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No.

O G ×現 役 生

電 通 大の学びを生かし︑
女 性らしく活 躍できる
しなやかな未 来へ
ごく悩みました。担任の先生に相談した

望でした。理系の大学に進んだのは、

とき、
「文転は可能だけれど、理転は厳

単純に理系の教科のほうが得意だった

しいから、最初は理系で考えてみては」

からです。理系の授業が楽しくなった

岡武 内布さんが理系の道に進まれた

と言われて、じゃあ理系に行ってみよう

のは高校に入ってからで、特に物理が

のはどうしてですか？ 私は高校生のと

かなと思ったのがきっかけです。

好きでした。

きに文系と理系のどちらに進むかで、す

内布 私も中学生くらいまでは文系志

岡武 電通大を選んだのはなぜですか。

高校の得意科目は物理。
理系の教科が好きで電通大へ

内布 高校生のとき、ロボットに興味

手を動かすことが
好きなので、
実験も楽しめました
うち

OG

ぬの

な

な

え

内 布 奈々恵さん
キヤノン株式会社 インクジェット事業本部勤務
電気通信学部 知能機械工学科卒業
電気通信学研究科 知能機械工学専攻
博士前期課程 平成19年度修了
大学時代は飲食業のバイトを経験。31歳で結
婚、33歳のとき第一子を出産。
「現在は育児
休暇中ですが、早く職場に復帰したい」
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をもち、勉強してみたいなと思ったの
が電通大を選んだきっかけで、知能機
械工学科に入りました。
岡武 理系のなかでも経営コースがあ
り、首都圏にある国公立大学という条
件を満たすのは電通大だなと思い、
オープンキャンパスに行ったのが、高
3の秋。ここにしよう！と決めたまで

はいいんですけど、勉強不足だったの
で予備校に通ったんです。そこでの友
達に恵まれたおかげで、センター試験
の目標点数がどんどん上がり、余裕を

もって受験にのぞむことができました。

電通大に決めたのは
高3の秋！
大学生活は日々発見

内布 私は塾と通信教育の併用で、毎
日図書館に通い、自力で勉強しまし
た。苦労して大学に入った分、とにか
く勉強をがんばろう！と思いましたね。

現役生

岡武 女子が少ないことはある程度、
覚悟していましたが、入ってみると肩
身が狭いということもないですね。
内布 私もまったく気になりませんで
した。私が在学していた学科は111人
中女子が11人。女子も意外といるんだ
なと思ったくらいで（笑）
、女子が少な

おか

たけ

し

おり

岡 武 志 織さん

情報理工学部 総合情報学科
経営情報学コース ３年生
趣味は書道。大学入学後、御朱印集めや旅行
などにも興味が広がる。卒業までに10カ国を
旅するのが目標で、現在5カ国まで達成。

くて大変だったとか困ったことは一度
もなかったと言い切れます。
岡武 男女関係なく協力しあうことに

ら新しく勉強することだらけですごく

を予測する、というようなことです。

よって勉強が進みますしね（笑）
。

大変でしたが、大学時代を振り返る

岡武 なるほど。内布さんは大学に入

と、そのときが一番充実していたと思

学したとき当時から、大学院に進むこ

います。

とを想定されていましたか？

大学と院での学びを生かし、
希望していた業務に従事

岡武 大学で学んだことはどんな形で

内布 大学に入学したときはそこまで

岡武 内布さんは大学でどんな研究を

今の仕事に生きていますか。

考えていませんでした。大学院を意識

していたのですか。

内布 大学院を卒業後、キヤノン株式

するようになったのは大学3年のころ

内布 少し専門的になりますが、人間

会社に入社して、今はインクジェット

です。当時の私は将来に対するビジョ

の脳活動を測定する光マッピングとい

プリンターの開発をしています。会社

ンがまだ曖昧で、もうちょっと勉強し

う方法を使い、骨の厚みや皮膚の色な

に入ってからもシミュレーション業務

てみたいなと思ったのが、院への進学

どの個人差が測定結果にどう影響する

に携わりたいと思っていたのですが、

を決めた理由です。

のか、シミュレーションを使って検証

その希望が叶い、入社以来ずっとシ

する研究です。入学したのは知能機械

ミュレーション業務に従事しています。

工学科ですが、研究自体はバイオメカ

岡武 具体的にはどんなことを？

ニクスの分野です。

内布 たとえば熱の解析だと、ある熱

岡武 分野が違って、勉強することが

源があって、どこの部分に熱負荷がか

IT 系に就職したいなとは思っているの

新たに増えたということですか？

かって壊れやすくなるかといったこと

ですが、大学院へ進学する可能性も残

内布 そうですね。研究室に入ってか

を、実験をせずにパソコンだけで結果

しておきたいので、推薦を受けられる

就職か、
大学院進学か、
進む道は将来の目的次第
岡武 大学を卒業したら、基本的には

ように勉強しています。就職と大学院
進学で迷ったとき、どう考えればいい
でしょうか。
内布 やりたいことが明確になってい
るなら、就職するのもありだと思いま
す。大学院は2年間ありますけど、そ
の2年間に吸収できることがたくさん
あるので、会社に入ってからスキルを
電通大はおもしろい研
究をしている研究室が
多いなって思いまし
た。おもしろいことを
真面目に研究しちゃう
ところがいい（岡武）

