数×３＋良の修得単位数×２＋可の修得単位数×１

GPAの計算

履修登録総単位数
＝



• 卒業研究説明会・優先配属者発表・研究室見学：

9月25日（金） 3限 3-305教室

• 優先配属の選考： 10月上旬（予定）

• AO配属の選考： 10月中旬（予定）

• 一般配属調査の締切： 10月下旬（予定）

• 研究室配属決定会：

10月29日（木） 3限 3-305教室

• オープンラボ実施

スケジュール
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学科案内 24ページ



⼯学専攻 電気電⼦情報⼯学領域
⼤学院委員 ⼭⼝ 栄雄

2022年度⼊学に向けた
⼤学院紹介



⼯学部

機械⼯学科

電気電⼦情報⼯学科

・・・

⼤学

⼤学学部組織

４年間



⼤学院組織

⼯学研究科
⼤学院

電気電⼦情報⼯学領域

・
・
・

機械⼯学領域

博⼠前期課程（修⼠課程、マスターコース）

博⼠後期課程（博⼠課程、ドクターコース）
２年間

３年間

⼯学専攻



全国⼯学部 ⼤学院進学率

神奈川⼤学 電気電⼦情報⼯学専攻
７．８％（最近３年の平均）

⽂部科学省 2007,2017年度学校基本調査 より

59.9%
64.8%

44.2%
40.1%

17.0%
19.7%
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大学院進学率 大学院進学率
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⼤⼿企業の多くは技術開発者の採⽤に当たって
⼤学院修⼠修了学⽣をターゲットに

（１）学部は順応能⼒(４年）

（２）修⼠は問題発⾒と解決能⼒（２年）

（３）博⼠は更に問題策定提⽰能⼒（３年）

学部卒・修⼠修了・博⼠修了



技術開発者として企業でやっていくためには
修⼠修了者が圧倒的に有利

他⼤学を含め、研究室（専⾨、教員）を
選ぶことが重要！

⼤学院進学のメリット

◆⼊社スタート時点で既に実⼒差がある

◆問題発⾒解決能⼒や解決能⼒が⼤学院で鍛えられている
（しっかりと研究をやっていないと⾝につかない）



研 究 分 野 研 究 分 野

⽊下研 情報セキュリティ
マルチメディア⼯学 中村研 通信⼯学

島研 輪講Ⅰは可能
卒研と進学は不可 新中研 輪講Ⅰは可能

卒研と進学は不可

陳 研 波動電⼦情報⼯学
⾼周波回路⼯学 ⼟屋研 海洋環境計測、医⽤計測、

超⾳波応⽤計測

豊嶋研 ディジタル信号処理
ＶＬＳＩシステム 中⼭研 電⼦デバイス

超伝導デバイス

能登研 ⼈⼯知能
ソフトウェアサイエンス 松⽊研 薄膜電⼦材料, 半導体デバイス

固体電⼦⼯学

松澤研 輪講Ⅰと卒研は可能
進学は不可 ⼭⼝研 熱応⽤デバイス

バイオ系デバイス

当領域の研究室と研究分野



・修⼠の2年間を、⾃分の将来への
投資と⾒るか否か

⼤学院進学の選択肢

学科
A研究室

B研究室

A研究室
B研究室

機械領域

C研究室

理⼯学系専攻

D研究室

E研究室

神奈川⼤学

神奈川⼤学

電気領域

他⼤学（国公⽴、私⽴）

・事前に希望研究室の先⽣と⾯談
して許可をもらっておくこと

・合格しても希望外の研究室に
配属することが多い

・カリキュラムが違うので試験
勉強が⼤変

・AO⼊試実施の⼤学有り

・研究をしっかりやっている研究室
を選ぶこと



⼊学試験（４年⽣時に実施）
・実施⽇：９⽉上旬と3⽉上旬
・成績上位者は、試験免除制度

（特別選考）で⼊学。
ただし、⾯接試験あり。

・試験免除制度に漏れた学⽣は、
筆記と⾯接の両試験が課される。

筆記試験の科⽬
基礎1：数学（100点）
基礎2：電気電⼦情報基礎（情報基礎･電気回路･電気磁気学

から2科⽬を当⽇選択）(各100点）
英語： （100点）（辞書参照不可）

過去問は⼊試センターで配布している

当専攻の⼊学試験



早期修了制度

・修⼠を1年で修了
・修⼠＋博⼠を３年で修了

※ただし、これまでこの制度を利⽤した
学⽣は本領域では皆無

（査読付き論⽂が相当数ないとだめ）



• 神奈川⼤学⼤学院給費⽣ 学費相当額
• 神奈川⼤学修学⽀援奨学⾦ 授業料の50％
• 神⼤出⾝者⽀援奨学⾦ 授業料の30％
• 神⼤⼤学院研究・社会活動⽀援奨学⾦ 実績による
• 神奈川⼤学激励奨学⾦ １０万円
• 宮陵会⼤学院給付奨学⾦ 40万円
• ⽇本学⽣⽀援機構第⼀種奨学⾦
• 5万円/⽉、8万8千円/⽉ 無利息、返還免除規定あり
• ⽇本学⽣⽀援機構第ニ種奨学⾦

