
学 科 紹 介
【概要】

この資料は、各学科の在学生が高校生に向けて、学生ならでは
の視点で、それぞれの学科を紹介したものです。高校生に各学部
学科の特徴や雰囲気、在学生の気持ちなどを知ってもらうことを
目的としています。

以下の目次を参考に自分の興味のある学科を見てみましょう！

※この資料は、学生が作成したものです。一部、個人的な意見も
含まれますのであらかじめご了承ください。

学生が語る！
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情報科学部
コンピュータ科学科

先輩の就職先

コンピュータ科学科はコンピュータの物理的構造である

ハードウェアやシステムの核であるソフトウェアといった

基礎的技術に加えて、セキュリティやAIなどコンピュータ

関係の技術について学ぶ学科です。

コンピュータシステム入門の講義は単にコンピュータの歴史や

基本的な構造などについて学べるだけでなく、それらの実物を

見たり動かしたりもでき、自分のやりたい分野を見極めるのに

も向いていると思います。

高校時代よりも、自分の好きな分野について

専門的に学んだり、サークル活動をしたりと、

好きなことに打ち込めます。

大学で学ぶ講義でも高校の数学や物理など

の知識は役に立ちます。大学で学びたいこ

とを学ぶためと思えば勉強もはかどるので

はないかと思います。

浪人時代の私は毎日予備校に通っていま

した。1度受験に失敗したときは、自分

の勉強法を確立できていなかったので、

授業の予習復習をひたすら行ってました。

・NEC
・NTT東日本
・スクウェア・エニックス
・日立制作所
・富士通 など

学生が語る！
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情報科学部
ディジタルメディア学科

ディジタルメディア学科では、音や画像の認識/処理や、人工知能
など、現代の最先端技術を身に着けることができます。
流行りのCGやVRに興味がある人にもおすすめです。

「プログラミング入門」という授業では、プロ
グラミングについて全く興味のない初心者でも、
演習を繰り返すことで半年後には簡単なゲーム
を作れる程の技術を身に着けられます。

大学生は自由が多く、新しいことに挑戦することができま
す。課題は大変ではあるけれど、時間を上手く使えば、
サークルやアルバイト、趣味などに十分に時間を使えます。

大学では自分に興味のある分
野について存分に学ぶことが
できます。明るい大学生活を
思い浮かべながら頑張って下
さい！

夏は、受けたい大学の過去問を一通
り解きながら大学ごとの傾向をつか
めるように努力していました。夏の
間に基礎を完成させました。

先輩の就職先
・NTT
・ソフトバンク
・ソニー
・コナミ
・日本テレビ など

学生が語る！
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理工学部
機械工学科 機械工学専修

先輩の就職先

学生が語る！

専門領域を越えた横断的なカリキュラムに沿って、「ものづくり」に

必要なことが学べる学科です。身近にある機械全般の基礎学問を学ぶことができます。

ネジなどの機械要素をはじめ、自動車などの大きな機械の話まで様々な分野の機械を

知り、その知識、経験を基に技術開発の可能性をさらに広げることができます。

2年次の「機械製図」という授業です。ルールに沿った機械の製図を手書きで行う
授業です。手書きすることで細かくルールを覚えることが
でき、将来製図をする上ですごく役に立つ授業です。
また、3年次の「宇宙工学」もおすすめです。本学科には「航空宇宙コース」
というものが設置されていて、この授業では宇宙開発の
話や人工衛星の軌道の話などの詳しい内容まで扱います。

勉強ももちろん、課外活動等に関しても

とにかく「自由」で自分の

やりたい勉強や、サークル活動を

自分のやりたいようにできることです！

大学生は主体性をもって、「自由」に

いろんなことに「チャレンジ」できます。

ぜひ、やりたいことをやれる大学に

行ってほしいと思います。頑張れ受験生！

夏休みの間は、すぐには成績の伸びない

英数の2教科を中心に勉強していました。

英語は過去問を解いていました。

数学は教科書や学校の問題集を

中心に基礎を固めていました。

・トヨタ自動車株式会社
・清水建設株式会社
・株式会社SUBARU
・三菱電機株式会社
・キヤノン株式会社
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理工学部
航空操縦学専修