身につけるという考え方がひとつあり
ます。
岡武 3年生のうちにいろいろな会社
を見させていただこうと思い、今まで
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どんなメリットがあるのでしょうか。
内布 ワークライフバランスがしっか
り考えられていて、社員にもそれが浸
透しています。結婚や出産がハンデに
ならず、女性が仕事を続けていくうえ
でとても恵まれていると思います。
岡武 私も仕事を続けたいと思ってい
ます。もちろん、結婚もしたいですし。
内布 私の場合、20代のうちは仕事を
がんばりたいと思って会社に入ったの
で、結婚したのは31歳、出産は33歳の
ときでした。今は仕事だけをバリバリ
やるぞという時代でもないので、ライ
フを充実させるのも大事ですよね。
1〜2年のときにがんばって単位を取ったので、少し余裕ができた3年の今は塾の講師とウェブデザインの会

社でバイトを掛け持ちしています。塾で教えているのは全科目。今でも国語や社会に触れています（岡武）

キャンパスライフは楽しんでいますか。
岡武 勉強は大変ですけど、電通大に
は勉強に集中できる環境があるので、

にシステムインテグレータ系やゲーム

されるのが技術職のいいところで、技

大変な分だけ自分の身につくと感じて

会社を見学しました。私が在籍してい

術がなかったら転職したあとに給料が

います。真面目に勉強したい人も、キ

る総合情報学科は、就職できる分野が

下がる可能性もあります。

ラキラした大学生活を送りたい人も共

多岐にわたっているので、選択肢があ
りすぎて困っているくらいです（笑）
。
大学院に進学したほうがいい場合は？

仕事だけに偏らず、
ライフも充実した未来を目指す

存できるのが電通大の魅力かな。
内布 電通大には学生でありながら企
業の人とふれあい、共同研究できる機

内布 学会に出たり、論文を書くなど、

岡武 そういった技術を学べるのは理

会が多くあります。理系の勉強ってす

院に進まないとできない経験もたくさ

系の大学ならではですね。電通大の

ごく楽しくて、日々発見がありますよ

んあります。会社に入ると純粋な研究

OG・OB の方で構成される目黒会には

ね。勉強が好きな人は理系に進んでお

者の方とふれあう機会はそうそうない

大企業にお勤めの方がたくさんいます。

けば、一生飽きることはないと思いま

ので、もうちょっとその分野を勉強し

就職活動の相談に乗ってもらったりもし

す。岡武さんもがんばってくださいね。

てみたいと思うなら、そのまま院に進

ているのですが、大きな会社に勤めると

岡武 ありがとうございます！

むのも良いのでは。
岡武 大学院に行くことで就職が不利
になることはありますか。
内布 それはないと思います。大学院
を出ているほうがお給料が高いですし、
職種によっては修士以上という条件が
つく場合もあります。研究職に就きた
いなら院に進むほうがいいと思います。
岡武 なるほど。私は転職しやすい状
況に自分の身を置いておきたいという
思いがあって、IT 系ならそれが可能か
なと考えているのですが。
内布 技術職だとステップアップのた
めの転職が可能ですよね。同じような
仕事に就けば、ある程度の給料が約束
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UEC Woman

