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C O N T E N T S

持続発展可能な社会づくりのための
人材育成と知の創造に邁進しています。
東京農工大学では、留学生約400人を含む約6,000人の学部学生・大学院生が学んでいます。

東京武蔵野に緑豊かな二つのキャンパスを擁し、産官学連携の研究実績を活かして、

先駆的で人間性豊かな人材を育成しています。

ランキングでみる東京農工大学の実績 （平成23事業年度）

教員当たりの共同研究
（中小企業）受入額
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教員当たりの民間企業との
共同研究受入額
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教員当たりの民間企業との
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※文部科学省ホームページ『平成23年度  大学等における産学連携等実施状況について』（平成24年10月）をもとに計算
※教員数は各大学の平成23年度事業報告書等より

MORE SENSE
東京農工大学では、基本理念を「使命志向型教育研究－美しい地球持続のための全学的努力」（MORE SENSE：Mission Oriented Research and Education giving 
Synergy in Endeavors toward a Sustainable Earth）とし、「持続発展可能な社会の実現」に向け、農学、工学およびその融合領域における自由な発想に基づく教育研
究を通して、世界の平和と社会や自然環境と調和した科学技術の進展に貢献するとともに、課題解決とその実現を担う人材の育成と知の創造に邁進していきます。

地球をまわそう
人類にとってかけがえのない地球。

我々人類は地球によって創造され、その環境を形成してきた。

科学技術の発展は、生活の質を向上させ便利にする一方で、さまざまな“害”ももたらしてきた。

そしていま、人類が自ら行動することで、直面する多くの課題を解決し、

さらに豊かな社会の実現に取り組まなければいけない。

－「地球をまわす」－それはその問題に積極的に取り組み、科学の進化に貢献する姿勢である。

東京農工大学は、140年の歴史の中で、

農業、工業、その融合領域の研究で、地球と地球上で生活する人類、動植物の課題に取り組み、

社会を発展させる技術の開発に貢献してきた。

社会に出てさまざまな分野で活躍する先輩の意思を引き継ぎ、

「自然や科学技術に関心を持ち、常に自己を啓発し、実行力に優れ、社会で活躍することを目指す学生」を

国内外から広く受け入れる。

環境保護、生物多様性の維持、エネルギー問題、安全な食料の安定供給、

人類のさまざまな活動を助ける新素材、最新のIT技術の活用など解決したい課題、

開発したいテーマは山積みである。

人類、動植物がこれまでと同じように快適に暮らしていける環境の維持、

人間社会がより便利で安心して暮らしていける未来を実現するために、

知恵を絞り、試行錯誤し、有効な技術を研究、開発していこう。

さあ、いっしょに「地球をまわそう！」

～美しい地球持続のために
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東京農工大学は、その名のとおり農学系と工学系の研

究を柱に、その融合領域や医学を取り込んだ新領域

など、社会の変化とニーズに呼応しながら積極的に研

究の範囲を広げています。そうしたフレキシビリティ

と機動性、フロンティア精神が本学の特色といえます。

理系のメリットは、失敗を重ねながら前に進めること、

そうした環境下で学ぶ学生の声や思いが、より良い学

習環境をつくることにつながり、さらに先輩たちの言

葉が、次代を担う人たちが農工大を志すきっかけに

なってくれることを期待しています。

　　工大を志したきっかけと今日までの学び

学長　みなさんが農工大を選んだ理由はどのような

ことからですか？　また、実際に入学して、授業や学生

生活はどのように感じていますか？

高井　入学のきっかけは、生物への興味から「ひらめ

き☆ときめきサイエンス～ようこそ大学の研究室へ～

KAKENHI」に参加したことでした。研究室めぐりがとて

も楽しかったです。

松井　機械系のベンチャーを考えていたこと、機械全

般が学べるという期待からです。

鈴木　小さい頃から自然が好きで、中学生になると環

境に興味を持つようになりました。自宅から通える距

離で、環境を専門にされている先生方も多かったた

め、私も早くから決めていました。

武藤　オープンキャンパスに参加し、和気あいあいと

した雰囲気が良かったです。遺伝子やDNAなどについ

て学びたい気持ちでしたが、決めたのは高校3年生に

なるくらいのころでした。自然に囲まれたキャンパス

で、勉強できるのはとても新鮮です。これから先、専門

科目が増え興味ある分野を詳しく掘り下げていけるこ

とにワクワクしています。

鈴木　府中キャンパスは緑が多く公園みたいな感じ

がします。建物は小金井にかないませんが。今は、水

質や大気の汚染など専門科目が楽しく、先生方の実

験を交えたお話がとてもためになっています。

松井　小金井キャンパスは校舎も新しくなって“コン

パクトな中に機能が詰まっている”と言えます。機械シ

ステム工学科では、ものづくり創造工学センターの工

作機械を使ってスターリングエンジンを組むなど実際

に手を動かすことができるので、エンジニアとしても楽

しいです。

高井　図書館が充実しているのがうれしいです。授業

で習ったことを自主学習するには最適な環境で、私が

学んでいる生化学の分野も未解明なことがたくさんあ

りますが、それに触れられる喜びがあります。

学長　小金井キャンパスは総合会館（生協）の整備

を、府中キャンパスは図書館などの学術施設の拡充・

整備を図る予定です。ところで、入学後に興味が広

がったことはありましたか？

松井　入学後に自動車や熱機関などへの興味がより

大きくなりました。

鈴木　研究室にようやく入ることになり、ニュース等で

報じられたPM2.5などの大気汚染について研究した

いと思っています。

武藤　遺伝子に加え、自然にも興味を持つようになり

ました。ミクロの世界から植物の保護、生物間の相互

関係などについても一緒に学んでみたいです。

　　と工それぞれの学びの面白さ

学長　農工大は、「農」と「工」の両分野をもつユニーク

な国立大学ですが、それぞれが所属する学部の学び

のどんなことに面白さを感じていますか？

松井　エンジニアを目標に学んでいるうちに、目指す

先がいろいろと見えてきました。幅広く学びに触れ、視

野が広がっている実感があります。

高井　授業は物理系が多いように思いますが、物理

だけの視点ではなく、異

なる視点からも物事を

理解する感じで、学問的

につながっていることが

ようやく理解できるよう

になりました。

武藤　自分の興味がど

こへどう向くのか模索し

ている最中、といった感

じです。農工大はそれを

受け止めてくれる懐の

深さがあります。

鈴木　学びたいと思う

分野については、数多く

の論文にも触れるの

で、知識が増えていきま

す。学部3年次までは幅

広く学び、4年次になっ

て研究室に所属して一

気に知識が増える感じ

です。

学長　そうですね。学部3年次までは幅広く学び、4年

次以降に深い研究へとシフトしていくのも、農工大の

特徴的な学びです。その深い領域の研究から新しいも

のを生み出すことへとつないでいきます。研究室での

学びは、それまでの1週間分を1日でやるような感じで

しょうか。同時に、世界を実感でき、自分の世界も開け

るはずです。実際に研究の面白さを知り、約70％の人

が大学院へ進学しています。

武藤　知識を深めたい思いがあるので、大学院は入

学時に修士課程までは考えていました。

鈴木　大学院への進学を入学時に考えていました。と

ころが、就職活動期に入り進路を考慮した場合、1つの

分野を究めるよりも幅広くという考えが出てきました。

高井　研究の仕方は研究室によっても異なる、という

話を聞きました。大学院への進学を考えている学生に

は長期スパンで研究にあたるようなテーマに取り組む

ということもあるようです。

　　業や課外活動から見えてきた自分の未来

学長　課外活動などはされていますか？

松井　「航空研究会」に所属しています。航空研究会

は、工学部の教育内容が表れるところですから、誇り

を持って活動しています。飛行ロボットコンテストなど

を通じて他大学との交流も活発で、技術的な話ができ

る機会にも恵まれています。

高井　私はロボット研究会R.U.Rに入りました。そこで

は、生物で実験したデータを整備するためのプログラ

ミングに挑んでいます。生物学的な見地だけでなく、統

計学など数学の視点と知識の必要性を改めて感じて

います。機械システム工学科の学生が多いのですが、

研究で実践したことを授業で理論的に理解するという

感じがします。

鈴木　クラブやサークルには所属せず、学科の友人た

ちと富士山登頂や上高地への旅行など自然とふれあ

う機会を設けています。次回は屋久島へ行き、屋久杉

を見てくる予定です。

武藤　運動系のサークルに所属しています。授業以外

で学ぶ機会に恵まれているのがいいですね。

学長　将来はどのように考えていますか？

武藤　研究を続けたいです。大学に残る

か、企業で研究職に就くかは未定です。

松井　大学院進学を視野に、学びをものづ

くりで社会に還元したいです。飛行機や輸

送機器など、これからも必要とされる分野

が希望です。

高井　留学生との交流をきっかけに、留学

への思いが日に日に大きくなっています。

鈴木　地方公務員を目指します。住んでい

るエリアが光化学スモッグの発生率が最も

多い地域ということもあり、地域に根ざした

活動を通じて環境改善、劣化の防止に関わ

りたいと思います。

学長　みなさんが心に描く目標に向かって

がんばってください。こうした機会を持て、とても楽し

かったです。

　1つだけお願いをするとしたら、「大学で学んでいる

間は数多くの可能性があるので、世界を視野にいろい

ろなことに志をもってト

ライしてほしい」という

ことです。

　私たち教職員も、自

分たちの大学に誇りを

持って、愛情をたっぷり

と注ぎ込みます。

夢を模索する学生と
夢の実現を支える学長
それぞれの思いと言葉が
未来を志向し交差する。

東京農工大学長　松永　是　工学博士

工学部生命工学科3年

高井 香織 さん
東京都・私立豊島岡女子学園高校出身

工学部機械システム工学科3年

松井 亮 さん
千葉県・私立専修大学松戸高校出身

農学部応用生物科学科2年

武藤 純太 さん
埼玉県立蕨高校出身

農学部環境資源科学科4年

鈴木 麻友美 さん
埼玉県立大宮高校出身

座談会

農
農

授
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　現在、世界の人口は70億を超えており、効率的な作物の生産は重

大な課題となっています。通常、作物は窒素固定微生物が作るアン

モニアなどを養分としています。現在では工業的にアンモニアを合

成して作る化学窒素肥料が大量に使われていますが、アンモニア

の合成には膨大なエネルギーが必要です。しかし、エネルギー源と

なる石油や天然ガスの可採年数はあと40～60年と言われており、

使い尽くしてしまえば化学窒素肥料は作れません。もしそうなれば、

世界中で多くの人々が飢餓に陥るでしょう。

　そこで私が行っているのが、世界各地の窒素固定微生物を採取

し、より効率的に養分を供給できる微生物を探す研究です。窒素固

定微生物によるアンモニアの生成は、当然、化石燃料に依存しませ

んし、CO2も排出しないため環境に対する負荷も大幅に低減可能で

す。これにより、持続的な作物生産を目指すのが研究の目的です。

私の研究室では、学生の自主性を尊重した指導を行っています。3年次は先輩の研究を手伝いながら科学的な素養を高めてもらい、4年次以降は各自が研究テーマを

定め、自ら考え、工夫を凝らしながら研究を進めます。基本的な指導はしっかりと行いますが、その後の研究については私が多く口を差し挟むことはしません。我々が研

究しなくてはならないのは未知なる分野です。実験結果を自分で評価し、検証していく力を身につけなければ、新しい成果にはつながりません。

1978年東京農工大学農学部農学科卒業、1980年東京農工大学農学研究科
修士課程修了、1983年東京大学農学系研究科博士課程修了。研究領域は分
子植物栄養学と土壌微生物利用学。農林水産省で根粒菌の研究に携わり、
本学着任後はバイオ肥料の研究に着手。同研究においては、中国・韓国や
東南アジア諸国の研究者との国際共同研究にも精力的に取り組んでいる。

化石燃料に依存しない作物生産を実現する
窒素固定微生物による持続的養分供給の研究

農学部 生物生産学科

横山　正 教授

Profile

先生の　研究　を教えてください

　これと並行して行っているのが、植物の養分吸収効率を向上させ

る研究です。土壌微生物の中には植物の根の発育を促進し、養分を

吸収しやすくさせる働きを持つものがいて、5年ほど前からこの微

生物を使ってイネを育てています。現在、化学窒素肥料を30％ほど

減らしても、ほぼ変わらない量の米を収穫できるようになっており、

数年後にはバイオ肥料として商品化したいと考えています。

　また、この研究からの派生で、福島県の原発事故で土壌に吸着さ

れた放射性セシウムを、根の発育を促進した植物によって吸い上

げる取り組みも始めています。実際に現地で作物を栽培する実験も

行っており、今後はさらに吸収率を上げたいと考えています。

　いずれの研究もこれからの持続可能な社会の実現に欠かせない

ものであり、かつ、喫緊の課題でもあります。こうした問題に立ち向

かうことこそ、私たち研究者の使命なのだと思います。

農学部 東京理科大学薬学部を卒業後、歯学部の助手として研究職に就くかたわ
ら、薬学博士号を取得。その後、講師、助教授として教壇に立ち、2004年よ
り農工大での教育と研究をスタートさせた。現在、ガンの転移・増殖と浸
潤、骨粗鬆（こつそしょう）症や歯周病の発症機構の解明と治療薬開発、食
品由来因子を活用した生活習慣病の予防などをテーマに研究を重ねる。

工学部 生命工学科

宮浦　千里 教授

Profile

　この研究室でテーマとしているのは、ガン、骨粗鬆症、歯周病など

の生活習慣病です。工学の世界で生活習慣病？と思われるかもしれま

せんが、生物を対象とする“生命工学”という分野で、化学・物理・生物

の知識を使いながら、人のためになるものを作るのです。医学の世界

では、新しい治療法や機器類の研究・開発が進められていますが、そ

のためにはさまざまな分野の専門家が求められています。生命工学

もそうした一翼を担う分野なのです。研究の内容は、前述の疾病に注

目して遺伝子解析、分子レベルでの調節機序、疾患モデル動物を用

いた病態解析と治療薬の開発を進めています。いずれも、今の、そし

てこれからの私たちに役に立つもので、最終的な目標は実用化です。

　ガンについては、遠隔臓器への転移制御・治療薬の研究に取り組

んでいます。外科的に新たな治療法も増えてはいますが、死亡率を

抑止するには、乳ガンや前立腺ガンから骨転移という、他の臓器へ

「研究で重要なのは瞬発力と持久力」です。新しいことを発見するためには、研究を一気に進めるパワーと継続的な努力の積み重ねの両方が大切です。これらの素養を

複数持つことは、研究者に限らず一般社会においても同じです。また、指導においては、30名を超える所属学生に、研究に真摯に向き合うことの大切さを教えています。

学生の時の経験が社会に出てからのポテンシャルになり、自分の力を発揮するための基盤になるからです。

人の健康を生命科学からアプローチし
発症機構・病態解析を予防と治療法へつなぐ

転移を撲滅しなければなりません。また、発症例が増えてきている骨

粗鬆症については治療薬と予防法の研究開発を行っています。高齢

化が進む現代の社会において、骨や歯、脂質代謝（肥満）の疾患の克

服は健康寿命（自立的に健康な生活が送れる期間）の延伸にとても

重要な役割を果たすことですし、そうした課題への取り組みの成果

が、人の役に立つことにつながっているのです。

　私が、現在の研究に取り組むようになったきっかけは、骨などの硬

組織の研究でした。研究者としてのキャリアをスタートさせたころ、

骨粗鬆症の治療薬開発や骨代謝研究に取り組み、その後、ガンの骨

転移や歯周病の研究にも携わっています。

　これからも「食品・機能性食品による予防と適切な治療薬による

治療」を実現し、人の健康に貢献できる生命科学研究を進めていき

ます。

先生の　研究　を教えてください
工学部
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新たな化学合成法の開発により
生体分子構造に適合する医薬品を創造