先輩の就職先

学生が語る！

専門領域を越えた横断的なカリキュラムに沿って

「ものづくり」に必要なことが学べる学科です。

3、4年生では小型機を使って訓練を行い

ライセンス取得を目指します。

1年次の「フレッシュマンズフライト」です。

実際に教官と小型機に乗り込み操縦します。

航空業界の特有の英語を学ぶ「航空英語」

もおすすめです。

部活動です。私は工体連サッカー部に

所属していて、部活をするのが楽しいです。

休みの日に友達と食事に行くのも楽しいです。

将来やりたいことがある人にとって

目標に近づくための環境が整っていると

思うので、充実した学生生活を送れると思います。

夏は特に変わったことはせずに問題集を

決めて解いていました。

また、入試の受験資格に英語の資格が必要だった

ためTOEICの勉強をしていました。

・全日本空輸株式会社
・日本航空株式会社
・スカイマーク株式会社
・Peach Aviation 株式会社

機械工学科
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理工学部
電気電子工学科

先輩の就職先

学生が語る！

私たちの生活にとって身近な電気について幅広く学ぶことができます。

3年生以降は研究室に配属されて、興味のある分野についてより

深く学ぶことができます。電気の活用法を学び、広く社会に貢献することができます。

「基礎電磁気学」の授業です。
高校の物理の授業で習った内容を軸に、さらに深い
ところまで学ぶことができます。
もう1つおすすめの授業が「電気回路」の授業です。
高校物理でも学習するRLC回路の解き方を
さらに発展させ、論理的に学ぶことができます。

自由に使える時間がたくさんあることです。

友達と旅行したり、サークル活動に

精を出したり、新しい趣味を見つけることもできます。

是非、いろいろな経験をしてみてください。

オープンキャンパスを通じて

学部学科以外にも大学の事を知り、自分に合う大学

を見つけてください！

入試の勉強を行っていました。
私は勉強場所を家以外に三つほど決めていました。
私の場合は一つはカフェ、後は市の図書館や
大学の図書館です。
一つの場所に飽きてモチベーションが
下がってきたら他の場所に、というような感じです。

・ソニー株式会社
・キヤノン株式会社
・パナソニック株式会社
・三菱電機株式会社
・富士通株式会社
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理工学部
応用情報工学科

先輩の就職先

学生が語る！

この学科では、セキュリティ、画像処理、信号処理など
情報に関することを技術・理論の側面から学べます。
その中で私はプログラミングをメインに勉強しています。
応用技術者試験などで資格取得も目指せます。
システムエンジニアになった場合には、学科で
学んだ理論を最大限活かせることができます！

私は「情報工学実験」をお勧めします。この授業はすごく大変です。
しかし、実践的な実験をすることができるので、スキルアップは間違いないと思います。
もう1つお勧めなのが「情報工学入門」です。
この授業では応用情報工学科の全員の教授の研究を知ることができます。
１年生の時期から自分の進みたい分野について考えることができるので、
とてもためになります。

大学は高校とは違い自主性を大切にしています。

やるかやらないかは自分次第。

自由にできる時間は高校に比べ、圧倒的に増えます。

勉強、友人との関係、アルバイト

大学生活は特別に楽しい時間になると思います。

今は大変な時期だと思います。

しかし、大学生活はそれに見合うくらい楽しいです。

みなさんも夢に大学生活に向けて頑張ってください！

昨年の夏は受験科目を中心に、問題集を

繰り返し解いて基礎を固めていました。

また、友達と談笑するなどして

ストレスをためすぎないようにしていました。

・キヤノン株式会社
・富士通株式会社
・株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

・株式会社ＪＲ東日本情報システム

・株式会社日立システムズ
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理工学部
経営システム工学科

先輩の就職先

学生が語る！

社会の様々な組織の経営には、ものごとを客観的に理解し、判断する

ことが重要です。経営システム工学科では、アクションを

起こすために必要な数字を用いた「数理モデル」という数式を使い、

課題・問題を解決できる力を身につけることができます。

「確率統計（経営）」という授業です。身近に起こっているこ
との確率を実際に計算することができるようになるので、
とても興味が持てておすすめです！
他にも「オペレーションズ・リサーチ」という授業があります。
この授業は確率統計経営を生かしながら進めていきます。条件
を満たした最適な解を求めたり、効率よく作業するための方法
を導いたりします。

授業以外の時間は基本的にみんなフリーなので

友達と一緒に喋りながら課題をやったり、近場に

遊びに出かけて、自由に活動できることが楽しみの

一つです。

この学科は数学を基礎として色々な分野を

選択して学べるので、やりたいことが

わからないという人にはとてもおすすめです。

受験勉強は大変ですが、最後まで頑張ってください！

英語は毎日音読をし、数学・理科は基礎を

固めることを意識しました。

また、目指している大学の過去問に

目を通して傾向を知っておきました。

・株式会社KSK
・富士通株式会社
・リンテック株式会社
・みずほ証券株式会社
・株式会社日本総合研究所7



理工学部
創生科学科

先輩の就職先

学生が語る！

創生科学科では、物理学と数理学を基礎としています。

大きく分けて、自然・物質・知能・人間の4フィールドがあり

理系科目のほかにも心理学・語学・経済学などの

教養系科目も学ぶことができます。

3年生の必修授業で、1学期で3つ(通年6つ)