勉強が好きなら理系に
進むのがおすすめ。幅
広いジャンルを学べ、
そのたびに新しい発見
があります。きっと一
生飽きることなく楽し
いと思う（内布）

ひ

えい

だ

ち

え

日永田智 絵さん
情報理工学部
知能機械工学科卒業
大学院情報理工学研究科
機械知能システム学専攻
博士後期課程2年

大学院では専門分野の研究を深めています
取り組みは、
人間のパートナーになれるロボットを作ること !
私

は電通大大学院で、ロボッ

ロボットにも感情がなくてはダメ

だという気持ちが強くなり、決断。

トなどの人工物に感情を持

だという思いに至り、今の研究を

思うように研究が進まないとき

たせる研究をしています。神経科

しています。

や苦手なことにチャレンジしなく

学や認知心理学の文献などに基づ

知能機械工学科に在籍していた

てはならないときは大変さを感じ

いて感情モデルを構築し、深層学

学域時代は、製図や機械制御など、

ますが、自分以外の人に自分の研

習（Deep Learning）や確率モデ

ロボットに使えるような要素技術

究のおもしろさが伝わったときの

ルでそれを実現するのが目的で、

を学んでいました。また、大学公

感動は何とも言えません。

こうした研究を通して、人の感情

認のものつくりサークルであるロ

メカニズムを明らかにし、ロボッ

ボメカ工房にも所属していたので、

道なら、この先どこにでも挑戦し

トと感性的なコミュニケーション

そこでマイクロロボットを作って

ていきたい。今は大学教員になっ

をすることを目指しています。

研究を完成させることができる

競技に出たりしていました。4年

て自身のラボを持つことが、実現

この道を志したきっかけは、ネ

生になって長井研究室に配属され

できる道なのかなと考えています。

コ型ロボットのドラえもんのよう

てからは、初めて神経科学や認知

に、人の気持ちに共感して話を聞

心理学に触れることになり、とて

いてくれるパートナーがいたら、

も大変でしたが、充実した学生生

人間のストレスが緩和するのでは

活を送っていました。

ないかと考えたからです。

大学院の博士課程への進学は私

そこからずっとパートナーにな

にとって勇気がいることでしたが、

るロボットを作ることを目指し、

パートナーになるロボットを作れ

大学院では人に共感するためには

る場所に一番近いのが今の研究室

ロボットに感情モデルを実装してコミュニケー
ション実験を行っています。現在では幼児と
同じような反応を示すようになってきました。
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電 通 大で未 来をどう決めた？

〜
ト
ー
ャ
チ
〜 キャリア

Ⅰ類
︵情報系︶

大学時代に培った
根気の強さを生かし、
大手 IT 企業で活躍中

家族全員が文系だったが、本人だけが小
学生の頃から算数・理科好き。大学進学の
際、当時の関心ごとだった栄養学専攻の道
と迷ったものの、新しい技術やサービスが
次々と生まれ、めまぐるしく変化する IT
分野に将来性を感じ、電通大を志望。

4年次にメディア情報学プログラムの研
究室（現在の I 類情報系）で取り組んだ卒
業研究は、就職活動の情報共有のための
SNS の設計・開発。確かな情報交換のシ
ステムづくりに没頭し、研究の楽しさを知
った。

プログラミングで宇宙へ
好奇心の赴くまま、
夢を叶える

小学校の理科の実験が楽しかったことか
ら、理系に。高校では理系の研究部に所属。
当時、観た SF 映画にも影響を受け、プロ
グラミング次第で人間を宇宙に連れていけ
るコンピューターに漠然とした憧れを抱く
ようになった。

高校3年の夏、当時、新設されたばかり
の電通大の計算機科学科を調べているうち、
コンピューターに大きな可能性を感じ、進
学。電通大では膨大な勉強量に圧倒されつ
つも、プログラミングの実験と実習、リポ
ートを重ねる。

大学での学びを生かし、
医療にかかわる
製品開発の道へ

中学時代、痛くない注射針は蚊の口の構
造を模して開発されたと知り、そのアイデ
アに感銘を受ける。幼い頃からものづくり
に親しんでいたこともあり、高校進学後は、
医療分野とものづくりをあわせた学びを模
索。

電通大の研究室では、脳内の細胞間での
ブドウ糖の動きについて取り組む。さらに
研究を続けるべく、大学院に進学。糖がど
のように血管外に出るのかの解明につなが
る成果を出す。

電通大での学びが
次世代の女性を
育てる教育に

高校時代は文系志望で、数学は決して得
意な科目ではなかったが、放送部に入った
ことがきっかけで、機械に興味を持つよう
に。機械の仕組みや扱い方など技術的なこ
とにおもしろさを感じ、知識欲が高まる。

エンジニアを目指し、卒業研究のテーマ
はロボット。しかし、技術職より多くの人
と接する仕事をしたいと考えるようになり、
大学4年次から教職を志望。大学院に進学
し、研究を深めながら教職を目指す。

他大学から電気通信大学の大学院へ進学
した経歴の持ち主。大学の物理学科では4
年次のゼミで、実験系の分野を選択。もっ
と勉強したいという思いに駆られ、電通大
の大学院への進学を考えるように。

学部時代にレーザーの光で原子を止める
手法（レーザートラッピング）とその技術
の研究を行っている電通大の研究室の存在
をインターネットで知り、どうしても入り
たいと熱望。大学院の受験に見事、合格し、
入学後は同研究室で日々、実験に没頭する。

子どもの頃から理科や数学が大好き。早
い段階から理系を志し、ロボット工学に興
味をもったことから、電通大を志望。小学
校の教諭だった母の姿から、将来は自分も
楽しんで続けられる仕事に就きたいと思い
描く。

入学してみると思い描いていたロボット
工学と現実との違いに気づき、本当にやり
たいことを自問自答。目に見えない力の分
布を探るおもしろさに惹かれ、液体工学の
研究室を選ぶ。大学院では再度、進路を熟
考し、生体工学に転向。

電気通信学部
情報通信工学科卒業

電気通信学部
計算機科卒業

Ⅱ類
︵融合系︶

電気通信学部 知能機械工学科卒業
大学院情報理工学研究科
知能機械工学専攻 博士前期課程修了

電気通信学部機械制御工学科卒業
大学院電気通信学研究科
機械制御工学専攻 博士前期課程修了

Ⅲ類
︵ 理工 系 ︶
06

研究室との出合いが
自分の可能性を広げた

大学院電気通信学研究科
量子・物質工学専攻 博士前期課程修了

自問自答を繰り返し、
みずから道を切り開く

電気通信学部機械制御工学科卒業
大学院電気通信学研究科
機械制御工学専攻 博士前期課程修了

UEC Woman

社会で活躍中の電通大 OG のみなさんは、
どのような足跡をたどり、
夢を叶えたのか、
見てみましょう。

電通大 現役女子学生に聞きました !