1981年東京農工大学農学部農芸化学科卒業、1983年東京農工大学農学研
究科修士課程修了。キユーピー株式会社研究所・研究員を経て、本学農学部
に着任。研究分野は生物有機化学。また、本学イノベーション推進機構長と
して、研究成果を社会に提案し人の役に立てる人材の育成を目指して、学生
の社会性や人間的魅力を伸ばす実践的な教育プログラムの開発にも尽力。

農学部 応用生物科学科

千葉　一裕 教授

Profile

　医薬品のもととなる化学物質の合成を、より簡単に、経済的に行え

るようにすることが、私の研究の目的です。従来の医薬品は、糖質、蛋

白質、DNAといったヒトの生体分子を十分考慮して作られているとは

言えないものでした。そのような物質の化学合成は非常に難しかった

のです。しかし、医療の高度化とともに、医薬品にもさまざまな病気に

対応することが求められるようになり、従来の化学合成法では限界が

出てきました。そこで、物質の分子構造を精密に制御できる新たな化

学合成法の開発に着手したわけです。

　例えば、砂糖水から純粋な砂糖だけを瞬時に取り出すことは簡単で

はありません。医薬品に使われる化学物質はそれよりはるかに複雑で

あり、また、50回、100回と化学反応を重ねる必要があるため高い純度

も求められます。私の研究では、液体の温度を変えたり、別の液体を添

加して目的物を分離する新しい化学合成法を用いることで、簡単に、し

この研究を広めるため、小金井キャンパスに「JITSUBO」というベンチャー企業を設立。国内外の製薬会社に対し営業活動も行っています。こうした活動には、専門知識だ

けでなく強い意志や説得力などが必要です。したがって学生には、ベンチャー企業でのインターンシップなど、実践力を磨く場を提供するよう心がけています。こうした

取り組みの延長として、世界で活躍できるイノベーションリーダーを養成する新たな大学院教育「博士課程教育リーディングプログラム（P.37参照）」も実施しています。

かも99.5％以上という高い純度での物質の抽出に成功しました。これ

により、生体の分子構造に対し適切な大きさ・形態を持つ医薬品が作

れるようになりました。また、体内に入った際に代謝分解されにくい、

言い換えれば、長期間効用が継続する医薬品も作りやすくなりました。

　この研究は、数種類の癌やエイズなどの治療薬として、また、末期癌

患者等の痛みを和らげる鎮痛剤としての研究開発が、大手製薬企業

等との連携で進められています。重要なのは、専門的な技術がなくて

も方法さえ知っていれば、誰でも簡単に化学合成ができるレベルまで

技術を落とし込んでいる点です。実は、従来の化学合成は“職人技”的

なところがあり、スペシャリストの手が必要でした。それが簡単にでき

るようになったからこそ、実用化され、社会に広まったのです。このよう

に、研究を研究だけに終わらせず広く社会に役立てることが、これから

の研究者には求められると考えています。

先生の　研究　を教えてください
農学部

　研究対象としている「環境」はテーマを探すには事欠かない分野で、

さらに時代や技術の進展に伴い変わっていきます。細見研究室では、

「持続可能な世界を考え、環境を保全し産業も維持できるシステムと技

術の開発」を目指した研究を行っています。現在取り組んでいるのが、

排水処理技術の開発です。そもそも排水処理にはコストがかかり、エネ

ルギーも必要とします。日本では、工場からの排水は規制により技術導

入が進みましたが、例えば、養豚における糞尿排水処理は費用の問題

からかなり遅れています。しかし、排水処理としてとらえるのではなく、豚

の糞尿を原料にしてメタン発酵させれば、排水処理の問題が解決でき、

エネルギー創出も可能になります。さらに休耕田に多収（飼料）米を導

入することで飼料の自給率も向上できるのではないかと考えています。

　稲作、養豚、排水処理、メタン発酵、一見すると接点がないような分

野をつなぐシステムを考えてみると、稲作によってできる籾は豚のエサ

環境問題に対し、研究という立場からどのような貢献ができるかを考えるのが研究室のスタイルです。使命感を大切にし、20名を超える所属学生は、上記の研究の他

に、新規微生物を組み入れた省エネ排水処理技術、亜酸化窒素を制御するバイオ技術・PCB・ダイオキシンなどのグループに分かれて研究しています。社会に役立つ研

究を通じて、得意分野の発見だけでなく、その研究の意味を客観的に判断できる視野の広さとトータルに物事を見て考えられる人材を育成しています。

大阪大学工学部環境工学科卒業後、環境庁国立公害研究所（現：環境
研究所）の研究員等を経て、1992年より物質生物工学科に転任。排水、
汚泥処理、有害物質、シミュレーションなど、現場実験を交え多彩なテー
マに取り組んでいる。研究室の山中湖合宿では学生とともにマラソンを
走るなど、フィールドに出てそこで感じることを大切にしている。

環境負荷と処理コストを抑えた
持続可能なシステムと技術開発に取り組む

工学部 化学システム工学科

細見　正明 教授

Profile

先生の　研究　を教えてください
工学部

に、残った稲わらはメタン発酵の原料となります。籾を食べた豚の糞尿

もメタン発酵の原料となり、発酵には乾式メタン発酵技術を導入する

ことで、発酵後の水処理も不要となります。さらに、メタン発酵によって

出る残渣（汚泥）は丈夫な多収米の肥料となります。その結果、輸入す

る飼料も減らすことができます。しかし、メタン発酵の残渣は、肥料にな

る一方で温室効果ガスであるメタンガスや亜酸化窒素（N2O）を増大さ

せてしまいます。特に亜酸化窒素は21世紀の終わり頃にはオゾン層破

壊の主要因になると言われています。そこで必要になるのが物質循環

とエネルギー回収を行いながら、同時に水田におけるメタンや亜酸化

窒素の排出量を抑える技術とシステムなのです。しかも、全体がシステ

ムとして機能し、かつ低コストで持続可能な解決策でなければ長続き

しません。そのための新たな技術の開発と従来の技術の伸展を図って

います。

ざんさ

もみ
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茨城高専の電気工学科から東京農工大学工学部電気工学科へ進学、
東北大学で博士後期課程を修了し、助手・助教授を経て1994年より東
京農工大学工学部で教鞭を執る。1998年から翌年にかけて文部省在
外研究員として米国・ペンシルベニア州立大学へ。専門は電磁波工学、
計算電磁気学、メタマテリアルなどで学術賞の受賞も多数にのぼる。

工学部 電気電子工学科

宇野　亨 教授

Profile

　専門としているのは電磁波工学で、電磁波とは電気と磁気の波のこ

と。交流の電気が流れるところには必ず発生するものです。電磁波とい

うと紫外線や赤外線、可視光線などの「光」も含みますが、対象として

いるのは通信に使用可能な周波数の範囲で、電波と呼ばれるもので

す。テレビや通信端末のアンテナをどう作るかを研究していると言えば

イメージできるでしょう。スマートフォンや携帯電話をはじめ、電子レ

ンジや無線LANなど、実は世の中には電波はあふれています。SUICA®

やPASMO®といった非接触型ICカードも電波を使ったものです。でも、

電波は目に見えるものではありません。それをどう理解するかという

と、実験や計算の結果を見ながら少しずつ慣れるよりほかありません。

　ところで、みなさんがお使いのスマートフォンや携帯電話はアンテ

ナが内蔵されていますが、かつてはアンテナを引き出して伸ばした状

態で通話していました。実は携帯電話にアンテナをはじめて内蔵させ

学部4年生と大学院生を合わせ約20名がグループに分かれ研究にあたっています。研究はその過程も重要と言われたりしますが、「研究は結果がすべて」です。結果を

得るためには努力と数多くの経験が必要で、さまざまな研究を経験することで、幅広くいろいろなことを見ることになり、その先の応用へとつながっていくからです。さ

らに、他の分野をウィンドウショッピングすることも重要で、そこから新たな研究のヒントが見つかることもあります。

目に見えない電磁波の情報をとらえ
通信や医療、文化財保護などに活用

たのは、現在電機メーカに勤めるこの研究室の卒業生です。また、研

究室では、透明マントに関係する研究も行っています。何だか突飛な

ようですが、金属や絶縁体をうまく組み合わせることによって、自然界

には無いような特性を持った材料（構造）を作ることができます。これ

がメタマテリアルと呼ばれるもので、無線機器の性能向上や新しい機

能の開発などを目的として、世界中でさまざまな研究が進められてい

ます。電波は通信の分野ばかりではなく、医療や文化財保護の分野に

も広く使われています。例えば、体内を撮影するMRI（磁気共鳴画像装

置）です。人体から出る電波を画像として処理し、その内部を表示する

のです。これは、電磁波研究の進展とともにアンテナ性能と計算処理

スピードの向上があって使いやすいものになりました。また、地面に

電波を当て、反射してきた電波から地下の情報を画像化することがで

きます。この技術は文化財の保護に大いに貢献しています。

先生の　研究　を教えてください
工学部

　微生物レベルの微少な生態系でも、外洋のような広大な生態系

でも、そこではさまざまな物質の生産、消費、移動があります。それ

らの過程がどのように生じて、どう制御されているのかを探ること

が、地球環境の今後を考える際には不可欠です。生命に必須の元素

である窒素では、環境中でその回転速度が速いため、窒素が低濃

度で存在していても、あまり生産されていないから低濃度なのか、

それとも大量に生産され、大量に消費されているから低濃度でしか

観測されないのかよくわかりません。しかし、この2つの見方で得ら

れる物質循環系の姿は全く異なります。つまり、窒素の循環につい

ては、窒素がどれだけあるか、でなく、どれだけ動いているか、で表

す必要があります。そこで用いるのが「安定同位体」です。同位体と

いうのは原子番号（陽子数）が同じで、質量数（陽子と中性子の数の

和）が異なる物質で、安定同位体比を一定期間追跡することで窒素

大学は、自分自身を「与えられたことをこなす」から「自ら課題を見つける」に変えるための助走期間。研究はその最たるものです。研究室では学生は“共同研究者”です。

ですから何が知りたいのかを質問し、研究テーマを見つけるお手伝いをしています。研究対象となる環境問題も多様化し、決着点を見つけることすら大変な時代。いか

に問題を発見できるかが大切で、全力を尽くして研究にあたりながら、多様な視点で本質を問うスタンスを養ってもらえれば、と考えています。

京都大学農学部から農学研究科修士課程、博士課程へと進み、森と砂漠の
窒素循環について研究を重ねる。2006年よりテニュアトラック教員、2011
年より准教授。専門は、安定同位体を用いた環境動態解析、自然生態系に
おける物質循環などで、ツンドラから熱帯雨林までの気候帯、森林、砂漠、
湿地、河川、湖沼、沿岸、深海、などさまざまな生態系を対象としている。

生態系における物質の流れを把握し、
「見えなかった過程」の重要性を見いだす

農学部 環境資源科学科

木庭　啓介 准教授

Profile

先生の　研究　を教えてください
農学部

化合物がどのように変化しているのかを見ているのです。

　環境について学びたい思いをきっかけに小さな森林から始めた

同位体比による物質循環の研究は、本学で多くの生態系、上空大気

中の窒素反応研究から深海堆積物での窒素循環研究にまで展開さ

れています。現在特に、窒素飽和にある森林を安定同位体比を用い

て判定する研究に力を入れています。森林が窒素飽和に陥ると、温

室効果ガスの吸収力の低下や下流生態系の富栄養化などの問題

が出てきます。それらを抑制・改善するためには、指標を作り、広域

でモニタリングすることで、全国森林の状況を把握する必要がある

のですが、ここで安定同位体比が有効なツールになると考えていま

す。このように多様な研究を発展させ、いずれは「物質循環の総合

研究所」のようになれればと思っています。
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　農業生産は、食料・飼料や繊維・医薬品等の多

彩な原料を供給することによって人間生活を広く

支えています。また、農地とそこに形成される生態

系は、自然と深く結びついた環境構成要素であり、

国土保全や環境保全に多面的な役割を果たして

います。さらに近い将来には、再生可能なバイオ

マスエネルギーの重要な供給源になると期待さ

れています。

　生物生産学科では、日本および世界の農業を広

く深く理解するとともに、農業に関わる最先端の

科学と技術に関する知識を身につけて、その知識

を農業の持続的発展や農産物の流通・加工、さら

には農業の多面的機能の積極的利用に活かすこ

とができ、どこでも指導者として活躍できる人材の

養成を目指しています。

　カリキュラムは、遺伝・発生・酵素反応など生物

学の基礎から、光合成・養分吸収・窒素固定・泌乳

生理など生物生産機能の解析、群落構造・施肥管

理・家畜飼養管理など生産プロセスの解析と技術

開発、生産物の品質評価、生産物の流通・消費シ

ステムなど、多岐にわたる内容が体系的に構成さ

れています。これらの教育は問題解決の能力や独

創的発想を生み出す能力を伸ばすことも意図して

行われています。

　農学部は、それぞれの分野に共通する基礎的

科目を系統的に教育するとともに、学科の特質に

応じた、専門教育を実施することにより、広い視野

と専門知識を持った多様な優れた人材を養成す

ることを目的とする。各学科が対象とするさまざま

な課題に果敢に挑戦する意欲を持ち、それぞれの

専門教育で求められる基礎的な学力を有する、次

の者を求める。

❶地域社会や国際社会における食料・生命・資

　源・環境に関するさまざまな問題に関心を持

　ち、身につけた知識をこれらの解決に役立てた

　いという意欲を持つ者。

❷人類が直面している諸課題に対し、多面的に考

　察し、自分の考えをまとめることができ、日本語

　で他者にわかりやすく表現できる者。

❸高等学校で履修した主要教科・科目について、

　教科書レベルの基礎的な知識を有し､課題を解

　くことができ、理数系科目や英語科目について、

　実践的・体験的学習から得られた知識・知見・技

　術を有している者。

農学部

21世紀の食料と食の安全を科学する

生物生産学科の学び

先輩の声

川目　匠 さん
生物生産学科2年
埼玉県立川越高等学校出身

　生物生産学科出身の高校の担任に勧められたのが進学のき
っかけです。キャンパス内の広い農場を研究のために使える点
にも魅力を感じました。1年の前期からフィールド実験や実習が
あり、稲作や牛の角切りなど農業や畜産の作業を体験しながら学
べます。理系の大学には男子が多いというイメージがあります
が、生物生産学科では男女比がおよそ半々になっています。ま

た、実習の時間などに感じることですが、積極的な人、行動的な
人が多いことも学生の特徴だと思います。講義は専門科目の他
に全学共通教育科目でも幅広く学べるので、視野も広がり、より
多角的に物事を考えられるようになってきました。農工大には最
高の環境が整っています。おいしい米や野菜をたくさん生産でき
るように、この環境を生かして積極的に学んでいくつもりです。

