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物質環境化学コース

●授業名 物理化学基礎 ●他の担当授業名 物質環境化学入門／基礎化学

　物質が関係するあらゆる問題に化学の「知恵」をもって取り組むことができる人を育てる
コースです。低学年で基礎学力をつけ、学年が進むにつれて、応用に結びつく知識を学びま
す。さらに、学生実験や卒業研究で物質を扱う経験を積むことで、幅広い分野にわたって活
躍できる人を育てています。物質環境化学コースの教育と研究は、化学を中心とした次の幅
広い学問領域をカバーしています。

■未来物質の創出
■環境問題およびエネルギー問題の解決
   ツール
■原子分子を操るナノテクノロジー
■バイオテクノロジー、農学や医薬との
   連携分野

●毒物劇物取扱責任者
●甲種危険物取扱責任者の受検資格
●高等学校教諭一種免許状(工業)

物理化学基礎、有機化学基礎、無機化学基礎、分析化
学基礎、化学工学基礎、量子化学基礎、物質環境化学
実験A・B・C、物理化学平衡論、有機合成化学、基礎
生化学、溶液化学、無機化学各論、高分子化学、電気
化学、無機材料化学、触媒化学、分離工学、移動現象
論、有機スペクトル化学、遺伝子工学、反応プロセス
工学、水環境保全技術、環境・エネルギー概論など

　化学反応が進む原理を熱力学の第一法則から第三法則を用
いて解説し、化学反応と化学平衡について理解を深めます。
物質の物性値から反応熱や平衡定数を計算する方法を学び、
与えられた反応条件で化学反応がどのように進行するのか予
測する能力を養います。エンタルピー、エントロピー、自由
エネルギーといった物理量について学ぶことで、例えば氷を
温めると水になり、更に水蒸気として気体に状態変化する理
由を理解できるようになります。

●教員
　加藤紀弘　教授

授業紹介



物質環境化学コース

●授業名 物理化学基礎 ●他の担当授業名 物質環境化学入門／基礎化学

　物質が関係するあらゆる問題に化学の「知恵」をもって取り組むことができる人を育てる
コースです。低学年で基礎学力をつけ、学年が進むにつれて、応用に結びつく知識を学びま
す。さらに、学生実験や卒業研究で物質を扱う経験を積むことで、幅広い分野にわたって活
躍できる人を育てています。物質環境化学コースの教育と研究は、化学を中心とした次の幅
広い学問領域をカバーしています。

■未来物質の創出
■環境問題およびエネルギー問題の解決
   ツール
■原子分子を操るナノテクノロジー
■バイオテクノロジー、農学や医薬との
   連携分野

●毒物劇物取扱責任者
●甲種危険物取扱責任者の受検資格
●高等学校教諭一種免許状(工業)

物理化学基礎、有機化学基礎、無機化学基礎、分析化
学基礎、化学工学基礎、量子化学基礎、物質環境化学
実験A・B・C、物理化学平衡論、有機合成化学、基礎
生化学、溶液化学、無機化学各論、高分子化学、電気
化学、無機材料化学、触媒化学、分離工学、移動現象
論、有機スペクトル化学、遺伝子工学、反応プロセス
工学、水環境保全技術、環境・エネルギー概論など

　化学反応が進む原理を熱力学の第一法則から第三法則を用
いて解説し、化学反応と化学平衡について理解を深めます。
物質の物性値から反応熱や平衡定数を計算する方法を学び、
与えられた反応条件で化学反応がどのように進行するのか予
測する能力を養います。エンタルピー、エントロピー、自由
エネルギーといった物理量について学ぶことで、例えば氷を
温めると水になり、更に水蒸気として気体に状態変化する理
由を理解できるようになります。

●教員
　加藤紀弘　教授

授業紹介

ゼミ紹介



機械システム工学コース

●授業名 生体計測 ●他の担当授業名　 バイオメカ二クス／機械設計製図
／機械システム工学概論

　機械システム工学は現代のあらゆる産業分野で必要となる「基幹工学」です。本コースで
は、IoT社会を見据えて航空宇宙、自動車、ロボット、医療・福祉、マイクロ・ナノなどあら
ゆる機械システムについて関連する学問や技術を学修します。総合的かつ統合的に機械シス
テムをデザインし得る基礎能力と創造的応用技術を身につけ社会の発展に貢献するような技
術者・研究者を養成します。