大 学 生 活について
教えて !

プログラミングだけでなく、顧客の要望
をシステムに落とし込む設計の仕事にも携
わりたいと考え、大手 IT 企業に入社。キ
ャリアデザインを明確に持つ先輩方に囲ま
れ、社会人生活をスタート。システム開発
の仕事に従事している。
コンピューター関連サービス企業に入社。
以来、一貫してソフトウエアの開発に携わ
り、ネットワークシステム、金融系システ
ムを経て、現在は企業や金融機関、官公庁
などで使われるデータベース運用支援ソフ
トウエアの開発を手がけている。

念願が叶い、医療機器やその内部のセン
サーを製作するメーカーに就職。再生医療
や創薬の研究現場などに導入される製品の
企画開発や販売に携わる。現在はアプリケ
ーションの開発のため細胞の培養実験を行
いながらデータ解析に取り組むことも。
中学高等学校の女子教育の現場に立ち、
数学科非常勤講師として2年間務めたのち、
数学科の専任教諭に。電通大でのハードな
課題をクリアすることで粘り強さを身につ
けた経験から、電通大方式で基礎力を養う
ことを目指している。

教職や大学に残り研究者になる道も視野
に入れていたが、世界的規模で展開してい
るメーカーに就職し、商品開発の研究に携
わる。次なる夢は多くの人の生活に役立つ、
人に感動を与えられるものづくりへの挑戦。

大学院修了後、光学機器メーカーに就職。
ガラスレンズの生産技術開発に携わる。プ
ロジェクトが一段落したのち、転職。液晶
光学素子の研究開発の研究職を5年続け、
みずからの希望で企画部門に異動。現在は
液晶レンズの開発企画業務に従事している。

関口絢香さん
就職率や交通アクセスの良さが

鎮守麻穂さん
女子の数が少ないので、気の合

電通大を選んだ決め手でした。サ

う友達が見つかるか不安でしたが、

ークルではたくさんの仲間と出会

仲良くなれる友人に出会えました。

い、新しいことに挑戦する機会が

好きな音楽系の部活をふたつかけ

増えました。今後は経済・社会情

もちし、個別指導講師のバイトも

報学を専門的に学び、社会に貢献

両立。楽しく充実した学生生活を

できる技術を身につけたいです。

送っています！

宮川 桃さん
大好きな音楽に関わる研究をし

内田菜津美さん
電通大を選んだのは立地がよく、

たくて、数学や物理など得意な科

奨学金制度も充実していたのが大

目を活かせる電通大を志望。音響

きな理由です。高校時代の得意科

系の研究室を調べたところ、いち

目は英語。ロボットや AI といっ

ばん興味がある研究室がⅡ類だっ

た技術に興味があり、電通大では

たので、Ⅱ類を選択しました。

ロボメカやサークルなど3つに所
属しています。

高橋倫央さん

川島萌枝未さん

将来、技術や製品の開発をして

現在はコンピュータシミュレー

社会に貢献したいと思い、研究内

ションを用いたナノスケールでの

容や設備に魅力がある電通大を志

物質設計の分野で研究を行ってい

望しました。最先端の研究や先輩

ます。真面目で落ち着いた校風が

方の活躍、先生方の研究について

自分にはぴったり。先輩に「就活

お話を聞くたび、この大学で学べ

で電通大は有利だよ」と聞かされ、

ることを誇らしく思います。

安心しています。
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娘と母で考える電 気 通 信 大 学
女 子は
Q2 どれくらいいるの？
電 通 大では
Q1 どのような専 門 分 野を
学 べるの？

電

環境があります。性別にかかわらず、各々
が互いを認め、尊重しあう。その経験は
何よりの宝です。

科学、光科学、エレクトロニクス、ロボティクス、機械工学、

●

メディア、経営工学など理工系の基礎から応用まで、幅広い
分野を学ぶことができます。高度な専門性と優れた人格を兼
ね備えた卒業生は、国際社会でも高い評価を受けています。

こ

大丈夫です。卒業までに
プログラミング能力が身につきます

れまでパソコンやプログラミングの経験がなかった
人でもご安心を。電通大では卒業までに中級レベル

のプログラミング能力が身につくカリキュラムを用意してい
ます。コンピューターに苦手意識がある学生でも、教員の親
切丁寧な指導や友だち同士の助け合いによって、高度な知識
を身につけ、それぞれの夢を実現しています。