5、8、10、13、15万円/⽉ 利息3%
• TA制度によりアルバイトも可能

初年度費⽤（約100万円）⼤学院の奨学⾦



出張旅費は研究室から⼀部
あるいは全額補助

⼤学院（博⼠前期課程）の2年間の流れ

・講義（4年⽣時に先取り履修制度有り）

・研究
国内学会発表
海外学会発表
論⽂発表

・就職活動
インターンシップへの参加（就職に有利）

・修⼠論⽂をまとめる



・余程の覚悟を持たない限り勧めません

⼤学院（博⼠後期課程）への進学

・⽇本では、就職が⼤変



まとめ

◆技術開発者でやっていくには、修⼠修了が有利

◆授業料は、奨学⾦とTAのアルバイトで何とかなる

◆他⼤学の⼤学院も含め、進学を今から考えておくこと

◆未来の⾃分に対する投資と位置づける
⼤学院での研究を通して、⾃分の頭を鍛え、
問題発⾒能⼒と問題解決能⼒とを⾝につける



32

資格ガイダンス
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資格教育課程
中学校・⾼等学校の教員免許（数学・情報）を
取得することができる．

その他，社会教育課程・学芸員課程・⽇本語教
員養成課程も受講することが可能．



各種資格について
社会⼈になってから取得するのは⾮常に⼤変な資格について，在
学中に所定の科⽬を修得していれば，受験資格や免除が受けられ
るものがあるので，必ず履修要覧の「各種資格案内」に⽬を通し，
必要な科⽬を履修しておくこと．
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各分野の資格

電気系

通信系

無線系

IT系

電気主任技術者（1種，2種，3種）
第2種電気工事士（筆記試験免除）

第1級陸上特殊無線技士，
第2/第3級海上特殊無線技士
第1級陸上無線技術士（受験科目一部免除）

建築系

電気通信主任技術者
（受験科目一部免除）

★建設機械施工技士，建築施工管理技士，電気
工事施工管理技士，管工事施工管理技士

ITパスポート，基本情報処理技術者



資格の取得を目指した履修登録

• 自分の目指す専門の方向性を決めて学ぶ

• 履修を計画的に行う

• 資格の取得および目的を持った学修計画は就職時
の武器になる

• 社会人になってからの取得は時間と労力が大きな負
担となる

• もちろん就職後も給与等に反映される場合がある



履修要覧掲載

・電気主任技術者

（１種・2種・3種）

・第1級陸上特殊無線技士

・第2/第3級海上特殊無線技士

▲所定科目の単位取得
又は学科の卒業により資
格取得ができる（実務経
験が必要になる場合有）

国家資格



電気主任技術者（１種・2種・3種）



■電気主任技術者カリキュラム

※2016年4月現在

2年次 3年次 4年次

専攻科目

必須科目

●電気電子情報実験Ⅰ ●電気電子情報実験Ⅱ ●電気電子情報実験Ⅲ ●電気電子情報実験Ⅳ

●電気回路演習 ●電気磁気学演習

●電気磁気学I ●電気磁気学II

●電気回路I ●電気回路II

倫理科目

選
択
課
目

専門基礎科
目

基礎電子物性工学 電子回路I

情報システム基礎

情報ネットワーク

●計測工学 基礎電気数学II

専門科目

通信工学基礎 ●電気法規

●エネルギー工学 応用電子物性工学

●基礎制御工学

光波電磁波

ディジタル信号処理

●物性科学 半導体工学

コンピュータI コンピュータII

●電子デバイス 量子電子工学

●電気機器設計製図

●電気機器 電気応用

●電力工学

パワーエレクトロニクス
基礎

電気主任技術者を取得する必須科目（●印）と推奨科目を紹介します。



第2種電気工事士

筆記試験免除



無線従事者
国家資格



無線従事者試験科目の一部免除



電気通信
技術者



IT系の資格

• ITパスポート（初級シスアドの後継試験）

毎月２回程度（神奈川会場）

• 基本情報技術者

年２回

春：申し込み １～２月 実施 4月１６日

秋：申し込み ７～８月 実施 １０月第３週



資格の取得を目指した履修登録

• 自分の目指す専門の方向性を決めて学ぶ

• 履修を計画的に行う

• 資格の取得および目的を持った学修計画は就職時
の武器になる

• もちろん就職後も給与等に反映される場合がある

• 社会人になってからの取得は時間と労力が大きな負
担となる