実習はキャンパス内にある広大な専用農場。最高の環境の中で実践的に学ぶことができます。

生産技術環境系
植 物 生 産 系
動 物 生 産 系
農業経営経済系

農業生産技術学　土壌学　植物栄養学

園芸学　植物生態生理学　植物育種学　国際生物資源学　遺伝子細胞工学

畜産学　動物生化学　昆虫機能生理化学　蚕学

農業経済学　 農業経営・生産組織学　農業市場学　国際地域開発政策学

● 中学校教諭1種免許（理科）
● 高等学校教諭1種免許（理科・農業）
● 博物館学芸員

主な就職先
味の素（株）、カゴメ（株）、サッポロビール（株）、（株）明治、雪印メグミルク
（株）、日本ハム（株）、赤城乳業（株）、三幸食品（株）、日本たばこ産業（株）、塩野
義製薬（株）、ジャパンフーズ（株）、住商フーズ（株）、全国農業協同組合連合
会、月島食品工業（株）、豊田通商（株）、日本食研（株）、日本生活協同組合連合
会、日本農産工業（株）、日本農薬（株）、日本配合飼料（株）、平和酒造（株）、三
井農林（株）、三菱東京UFJ銀行、三菱農機（株）、雪印種苗（株）、養命酒製造
（株）、（株）イトーヨーカ堂、（財）東京動物園協会など
農林水産省、厚生労働省、国土交通省、東京都、千葉県、その他地方公務員など

THE  FACULTY  OF  AGRICULTURE

Biological  Production

生物生産学科 定員57名農学部

入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）

自然と人間が共生するために̶̶
「農学」から私たちの将来が始まる

美しい地球を持続し、誰もが心豊かな生活を送るために農学はある
　農学のミッションは、地球の生態系を保全し、食料や生

物資材の生産を基盤とする総合科学技術を発展させ、地域

の文化を尊重しながら人類が心豊かに生活を送ることで

す。しかし、21世紀の地球には人口爆発、食糧不足、化石エ

ネルギーの枯渇、地球温暖化の影響による気候の変動、感

染症の問題など解決しなければならない課題が山積して

います。

　本学農学部では、地球規模でこれらの課題を解決できる

人材を育成するため、「アグロサイエンス」「エコサイエン

ス」「バイオサイエンス」「アニマルサイエンス」の4領域を

大きな柱に、生物生産学科・応用生物科学科・環境資源科

学科・地域生態システム学科・共同獣医学科の5学科を配

置しています。さまざまな講義、実験、演習、セミナー、卒業

論文などを通じて、農学の幅広い視野、高度な専門知識や

技術、また、理解力、洞察力、実践力、問題解決力、さらには

海外で活躍できる英語力、異文化理解力、チャレンジ力を

修得できる機動的かつ能動的な教育プログラムを展開し

ています。そして、私たち教職員は、美しい農学部の環境を

維持し、学生一人ひとりが充実した生活を送れるようサ

ポートします。

学びの目的・学びの特色
　農学部においては、農学、生命科学、環境科学、獣医学分野の諸問題の解決と持続

発展可能な社会の形成に資するため、広く知識を授けるとともに専門の学芸を教授

し、知的、道徳的および応用的能力を展開させて優れた能力を有する人材を養成する

ことを目的としています。

　カリキュラムは、幅広い分野の専門科学技術を重視しており、大きくは共生人文社

会科学、リテラシー科目、自然科学系基礎科目等からなる全学共通教育科目と充実し

た専門科目に分かれます。全学共通教育科目は将来の専門性の素養を磨きながら豊

かな人間性を培うことを目的としています。学科専門科目には、学科の特色を出した

講義科目や、実験・実習科目が開設され、きめ細かく専門的な教育が行われています。

共同獣医学科は６年制、他の学科は4年制で、いずれも最終学年には卒業論文に取り

組みます。

4年間の学びの流れ

農学部長

荻原　勲 教授

4年次

3年次

2年次

1年次

全学共通
教育科目

卒業研究

学部共通
科目

THE  FACULTY  OF  AGRICULTURE

4年間の学びの流れ

専門科目
学部共通科目・学科共通科目 生産技術環境系・植物生産系・動物生産系・農業経営経済系、および新領域科目

◎印の科目は必修

〈学部共通科目〉
現代農業論
生物資源論
〈学科共通科目〉
学外実習（研究所）
卒業論文

〈学部共通科目〉
現代農業論
生物資源論
国際環境農学
環境生物相関論
動物と人間の行動
農学部特別講義
海外特別実習
〈学科共通科目〉
農業微生物学
分析科学
農産物製造学
生物統計学
科学英語論文講読
アグリバイオ実験
学外実習（農家）
卒業論文

〈学部共通科目〉
職業指導（農業）
FS実験実習
〈学科共通科目〉
生化学
農業分野専攻実習
◎生物生産学実験基礎

〈学科共通科目〉
◎生物生産学原論
◎情報処理学

〈生産技術環境系科目〉
生物生産環境学
農地工学
〈農業経営経済系科目〉
サステイナブルツーリズム論

〈新領域科目〉
地域パートナーシップ論

〈生産技術環境系科目〉
土壌物質循環・肥料科学
作物保護学
灌漑排水工学
〈植物生産系科目〉
園芸学Ⅱ
植物育種学
植物生態学
〈動物生産系科目〉
農業昆虫学Ⅱ
家畜飼養学
家畜繁殖学
家畜育種学
蚕糸・昆虫利用学
家畜衛生学

〈農業経営経済系科目〉
農業市場学
国際農業政策論
農業資源経済学
農業経営経済学総合演習
農村社会調査実習
〈新領域科目〉
生物生産学特別講義Ⅰ（環境系）
生物生産学特別講義Ⅱ（植物系）
生物生産学特別講義Ⅲ（動物系）
生物生産学特別講義Ⅳ（経済系）
食料リスクアナリシス
動物福祉論

〈生産技術環境系科目〉
土壌学
環境気象学
〈植物生産系科目〉
植物生態生理学
作物学
植物栄養学
園芸学Ⅰ

〈動物生産系科目〉
農業昆虫学Ⅰ
家畜形態・生理学
〈農業経営経済系科目〉
農業経済学
農業経営学
食料システム経済学
〈新領域科目〉
遺伝子細胞工学

〈生産技術環境系科目〉
作物栽培学
◎フィールド実験実習Ⅰ
◎フィールド実験実習Ⅱ

〈植物生産系科目〉
植物生理学
植物分子遺伝学
〈動物生産系科目〉
畜産学総論
〈新領域科目〉
バイオマスエネルギー論

4
年

3
年

2
年

1
年

・ 大学導入科目
・ 持続可能な地球のための科学技術
・ 共生人文社会科学
・ リテラシー科目（英語、第２外国語など）
・ スポーツ健康科学科目

・ 自然科学系基礎科目
　線形代数学　微分積分学　物理学　化学　生物学
　数理統計学　力学　電磁気学　物理学実験
　物理化学　有機化学　無機化学　化学実験
　生態学　遺伝学　微生物学　細胞生物科学　生物構造機能学　生物実験
　地学　地球環境学　地学実験

専門科目
※各学科のページを
　参照してください

・ 現代農業論
・ 生物資源論
・ 国際環境農学
・ 環境生物相関論
・ 動物と人間の行動
・ 農学部特別講義
・ 海外特別実習
・ 職業指導（農業）
・ ＦＳ実験実習

取得できる
免許・資格 

（平成25年度情報）
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先輩の声

　近年、バイオ関連の研究がめざましく発展した

ことによって、生物の多種多様な機能が次々と解

明されつつあります。生物の機能、生物間の相互

作用、生物の共存機構などを解明すること、それら

を的確に利用することは、人類が持続的な発展

（Sustainable Development）をしていくうえで不

可欠なことと言えるでしょう。

　応用生物科学科では、化学と生物を基盤とし

て、分子、細胞、個体、個体と群集の活動、その相互

作用に至る一連の生命現象と生物機能を解明す

ること、さらにそれらを応用して人類に有益な生

命科学の発展に寄与することを目的として、教育・

研究を行っています。

　特に生命を慈しみ育んできた農学というバック

グラウンドを活かしながら、「生命」と「生物」をより

身近なものとしてとらえるカリキュラムを工夫して

いることが大きな特徴となっています。

　バイオサイエンスでは、微生物、動物、植物など

の生物自身の生命機能を、化学・生物学を基盤と

して深く探究・理解することを目指し、バイオテクノ

ロジーでは、バイオサイエンスの成果を食品・医

薬・農薬をはじめとする生活関連有用物質の高度

な生産や利用に適用することを目指しています。

農学部

「生命」の未知なる可能性を求めて

応用生物科学科の学び

先輩の声

佐々木　太陽 さん
応用生物科学科2年
私立芝浦工業大学中学･高等学校出身

　小さい頃から昆虫が好きで、高校生になってから昆虫を使っ
た生物農薬の研究をしたいと考えるようになりました。昆虫の
研究をしていた両親のアドバイスを受けて、生物について多方
面からアプローチできる応用生物科学科を選択。中高一貫の
男子校だったため入学当初は男女比が半々の環境に戸惑いま
したが、優しく話しやすい人ばかりですぐに慣れました。この学

科に進学して生物と化学の関わりもよくわかるようになりまし
た。ＤＮＡなどバイオ関連の仕組みが知りたい人にも最適の
学科です。大学院への進学率が高く、また大学院修了後の就職
率もいいので、大学院に進んだ場合も安心して研究活動に専
念できると思います。面倒見のいい先生が多く、進路や成績ま
で気軽に相談できる雰囲気があるのもいいですね。

カリキュラムだけでなく、面倒見のいい先生が多いことも特色です。

生物化学　遺伝子機能制御学　構造生化学　発酵学　植物工学

遺伝子工学　細胞組織生化学

生物制御化学　生態情報化学　生物有機化学　食品化学

栄養生理化学　応用蛋白質化学

植物病理学　応用昆虫学　応用遺伝生態学　相関分子生物学　発生生物学

細胞分子生物学

取得できる
免許・資格 

（平成25年度情報）

● 食品衛生監視員
● 食品衛生管理者
● 中学校教諭1種免許（理科）
● 高等学校教諭1種免許（理科・農業）
● 博物館学芸員

主な就職先
（株）明治、（株）ブルボン、雪印メグミルク（株）、森永乳業（株）、高梨乳業
（株）、テーブルマーク（株）、ヤマザキナビスコ（株）、（株）ディスペンパック
ジャパン、ドーバー酒造（株）、（株）ヨックモック、永大産業（株）、（株）ウッド
ワン、ハーゲンダッツジャパン（株）、味の素（株）、トヨタ自動車（株）、朝日酒
造（株）、神戸屋、（株）桃屋、東レ･ダウンコーニング（株）、アステラス製薬
（株）、ベル食品（株）、長谷川香料（株）、横山香料（株）、小川香料（株）、昭和
産業（株）、日本生活協同組合連合会など
農林水産省、国税庁、静岡県、その他地方公務員など

THE  FACULTY  OF  AGRICULTURE

Applied Biological Science

定員71名応用生物科学科

　環境問題は、これからの人間社会が避けて通る

ことのできない大きな課題です。人類が地球と調

和して生きていくための科学を推し進めるととも

に、そうした科学のバックグラウンドを身につけ、

問題の解決に貢献する人材の育成を目指してい

ます。

　「環境保護学」講座は、環境問題を生じさせてい

る原因物質や汚染物質の挙動を解き明かし、動植

物にどう影響を与えているかを突きとめ、それら

の物質を分解・浄化する手法を開拓するまでの研

究をしています。

　「資源物質科学」講座では、二酸化炭素の巨大

な貯蔵庫である植物バイオマスを対象に、木質資

源の有効利用や木質資源リサイクルを中心に理

解を深め、森林資源の利用についてさまざまな観

点から研究をしています。

　研究対象は、大気、水、土壌から構成される生物

圏全体から、物質循環の担い手となる微生物など

ミクロの世界、さらに分子の大きさであるナノの

世界に至るまで、幅広い領域をカバーしています。

生物学、化学、物理学、地学にわたる自然科学各分

野の基礎を身につけ、環境と資源の問題に科学の

メスを入れる「地球の医学」を学びます。これらを

通じてかけがえのない地球環境を維持し、循環型

社会の構築に貢献することが本学科の使命です。

農学部

地球からミクロの世界まで、ヒトを取り巻く“環境”を科学する

環境資源科学科の学び

根本　和哉 さん
環境資源科学科2年
福島県立磐城高等学校出身

　以前から環境問題に興味がありました。放射能汚染被害にあ
った地元福島の現状を変えたい、助けたい気持ちも後押しし
て、この学科を選択。周りには普段は穏やかでも、真剣に環境問
題を考えている人や、将来のビジョンをはっきり持った人が多
いですね。環境資源科学科は環境問題と資源問題の両方を幅
広く研究できる学科です。ミクロな視点からマクロな視点まで

多様な観点から学ぶことができ、また法律的な観点からの授業
も開講されているなど、多方面から学んでいけるのが魅力。環
境や資源の問題を多く抱える日本の現状を考えると、ここは日
本一熱い学科ではないでしょうか。研究者育成の体制も整って
います。夢である放射性物質除去法を開発するために微生物を
用いた放射性物質の除去の可能性を研究していきたいです。

環境や資源の問題を多方面から学べます。夢は放射性物質除去法の開発。

環境資源科学分子生命化学

生物機能化学

生物制御学

環境物質科学　環境汚染解析　生物圏変動解析　環境修復　植物環境　生活環境

バイオマス・リサイクル

取得できる
免許・資格 

（平成25年度情報）

● 中学校教諭1種免許（理科）
● 高等学校教諭1種免許（理科・農業）
● 博物館学芸員

主な就職先
（株）明治、雪印メグミルク（株）、日本製紙（株）、日本牛乳野菜（株）、大建工
業（株）、新日本電子（株）、ポラス（株）、朝日工業（株）、（株）ウッドワン、永大
産業（株）、（株）ヨックモック、住友林業ホームエンジニアリング（株）、日本フ
エルト（株）、（株）ウェルシー、高砂熱学工業（株）、大陽日酸（株）、ソントン食
品工業（株）、（株）創味食品など
農林水産省、環境省、国土交通省、林野庁、警視庁、山梨大学、長野県、その
他地方公務員など

THE  FACULTY  OF  AGRICULTURE

Environmental and Natural Resource Sciences

環境資源科学科 定員61名

4年間の学びの流れ

専門科目
学科共通科目

◎印の科目は必修

専門自由科目（食品工学）
食品衛生学
応用生物科学特別講義Ⅱ
科学英語論文演習Ⅰ
科学英語論文演習Ⅱ
卒業論文

情報処理学
有機化学Ⅰ
生化学Ⅰ
生化学Ⅱ
分析化学Ⅰ
有機化学Ⅱ
分子生物学Ⅰ
植物保護学
農場実習

4
年

3
年

2
年

1
年

4年間の学びの流れ

専門科目
学科共通科目 学科専門科目

科学英語論文講読
卒業論文

現代農業論
生物資源論
国際環境農学
環境生物相関論
動物と人間の行動
農学部特別講義
海外特別実習

職業指導（農業）
FS実験実習

情報処理学
地球化学
環境分析化学
環境計測学

ＣＡＤ設計演習

環境毒性学
資源高分子物理学
森林資源形成学
植物資源化工学
生分解学
森林資源利用学
地球環境化学
環境植物学
設計製図学
住環境構造学
ライフサイクルアセスメント
資源分会・廃棄学

生態系保全学
森林資源科学
環境気象学
資源高分子化学
資源材料・構造力学
環境汚染化学
環境微生物学
エコマテリアル学

住環境学
資源リサイクル学
地圏環境学
大気環境学
水界環境学

4
年

3
年

2
年

1
年

機器分析化学
微生物生理生態学
環境資源有機化学
樹木生体生理学
環境資源科学実習
環境分子生物学
分子動態化学
森林科学概論
環境アセスメント学
環境資源科学特別講義Ⅲ
環境資源科学特別講義Ⅳ
環境資源科学実験Ⅲ（生物学応用）
環境資源科学実験Ⅳ（地学応用）