　人体の内部を精密に計測することは、健康状態の把握、
罹患状態の把握、適切な医療処置の診断においてとても重
要なことです。生体計測の発展は工学と医学の両面の発展
を導きます。この授業では、家庭内でもしばしば見かける
血圧計から、大きな病院でしか見られないようなCTやMRI
などまでの測定原理をわかりやすく説明していきます。さ
らに、日本人の高い死亡原因となっている動脈硬化症を非
侵襲で計測できる脈波伝播速度(ＰＷＶ）や血流由来血管
拡張反応(ＦＭＤ)などの測定原理も説明します。直接見る
ことができない体の内部を
いろいろと工夫することで
可視化できるようにする技
術を学んで欲しい。より多
くの計測法を理解すること
は、自分の窓口を広げるこ
とに繋がると思います。

●教員
　嶋脇 聡　教授

●高等学校教諭一種免許状 
   (工業)

資格・
免許

機械力学、材料力学、熱力学、
流体力学、設計・生産・加工、
メディカルエンジニアリング、
計測自動制御、材料工学、マイ
クロ・ナノ工学、理論的・実践
的デザインに関する学科目

専門科目

授業紹介



機械システム工学コース

●授業名 生体計測 ●他の担当授業名　 バイオメカ二クス／機械設計製図
／機械システム工学概論

　機械システム工学は現代のあらゆる産業分野で必要となる「基幹工学」です。本コースで
は、IoT社会を見据えて航空宇宙、自動車、ロボット、医療・福祉、マイクロ・ナノなどあら
ゆる機械システムについて関連する学問や技術を学修します。総合的かつ統合的に機械シス
テムをデザインし得る基礎能力と創造的応用技術を身につけ社会の発展に貢献するような技
術者・研究者を養成します。

　人体の内部を精密に計測することは、健康状態の把握、
罹患状態の把握、適切な医療処置の診断においてとても重
要なことです。生体計測の発展は工学と医学の両面の発展
を導きます。この授業では、家庭内でもしばしば見かける
血圧計から、大きな病院でしか見られないようなCTやMRI
などまでの測定原理をわかりやすく説明していきます。さ
らに、日本人の高い死亡原因となっている動脈硬化症を非
侵襲で計測できる脈波伝播速度(ＰＷＶ）や血流由来血管
拡張反応(ＦＭＤ)などの測定原理も説明します。直接見る
ことができない体の内部を
いろいろと工夫することで
可視化できるようにする技
術を学んで欲しい。より多
くの計測法を理解すること
は、自分の窓口を広げるこ
とに繋がると思います。

●教員
　嶋脇 聡　教授

●高等学校教諭一種免許状 
   (工業)

資格・
免許

機械力学、材料力学、熱力学、
流体力学、設計・生産・加工、
メディカルエンジニアリング、
計測自動制御、材料工学、マイ
クロ・ナノ工学、理論的・実践
的デザインに関する学科目

専門科目

授業紹介

ゼミ紹介



●授業名 感性情報工学 ●他の担当授業名 感性科学入門／創成工学実践
／プログラミング演習Iなど

　情報科学・計算機工学等を含む広い分野で活躍できる技術者・研究者を養成する履修モデ
ルです。論理的思考力を養う情報数学分野の科目や計算機システムのハードウェア、ソフト
ウェアの基礎から最新技術までを学びます。講義だけではなく、プログラミングや実験・演
習を重視したカリキュラムとなっています。

●高等学校教諭一種免許状　
　(工業)

