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社会とともに１

2018年に創立100周年を迎える電気通信大学

は、科学技術イノベーションを先導し知識基盤

社会を支える高度人材の育成・輩出を、大学に

課せられた最重要使命と認識し、更なる機能強

化に向けて、2016年度から新たな教育研究

体制をスタートさせました。

学生自らが、成長に併せて段階的・探究的に専

門分野を選択してゆけるような、学修者主体の

教育体制とし、基礎力、専門力、応用力、実践

力を修得した逞しい人材を育成・輩出してゆき

ます。

グローバルに活躍して広く社会への貢献を果

たしたいと志す、意欲あるみなさんを歓迎し

ます。

電気通信大学長 福田喬
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２ （1）教育研究の目標

教育研究の目標

豊かで安全な社会の継続的発展を支えるため、情報分野、理工分野、および両者の

融合による革新的学際分野の創造を図り、社会における新しい価値の創出に貢献

グローバル（国際性）
Global

イノベーティブ（革新的創造性）
Innovative

リーダーシップ（指導力）
Leadership

ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾘｽﾞﾑ（高度専門性）
Professional
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２ （2）目指す育成人材像

目指す育成人材像

幅広い視野を持ち、実践的な専門知識と革新的創造性を身につけ、国際社会
や産業界において、リーダーとして主体性をもって活躍する逞しい人材

グローバル（国際性）
Global

イノベーティブ（革新的創造性）
Innovative

リーダーシップ（指導力）
Leadership

ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾘｽﾞﾑ（高度専門性）
Professional
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３ 教育研究力の強化（イメージ）

次世代のインフラの構築における融合分野の横断型技術である、

・『情報セキュリティ・ビッグデータ解析・ロボット・制御システム技術等のＩＣＴ』

・『デバイス・センサや新たな機能を有する先進材料を開発するためのナノテクノロジーや要素技術の研究開発』

等の優先課題に取り組み、豊かで安全な社会の継続的な発展を支えるために、「情報」、「理工」はもとよ
り、両分野の「融合」による革新的学際分野の創造を図り、社会における新しい価値の創出に貢献

情報学専攻

情報・ネットワーク
工学専攻

機械知能システム
学専攻

基盤理工学専攻
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４ （1）教育システムの改革（特徴）

 学科での括りは早い段階から固定化された専門性に捉われてしまうので、専門性を意識しつつも広がりを意識させた
緩やかな括りである『類』とする

 分野を広く括り段階的に選択することにより、しっかりした基礎教育をベースに、個々の学生の希望にあわせて選べる
選択自由度の高い専門分野の提供が可能となる

 本学が社会への貢献として目指す融合分野の新しい価値の創造を、教職員、学生、社会が共有することが重要であり、
そのために教育カリキュラムを３類（情報系、融合系、理工系）、１４の教育プログラムに再編

３つの類による
専門基礎教育

１４の教育プログラム

高度な専門研究

専門教育・卒業研究

幅広い視野を育む基礎教育

専門分野の研究

情
報
理
工
学
研
究
科

情
報
理
工
学
域

学
域
・
修
士
一
貫
教
育
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４ （1）教育システムの改革（新たな教育の全体像）

学生自らが段階的に専門分野を選択する学修者主体の教育課程を構築

Ⅰ類

（情報系）

Ⅱ類

（融合系）

Ⅲ類

（理工系）

修士
専門教育
プログラム

（2年次）
ラボワーク

（１年次）
コースワーク

４年次
専門教育
プログラム
ラボワーク

３年次
専門教育
プログラム

２年次
類共通の専
門基礎科目

１年次
情報理工
基礎導入科目

博士
ラボワーク

学
域
・
修
士
一
貫
教
育

学域共通科目（必修）

研究センターとの連携

幅広い視野を育む学域共通の
学問領域を学ぶ

１st 類への進振

類に関わる共通科目群からの選択

２nd 教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑへの進振

専門教育の修得

３ｒｄ 研究室配属
教育プログラムに関係なく研究室
の選択

高度専門教育の修得

情報・通信、レーザー、
脳、エネルギー ・・・・

学生は段階的に
専門分野を選択

 探究的な学び
 幅広い視野と
自ら学び・行動
する力を醸成

社会のニーズに対応した
課題設定型の研究テーマ
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４ （2）グローバル人材の育成