現代農業論
生物資源論
国際環境農学
環境生物相関論
動物と人間の行動
農学部特別講義
海外特別実習

バイオロジカルコントロール
植物病理学
食品化学Ⅱ
栄養化学Ⅰ
遺伝子工学
神経生物学
応用微生物学
生理活性物質化学
科学英語
食品製造学
細胞工学
栄養化学Ⅱ
植物工学
代謝工学

蛋白学
有機合成化学
生体高分子利用学
農薬化学
病原微生物学
昆虫生理学
応用生物科学特別講義Ⅰ
応用生物科学専門実験Ⅱ
応用生物科学専門実験Ⅲ
応用生物科学専門実験Ⅳ
応用生物科学専門実験Ⅴ
応用生物科学専門実験Ⅵ
応用生物科学実習

職業指導（農業）
FS実験実習

発生生物学
昆虫生物学
分子細胞生物学
分析化学Ⅱ
有機化学Ⅲ
生化学Ⅲ
植物生理学
免疫生物学
分子生物学Ⅱ

食品化学Ⅰ
微生物生化学
天然物有機化学
生物相関学
天敵微生物学
◎応用生物科学共通実験Ⅰ
◎応用生物科学共通実験Ⅱ
応用生物科学専門実験Ⅰ

学部共通科目

大気化学
水溶液化学
環境情報学
環境資源土壌学
植物組織形態制御学
生化学
環境資源科学特別講義Ⅰ
環境資源科学特別講義Ⅱ
環境資源科学実験Ⅰ（物理学応用）
環境資源科学実験Ⅱ（化学応用）

学部共通科目
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　共同獣医学科は、動物の疾病の治療や予防、そ

の研究を通して生命科学の進歩に大きく貢献して

います。伴侶動物の健康と福祉の向上、安全な動物

性食品の確保、野生動物の保護などを通じて、人間

の健康や心の豊かさ、生活環境にも深く関わってい

ます。

　カリキュラムのベースとなるのは、動物の疾病の

治療と予防を学び、関連領域の知識や技術を習得

することです。専門科目では基礎・病態科目から臨

床・応用科目へと順序よく学んでいけるように授業

科目が用意され、特に臨床実習、フィールドワーク、

実験などを重視し、最新の設備を導入して充実した

教育を行っています。５・６年次には研究室に所属

し、少人数下での充実した指導のもとで卒業論文を

作成し、獣医師の国家試験を受けます。各研究室で

は国際的にレベルの高い研究も行っており、充実し

た環境のもとで学ぶことができます。

　産業動物に関わる家畜衛生や公衆衛生分野にお

ける獣医師養成と、伴侶動物等に関わる高度獣医

療技術の習得を強化するため、東京農工大学と岩

手大学では緊密な教育連携を行い、平成24年度か

ら東日本の獣医学拠点として共同獣医学科に改組

しました。

農学部

最新のライフサイエンスを実践し動物と人間の健康を守る

共同獣医学科の学び

先輩の声

小野　梓 さん
地域生態システム学科3年
福島県立福島高等学校出身

　多くの視点から学際的に学べるところに魅力を感じて地域
生態システム学科に進学しました。生態系や森林科学などの分
野では現場での研究や学びが欠かせません。北関東に実験や
演習用の森林があり、実習に力を入れているのも大きな魅力
です。生態系、森林系、工学系、社会系など、学科にはさまざま
な専門分野の先生がいます。自ら学ぼうという意欲があれば、

広く深く専門知識を身につけることができます。専門科目では
既存の考えや理論を学んだ後でそれについて議論することも
あり、論理的な思考力や表現能力を養っていくこともできます。
民間の材木流通を担う企業にインターンシップに行った時は
OBの方々に大変お世話になりました。幅広い分野でOBが活躍
していることも心強いです。

さまざまな専門分野の先生から、広く深く学んでいくことができる学科です。

基礎獣医学
病態獣医学

応用獣医学

臨床獣医学

獣医解剖学　獣医生理学　動物行動学

獣医薬理学　獣医病理学　獣医毒性学

獣医微生物学　獣医衛生学　獣医公衆衛生学　獣医伝染病学　伝染病疫学解明

家畜感染症経済分析

獣医内科学　獣医分子病態治療学　獣医外科学　獣医画像診断学

伝染臨床繁殖学　獣医臨床腫瘍学　比較動物医学

主な就職先
大塚製薬（株）、持田製薬（株）、高田製薬（株）、塩野義製薬（株）、武田薬品
工業（株）、中外製薬（株）、第一三共（株）、田辺三菱製薬（株）、（株）明治、大
正製薬（株）、（株）クレハ、日本たばこ産業（株）、旭化成ファーマ（株）、帝人
（株）など
日本中央競馬会、PPQC研究所、（公）残留農薬研究所など
厚生労働省、農林水産省、神奈川県警、北海道、東京都、その他地方公務員
など

THE  FACULTY  OF  AGRICULTURE

Cooperative Department of Veterinary Medicine

共同獣医学科

　自然環境と人間社会の生活活動が共存する地

域環境空間の設計が、地域生態システム学科の

テーマです。森林、農村、田園、都市などを含む空

間を一つの連続した「地域」としてとらえ、そこに広

がる生態系に着目した新しい教育、研究を展開し

ています。

　自らの手で、学習し、体験することにより、野生動

物や自然植生、森林・緑地、農業や農山村文化の新

しい役割を地域から地球的スケールで考え、自然と

人との調和を実践・実証し、環境・資源の再生や保

全、持続的な生産と資源管理を「地域」で取り組み、

自然と人間の調和を実現できる人材を育てていき

ます。すなわち、さまざまな環境問題を個々にとらえ

るのではなく、生態系のなかで総合的にとらえ、研

究し、実践に役立つ知識と技術を修得し、世界的な

視野を持ちながら、地域における生態系の修復と

保全を目指します。

　自然科学から人文・社会科学にわたるさまざま

な科目を関連の深い数科目にまとめてパッケージ

とし、さらに多彩な実習群で座学だけでない実践的

学習も可能にしています。このパッケージを組み合

わせて専門性を深めるプログラムを用意して、一人

ひとりの個性やニーズに合わせた教育を行います。

農学部

“グローカル（global＋local）”地球規模で考え、地域で行動する

地域生態システム学科の学び

先輩の声

武者　栞 さん
共同獣医学科2年
私立開智中学･高等学校出身

　飼っていた犬が病気になったときに自分が何もできず、悔し
い思いが残りました。その時に適切な診断と治療をしてくれた
獣医さんの姿を見て、獣医を志望するようになりました。共同獣
医学科ではキャンパス内で飼育する多くの動物を学生たちが世
話をしています。1年生はヤギ、2年生はウシ、3年生は犬の世話
をするのですが、自分では飼うことができない動物にも接するこ

とができるので、動物ごとの特性を知る上で貴重な体験になっ
ています。岩手大学と連携した授業も特色です。夏休みを利用し
て岩手県内の施設見学にも行ってきました。互いの環境を生か
して、今後さらに充実した学びができるようになると思います。
40人ほどの学生が6年間一緒に学ぶことから、みんなとても仲が
良く、楽しく学生生活を送れることも共同獣医学科の魅力です。

学年ごとに違う動物を世話しながら、動物ごとの特性を学んでいます。

生態系計画学

森林環境学

生物環境工学

人間自然共生学

景観生態学　土地利用学　水資源計画学　野生動物保護学　植生管理学
土壌生態管理学　健康アメニティ科学
森林土壌学　森林生態学　森林生物保全学　森林水文学　山地保全学　森林環境工学
森林－人間系科学　森林計画学　森林利用システム学　森林資源管理学
生産環境システム学　生産環境制御学　耕地栽培システム学　エネルギー利用学
水利システム工学　地盤工学　施設構造工学　ファイトテクノロジー
流域環境修復保全学　地域生活空間計画学　
環境哲学・コミュニケーション哲学　環境倫理学・比較価値形成論　比較心理学
環境社会史・文化史・科学技術論　環境地域社会学　環境公法学　国際関係学
国際比較経済開発論　環境情報科学　環境教育学

取得できる
免許・資格 

（平成25年度情報）

主な就職先
雪印メグミルク（株）、日本農薬（株）、日本たばこ産業（株）、三菱農機（株）、
菱熱工業（株）、共立印刷（株）、（株）サラダクラブ、朝日エテック（株）、（株） 
エム・テック、東京荏原青果（株）、（株）河合楽器製作所、（株）ユニクロ、新日
鉄マテリアルズ（株）、（株）サイコー、日本シビックコンサルタント（株）など
農林水産省、環境省、国土交通省、経済産業省、法務省、神奈川県、鹿児島
県、その他地方公務員など

THE  FACULTY  OF  AGRICULTURE

Ecoregion Science

地域生態システム学科 定員76名 定員35名

［6年制］

取得できる
免許・資格 

（平成25年度情報）

● 獣医師国家試験受験資格
● 臨床検査技師受験資格
● 食品衛生監視員（任用資格）
● 食品衛生管理者（任用資格）
● 博物館学芸員　など

4年間の学びの流れ

専門科目
学部共通科目・学科共通科目 パッケージ科目・推奨科目、および実験・実習科目

◎印の科目は必修

〈学科共通科目〉
◎地域生態システム学特別演習Ⅱ
◎地域生態システム学特別演習Ⅲ
卒業論文

〈学部共通科目〉
現代農業論
生物資源論
国際環境農学
環境生物相関論
動物と人間の行動
農学部特別講義
海外特別実習
〈学科共通科目〉
◎地域生態システム学セミナー
◎地域生態システム学特別演習Ⅰ

〈学部共通科目〉
職業指導（農業）
FS実験実習
〈学科共通科目〉
インターンシップ
ECO-TOPインターンシップⅠ
ECO-TOPインターンシップⅡ
（いずれも2～4年次開講）

〈学科共通科目〉
◎地域生態システム学
◎地域生態システム学実習Ⅰ
◎地域生態システム学実習Ⅱ
フィールド安全管理学
情報処理学

持続的森林管理論
作物栽培学
土地利用学
農場実習Ⅰ
農場実習Ⅱ

生業民俗学／健康アメニティ論／インタープリテーション技術
造園学／動物環境生理学／リモートセンシング論／森林施設工学
砂防工学／森林立地学／農地工学／地盤工学／生物生産環境学
機械基礎工学／熱工学／構造解析学／生態・環境情報工学
環境教育学／環境倫理学／比較行動学／地域環境社会学
国際協力論／農業市場学／野生動物保全技術論／景観生態学
植生学／野生動物保全学／環境生理生態学／森林施業論
森林政策学／循環資源利用学概論／農産プロセス工学
灌漑排水工学／水利施設工学／土壌物質動態学／動物福祉論
共生社会思想／国際開発論／地方自治論／バイオマス利用論
育林学実習／山地保全・砂防計画学実習／樹木学実習
農業環境工学実験Ⅰ／農業環境工学実習／水理学演習
農村地域計画学演習／野生動物保全学実習
比較行動学実験・実習／森林保護・樹木医学実習
森林土壌学実験・実習／森林生産システム学実習
農業環境工学実験Ⅱ／CAD設計演習

測量学Ⅰ／植生管理学／森林生態学／水文学／土壌物理学
地域パートナーシップ論／サステイナブルツーリズム論
農業経済学／農の共生学／測量学Ⅱ／土壌生態管理学
森林計画学／山地保全学／森林生産システム学
GISの基礎と演習／樹木学／応用力学／土質力学／水理学
農村地域計画学／農業機械学／エコマテリアル／環境哲学
環境文化史／比較心理学／環境公法／環境経済学
持続可能な開発のための教育（ESD）
農業経営学／動物生態学
測量学実習Ⅰ／地域社会システム調査実習
森林計画学実習／測量学実習Ⅱ／植生管理学実習

4
年

3
年

2
年

1
年

6年間の学びの流れ

専門科目
基盤獣医学科目 実証獣医学科目 選択科目・専修科目

専門科目は、〈選択科目〉を除いてすべて必修

〈基礎獣医学科目〉
獣医事法規
〈病態獣医学科目〉
動物感染症学／家禽疾病学／魚病学
動物病理学各論A（主要臓器）
動物病理学各論B（他臓器・組織）
病理学実習
〈応用獣医学科目〉
食品衛生学／食品衛生学実習

〈基礎獣医学科目〉
内分泌学／獣医代謝生化学
生化学実習／基盤薬理学
統合薬理学／薬理学実習
〈病態獣医学科目〉
病原微生物学／微生物学実習
免疫学／原虫・原虫病学
蠕虫・蠕虫病・衛生動物学
寄生虫学実習／動物病理学総論
〈応用獣医学科目〉
公衆衛生学総論／疫学
人獣共通感染症学／環境衛生学
公衆衛生学実習／毒性学
毒性学実習／動物衛生学
動物衛生学実習／野生動物学
公衆衛生実践実習（3～4年次で開講）

〈基礎獣医学科目〉
運動器・神経系解剖学
内臓・脈管系解剖学／解剖学実習
組織学／組織学実習／統合生理学
器官制御生理学／生理学実習
獣医遺伝育種学／動物行動学
実験動物学／実験動物学実習
基礎放射線学／獣医基礎生化学
〈病態獣医学科目〉
微生物学総論／微生物学実習

〈基礎獣医学科目〉
獣医学概論／獣医倫理／発生学

〈小動物臨床獣医学科目〉
眼科学／動物行動治療学
〈大動物臨床獣医学科目〉
総合参加型臨床実習

卒業研究

卒業研究

〈選択科目〉
食品安全管理学
動物病院経営学
〈専修科目〉
獣医学演習
（4～5年次で開講）

〈選択科目〉
インターンシップ
海外実習
（3～5年次で開講）
動物品種論
国際感染症制御学

〈選択科目〉
人と動物関係学
動物園動物学

〈小動物臨床獣医学科目〉
内分泌病・皮膚病学／代謝病・中毒学／血液免疫病学
神経病・運動器病学／泌尿器病・生殖器病学
臨床病理学／臨床薬理学／臨床腫瘍学／臨床栄養学
画像診断学／画像診断実習／総合参加型臨床実習
〈大動物臨床獣医学科目〉
産業動物内科学／産業動物外科学
馬臨床学／大動物臨床実習（基礎編・応用編）

〈小動物臨床獣医学科目〉
内科学総論／呼吸器病・循環器病学／消化器病学
外科学総論／麻酔学・手術学／軟部外科学
小動物内科学実習（基礎編・応用編）
小動物外科学実習（基礎編・応用編）
〈大動物臨床獣医学科目〉
繁殖機能制御学／臨床繁殖学
繁殖機能制御学実習／臨床繁殖学実習

5
年

4
年

6
年

3
年

2
年

1
年

生物多様性保全学
水資源管理論
地域社会システム計画論
人と動物の関係論

● 測量士補
● 測量士（要実務経験）
● 中学校教諭1種免許（理科）
● 高等学校教諭1種免許（理科・農業）
● 樹木医補
● 博物館学芸員　など
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　生命工学とは、生命現象の仕組みを理解し、そ