情報工学の数理的基礎となる情報数学関連科目、計算機のハードウェア、ソフトウェア
に関する科目、感性情報工学やデータベースシステムなどの情報工学応用関連科目など

　本講義では、人間の物事に対する嗜好や印象等に関わる
感性と物事の物理的要素との関係から人間の感性に適応し
た商品設計に活かせる、情報の概念・処理・分析の基礎を
学びます。まず、人間の感性及び感性情報に関する学問体
系を周辺分野との関連から学びます。その後、視覚・聴
覚・触覚に関わる物理的な刺激、それを受け取る感覚器の
機構及び情報処理、そして、その反応を捉える評価及び計
測方法について学びます。最後に、評価や計測結果の統計
的分析手法と感性の構造化・モデル
化について学びます。
　この講義を通じて、自分を含めた
ヒトを、一つの情報処理システムと
して捉えることについて理解し、次
世代の新しいモノづくりに活かして
くれたら良いと思っています。

●教員
　石川智治 准教授

情報電子オプティクスコース　情報系履修モデル

専門科目

資格・
免許

授業紹介

ゼミ紹介



●授業名 感性情報工学 ●他の担当授業名 感性科学入門／創成工学実践
／プログラミング演習Iなど

　情報科学・計算機工学等を含む広い分野で活躍できる技術者・研究者を養成する履修モデ
ルです。論理的思考力を養う情報数学分野の科目や計算機システムのハードウェア、ソフト
ウェアの基礎から最新技術までを学びます。講義だけではなく、プログラミングや実験・演
習を重視したカリキュラムとなっています。

●高等学校教諭一種免許状　
　(工業)

情報工学の数理的基礎となる情報数学関連科目、計算機のハードウェア、ソフトウェア
に関する科目、感性情報工学やデータベースシステムなどの情報工学応用関連科目など

　本講義では、人間の物事に対する嗜好や印象等に関わる
感性と物事の物理的要素との関係から人間の感性に適応し
た商品設計に活かせる、情報の概念・処理・分析の基礎を
学びます。まず、人間の感性及び感性情報に関する学問体
系を周辺分野との関連から学びます。その後、視覚・聴
覚・触覚に関わる物理的な刺激、それを受け取る感覚器の
機構及び情報処理、そして、その反応を捉える評価及び計
測方法について学びます。最後に、評価や計測結果の統計
的分析手法と感性の構造化・モデル
化について学びます。
　この講義を通じて、自分を含めた
ヒトを、一つの情報処理システムと
して捉えることについて理解し、次
世代の新しいモノづくりに活かして
くれたら良いと思っています。

●教員
　石川智治 准教授

情報電子オプティクスコース　情報系履修モデル

専門科目

資格・
免許

授業紹介

ゼミ紹介



●授業名 ディジタル信号処理 ●他の担当授業名 情報処理基礎／データ解析
／電気回路基礎など

　電気や電子を利用する技術で現代の社会は支えられています。その技術をさらに発展させ
る技術者・研究者を育成する履修モデルです。専門分野への基礎となる科目(電気電子数学、
電気回路、電気磁気学）では講義とともに演習により基礎力を高め、さらに進んだ応用分野
の科目が確実に理解できるようにしています。

●電気主任技術者の免状交付申請
　の資格(卒業後一定の実務経験が
　必要)
●電気通信主任技術者
　(試験の一部免除）
●第1級陸上特殊無線技士
●第3級海上特殊無線技士
●第2種電気工学士(筆記試験免除)
●高等学校教諭一種免許状(工業)

電気電子数学、電気回路、電気磁気学、電子
回路論、電気電子計測、電気機器、パワーエ
レクトロニクス、高電圧工学、半導体工学、
電力工学、制御工学、電気電子材料、電気電
子製図、電気通信工学、ディジタル信号処
理、プラズマ工学など

　ディジタル技術は、現代の生活にとってなくてはならな
いものになりました。その中でも、携帯電話やテレビなど
の情報通信を支える主要な技術がディジタル信号処理で
す。たとえば音声の信号は空気の振動をあらわす波形です
が、ディジタル機器では波形を0と1だけからなる列で表さ
なければなりません。これは一見めんどうなようですが、
実はこうすることで信号の蓄積・加工・圧縮・伝送などが
非常に柔軟に行えるようになります。ディジタル信号の数
学的な基礎を身に付け、私たちの身の回りでも使われてい
る信号処理を理論的に理解するだけでなく、PCを使った演
習によってディジタル信号処理を体験し、楽しさを実感す
ることができる授業です。