Q4 どんな資 格が取れるの？
中学・高等学校の数学と理科、
高校の情報の教員免許を取得できます

A4
取

得できる中学・高等学校の教員免許は右表のとおり
です。その他、類・課程に応じて資格試験科目の一

部免除や、さまざまな資格の取得が可能です。また、情報処
理技術者など、国家資格や検定試験による認定を得る学生や
卒業生も多数います。
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数は、平成29年度93名、同28年

109名。電通大には学生も教員も男女が

情報・電気・通信の要素をベースに、材料科学、生命

A3

通大情報理工学域の女子入学者

活発に意見を交わし、学ぶことのできる

通大で学べるのは電気・通信分野だけではありません。

パソコンの経 験が
Q3 少ないけど
大 丈 夫かな？

女子の比率は10% を超えています

度105名、同27年度103名、同26年度

電気・通信分野はもちろん、
理工系の幅広い専門分野を学べます

A1
電

A2

●

情報理工学域
（学部）
女子学生入学者数
（1年次入学者及び3年次編入学者）
29年度

28年度

27年度

26年度

93

105

103

109

2017年度 1年次コンピューター教育のカリキュラムの内容
基礎プログラミング及び演習
（後学期）

コンピューターリテラシー
（前学期）
第1回 コンピュータの利用と認証
第2回 インターネットの原理
第3回 ネットワークと安全性
第4回 コンピュータの動作原理
第5回 ファイルシステムとファイル操作
第6回 コンピュータシステムとOS
第7回 フィルタとシェルスクリプト
第8回 ソフトウェア開発とテストケース
第9回 テキストファイル /Emacs の詳細
第10回 マークアップによるテキスト整形
第11回 グラフィクス / 図と表
第12回 アカデミックリテラシ
（総合実習）
第13回 HTML/CSS による Web ページ記述
第14回 Web と情報アーキテクチャ
第15回 Web サイトの設計 / 製作（総合実習）

●

第1回
第 2回
第 3回
第 4回
第 5回
第 6回
第 7回
第 8回
第 9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

プログラミングとは、
演算と式
枝分かれと繰り返し
制御構造の組合せ、配列とその利用
手続き / 関数
2次元配列
総合実習
整列アルゴリズム
乱数とランダム性
オブジェクト指向
動的データ構造
型と宣言
アドレスとポインタ型
文字列の扱い
構造体とデータ構造
総合実習、
ソフトウェア開発

取得できる資格（所属類・課程により異なります。2017年度入学者）

類・課程

Ⅰ類

Ⅱ類

Ⅲ類

先端工学
基礎課程
（夜間）

免許
中学・高等学校教諭一種
（数学）

●

●

※1

ー

●

中学・高等学校教諭一種
（理科）

ー

●

※2

●

ー

高等学校教諭一種
（情報）

●

●

※1

ー

ー

＊Ⅱ類は選択する教育プログラムによって取得できる教育免許が異なります
（※1、※2）
。
※1 セキュリティ情報学、情報通信工学、電子情報学
※2 計測・制御システム、先端ロボティクス