れを応用して私たちの暮らしに役に立つものを生

み出すことを追求する研究分野です。ヒトゲノム

の解読が終了し、生命研究の興味の中心はいよい

よプロテオーム解析へと移行し、生命の神秘を解

き明かす第一歩が踏み出されようとしています。

この生命研究の急激な進展により、化学、医薬品

製造、臨床診断、食品産業など生命産業において

膨大な数の新産業創出の起動力となっているの

が生命工学です。

　生命工学科は日本ではじめて設置され、ナノ・

バイオテクノロジーの領域において、骨粗鬆症や

歯周病などの遺伝子解析・治療法開発、クローン

動物の作出、マリンバイオテクノロジー、植物バイ

オテクノロジー、DNAチップ、バイオエレクトロニ

クスといったユニークな研究分野で次々と世界レ

ベルの研究成果をあげ、医薬品開発、食品、機能

性材料、環境、情報、長寿、再生医療など新たな産

業のシーズを生み出しています。全国に先駆けて

生命工学のエキスパートを育てるカリキュラムを

作成し、人々の暮らしを豊かにし、人の役に立つ新

たな産業を開拓する魅力ある人材を養成してい

ます。

工学部

新たな産業分野を開拓する世界最先端の生命研究

生命工学科の学び

先輩の声

平谷　萌恵 さん
生命工学科2年
私立吉祥女子中学･高等学校出身

　私は「生物が好きだから」「遺伝子について学びたいから」と
いう理由で生命工学科に進学しましたが、「薬の研究をしたい」
「食品開発について学びたい」というような理由で入学してき
た人もいます。カリキュラムには物理系、化学系、数学情報系な
どの科目もあり、バイオから健康・医療系まで最先端分野のさ
まざまな授業が開講されています。私は生物系の研究職や化

粧品会社の研究職に就けたらいいなという思いを持っていま
すが、いろいろな分野の研究ができることから、みんな将来に
対してさまざまな夢を持ちながら学んでいるようです。入学前
は工学部だから女子は少ないと考えていましたが、生命工学
科は学生の40％前後が女子です。しかも明るく元気な女子が
多いので、楽しく学生生活を送っています。

バイオから健康・医療系まで、授業も、そして学生たちの将来の夢も多彩です。

生体機能工学

応用生物工学

細胞機能工学　生命分子情報科学　生体分子構造学　細胞分子工学

植物情報工学　バイオビジネス　ナノ生命工学

生命分子工学　海洋生命工学　生体電子工学　分子生命工学　生命有機化学

生体分子プロテオーム

主な就職先
武田薬品工業（株）、アステラス製薬（株）、花王（株）、グラクソ･スミスクライ
ン（株）、麒麟麦酒（株）、ハウス食品（株）、凸版印刷（株）、三菱重工（株）、エ
ヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株）、（株）エヌ・ティ・ティ・データ、楽天
（株）、西日本旅客鉄道（株）、（株）国立精神・神経医療研究センター、（財）材
料科学技術振興財団、早稲田大学先端生命医科学センターなど

THE FACULTY OF ENGINEERING

Biotechnology and Life Science

生命工学科 定員77名

取得できる
免許・資格 

（平成25年度情報）

● 中学校教諭1種免許（理科）
● 高等学校教諭1種免許（理科）
● 博物館学芸員

　工学部は、工学分野の科学技術に関する基礎

的科目を系統的に教育するとともに､学科の特質

に応じた、専門教育を実施することにより、広い視

野と専門知識を持った多様な優れた人材を養成

することを目的とする。各学科が対象とするさまざ

まな課題に果敢に挑戦する意欲を持ち、それぞれ

の専門教育で求められている基礎的な学力を有

する、次の人材を求める。

❶大自然の真理に対する探求心とモノ作りマイン

　ドを持ち、工学分野の科学技術に関心があり、

　身につけた知識を持続可能な社会の実現に役

　立てたいという意欲を持つ者。

❷人類が直面している諸課題に対し、多面的に考

　察し、自分の考えをまとめることができ、日本語

　で他者にわかりやすく表現できる者。

❸高等学校で履修した主要教科・科目について、

　教科書レベルの基礎的な知識を有し､課題を解

　くことができ、理数系科目や英語科目について、

　実践的・体験的学習から得られた知識・知見・技

　術を有している者。

工学部

入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）

常に科学技術の最先端を担い、
時代をリードする人材を育成する

緑豊かなキャンパスで最先端工学と情熱教育を！ 
　本学の工学部は、宇宙、ロボット、光、情報、物質、バイオ、

安心、などのキーワードに代表される幅広い科学技術分野

をカバーする8学科から構成されています。新宿から電車で

30分程の距離にありながら、緑の多いキャンパスで4000名

を超える学生が元気に学んでいます。工学と言うと冷たい

イメージがありますが、ここでは温かい工学を目指した教

育を進めています。工学部としては女子学生が多いことも

本学の特徴です。入学後、3年間の基礎教育と専門教育を

経て、卒業研究を1年間かけてじっくりと仕上げてゆきます。

この間、知識だけでなく、新しいものへ挑戦する方法論を学

びます。工学の重要性と可能性に目覚めると、自らをさらに

高めるため、約80％の学生は大学院に進学します。

　基礎学では問いに対する解はひとつですが、大学では人

と違う解を探す（あるいは要求される）機会が増えます。み

なさんはこうして鍛えられ、個性の豊かな若人として社会に

巣立って行きます。みなさんには、人類の快適な生活を支

える上で工学が重要であることを知り、将来に大きな夢を

持ち、その夢をかなえるために努力してもらいたいと思い

ます。そして、みなさんの夢をかなえる学び舎がここにあり

ます。

学びの目的・学びの特色
　工学部においては、工学分野の科学技術に関する基礎および専門的知識・技術を

教授し、解決すべき諸問題の本質を見抜く能力の涵養とそれらを持続可能な社会の

実現に活かすことのできる幅広い教養と専門知識を有する人材を養成することを目

的としています。

　教育課程は、学問分野の特色に応じた8学科に分かれており、それぞれの目的と理

念に基づいたカリキュラム編成になっています。4年間で学ぶ科目群は、「全学共通教

育科目」「自然科学系基礎科目・専門基礎科目」「専門科目」からなります。4年次では卒

業論文を履修し、自主的・主体的に研究を行う能力を養います。3年次までに研究者、

技術者に求められる基盤を作り、専門科目と卒業論文により最先端の技術開発を担う

能力を育成する教育を行っています。

4年間の学びの流れ

工学部長

大野　弘幸 教授

4年次

3年次

2年次

1年次

T H E  F A C U L T Y  O F  E N G I N E E R I N G

4年間の学びの流れ

専門科目
専門基礎科目 専門科目

◎印の科目は必修、○印の科目は選択必修

微分方程式Ⅰ
関数論
バイオインフォマティクス基礎
生命物理化学Ⅰ
生命物理化学Ⅱ
生命有機化学Ⅱ
生命分析化学
生命無機化学
機器分析学
生命化学Ⅱ
分子生物学Ⅱ
細胞生物学Ⅰ
細胞生物学Ⅱ
◎ライフサイエンス基礎演習Ⅰ

◎生体機能工学演習Ⅰ
◎生体機能工学演習Ⅱ
◎応用生物工学演習Ⅰ
◎応用生物工学演習Ⅱ
◎生体機能工学実験Ⅰ

◎生体機能工学実験Ⅱ
◎応用生物工学実験Ⅰ
◎応用生物工学実験Ⅱ
◎卒業論文

◎生命工学の最先端Ⅰ
◎生命工学の最先端Ⅱ
○免疫工学
○植物工学
○先端機器分析学
○地球環境工学
○生理学Ⅰ
○生理学Ⅱ
○細胞再生工学
○脳神経科学
◎生命工学の最先端Ⅲ

◎生命工学の最先端Ⅳ
◎生命技術英語
○バイオプロセスエンジニアリング
○食品・医薬品開発工学
○医療・組織工学
○レギュラトリーサイエンス
○生体電子工学
○マリンバイオテクノロジー
○身体運動科学概論
◎生命工学実験Ⅲ
◎生命工学実験Ⅳ

◎生命科学英語
○蛋白質科学
○メディシナルケミストリー
○応用ゲノミクス
◎生命工学実験Ⅰ
◎生命工学実験Ⅱ

生命技術特別講義（基礎ゼミ）

4
年

3
年

2
年

1
年

光・波動
◎基礎生物化学
◎基礎分子生物学
基礎生態学
◎基礎生物学実験
生命有機化学Ⅰ
生命化学Ⅰ
分子生物学Ⅰ

◎ライフサイエンス基礎演習Ⅱ

全学共通
教育科目

卒業研究

学部共通科目

専門基礎科目
・ 大学導入科目
・ 持続可能な地球のための科学技術
・ 共生人文社会科学
・ リテラシー科目（英語、第２外国語など）
・ スポーツ健康科学科目

・ 自然科学系基礎科目
　線形代数学　微分積分学　物理学　化学　生物学
　数理統計学　力学　電磁気学　物理学実験
　物理化学　有機化学　無機化学　化学実験
　生態学　遺伝学　微生物学　細胞生物科学　生物構造機能学　生物実験
　地学　地球環境学　地学実験

専門科目
※各学科のページを
　参照してください
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　有機材料はプラスチックス・ゴム・繊維など、日

常生活用品としての利用に加え、先端材料、たとえ

ば、液晶やELディスプレイなどの情報通信機器の

キーデバイス、太陽電池や燃料電池などの再生可

能なエネルギーの利用における心臓部材、また、

人工血管・コンタクトレンズなどの医療用品に展

開されており、現在の社会において不可欠なもの

になっています。

　有機材料化学科は、繊維系学科を起源にもち、

高分子（ポリマー）を中心とする有機材料の教育

と研究を担ってきました。主要な研究テーマは、①

汎用材料の高機能化、②ナノサイエンスをベース

とする先駆的な次世代有機材料の創製、③製品の

製造から廃棄までの環境負荷を低減する有機材

料の開発などであり、伝統的な本質追求の姿勢を

崩さずに、機敏かつ果敢にこれらのテーマに取り

組んでいます。本学科では、世界に強く求められる

「研究－開発－社会への還元」のサイクルを実行

できる人材に不可欠な、化学を中心とした自然科

学全般に関わる基礎力の養成を第一目標に掲げ

ています。科目間の相関が明確で一貫性のあるカ

リキュラムに基づいて、ゆるぎないきめ細やかな

教育を実践し、先端科学領域から生活や社会の安

心に寄与する材料の提供という幅広い分野で活

躍する人材を輩出し続けています。

工学部

社会の持続的発展に貢献する高機能・高性能有機材料の創製・開発

有機材料化学科の学び

先輩の声

吉田　早希 さん
有機材料化学科2年
私立雙葉高等学校出身

　材料には金属材料、無機材料、有機材料などがありますが、
その中でもプラスチックスやフィルムなど最も身近にある材料
の研究がしたいと思い、有機材料化学科に進学しました。少人
数の学科なので、そのぶん先生方との距離が近いことが魅力
です。高校時代と違って自由度が増す分、分からないことも多
い大学生活ですが、学生3～4人に対して先生1名がクラス担任

として配置され、個別に随時相談に乗ってもらえるサポート体
制ができているので安心です。農工大では、試験前はもちろん
普段の授業でも疑問点を友人同士で話し合うような意識の高
い学生が、日本だけではなく世界から集まってきているので、
いい刺激を受け、視野が広がっていると感じています。将来は、
学んだ専門知識を世の中に還元したいと思います。

先生方との距離が近く、いつでも相談に乗ってもらえるサポート体制もあります。

有機機能材料化学
高分子材料合成　機能材料プロセス　有機ハイブリッド材料　有機エレクトロニクス

機能材料数理　インテリジェント材料　バイオマテリアル　機能材料開発マネジメント　

主な就職先
帝人（株）、東洋紡（株）、（株）ブリヂストン、横浜ゴム（株）、味の素（株）、花王
（株）、ライオン（株）、テルモ（株）、東ソー（株）、日本ゼオン（株）、積水化学工
業（株）、東亞合成（株）、日立化成工業（株）、藤森工業（株）、ローム（株）、凸
版印刷（株）、大日本印刷（株）、（株）トンボ鉛筆、日本カーバイド工業（株）、
アース製薬（株）、（株）リコー、本田技研工業（株）、日野自動車（株）、東洋製
罐（株）、損害保険料率算出機構、八戸市など

THE FACULTY OF ENGINEERING

Organic and Polymer Materials Chemistry

有機材料化学科 定員41名

取得できる
免許・資格 

（平成25年度情報）

● 中学校教諭1種免許（理科）
● 高等学校教諭1種免許（理科）
● 博物館学芸員

　現代の科学技術の発展はとどまるところを知り

ません。今日の最先端も明日は旧式になります。し

かし、原子・分子レベルで化学を理解することは不

変的に重要であることは言うまでもありません。

応用分子化学科では、物理化学、無機化学、有機

化学、生物化学の広い範囲にわたるバランスの取

れた基礎学力習得と、最先端分野の学習・実験に

より、化学のあらゆる分野で研究開発を進めるた

めに必要となる独創性と応用力を養成する教育シ

ステムを用意しています。

　原子・分子レベルで現象を考えることは、本学

科の非常に大きな特徴です。私たちを取り巻く世

界では、原子や分子で精密に組み立てられた化学

物質がお互いに影響を及ぼし合い、さまざまな現

象を引き起こしています。社会の持続的発展のた

めに、今ほど化学が注目されている時代はありま

せん。本学科で基本原理を身につければ科学技

術のいかなる動向にも柔軟に対応し、自らの力で

新しい分野を開拓する力を身につけることが可能

となります。本学科の研究成果ならびに卒業生の

活躍は、国内外で高い評価を得ています。私たち

と一緒に原子・分子を制御し、人類の課題に挑戦

しようではありませんか。

工学部

最新研究設備の整った環境で、原子・分子レベルの世界を探求

応用分子化学科の学び

先輩の声

村上　資 さん
応用分子化学科2年
千葉県立東葛飾高等学校出身

　農工大が開催した高校生のためのワークショップに参加し、
ものづくりへの興味が生まれました。またキャンパスの雰囲気
も良かったことから受験を決意し、幅広く化学を勉強できる応用
分子化学科に進学しました。入学前のイメージどおり、カリキュ
ラムには1年生から無機化学、有機化学、分析化学、物理化学な
ど化学に関する科目が豊富にバランスよく開講していました。学

年が上がるにしたがって多くなる実験の科目にも魅力を感じて
います。親しみやすい先生が多いことも特徴です。講義や実験、
レポート作成にサークル活動となかなか忙しい毎日ではありま
すが、日々新しい刺激を受けながら楽しい生活を送っています。
　将来は企業の研究室で生活に役立つ製品を作り出すための
研究開発に携わりたいと思っています。

化学の知識で生活に役立つ製品を作り出すための研究開発に携わることが夢です。

先端応用化学
分子変換化学　光電子材料化学　分子設計化学　無機固体化学　

電子エネルギー化学　分子触媒化学

主な就職先
旭硝子（株）、花王（株）、キヤノン（株）、（株）京セラ、昭和電工（株）、住友化学
（株）、ソニー（株）、第一三共（株）、大日本印刷（株）、チッソ（株）、デュポン
（株）、テルモ（株）、（株）東芝、トヨタ自動車（株）、（株）ニチバン、日東電工
（株）、日本曹達（株）、日本電信電話（株）、本田技研工業（株）、日立化成
（株）、（株）日野自動車、富士通（株）、（株）ブリヂストン、ヤマハ（株）、ライオ
ン（株）、（株）GSユアサ、（財）材料科学技術振興財団、（社）日本アイソトープ
協会、（独）理化学研究所、千葉県、藤沢市など