●教員
　森 大毅 准教授

情報電子オプティクスコース　電気系履修モデル

専門科目

資格・
免許

授業紹介

ゼミ紹介



●授業名 ディジタル信号処理 ●他の担当授業名 情報処理基礎／データ解析
／電気回路基礎など

　電気や電子を利用する技術で現代の社会は支えられています。その技術をさらに発展させ
る技術者・研究者を育成する履修モデルです。専門分野への基礎となる科目(電気電子数学、
電気回路、電気磁気学）では講義とともに演習により基礎力を高め、さらに進んだ応用分野
の科目が確実に理解できるようにしています。

●電気主任技術者の免状交付申請
　の資格(卒業後一定の実務経験が
　必要)
●電気通信主任技術者
　(試験の一部免除）
●第1級陸上特殊無線技士
●第3級海上特殊無線技士
●第2種電気工学士(筆記試験免除)
●高等学校教諭一種免許状(工業)

電気電子数学、電気回路、電気磁気学、電子
回路論、電気電子計測、電気機器、パワーエ
レクトロニクス、高電圧工学、半導体工学、
電力工学、制御工学、電気電子材料、電気電
子製図、電気通信工学、ディジタル信号処
理、プラズマ工学など

　ディジタル技術は、現代の生活にとってなくてはならな
いものになりました。その中でも、携帯電話やテレビなど
の情報通信を支える主要な技術がディジタル信号処理で
す。たとえば音声の信号は空気の振動をあらわす波形です
が、ディジタル機器では波形を0と1だけからなる列で表さ
なければなりません。これは一見めんどうなようですが、
実はこうすることで信号の蓄積・加工・圧縮・伝送などが
非常に柔軟に行えるようになります。ディジタル信号の数
学的な基礎を身に付け、私たちの身の回りでも使われてい
る信号処理を理論的に理解するだけでなく、PCを使った演
習によってディジタル信号処理を体験し、楽しさを実感す
ることができる授業です。

●教員
　森 大毅 准教授

情報電子オプティクスコース　電気系履修モデル

専門科目

資格・
免許

授業紹介

ゼミ紹介



授業紹介 ●授業名 光工学Ｉ ●他の担当授業名 光科学入門／光工学II

　光学は確立された一学問分野で、物理学・化学とその基礎を共有し、量子科学技術と共に
さらに発展しています。また、その工学的応用分野すなわち光工学は、エレクトロ二クス・
情報工学・環境工学・生命科学など広汎な分野に関係します。本学では2007年のオプティク
ス教育研究センター設立を契機として、大学院博士前期課程でオプティクス教育関係科目群
を定め、教育プログラムと教員の拡充を実施してきました。2019年度の学部改組では、光工
学教育を学部レベルに拡大し、学部1年生向けの光とその工学的応用に関する入門的講義か
ら、大学院レベルの最先端光技術の講義まで体系的な科目群を整備しました。特に電子情報
オプティクスコースでは、オプティクス（光工学）を主体とする履修が可能です。

　光工学は、日本の主要産業を支える重要な基盤学問・
技術のひとつです。また、実社会を構成する材料、デバ
イス、システムと密接に関係しており、将来の高度情報
化社会を構成する土台となっています。本講義では、実
社会での光学素子や光学機器の適用事例を紹介するとと
もに、それに使用されている光学現象との関連性につい
て、担当教員がオムニバス形式で解説します。本講義の
授業形態は主としてパワーポイントで作成したスライド
を用いて講義を行います。項目
ごとにレポートやディスカッシ
ョンを交え、学生自らが光工学
現象について説明できるように
します。

●教員
　杉原興浩　教授

情報電子オプティクスコース  光工学系履修モデル

初等量子論、量子力学、電子
物性、高周波回路工学、光エ
レクトロ二クス、レーザー工
学、電子デバイス、人工知能
とコンピュータビジョン、応
用画像工学など

専門科目

●高等学校教諭一種免許状
　(工業)