Q A

なんでも &

電通大ってどんな大学なの？
卒業後、
女性が活躍できる場はどんなところ？
みなさんの疑問にお答えします。

卒 業 後 、女 性が活 躍
Q1 できる場はどんなところ？
社 会へ貢 献できる？

Mother’s Q &A

from
Mother

Q2 就 職は大 丈 夫かしら？

生活者の視点と理工系の知識を
持つ女性は、
さまざまな企業において
活躍の場が広がっています

A1
近

from
Mother

A2

年、メーカーなどの企業は商品開発に女性の視点を取
り入れ、多様なユーザーの支持を獲得しようとしてい

ます。生活者の視点と理工系の知識をもつ女性への期待は高く、

から高い評価を得ており、毎年の就職率は国公立大学

例年450社前後。他にも細やかなサポート体制やキャリア教育

ルな考え方は社会のどの分野においても役立つはずです。

の実践など、さまざまな形で学生をバックアップしています。

from
Mother

人 文・社 会 系の
Q3 科目はあるの？
理

通大が社会に輩出してきた技術者・研究者は、産業界

の中でもトップクラスです。
「大学推薦」で応募できる企業は

活躍の場は大きく広がっています。また、理工系女子のロジカ

A3

電

電通大女子の就職率は

100% に近い実績を誇ります

もちろん、
あります。英語、
ドイツ語、
フランス語なども学べます
工系の大学だからといって理工系科目の
講義しか受けられないわけではありません。

from
Mother

理 工 系は学 費が大 変そう。

Q4 大 学 院まで行く場 合の費 用は？
A4

大学院に進学する女子学生も増えています。
プラス2年を念頭に置くと安心です
工系の学生の大学院進学率は男

です。4年分と考えるか、6年分と考え

女とも高まっており、電通大で

るかで学費の合計額にはかなりの差が

するための学問として、哲学や心理学、外国語な

も女性学生の約半数が大学院に進学し

出るので、資金計画の際は大学4年間 +

ど、さまざまな総合文化科目が用意されています。

ています。博士前期（修士）課程は2年

大学院2年を念頭に置くと安心です。

幅広い教養と知性を備えた技術者・研究者を育成

人文・社会科学科目

哲学／心理学／科学史／
美術／法学／
文化人類学 など

言語文化科目

英語／ドイツ語／
フランス語／ロシア語／
中国語／韓国朝鮮語 など

理工系教養科目

宇宙・地球科学／
材料化学／生物学 など

理

140万

平成26年度

●

国立5大学

100万
80万
60万

（1年間）
1,048,763円

授業料
（1年間）

授業料
（1年間）

814,409円

40万

535,800円

20万

入学金
282,000円

入学金
262,436円

入学金
282,000円

入学金
221,645円

電気通信大学

私立大学平均
（理工系）

電気通信大学
大学院

私立大学大学院平均
（理・工・農）

（円）

535,800円

Q5 ひとり暮らしをさせても大 丈 夫？

電気通信
大学

一橋大学

授業料

授業料
（1年間）

from
Mother

単位互換制度

東京農工
大学

施設設備費
100,857円

120万

0

健康・スポーツ科学科目 健康・体力つくり実習 など

施設設備費
190,034円

東京学芸
大学

東京外国語
大学

A5
電

調布駅周辺はひとり暮らしに便利なまち。
学生寮を備えた100周年キャンパスを新設。
通大の西地区キャンパス南側に位置する100周年キャンパ
ス（UEC Port）に学生宿舎2棟を整備。部屋には個室タ

イプとユニットタイプがあり、女子専用フロアを備えています。
また、キャンパスのある調布駅周辺には民間の女子寮や女性専用
マンションなど、セキュリティの高い物件が豊富です。
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電 通 大 女 子の就 職は
全 国トップレ ベ ル

その他

就 職 率 97
.6%
2016 年度 学域女子学生

1人

就職

41人

（就職希望者に対する割合）

電通大女子が
就 職に強い理由
即戦力として多くの
企業から求められている
電通大女子
学域女子学生の主な就職先は、情報通信業
界と、機械・電気・電子・物理・化学のメ
ーカーなど製造業界に大別されます。プロ
グラミングなど高度な技術を身につけた女

2016年度
学域女子学生の進路

就職実績

キヤノン株式会社／株式会社エヌ・ティ・ティ・デー
タ／東日本旅客鉄道株式会社／積水化学工業株式会
社／ルネサス エレクトロニクス株式会社／セコム株
式会社／日本ユニシス株式会社／株式会社日立国際
ビジネス／株式会社 NEC 情報システムズ／株式会社
テレビ東京／シチズンマシナリー株式会社／日本航空
電子工業株式会社／クックパッド株式会社／スカパー
JSAT 株式会社／株式会社内田洋行 IT ソリューション
ズ／株式会社ワークスアプリケーションズ／株式会社
テプコシステムズ／株式会社フォービス／アイテック
阪急阪神株式会社／株式会社日本入試センター／株
式会社ガラパゴス／フォスター電機株式会社／株式
会社 ecbeing ／株式会社ラックランド／ Pioneer DJ
株式会社／京西テクノス株式会社／総研電気株式会
社／株式会社アピリッツ／株式会社シー・エス・エス
／株式会社エヌデーデー／株式会社モリテックス
ほか（順不同）

子学生は、多くの企業で即戦力として期待
され、こつこつと真面目に学業に取り組む
電通大女子学生の姿勢は、技術者や研究者
として欠かせない資質と評価されています。

女性が働きやすい
職場が多く
女性のキャリアプランに有利

2

就職説明会の
開催と個別相談により、
学生をサポートする

類の専門にあった
就職情報を収集できる

「就職支援室」

「各類・専攻
就職事務室」

全学組織の学生支援センターには

就職事務室は各類・専攻に配置さ

「就職支援室」が置かれ、学域3年

れ、指導教員のほか、就職指導委員

生と大学院1年生などを対象に、年

の教員に相談できるので、学生一人

間10回程度の就職説明会を開催し

ひとりの専門と希望に添ったアドバ

ています。個々の学生に対しては、

イスを受けられます。先輩の就職活

まれた立地にあり、就職活動に有利です。

キャリアカウンセラーによる個別相

動報告書を閲覧し、実際の就職活動

談や自己 PR 文の作成支援、面接指

に関する情報に詳しく触れることが

電通大 OGと
現役女子学生の
タテの絆が強い

導など、学生の相談に応じて、きめ

できる点も学生に好評です。また、

細やかにサポート。女子学生向けセ

就職事務室が窓口となり、大学全体

産休や育児休暇など、働く女性をサポート
する福利厚生がしっかり整い、女性研究者
や技術者のキャリアプランに有利な職場が
数多く存在するのは、間違いなく東京です。
都心に近い電通大は、その点においても恵