THE FACULTY OF ENGINEERING

Applied Chemistry

応用分子化学科 定員46名

取得できる
免許・資格 

（平成25年度情報）

● 中学校教諭1種免許（理科）
● 高等学校教諭1種免許（理科）
● 博物館学芸員

4年間の学びの流れ

専門科目
専門基礎科目 専門科目

◎印の科目は必修

生物化学Ⅰ

微分方程式Ⅰ
微分方程式Ⅱ
関数論
力学Ⅱ
電磁気学Ⅱ
量子化学Ⅰ
無機化学Ⅱ
有機化学Ⅲ
物理化学Ⅱ
物理化学Ⅲ
環境物質化学概論
◎応用分子化学基礎演習Ⅰ
◎応用分子化学基礎演習Ⅱ

◎応用分子化学演習
◎先端応用化学演習
◎卒業論文

コンピュータ化学
高分子化学
有機反応論
半導体化学
応用物理化学
遷移金属化学
無機機器分析
物性化学
量子化学Ⅱ
◎論文・文献講読
先端有機工業化学
エネルギー化学
生物化学Ⅱ
化学工学
◎応用分子化学実験Ⅲ
◎応用分子化学実験Ⅳ

生体有機化学
反応速度論
有機機器分析
◎応用分子化学実験Ⅰ
◎応用分子化学実験Ⅱ

4
年

3
年

2
年

1
年

4年間の学びの流れ

専門科目
専門基礎科目 専門科目

◎印の科目は必修

有機化学演習Ⅱ

微分方程式Ⅰ
微分方程式Ⅱ
プログラミング基礎
材料電磁気学
光学基礎
生物機能化学
熱力学Ⅱ
◎反応速度論
量子化学Ⅰ
量子化学Ⅱ
物理化学演習Ⅰ
物理化学演習Ⅱ
有機化学Ⅲ
有機化学Ⅳ
無機化学Ⅱ
無機化学Ⅲ

◎卒業論文

構造化学
統計力学
物性化学
電気化学
機器分析
高分子化学Ⅱ
高分子・繊維物理Ⅰ
高分子・繊維物理Ⅱ
有機化学Ⅴ
生体材料化学
有機工業化学
化学工学概論
有機材料化学演習Ⅰ
有機材料化学演習Ⅱ
応用材料科学
◎有機材料化学実験Ⅲ
◎有機材料化学実験Ⅳ

ベクトル解析
応用解析
高分子化学Ⅰ
◎有機材料化学実験Ⅰ
◎有機材料化学実験Ⅱ

4
年

3
年

2
年

1
年

力学概論
振動・波動の物理
◎熱力学Ⅰ
化学結合論
◎有機化学Ⅰ
有機化学Ⅱ
◎有機化学演習Ⅰ
◎無機化学Ⅰ
分析化学
◎科学基礎実験

コンピュータ基礎
無機化学Ⅰ
有機化学Ⅰ
有機化学Ⅱ
物理化学Ⅰ
無機分析化学
◎科学基礎実験
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　私たちは機械を利用し、機械に囲まれて生活し

ています。その“機械”を製作するのも工作機械。機

械なくしては現代社会そのものが成り立ちませ

ん。エネルギーの有効利用、地球環境の保護、福

祉システムの整備、さらには宇宙への進出など、

人間と機械の調和を目指した新しい技術が求め

られています。

　機械システム工学科では、機械力学、熱工学、流

体力学、材料工学、加工学、制御工学、情報工学な

どの、機械製作に欠かせない分野を学びます。幅

広く基礎を修得した上で、「航空宇宙エネルギー

コース」と「車両制御ロボットコース」の２コース

に分かれ、自分の興味と個性に応じた教育カリ

キュラムを重点的に学びます。機械を生み出し性

能を向上させるには、コンピュータを駆使した先

端生産システムの開発や知能ロボットの研究が必

要となります。本学科では「デジタルものづくり教

育」事業を推進し、最先端の工作機械を使い、豊富

なスタッフのもとで実験、実習を行います。30を超

える研究室は、機械システムに関するハードから

ソフトまで幅広い分野をカバーし、これからの社

会に必要な機械システムの創造を目指し、先端的

で独創的な技術者・研究者を育成する理想的な

環境を提供します。

工学部

環境と調和し時代を超えるハイパーマシン

機械システム工学科の学び

先輩の声

川島　実紗 さん
機械システム工学科3年
私立豊島岡女子学園高等学校出身

　私は高校時代、「大学に入ったらやりたいことリスト」を作って、
大学生活に夢をはせながら受験勉強に励みました。学科の勉
強、ロボット研究会の活動、学内にある科学博物館でのボランテ
ィア、週末や長期休みの期間中に行うバイト、そして通学の電車
の中でも本を読んだりレポートを書いたり‥‥やりたいことが本
当に多くて寝る時間も惜しんでしまうほど充実した生活を送って

います。学科の実習では、見たこともないような大きな工作機械
を自分の手で操作したり、ガソリンエンジンを分解したり、新鮮な
体験の連続です。ロボットを作れるようなエンジニアになりたく
て機械システム工学科に進学しましたが、いまは風力発電のよう
なエネルギー関連の分野にも興味が広がっています。毎日の生
活も、そして将来の進路も、やりたいことでいっぱいです。

大学生活も、将来も、やりたいことでいっぱい。寝る間も惜しんでしまうほどの毎日です。

主な就職先
（株）小松製作所、川崎重工業（株）、トヨタ自動車（株）、本田技研工業（株）、
三菱電機（株）、（株）IHI、日産自動車（株）、三菱重工（株）、（株）エヌ・ティ・テ
ィ・データ、日立アプライアンス（株）、日野自動車（株）、日本精工（株）、東芝
（株）、大日本印刷（株）、マツダ（株）、（株）森精機製作所、（株）リコー、ヤマハ
発動機（株）、カルソニックカンセイ（株）、新日鉄住金（株）、（株）日立製作所、
東日本旅客鉄道（株）、東芝エレベータ（株）、全日本空輸（株）、（株）ジェイテ
クト、四国電力（株）、鉄道技術総合研究所、特許庁 、東京都など

THE FACULTY OF ENGINEERING

Mechanical Systems Engineering

機械システム工学科 定員116名

取得できる
免許・資格 

（平成25年度情報）

● 中学校教諭1種免許（理科）
● 高等学校教諭1種免許（理科）
● 博物館学芸員

　持続可能社会では、環境へ与える影響やエネル

ギーの再利用などに配慮した、製品やシステム開

発が求められます。そこでは、市場の要求に柔軟

に対応でき、製品化までの一連の業務を遂行でき

る化学技術者（ケミカルエンジニア）のニーズが

高まっています。本学科では“What to make”に重

点を置く基礎化学・応用化学、そして“How to 

make”に重点を置く化学工学の両者の特徴を有

機的に統合した「化学の工学」の体系に基づく教

育を行っています。

　「化学の工学」は化学を主とする総合工学です。

したがって、新たな物質を創製する反応や触媒設

計、分離・精製、微粒子に関する研究から、地球に優

しい新素材開発や医薬品に関わる製造技術、そし

て新エネルギーの有効利用技術開発や地球環境

に貢献できる21世紀の持続可能社会を支えるケミ

カルエンジニアたちが羽ばたいていくのです。

　また、本学科の教育は、社会の要求を満たし実

施されていると日本技術者教育認定機構（JABEE）

によって正式認定された実績のあるプログラムに

基づいて行っています。これは化学システム工学

科の技術者教育が国際レベルにあることの「ひと

つの証」です。

工学部

21世紀の持続可能社会を支える「化学の工学」

化学システム工学科の学び

先輩の声

浅田　佳祐 さん
化学システム工学科2年
栃木県立宇都宮高等学校出身

　化学が好きで工学にも興味があったことに加え、１学年の定
員が35人と少ない学科なので和気あいあいと学べそうだと思っ
たことが進学の理由です。高校の化学は暗記が中心でしたが、
大学の授業では、反応はどう進むのか？速度は？加えないといけ
ない熱量は？といったようなことも考察するようになります。ま
た、熱力学や化学工学の授業では、採算や環境などの要素をか

らめた話がときどき出てきます。温度差が大きいと電気代はな
ぜ高くなるのか、二重窓にするとなぜ暖房の利きが良くなるの
か、というような話を聞くたびに、身近なことと自分がいま学ん
でいることが密接につながっていることを実感するようになりま
した。いろいろな専門科目を学びながら、研究室での研究テー
マや将来の目標を絞り込んでいきたいと思っています。

いま学んでいることが生活に密着した学問であることを実感できるようになりました。

化学システム工学
プロセスシステム工学　分離工学　反応工学　結晶工学

環境バイオエンジニアリング　化学エネルギー工学　微粒子工学

物質機能応用工学　　プロジェクトマネジメント　化学情報コミュニケーション学

主な就職先
三菱化学（株）、三井化学（株）、昭和電工（株）、東レ（株）、日立化成工業
（株）、東ソー（株）、三菱化学エンジニアリング（株）、日揮（株）、千代田化工
建設（株）、東洋エンジニアリング（株）、出光興産（株）、JX日鉱日石エネルギ
ー（株）、東京ガス（株）、第一三共（株）、エーザイ（株）、大正製薬（株）、味の
素（株）、森永乳業（株）、キユーピー（株）、三菱重工（株）、東芝（株）、宇部興
産（株）、キヤノン（株）、オルガノ（株）、花王（株）、（株）資生堂、麒麟麦酒
（株）、鹿島建設（株）、東京都など

THE FACULTY OF ENGINEERING

Chemical Engineering

化学システム工学科 定員35名

● 化学工学修習士（化学工学会）
● 中学校教諭1種免許（理科）
● 高等学校教諭1種免許（理科）
● 博物館学芸員

システム基礎解析

設計生産システム

エネルギーシステム解析　流体力学　機械材料学　材料力学

弾塑性解析　機械要素解析

機械システム設計　熱流体システム設計　シミュレーション工学　精密計測工学　

制御システム　　機械電子工学　生産システム工学　　機械解析幾何学　

機械解析代数学　機械情報工学　メカノビジネス
4年間の学びの流れ

専門科目
専門基礎科目 専門科目

◎印の科目は必修、○印の科目は選択必修

○化学プロセス数学
科学技術者倫理

○微分方程式Ⅰ
微分方程式Ⅱ
有機化学
分析化学
機器分析化学
材料科学
○システム工学概論
○科学技術英語
◎化学工学基礎演習Ⅰ
◎化学工学基礎演習Ⅱ

プロセスデザイン工学
◎エンジニアリングプレゼンテーション
◎卒業論文

○反応工学および演習
○化学工学熱力学および演習
◎論文・文献講読
環境工学
バイオプロセス工学
○先端プロジェクト演習
エンジニアリング製図
◎化学システム工学演習
◎モデリング演習
◎化学システム工学実験Ⅲ
◎化学システム工学実験Ⅳ
インターンシップ

○拡散分離工学および演習
○粉粒体プロセス工学
○プロセスシステム工学
○移動現象論および演習
反応速度論
◎化学システム工学実験Ⅰ
◎化学システム工学実験Ⅱ

4
年

3
年

2
年

1
年

無機化学基礎
有機化学基礎
○平衡論
○化学工学序論
○化学工学基礎
○情報科学基礎
◎基礎プロジェクト演習

4年間の学びの流れ

専門科目
専門基礎科目 航空宇宙エネルギーコース 車両制御ロボットコース

◎印の科目は必修

関数論 機械材料工学Ⅱ
伝熱学Ⅱ
弾性力学
流体力学Ⅱ
トライボロジー
エネルギー変換工学
エネルギーシステム工学
塑性力学
航空宇宙流体力学
構造材料評価法
有限要素法および演習
ガスタービン
自動車環境工学
宇宙制御工学
宇宙推進工学
◎機械システム設計製図
◎機械システム工学実験Ⅲ
機械システム特別研究Ⅱ

機械設計Ⅱ
機械加工学Ⅱ
制御工学Ⅱ
メカトロニクス
ロボット工学
光工学
ＭＥＭＳ
管理工学
車両工学
計測・信号処理工学
人体運動学
振動制御および演習
宇宙制御工学
生産システム工学
自動車環境工学
◎機械システム設計製図
◎機械システム工学実験Ⅲ
機械システム特別研究Ⅱ

機械システムデザイン
静力学
微分方程式Ⅰ
動力学
機械材料学
熱工学Ⅰ
機械電子工学Ⅰ

◎機械製図法
◎機械システム特別研究Ⅰ

微分方程式Ⅱ
材料力学Ⅰ
流体力学Ⅰ
機械力学Ⅰ
機械加工学Ⅰ
物理数学Ⅰおよび演習
物理数学Ⅱおよび演習
機械材料工学Ⅰ
伝熱学Ⅰ
制御工学Ⅰ
機械設計Ⅰ
工学倫理

熱工学Ⅱ
材料力学Ⅱ
◎CAD演習
◎コンピュータプログラミングⅠ
◎コンピュータプログラミングⅡ
◎材力・機力演習
◎熱流体演習
◎機械システム工学実験Ⅰ
◎機械システム工学実験Ⅱ

機械力学Ⅱ
機械電子工学Ⅱ
◎CAD演習
◎コンピュータプログラミングⅠ
◎コンピュータプログラミングⅡ
◎材力・機力演習
◎熱流体演習
◎機械システム工学実験Ⅰ
◎機械システム工学実験Ⅱ

4
年

3
年

2
年

1
年

◎卒業論文 ◎卒業論文科学技術英語

取得できる
免許・資格 

（平成25年度情報）

※2年後学期から各コースに分散。
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　私たちの周りには、パソコン、携帯電話、デジカ

メ、DVD、液晶TVなどさまざまなエレクトロニクス

製品があります。これらは世界一の技術を持つ日本

の企業によって、開発・製品化されてきたものです。

　電気電子工学科では、この現代技術の中核をな

す電気工学、電子工学を学ぶとともに、次世代の

マルチメディア、新エネルギー、エレクトロニクス

などの先端科学技術を支える技術者を育成してい

ます。本学科では電気、電子、光、情報通信などの

幅広い領域を対象に、ハードからソフトまでを身

につけるカリキュラムを用意しています。まず基礎

専門科目としてより高度な数学や物理を学び、電

気・電子回路、電子物性工学、電子デバイス、電磁

気学、通信工学、論理回路、マイクロプロセッサ、

プログラミングなどを学び、専門の2つのコースに

分かれていきます。システムエレクトロニクスコー

スでは、新しい電子材料や電子デバイスの開発、

太陽光発電、光通信やディスプレイなどの光エレ

クトロニクスに関する教育研究を、電子情報通信

工学コースでは、携帯電話などの情報通信システ

ム、生活を豊かにするロボット技術、コンピュータ

の新しい利用技術などに関する教育研究を行って

います。

工学部

世界を動かす最先端のエレクトロニクス技術研究

電気電子工学科の学び

先輩の声

加瀬　将 さん
電気電子工学科3年
埼玉県立越谷北高等学校出身

　携帯音楽プレーヤーやICカードなど毎日日常的に使ってい
るものがどんな仕組みになっているのか、電気電子工学科の
授業を受けてその構造や原理について触れることができまし
た。難しい授業もありますが、身近なエレクトロニクス商品にど
んな技術が使われているのかを知ることができるので、興味は
深まるばかりです。電気電子に関する技術は社会で広く求めら