資格・
免許



授業紹介 ●授業名 光工学Ｉ ●他の担当授業名 光科学入門／光工学II

　光学は確立された一学問分野で、物理学・化学とその基礎を共有し、量子科学技術と共に
さらに発展しています。また、その工学的応用分野すなわち光工学は、エレクトロ二クス・
情報工学・環境工学・生命科学など広汎な分野に関係します。本学では2007年のオプティク
ス教育研究センター設立を契機として、大学院博士前期課程でオプティクス教育関係科目群
を定め、教育プログラムと教員の拡充を実施してきました。2019年度の学部改組では、光工
学教育を学部レベルに拡大し、学部1年生向けの光とその工学的応用に関する入門的講義か
ら、大学院レベルの最先端光技術の講義まで体系的な科目群を整備しました。特に電子情報
オプティクスコースでは、オプティクス（光工学）を主体とする履修が可能です。

　光工学は、日本の主要産業を支える重要な基盤学問・
技術のひとつです。また、実社会を構成する材料、デバ
イス、システムと密接に関係しており、将来の高度情報
化社会を構成する土台となっています。本講義では、実
社会での光学素子や光学機器の適用事例を紹介するとと
もに、それに使用されている光学現象との関連性につい
て、担当教員がオムニバス形式で解説します。本講義の
授業形態は主としてパワーポイントで作成したスライド
を用いて講義を行います。項目
ごとにレポートやディスカッシ
ョンを交え、学生自らが光工学
現象について説明できるように
します。

●教員
　杉原興浩　教授

情報電子オプティクスコース  光工学系履修モデル

初等量子論、量子力学、電子
物性、高周波回路工学、光エ
レクトロ二クス、レーザー工
学、電子デバイス、人工知能
とコンピュータビジョン、応
用画像工学など

専門科目

●高等学校教諭一種免許状
　(工業)

資格・
免許

ゼミ紹介



大学院

ものづくり創成工学センター
オプティクス教育研究センター

　理系では、大学卒業生の多くが大学院へ進学します。宇都宮大学の工学部卒業生の大学院
進学率は約60％です。大学院では、より深い専門性と、より広い視野で、社会の課題を解決
するための実践的な想像力を身につけます。

　工学部基盤工学科では、大学院とあわせ
た5年一貫型、6年一貫型の履修制度もあり
ます。一定条件をクリアすると、大学を
3年で卒業し、4年目から大学院へ進学した
り、大学院に推薦入学できたり、大学在学
中に大学院の講義を先取り履修することも
できます。

　奨学金や学費免除の制度もあります（詳しくはお問い合わせください）。

　工学部付属ものづくり創成工学センター、オ
プティクス教育研究センターは、それぞれ宇都
宮大学の強みを活かして、大学と地域、大学と
世界をつなぐ知の拠点です。国内外の企業や他
の大学とタッグを組み、より実践的で、現実に
即した問題解決のできる人材を育てます。



大学院卒業後進路

化学工業
14％

その他 9％
公務員 1％

運輸 2％

情報通信
17％

電力・ガス 2％
その他製造 1％

自動車関連
15％

電気通信機器 8％
電子部品 4％

機械
24％

鉄鋼金属 3％

卒業後

主な就職先

　宇都宮大学工学部を誕生させたのは、地域から国への熱心な請願でした。以来50年以
上にわたり私達は、産業の中核を支える人材を輩出し続けています（就職率≒100％）。
高い就職率は、社会に信頼されている証であり、プライドでもあります。テクノロジーを
キーワードに、学生と地域を未来に届ける。それが私達の使命です。

　卒業後は、大学院進学が大半です。大学院卒業後は、高度な問題解決能力をもつ人
材として、製造業や情報通信産業の研究開発を中心とする幅広い業種・職種で活躍し
ています。(データはH30年度、旧学科でのものです。)

大学卒業後進路 

進学63％  
化学工業 2％ 

その他 5％ 
公務員 5％ 
販売 2％ 
運輸 1％ 

情報通信 6％ 
電力・ガス 1％ 
その他製造 1％ 
自動車関連 4％ 

電気通信機器 3％ 
電子部品 1％ 

機械 5％ 
鉄鋼金属 1％ 



ファミリー
マート

GEO