電通大は女子学生が多くはありませんが、
在学生はもとより、OG と学生のタテの絆
が強く、就職活動についても協力的なのが
メリットです。合同企業説明会や OG・
OB による会社説明会では、学生と卒業生

がより親密に話をすることができるため、
就職に対する学生の希望や不安に思ってい
ることなども相談しやすい土壌があります。
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ミナーのほか、保護者向けにも就職

で電通大 OG・OB による会社説明

ガイダンスを開催しています。

会も開催しています。

電 通 大 の 高 い 就 職 率 を 支
電気通信大学は男女とも高い就職実

あらゆる角度から学生をバックアップ。 績を誇り、2016年度卒業の電通大
電通大の就職サポート体制

女子学生は学域、大学院博士前期
（修
士）課程とも100% 近い就職率を実

就職率

100％

（就職希望者に対する割合）

大学院博士前期
（修士）
課程
女子学生の就職実績

2016年度

大学院博士前期
（修士）
課程
女子学生の進路
その他

大学院生の強みは高度なカリキ

大学院進学

ュラムを積み重ね、ものづくり

66人

3人

進学

5人

において、高い技術力の基礎を
身につけていることにあります。
技術開発を進める多くの企業で
は、人材を求めており、大学院
生は学域生よりもさらに就職が

就職

39人

有利といえます。

トヨタ自動車株式会社／日産自動車株式会社／本田技
研工業株式会社／株式会社日立製作所／日本電気株式
会社／三菱電機株式会社／住友電気工業株式会社／ソ
ニー株式会社／コニカミノルタ株式会社／オリンパス
株式会社／日本電産株式会社／株式会社 IHI ／ファナッ
ク株式会社／三井造船株式会社／日揮プラントイノ
ベーション株式会社／株式会社日立ソリューションズ
／株式会社新生銀行／任天堂株式会社／株式会社 NTT
ドコモ／株式会社エヌ・ティ・ティ・データ／株式会
社 NTT データ・アイ／ NTT テクノクロス株式会社／ソ
フトバンク・テクノロジー株式会社／三菱 UFJ インフォ
メーションテクノロジー株式会社／株式会社博報堂プ
ロダクツ／大和証券株式会社／日本ビジネスシステム
ズ株式会社／日本光電工業株式会社／アクセンチュア
株式会社／イクス株式会社／オートリブ株式会社／株
式会社ヒューマンサイエンス／トランスコスモス株式
会社／東京都庁／インドネシア省庁 （順不同）

イノベ ーションを担う
女 性 研 究 者・技 術 者を
社 会 が 待ち望 んでいます
3
OG・OB が名を連ねる

が企業別
「目黒会」
就職相談会を開催

我が国の科学技術界は今、コ

人が質の高いサービスを受けら

ンピュータネットワーク上の仮

れ、年齢、性別、地域、言語と

想的な空間（＝サイバー空間又

いった様々な違いを乗り越え、

は電脳空間）と現実社会（＝フィ

活き活きと快適に暮らすことの

ジカル空間）が高度に融合した

できる社会」と定義しています。

「超スマート社会」を未来の姿

この「必要な人、もの、時、

として共有し、世界に先駆けて

といった社会の様々なニーズに

それを実現すべく、様々な事業

きめ細かに対応」するためには、

に取り組んでいます。それらの

様々な視点、価値観を有し判断

万人以上、名を連ねている組織で、

取 り 組 み は「Society 5.0」と

できる多様な研究者・技術者が

学生向けに企業研究会や企業別就職

呼ばれており、人類がこれまで

必要です。そしてこのことが、

歩んできた「狩猟社会」
「農耕

多くの女性研究者・技術者を社

社会」
「工業社会」
「情報社会」

会が待ち望んでいる理由です。

目黒会は、電通大 OG・OB が1

相談会を開催しています。社会で活
躍する多くの先輩たちのサポートに
より、毎年、多くの企業と学生のマ

に次ぐ第5の新たな社会を生み

皆さんも電気通信大学で、
「人々

のほか企業研究誌を発行しており、

出す変革を、科学技術イノベー

に豊かさをもたらす社会の構築」

学生たちの企業研究の助けになって

ションが先導していく、という

という大きな目標に向けて、イ

意志と決意を意味しています。

ノベーションを担う人材を目指

ッチングの場を提供。目黒会ではこ

います。

政府が平成28年1月に閣議決

え る 3 本 柱
現しています。その高い就職率を支
えているのは、
「就職支援室」
「就職
事務室」
「目黒会」の電通大の3つ
の柱にあります。

し挑戦してみませんか。

定した第5期科学技術基本計画で

電気通信大学は、しっかりし

は、
「超スマート社会」を、
「必

た基礎教育と学修者主体の選択

要なもの・サービスを、必要な

自由度の高い専門教育を用意す

人に、必要な時に、必要なだけ

るとともに、女子学生寮などの

提供し、社会の様々なニーズに

環境も整えて、多くの女子学生

きめ細かに対応でき、あらゆる

の皆さんの挑戦を待っています。
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女 子 学 生のための支 援と環 境
電気通信大学では、
女子学生がより積極的に学修や研究に取り組むことができるよう、
さまざまな支援と環境の整備を行っています。
【 サ ポ ート 】