れていますから、就職にも有利だと思ったことが電気電子工学
科に進学した大きな理由の一つです。将来の具体的な目標は
まだ定まっていませんが、自分が興味を持ったやりがいのある
研究や仕事に情熱を持って取り組みたいと思っています。しっ
かりと勉強し、最先端の知識を養い、視野も広げて、社会に貢献
できる人材になれたらと思っています。

身近なエレクトロニクス商品の構造や原理を学び、興味はさらに深まるばかりです。

主な就職先
東芝（株）、ソニー（株）、トヨタ自動車（株）、日産自動車（株）、本田技研工業
（株）、（株）ニコン、キヤノン（株）、（株）日立製作所、三菱電機（株）、日本電気
（株）、富士通（株）、鹿島建設（株）、三菱重工業（株）、富士重工業（株）、川崎
重工業（株）、東京電力（株）、東北電力（株）、中部電力（株）、KDDI（株）、（株）
エヌ・ティ・ティ・データ、日本放送協会（NHK）、東日本旅客鉄道（株）、東海旅
客鉄道（株）、首都高速道路（株）、日本銀行、東京都など

THE FACULTY OF ENGINEERING

Electrical and Electronic Engineering

電気電子工学科 定員88名

● 電気主任技術者1～3種（要実務経験）
● 中学校教諭1種免許（理科）
● 高等学校教諭1種免許（理科）
● 博物館学芸員

　20世紀にもたらされた物理学の進展により、物

質のふるまいを原子レベルで理解できるようにな

り、トランジスタやレーザーという大発明がもたら

されました。これら革新的な技術は、あらゆる産業

分野に波及し、私たちの生活に無くてはならない

存在となっています。現代の物理学は、このほかに

も超伝導体などの新物質や、核磁気共鳴画像法な

どの医療診断技術を生み出すなど、電気・情報・機

械・光学・医療・素材・エネルギーをはじめとする

幅広い分野に貢献しています。

　物理システム工学科では、物理学を体系的に理

解し、論理的に考え、科学技術に応用する力を養

成します。まず、物理学の根幹をなす力学・電磁気

学・熱統計力学・量子力学を修得し、その後、フォト

ニクス・原子分子物理・固体物理・化学物理をはじ

めとする高度な物理学を修得します。並行してエ

レクトロニクスやコンピュータに関する科目を学

ぶことにより、実践力も磨きます。そして、「光・量子

科学」「ナノ・材料科学」「生命・複雑系科学」に関す

る最先端研究を通して、革新的な技術を生み出す

力を育みます。なお、本学科では、自発的研究能力

を磨くための「SAILプログラム」を設けています。

工学部

物理学をベースにした“革新的技術の創出”

物理システム工学科の学び

先輩の声

鈴木　敦 さん
物理システム工学科3年
私立京華中学･高等学校出身

　物理システム工学科では、数学や理科の教員免許状を取得
することができます。教師になるつもりで入学し、いまもその目
標を忘れたわけではありませんが、いろいろな授業を受けてい
くうちに、将来に可能性の広がりを感じるようになりました。身
の回りのあらゆるところに物理現象が散らばっています。日頃当
たり前のように使っている家電製品も物理なくして作られること

はありません。学科で学んだ専門的な知識を活かして、みんな
の役に立つような物を作ったり、新しい事実や理論を見つける
ための研究に取り組む道に進むのもいいかなといまは考えて
います。農工大のキャンパスはとても爽やかです。緑が多く施設
も充実しています。全国から意識の高い人たちが集まってきて
いるので、充実した学生生活を送ることができると思います。

将来にいろいろな可能性の広がりを感じながら、充実した学生生活を送っています。

物理システム工学

量子機能工学　原子過程工学　量子ビーム工学　量子光工学

量子電子工学　量子制御デバイス工学　光材料物性工学

生命物理工学　流体物性工学　超伝導工学　磁気物性工学

主な就職先 
（株）東芝、三洋電機（株）、住友電気工業（株）、富士電機（株）、横河電機
（株）、（株）村田製作所、島田理化工業（株）、東京精密（株）、トヨタ自動車
（株）、東海旅客鉄道（株）、高砂熱学工業（株）、日揮（株）、MHI原子力エンジ
ニアリング（株）、オリンパス（株）、コニカミノルタグループ、（株）ニコンシス
テム、（株）フジクラ、東芝メディカルシステムズ（株）、東日本電信電話（株）、
KDDI（株）、（株）エヌ・ティ・ティ・データ、三井金属鉱業（株）、（株）ブリヂスト
ン、TOTO（株）、警視庁

THE FACULTY OF ENGINEERING

Applied Physics

物理システム工学科 定員56名

システムエレクトロニクス

電 子 情 報 通 信 工 学

基礎電気システム工学　パワーエレクトロニクス

電気エネルギー変換工学　電子デバイス工学

電子機能集積工学　光エレクトロニクス　環境エネルギー工学

通信システム工学　知能システム工学　情報伝達工学

医用情報システム工学　画像情報工学

● 中学校教諭1種免許（数学･理科）
● 高等学校教諭1種免許（数学･理科）
● 博物館学芸員 取得できる

免許・資格 
（平成25年度情報）

4年間の学びの流れ

専門科目
専門基礎科目 専門科目

◎印の科目は必修、○印の科目は選択必修

環境科学
エネルギー科学

微分方程式Ⅰ
関数論
幾何学
代数学Ⅰ
物質科学入門

○固体物理Ⅱ
○量子力学特論
○原子分子物理
◎卒業論文

◎熱統計力学
◎熱統計力学演習
◎量子力学Ⅰ
◎量子力学演習
◎量子力学Ⅱ
物理実験学
計測・制御回路
物理プレゼンテーションⅡ
◎物理システム工学実験Ⅲ
◎物理システム工学実験Ⅳ

◎物理数学Ⅱ
◎力学Ⅱ
◎電磁気学Ⅰ
◎電磁気学演習
◎電磁気学Ⅱ
◎振動・波動
◎熱物理学入門
◎量子力学入門

◎物理数学Ⅰ
◎物理数学演習
コンピュータ基礎実験
◎物理プレゼンテーションⅠ
特別ゼミ

4
年

3
年

2
年

1
年

◎力学入門
◎電磁気学入門
◎物理システム工学基礎実験
◎力学Ⅰ
◎力学演習

4年間の学びの流れ

専門科目
専門基礎科目 システムエレクトロニクスコース 電子情報通信工学コース

◎印の科目は必修、○印の科目は選択必修

○関数論
○ディジタル電子回路
○制御工学
○電気電子機器
○光工学
○光エレクトロニクス
○電子物性工学
○電子デバイスⅡ
○パワーエレクトロニクス
○エネルギーネットワーク工学
○高電圧工学
○電力工学
信号処理
画像情報工学
システムＬＳＩ工学
通信工学
通信システム工学
電磁波工学
高周波伝送工学
オブジェクト指向プログラミング
計算工学基礎
電気電子製図
◎電気電子工学実験ⅡA
◎電気電子工学実験ⅢA

○関数論
○ディジタル電子回路
○制御工学
○信号処理
○画像情報工学
○システムＬＳＩ工学
○通信工学
○通信システム工学
○電磁波工学
○高周波伝送工学
○オブジェクト指向プログラミング
○計算工学基礎
電気電子機器
光工学
光エレクトロニクス
電子物性工学
電子デバイスⅡ
パワーエレクトロニクス
エネルギーネットワーク工学
高電圧工学
電力工学
電気電子製図
◎電気電子工学実験ⅡB
◎電気電子工学実験ⅢB

○微分方程式Ⅱ
○回路網理論
○計測工学
○マイクロプロセッサ
◎電気電子工学実験Ⅰ

4
年

3
年

2
年

1
年

電気法規および施設管理
◎論文・文献講読
電子情報工学製図
◎卒業論文

電気法規および施設管理
◎論文・文献講読
電子情報工学製図
◎卒業論文

波動物理
フォトニクス
量子エレクトロニクス
化学物理
連続体物理
固体物理Ⅰ
特別ゼミ
自由課題実験Ⅲ
自由課題実験Ⅳ

コンピュータ解析および演習
◎電気回路
◎電子回路
◎物理システム工学実験Ⅰ
◎物理システム工学実験Ⅱ
特別ゼミ
自由課題実験Ⅰ
自由課題実験Ⅱ

取得できる
免許・資格 

（平成25年度情報）

◎フーリエ解析および演習
◎電気電子材料
◎電磁気学Ⅰおよび演習
◎電磁気学Ⅱおよび演習
◎電子デバイスⅠおよび演習
◎基礎電子回路および演習
◎論理回路および演習
◎プログラミングおよび演習

◎微分方程式Ⅰ
◎コンピュータ基礎演習
◎基礎電気回路Ⅰおよび演習
◎基礎電気回路Ⅱおよび演習
◎ベクトル解析および演習

23 24



　情報工学科はコンピュータと人が共生し、コ

ミュニケーションやライフスタイルに大きなイノ

ベーションをもたらす真のユビキタス情報社会の

実現を目指しています。

　各研究室では、情報システムを構築する上で基

盤となる計算機アーキテクチャから、OS、通信、

ネットワーク、アルゴリズム、自然言語処理、人工

知能、ロボット、ヒューマンインタフェース、バー

チャルリアリティ、コンピュータグラフィックスま

で、情報工学とその境界領域を含む広範な研究分

野を対象とした最先端の研究が行われています。

　1・2年次で履修するコア科目では、新しい情報

システムを創るための基礎知識を学びます。3・4

年次では計算機システム、数理知能、情報メディア

の科目群から、自分の将来像に合わせて選択、履

修し、より専門的な知識を身につけます。情報シス

テムの設計能力は、知識だけでは得られません。

理論に基づき、自らシステムを設計し創って動作

させてみて、その経験をフィードバックする、この

繰り返しによってはじめて得られるものです。学生

が実験、演習を通じて“作”を繰り返し、“創・造”する

誇りと喜びを見いだし、その能力を獲得していけ

るよう努めています。

工学部

コンピュータと人が共生する真のユビキタス情報社会を目指して

情報工学科の学び

先輩の声

髙木　愛美 さん
情報工学科2年
国立東京学芸大学附属高等学校出身

　農工大の他の学科にも言えることですが、情報工学科も人数
がそんなに多くなく、アットホームなとてもいい雰囲気です。コ
ンピュータ系の学科だからオタクっぽい人が多いのかなと思っ
ていましたが、全然そんなことはなく、思っていたより女子も多
いので安心しました。先生と学生の距離が近いのも少人数の魅
力です。また学科専用のPC室などもあり、施設にも恵まれてい

ると思います。理系はとにかくレポートが多いので、高校の授業
でレポート課題が出されたら大学生になるトレーニングだと思
って手を抜かずにきちんとやっておいた方がいいと思います。
あと数学ⅢCも重要です。とくに微積と行列。大学での数学はそ
れが基礎になりますから。情報工学の専門的な知識を身につけ
て、将来はソフトウェア開発の仕事に就きたいと思っています。

先生と学生の距離も近く、アットホームなとてもいい雰囲気の学科です。

情報環境工学

情 報 工 学

知能メディア処理工学　認識対話工学　仮想空間創造工学　認知言語学

生体モデル知覚システム学

数理構造　問題解決工学　知能獲得工学　計算機システム工学　

システム評価設計工学　サイバネティックシステム工学

広領域情報ネットワーク工学　先端情報システム学

主な就職先
（株）日立製作所、東芝（株）、本田技研工業（株）、（株）野村総研、ソニー
（株）、富士ゼロックス（株）、キヤノン（株）、（株）リコー、（株）小松製作所、
KDDI（株）、（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ、（株）エヌ・ティ・ティ・データ、日本ユ
ニシス（株）、大日本印刷（株）、凸版印刷（株）、東日本旅客鉄道（株）、中部電
力（株）、日本放送協会（NHK）、楽天（株）、ヤフー（株）、（株）サイバーエージ
ェント、（株）ディー･エヌ･エー、（株）ネクスト、警察庁など

THE FACULTY OF ENGINEERING

Computer and Information Sciences

情報工学科 定員62名

● 中学校教諭1種免許（数学）
● 高等学校教諭1種免許（情報・数学）
● 博物館学芸員

文化系CIRCLE

体育会系CIRCLE

「農業・環境科学につい
て、自主的に学んでいく
こと」を共通のコンセプ
トに、学年・学科の枠をこ
えて仲間と一緒に楽しく
学ぶことを目的とした独
自のサークル活動です。

　本学では約６割の学生がサークルに加入
しています。伝統ある馬術部や硬式庭球部、
オリエンテーリング部、管弦楽団、ロボット研
究会R.U.R.をはじめ、文化系・体育会系の各
団体が活発な活動を展開しています。

　　　　　学年開始、前学期開始
　　　定期健康診断
　 入学式（春季）
新入生オリエンテーション

E.S.S.
FUTURE TRACKS RECORD
IAESTE同好会
IS international society
SF研究会
アカペラサークル ANIT
囲碁部
将棋部
歌研究会
エレクトーンサークル
演劇部
管弦楽団
ギター部
グリークラブ
軽音部
航空研究会
昆虫研究会
茶道部
児童文化研究会
写真部
ジャグリングサークル
植物研究会
吹奏楽団
旅と鉄道研究部
竹桐会
天文部
のっぱらの会
ピアノ部
美術部
マイクロコンピュータクラブ
漫画研究部
モダンジャズ研究会
野生動物研究会
野鳥研究会
落語研究会
ロボット研究会R.U.R.
作曲 DTM サークル
TUAT Formula
TEAM ENELAB
向友会
カードゲームサークル

自主ゼミ

耕地の会
ごみダイエットNOKO
農工やさい塾
森づくりの会
バラ会
多摩Zoo森の会
のたっと
ビオトープ研究会
食農ゼミ
ねいちゃー組
狩り部
ほっこり
森の派出所
変わり種工房

　5月31日
創立記念日

夏季休業

冬季休業

学園祭

修了式（秋季）
前学期終了

後学期開始
入学式（秋季）

卒業式
　　　学年終了、後学期終了

合気道部
アメリカンフットボール部
オリエンテーリング部
空手道部
弓道部
剣道部
硬式庭球部
硬式野球部
軟式庭球部
ゴルフ部
サッカー部
自転車部
自動車部
柔道部
準硬式野球部
少林寺拳法部
水泳部
スキー部
総合格闘技研究会
ソフトボール部
卓球部
探検部
ツーリングカヌー部
テコンドー部
ハイキング部
馬術部
バスケットボール部
バドミントン部
バレーボール部
ハンググライダー部
ハンドボール部
フィールドホッケー部
フェンシング部
フォークダンス部
フットサルサークル
洋弓部
ヨット部
ラグビー部
陸上競技部
ワンダーフォーゲル部
ミニホースの会
ダンスサークル“rough”
ソサイチサークル
競技ダンスサークル

4
APRIL

5
MAY

6
JUNE

7
JULY

8
AUGUST

9
SEPTEMBER

10
OCTOBER

11
NOVEMBER

12
DECEMBER

1
JANUARY

2
FEBRUARY

3
MARCH

イベントカレンダー

学生生活
サークル

4年間の学びの流れ

専門科目
専門基礎科目 専門科目

◎印の科目は必修、○印の科目は選択必修

微分方程式
関数論／幾何学／代数学Ⅰ
科学技術表現法
言語情報文化論

◎論文・文献講読
ソフトウェア工学
言語処理系
◎卒業論文

◎情報工学実験Ａ
◎情報工学実験Ｂ
○先進情報工学演習Ⅱ
○先進情報工学実験Ⅳ
オブジェクト指向プログラミング
インターンシップ
集積回路
オペレーティングシステム
言語処理系
計算機ネットワーク