の実験を専門教授の指導の下で行います。

約20個の実験から選択し、時間割によっては

全て自分の興味のある実験を履修することも可能です。

創生科学科は、コミュニケーションを

上手にとる人がたくさんいます。

「話せる理系」と一緒なら、授業も部活・サークルも

遊びもあらゆることを最大限に楽しめます！

大学生は、自分の時間を自由に使うことができます。

創生科学科で、自分のやりたいことを

思いっきりやってみませんか？

まず数学Ⅲ、物理が終わっていなかったので

それを終わらせました。その後は過去問を解き

志望校との差を把握した上で

問題集を解き苦手の保管を行いました。

・大日本印刷株式会社
・株式会社日立製作所
・ソフトバンク株式会社
・株式会社ニトリ
・オリンパス株式会社
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生命科学部
生命機能学科

先輩の就職先

この学科では、その名の通り生命がどのように
構成され機能しているかを学びます。
この機能を理解するために、蛋白質、細胞、ゲノム
に分けて学んでいきます。1年次ではこれらの基礎を学び
2年次、3年次では発展した応用的な内容を学びます。

1つ目は「生命機能学基礎実験」です。1年次の春から履修でき、大学に入ってから
すぐに本格的な実験を行うことができます。菌の観察や培養をするための
培地作成はもちろん、2年次では酵素の活性を調べたり、遺伝子組み換えなども行います。
2つ目は「遺伝子工学」です。ヒトゲノム全遺伝情報の解読により生命科学は
新しい展開をしています。そのゲノム分野における最先端の技術を学べる講義です。
遺伝子組換えや遺伝子導入等について学べます。

授業面では、より発展した内容や最先端の
技術を学べるため好奇心が満たされます。
また自由な時間が増えるため学科の友人と
放課後に遊んだり、魅力的なサークルを選んで
自分がしたいことができます！

大学は高校の時と比べて本当に

自由で楽しいです！

今は受験勉強で大変だと思いますが、

それを乗り越えれば楽しい日々が

待っています！頑張ってください！

数学は演習問題をひたすらに繰り返していました。

英語は長文を1日1文以上読み、見直しと

音読をしていました。

化学は理論を理解することに重点を置いて

演習を重ねていました。

・タカノフーズ株式会社
・山崎製パン株式会社
・アース製薬株式会社
・株式会社ファンケル
・エーザイ株式会社

学生が語る！

細胞がプログラム的に死ぬ仕組み(アポトーシス)
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生命科学部
環境応用化学科

先輩の就職先

基礎から応用までしっかりと化学を学ぶことに
留まらず環境問題がどのような化学物質、
化学反応が原因で引き起こされたのか、
その改善にはどのような方法があるのか
といったことが詳しく学べます。

1年次に履修する「応用科学基礎」という授業です。少人数のゼミ形式で

行われる授業です。実際に英語の論文に触れ、プレゼンをしたりと実践的に学べます。

また、「応用化学実験」という授業があります。この授業では少人数のグループで基

礎実験を行い、応用化学に関する知識を深めます。

また化学実験の基本操作や手法を習得することができたり、実験データを解析して論

理的に考察する能力を高めることもできます。

化学実験は楽しいです。
中には細かい操作が求められる
難しい実験もあるけれど、
色々な反応や、環境問題に触れて自分で
考察する事は面白いです。

難しい物理化学の授業や
毎週のレポートもあるけれど
化学が好きという人にはぴったりです。
一緒に化学を楽しみましょう！

夏休みは時間がたくさんあるので、数学は基礎に

戻って問題集を完璧にするまで解き、

英語は毎日1時間音読し、化学は知識が

定着するまでテキストを何回も見直しました。

・株式会社オカムラ
・株式会社村田製作所
・株式会社KSK
・出光興産株式会社
・神奈川県庁

学生が語る！
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生命科学部
応用植物学科

先輩の就職先

応用植物学科では、主に植物の病気について、
診断・治療・予防をメインに植物がどのような病気に感染し
伝染するのかという仕組みを知ることができます。実験を
通して、実際に病気を診断し治療法を検討したり病原体の
特徴などを観察する技術を身に着けることができる学科です。

応用植物学科では「植物の医師」と呼ばれる樹木医を目指せます。
資格取得に必要な「植物保護士演習」や「樹木医演習」といった授業があり、
資格を目指す学生への援助制度もあります！
また、実験や実習の授業が充実しています。1年次の「植物医科学基礎実験」と
「植物生産基礎実習」から3年次の「植物医科学専門実験」までかけて、
植物医科学についての知識と実験技術を幅広く身につけることができます！

大学ではある程度決まった授業がありますが、
自由に履修を組めるので、授業がない時間に
友達と話したり、好きな事ができる時間も多いです。
また部活だけでなくサークルや研究室など
色々な人と繋がる機会が多いのも魅力だと思います！

大学で学びたいことや、やりたいことを

見つけて受験勉強を頑張ってください！

春に会えることを楽しみにしています！

夏休みは苦手科目を克服できる

最後の機会だと思ったので、

学校で配布された数学の問題集を

毎日図書館に行って解いていました。

・アビームコンサルティング株式会社

・エステー株式会社
・株式会社サカタのタネ
・タカラバイオ株式会社
・ライオン株式会社

学生が語る！
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