（予約型）
UEC 修学支援奨学金
電通大では本学への入学を希望し、理工系分野
に強い興味と探究心を持ち、学修意欲あふれる学
生のみなさんに、入学後の修学に必要な経済的支
援を行う奨学金制度を導入しています。
」
この制度は「UEC 就学支援奨学金（予約型）
と呼ばれ、入学時に20万円を支給し、2年次から
4年次までの間、1年ごとに10万円を支給する、
返還を要しない奨学金と、4年間の全額又は半額
の授業料免除です（2年目以降については学業成
績などによる判定を行います）
。採用者数は男女
とも各5名以内です。

奨 学 金 入学時20万円
返還は不要。
2年次から4年次の間、
1年ごとに10万円を支給。 ※一括支給し、
授業料免除 卒業まで4年間の全額又は半額免除
ただし、
奨学金、
授業料免除とも2年次以降については学業成績などにより判定。
採用者数 男子学生、
女子学生各5名以内
申請資格

平成30年度電気通信大学情報理工学域一般入試の受験を予定し、
本学への入学を強く希望する者
● 日本の高等学校、
中等教育学校又は特別支援学校の高等部を
卒業した者、
あるいは平成30年3月に卒業見込みの者
● 学業成績・人物ともに優秀で、
本学入学後の修学において経済的な支援を必要とする者
● 入学後、
奨学生の活動に協力し、
大学の発展に貢献する意欲のある者
●

（水）
〜12月1日
（金）
申請期間 平成29年11月1日
詳しくは大学の Web サイト、
または奨学金募集要項を確認してください。

「ドーム絆」
UEC-Port 学生宿舎「ドーム友達」
電通大は2018年に創立100
周年を迎えます。これを記念し
て、2017 年、100 周年キャン
パス内に日本人学生と留学生と
の活発な交流を図るため、学生
宿舎「ドーム友達」と「ドーム
絆」を整備。それぞれ女子専用
フロアを用意しています。

●

6つの個室と共用スペースでひとつのユニットを構成 ドーム友達（ユニットタイプ）

7.4帖ある広々とした居室は鍵付きの扉

家賃

共益費

でプライベート空間を確保しています。
37,700円
3,000円
各個室には遮音性の高い壁を採用。共用
ラウンジやシェアキッチンでは入居者同 契約年数1〜2年 全180室
士の交流を深められます。

敷金
40,700円

● ワンルームタイプの個室を備えた ドーム絆
（個室タイプ）

1K タイプの個室にはシャワーユニット、

トイレ、キッチン完備。クローゼットは
スーツケースも収納できるサイズで、遮
音性の高い壁を採用しています。

家賃

共益費

敷金

42,700円

5,000円

47,700円

契約年数1〜2年 全220室

【 環 境 整 備 】

男女共同参画推進宣言
電通大では、2018年に創立100周年を迎えるにあたり、めざすべき
大学像をとりまとめた「UEC ビジョン2018」と、ビジョンを実現する
ための具体的な活動計画として、
「アクションプラン」を策定しています。
そのひとつに男女共同参画の推進があり、性別にとらわれず活躍でき
る環境の整備と、その具体的方策として、次のようなアクションプラン
を実践しています。

1. 潜在的女子受験生・高校生に対する広報・啓発活動
2. 女子寮の新設
3. 優秀な女子学生に興味を持ってもらうための制度・体制作り
4. 入学後の女子学生への支援
5. 女子学生の就業支援
（男女共通）
6. 出産育児にかかわる学生・教職員への支援制度

女子中高生の理工系進学を応援します！
電通大 男女共同参画・ダイバーシティ戦略室では、理工系への進学
を検討している女子中高生の方々のために、以下の取り組みを行ってい
ます。それぞれの項目に対するイベント情報は、大学のホームページで、
随時お知らせいたします。ぜひ理工系進学のための参考にしてください。
みなさんのご参加をお待ちしています。
男女共同参画・ダイバーシティ戦略室では、ダイバーシティの推進に向けて、
研究支援員配置、保育園・託児室、ワーク・ライフ・バランス相談、シンポ
ジウムや各種セミナーの開催など、さまざなま取り組みを行っています。

1. 女性研究者や企業で活躍する理系女子の先輩による講演会
2. 女子中高生と女性研究者・技術者との懇談会
（2017年実績 2泊3日の合宿実施）
3. モノづくり研究体験合宿
4. 先端研究をリードする企業のラボ見学・体験
5. 女子中高生保護者・中高教員と大学教員・

理工系企業関係者との懇談会

※随時、
ホームページ
（http://www.ge.uec.ac.jp）
にてご案内中！

電気通信大学 男女共同参画・ダイバーシティ戦略室
E-mail:ge-staff-ml@uec.ac.jp