UECグローバルリーダー育成プログラム

Global Leadership Training Program : GLTP

海外留学・海外の大学等との連携強化

International Partners (Universities) and Global Alliance

海外インターンシップの推進
Overseas Internship

海外拠点の拡充
教育研究の連携・交流推進

Research Collaboration and Joint Activities

協定校＜交流協定締結大学＞（一部のみ掲載）

大韓民国 国立ハンバット大学

台湾 国立交通大学／淡江大学

タイ キングモンクット工科大学ラカバン校

インドネシア バンドン工科大学

中国 中国科学技術大学／上海交通大学

電子技術大学／北京郵電大学

ハルビン工程大学

アメリカ合衆国 オクラホマ大学

ニューヨーク州立大学ビンガムトン校

カリフォルニア大学バークレー校

メキシコ メキシコ国立工科大学

フランス フランス国立高等電気通信大学

エクス・マルセイユ大学

国立高等精密機械工学大学院大学

高等機械大学院大学

エストニア 国立タリン工科大学

ブルガリア ブルガリア科学アカデミー

ドイツ ブレーメン大学、シュトゥットガルト大学

スウェーデン ブレキンゲ工科大学

オーストラリア ウーロンゴン大学／クイーンズランド大学

グリフィス大学／ニューカッスル大学

シドニー工科大学

ア
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ア

北
中
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４ （3）充実した学びの環境

「楽力」教育

“Gakuryoku” Initiatives

社会人教育

Ｆor Ｗorking Members of Society 

100周年キャンパス

100th Anniversary Campus

課題解決型教育の充実

Project Based Learning (PBL)

創造を楽しみ、意欲を育む学生主体の「楽力」教育、
「ものづくり」の実体験

－電子工学工房（ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｺﾝﾃｽﾄなどを主催）
－ロボメカ工房（サークル的に活動）＜下写真＞

2018年の本学創立100周年に向け、100周年キャン
パス整備事業を通じ、本学の発展と地域・社会との連
携・共生に役立つ場『UEC Port』 を整備
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４ （4）教育研究の支援体制

学生

For Students

教職員

For Staffs

学生への修学アドバイス

「学修支援センター」、
「学び直しセンター」の設置
等を通じた支援

eラーニング、アクティブラーニング
を通じた自主学習、能動的学習

の支援

研究推進機構と学内各組織との連携を通じた、
「研究力強化促進事業〔2013－202２年度
（平成25年度から原則10年）〕」の推進

教育研究に対するインセンティブ制度・支援等
の拡充
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５ 改組・再編（学部（学域）・大学院）

学部（学域）

（改組前） （改組後）

（ ）は定員

大学院

情報理工学研究科
（Ｍ340名）（Ｄ29名）

情報システム学研究科
（Ｍ118名）（Ｄ30名）

情報メディアシステム学専攻
（Ｍ32名）（Ｄ８名）

社会知能情報学専攻
（Ｍ30名）（Ｄ８名）

情報ネットワークシステム学専攻
（Ｍ28名）（Ｄ７名）

情報システム基盤学専攻
（Ｍ28名）（Ｄ７名）

総合情報学専攻
（Ｍ74名）（Ｄ６名）

情報・通信工学専攻
（Ｍ103名）（Ｄ９名）

知能機械工学専攻
（Ｍ69名）（Ｄ５名）

先進理工学専攻
（Ｍ94名）（Ｄ９名）

社会人コース（50名）
インターンシップコース（50名）

情報理工学部
（790名）

総合情報学科
（150名）

情報・通信工学科
（210名）

知能機械工学科
（140名）

先進理工学科
（190名）

先端工学基礎課程※
（100名）

※夜間主課程

情報理工学域
（720名）

Ⅰ類（情報系）
（210名）

Ⅱ類（融合系）
（245名）

Ⅲ類（理工系）
（235名）

先端工学基礎課程※
（30名）

メディア情報学プログラム
経営・社会情報学プログラム
情報数理工学プログラム
コンピュータサイエンスプログラム

原則、社会人を対象

セキュリティ情報学プログラム
情報通信工学プログラム
電子情報学プログラム
計測・制御システムプログラム
先端ロボティクスプログラム

機械システムプログラム
電子工学プログラム
光工学プログラム
物理工学プログラム
化学生命工学プログラム

情報理工学研究科
（Ｍ500名）（Ｄ59名）

情報学専攻
（Ｍ110名）（Ｄ13名）

情報・ネットワーク工学専攻
（Ｍ150名）（Ｄ18名）

機械知能システム学専攻
（Ｍ105名）（Ｄ12名）

基盤理工学専攻
（Ｍ135名）（Ｄ16名）

社会人は、昼夜開講制の特例により一部の授業
を夜間または土曜日に行い、夜間または土曜日
の授業のみで修了所要単位の修得が可能です。

メディア情報学プログラム

経営・社会情報学プログラム

セキュリティ情報学プログラム

情報数理工学プログラム
コンピュータサイエンスプログラム
情報通信工学プログラム
電子情報学プログラム

計測・制御システムプログラム

先端ロボティクスプログラム

機械システムプログラム

電子工学プログラム
光工学プログラム
物理工学プログラム
化学生命工学プログラム

情報システム学研究科

情報メディア
システム学専攻

社会知能
情報学専攻

情報ネットワーク
システム学専攻

情報システム
基盤学専攻

学域教育への参画