◎アルゴリズム序論
◎計算機アーキテクチャ基礎
◎情報数学
◎情報理論
◎アルゴリズム序論演習
◎計算機アーキテクチャ演習

◎プログラミング基礎
◎電気・電子回路
◎論理回路
◎プログラミング基礎演習
◎ハードウェア実験
○先進情報工学実験Ⅰ

4
年

3
年

2
年

1
年

数学基礎
◎コンピュータ序論
◎コンピュータ序論演習
◎プログラミング序論
○プログラミング序論演習
○先進情報工学演習Ⅰ
情報化社会と職業

データベース
関数プログラミング
人工知能
オペレーションズ・リサーチ
コンピュータグラフィックス
ヒューマンインタフェース
計測・制御工学
パターン認識
画像工学

◎情報理論演習
◎情報数学演習
○先進情報工学実験Ⅱ
○先進情報工学実験Ⅲ
アルゴリズム論
信号処理論

取得できる
免許・資格 

（平成25年度情報）
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17,000円
区分 授業料

平成25年度
入学料 検定料

学部生

年額　572,400円

年額　535,800円
282,000円

学部生（３年次編入生）
大学院生（産業技術専攻を除く）
大学院生（産業技術専攻）

30,000円

寮名
楓寮（女子寮）

1名

48名

4,300円

共同風呂・共同トイレ・共同キッチン

桜寮（女子寮）

1名

18室

30,000円

欅寮（男子寮）

1名

200室

30,000円

府中キャンパス 小金井キャンパス

室定員

収容定員

寄宿料（月額）

諸経費

設　備

経済的なことから、勉学環境、日常生活の 心配まで…バックアップ。

東京農工大学教育研究振興財団奨学金
　東京農工大学では、学業優秀者の勉学意欲を高め

ることを目的として、学業成績、人物ともに優秀な学部

生で、進級時に前年度の成績が特に優秀な者に対し、

奨学金を給付する制度を設けています。

日本学生支援機構奨学金
　日本学生支援機構では、経済的理由により修学に困

難がある優れた学生に対し、教育を受ける機会を保障

し、自立した学生生活を送れるよう奨学金貸与の事業

を行っています。

　本学で出願者の家計の経済状況、学業成績等を選

考基準により審査のうえ、適格者を日本学生支援機構

へ推薦します。

地方公共団体・民間団体等の各種奨学金
　経済的理由により就学に困難がある

優れた学生に対し、各種団体が行う奨学

金制度があります。募集期間は、主に4月

から5月にかけてですが、その時期以外

にも行う団体があります。

授業料免除および徴収猶予について
　経済的理由によって授業料の納付が著しく困難で、かつ学業成績が優秀と認められる場合や、風水

害等のやむを得ない事情がある場合には、申請・選考のうえ前学期または後学期の授業料が免除さ

れることがあります。

　授業料徴収猶予は、経済的な理由により授業料の納付期限までに納付が困難であると認められる

者に対し、選考のうえ、授業料を一定期間猶予する制度です。

　学生寮を希望する学生に、良好な学生生活と

勉学の環境を提供するため、学生寮を、府中キ

ャンパス内に楓寮、小金井キャンパスに桜寮お

よび欅寮を設置しています。ホームページにて

入寮条件などの情報を提供しています。

学生寮・部屋探し

第一種奨学金（無利子）

第二種奨学金（有利子）

申込者の経済的な必要度に応じて、
月額3万円、5万円、8万円、10万円、12万円の
5種類から選択できます。

30,000円、45,000円（月額）から選択自宅通学者

30,000円、51,000円（月額）から選択自宅外通学者

授業料について

奨学金

　アパートを希望する学生に、府中地区学生支援室学生生活係および小金井地区学生支援室学生

生活係では近隣の大家さんなどからの賃貸アパート等の情報を提供しています。

部屋代（家賃）は条件により差異がありますが、それぞれのキャンパス周辺で、1K、バス・トイレ付きが

55,000円～65,000円（管理費込み）ほどで、借りられます。

　カウンセラー、医師、看護師、非常勤学校医を有

する保健管理センターでは、学生の心身の健康の

維持、増進を図るため、カウ

ンセリング、生活習慣病予防

相談、健康相談、健康教育、

定期健康診断、病気やけが

の応急処置、医療機関の紹

介などを行っています。

保健管理センター

　学生の憩いの場、学生同士や学生と教職員の親睦を図るため

の施設として、農学部内に「農学部福利厚生センター」・工学部内

に「工学部総合会館」の施設を設置し、東京農工大学生活協同組

合が、食堂をはじめ、大学生活に便利な文房具・食品・オリジナ

ルグッズの販売や住まいなどの紹介をしています。また、学生の

課外活動や学生・教職員のレクリエーション等のための合宿研

修施設が、千葉県館山市にあります。

サークルの合宿やゼミ、オリエンテー

ションはもちろん、海水浴や釣り等の

レジャー、小旅行にも利用できます。

福利厚生施設

Support for Students

学生生活

工学部総合会館

府中キャンパス 保健管理センター
小金井キャンパス カウンセリングルーム  

合宿研修施設（館山荘）
学務部　学生総合支援室　TEL.042-367-5582／学務部　教育企画課　TEL.042-367-5882

　多摩地区にある国立4大学（東京

外国語大学、東京学芸大学、電気通

信大学、一橋大学）をはじめ、東京海

洋大学*、長岡技術科学大学*、琉球

大学*、上智大学*と単位互換制度を

結んでいます。キャンパスの枠を超え

た多彩な履修機会を無料で提供し、

学生の学びへの意欲を積極的にサ

ポートしています。

単位互換制度
東京農工大学

東京学芸大学

一橋大学

東京外国語大学

電気通信大学

東京海洋大学＊◆（海洋工学部のみ）

多摩地区の国立4大学を中心としたキャンパスで学べる

◆東京海洋大学（海洋工学部）との単位互換は工学部のみとなります。
＊印は多摩地区国立5大学単位互換制度ではなく、本学が独自に単位互換を実施している大学です。

学
部

東京農工大学　　  東京外国語大学　　  東京学芸大学

電気通信大学　　  東京海洋大学＊　　  上智大学＊

大
学
院

光熱費・水道料　等

バス・トイレ・ミニキッチン付き

問い合わせ先

府中キャンパス、小金井キャンパスに設置しています。

日本学生支援機構奨学金
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農
学
部

13

豊かな緑の中に広がる
先進の教育研究環境。
広大な敷地に講義棟、研究棟、図書館のほか、
先進の研究施設がゆったりと配置され、
さらに、広域都市圏フィールドサイエンス教育研究センターの農場が広がっています。

府中キャンパス

約29万冊の資料を収蔵し、学習・研究図書
館として頻繁に活用されています。グルー
プ学習室、個室も利用可能です。

●府中図書館10

乳牛が自由に行動できるフリーストールの牛舎で、
ミルキングパーラー方式で乳量などを一頭ずつ記
録、管理しています。排泄物はすべて堆肥化され作
物生産に利用しています。

FM府中・FM本町・FM津久井のFMを利用し、中身の濃い実習教育と
ともに農業と環境の調和を目指した研究に力を入れています。
また、野生動物保護管理分野では、野生動物の保護治療、幼稚園や
学校動物の飼育支援と治療、動物教室開催などの教育研究を展開。
農学部校内のFM府中：乳牛、畑作物、野菜、果実、花、加工などの部門

●学術研究支援総合センター
　（遺伝子実験施設）
13

生命科学やニューバイオテクノロジーの中核となる
組換えDNA技術を用いた高度な研究開発を行うた
めの共同利用設備を備えた遺伝子実験施設があり
ます。

●硬蛋白質利用研究施設12

動物の体の主要部分を占める硬タンパク質（皮膚や
骨などのコラーゲン、毛や爪などのケラチン）の構造
と機能を研究するための最新設備を備えています。

●動物医療センター11

小動物の診療を通じて、臨床獣医学の教育・研究の場と
して利用しています。高性能診断機器や基礎研究機器、
高度医療のニーズに対応する手術室などを完備し、年
間延べ7,000頭の動物を診療しています。

収益性の期待できる「果樹工場」モデルの実現を目指
した実験研究施設です。太陽光・人工光の併用、ライ
フサイクル調節、樹体健康管理のシステム化、機能性
成分管理、作業の自動化など、ブルーベリーをモデル
に１年を通して収穫でき、高収量、低環境負荷での栽
培の確立・普及、ブランド化を目指しています。

●広域都市圏フィールドサイエンス教育研究センター1818●乳牛舎19

農林産物の生産から収穫、販売まで
行える実践教育の場です。野菜をは
じめ、ブルーベリージャムやアイス
クリーム、焼酎なども人気商品です。

18●農工夢市場21

18●農学部本館6 18●学生寮（楓寮）14

●先進植物工場研究施設20

口蹄疫など国際的に重要な家畜感染症の撲滅を目
指し、海外調査、技術開発、防疫活動の実践、共同研
究、さらに、学生・研究生・留学生への講義・実習教
育、公開講座などの社会活動も行っています。

●国際家畜感染症防疫
　研究教育センター
17

先進植物工場研究施設

大学院連合農学研究科管理研究棟

農学部本館・府中地区事務部学生支援室

農学部附属広域都市圏フィールドサイエンス教育研究センター

運動場附属施設

総合屋内運動場

福利厚生センター

学術研究支援総合センター（遺伝子実験施設）

府中図書館

農学部附属硬蛋白質利用研究施設

FM府中

農学部附属動物医療センター

農学部附属国際家畜感染症
防疫研究教育センター

本部（総務部・財務部・研究国際部）

正門

本部（学務部）・大学教育センター

保健管理センター

楓寮（女子寮）

乳牛舎

アメダス

府中国際交流会館

みのり保育園

先
進
の
教
育
研
究
環
境

キャンパス
こぼれ話
キ パ
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農工夢市場

21
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7

18
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3

学外にあるフィールドミュージアム（FM）
FM本町（府中市内）：稲作部門
FM津久井（神奈川県）：養蚕とブルーベリー生産の部門
FM唐沢山：照葉樹と里山
FM大谷山・FM草木：深山と集約的人工森林現場
FM秩父：豊富な天然林と標高限界のスギ・ヒノキ林
FM多摩丘陵：独立流域を持つ森林と畑を持つ里山
FM多摩丘陵：森林秀水域を持つ里山

馬術施設

中庭

大國魂神社

正門前　ケヤキ並木

　府中市は、大國魂神社が鎮座し、大木の多い緑豊かな市で
す。市では「府中市名木百選」を選定しており、府中キャンパス
にも選ばれた木が4種類あります。正門からの美しい「ケヤキ」
並木、周囲３ｍ以上もある「ヒマラヤスギ」、武蔵野の歴史を今
に伝える樹齢百数十年の「アカマツ」と「スギ」の巨木です。その
他にも20ｍを超す大木やたくさんの種類の樹木が生い茂って
います。また、広々としたキャンパスは、地域の人たちのオアシ
スにもなっています。そして、隣接してある農場には季節ごとに
折々の作物が植えられていますが、その一角には天気予報でお
なじみの「アメダス」が設置されています。農学部の生産野菜は
週に1度、南門そばの「農工夢市場（地図○）」で一般販売され、
行列ができるほどの人気になっています。

21
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工
学
部

先
進
の
教
育
研
究
環
境好奇心を刺激する
知的フィールド。
欅並木と銀杏並木が印象的な小金井キャンパスは、
工学の基礎から応用までを学ぶ講義棟をはじめ、
最先端の研究開発に取り組む各種施設が整然と立ち並ぶ未来志向のキャンパスです。

小金井キャンパス

科学博物館

新1号館

正門

工学部附属
ものづくり創造工学センター

生物システム応用科学府（BASE）本館

小金井図書館

国際センター

総合情報メディアセンター

学術研究支援総合センター（機器分析施設）

中央棟・小金井地区事務部学生支援室

次世代キャパシタ研究センター

小金井国際交流会館

工学部総合会館

欅寮（男子寮）

桜寮（女子寮） 回帰船保育所

CAD/CAM実習棟

140周年記念会館
（エリプス）

先端産学連携研究推進センター

東門

核磁気共鳴分光装置、質量分析装置、X線回析装置、電子顕微
鏡等の設備を設置し、機器を用いた特殊な分析技術を活用で
きる人材育成を支援しています。

明治19（1886）年に創設され、養蚕・製糸・
機織の素材、道具類や繊維資料、さらに
500点を超える江戸時代から明治の養蚕
に関する浮世絵コレクションを保存・展示
しています。歴史資料だけでなく、本学の
研究における新しい発見、最先端技術を紹
介する展示室も新設し、小学生から中学生
対象の「子供科学教室」も開催しています。

キャンパスの中央にあ
り、モダンな建物が目
を引く開架式図書館。
約26万冊の図書を収
蔵し、毎日多くの学生
が利用しています。電
子ジャーナル・ブック、
データベースの利用
などさまざまなサービ
スを提供しています。

●小金井図書館3

●学術研究支援総合センター（機器分析施設）5

企業や大学、政府機関等との連携、および知的財産の創造・保護・活用
の推進を行うために設置され、学生アイデアコンテスト等の大学発ベン
チャー起業人材の育成、事業化についても支援活動する組織です。

●先端産学連携研究推進センター（府中キャンパスと連携）2

工学部全学科の研究に必要とされる実験装置の制作と、機械操作の実
習などを行うための施設です。NC施盤、フライス盤、放電加工機など最
新鋭の工作機械を設置しています。

独自の産学連携により次世代の蓄電デバイスと
革新的ナノ電極材料を研究する施設。従来比3倍
のエネルギー密度を達成した「ナノハイブリット
キャパシタ」の実用化に成功。高性能リチウムイオ
ン電池材料の創出とそのユニークな活用法の提
案。スマートホン電源、第3のエコカー、自然エネ
ルギーの有効活用を目的とした環境エネルギー
分野において、あらたな市場を創出しています。

太陽熱温水を利用した環境に優
しい空調システム、給湯設備、ま
た太陽光発電、LED照明など省
エネルギー・CO2削減に効果の
高い工夫が施された建物で、食
堂、会議室、多目的ホールの施
設を備えています。

1

3

8

2
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　小金井市は、歴史と文学の町であり、多くの歴史的史跡や
文学碑、「太宰治と玉川上水」のような文学者にまつわるさ
まざまな話が残っています。また、小金井公園をはじめ、あち
こちに桜の名所があり、工学部キャンパスもその一つです。
　東京農工大学ではキャンパスの省エネ化に力を入れて
いますが、小金井キャンパスでは学内の使用電力量を「見
える化」するシステムを構築し、主要な校舎や生協食堂のエ
ントランスなど人の集まる場所に消費状況を確認できるデ
ジタルサイネージを設置して、全学で使用電力量の削減に
取り組んでいます。キャンパスの一角には女性研究者が働
きやすい環境づくりの一環として「保育所」も設置されてい
ます。

キャンパス
こぼれ話
キ パ

●140周年記念会館18

●ものづくり創造工学センター10

●次世代キャパシタ研究センター7

●科学博物館1

玉川上水 キャンパス内桜並木

●学生寮（欅寮）14 ●学生寮（桜寮）15

●新1号館17 中庭
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　東京農工大学では、大学院への

進学率が高いため、大学院を修了

した後に就職する学生が多いこと

が特徴です。また、本学では、学生

各人が自己の能力・適性に合わせ

た職業選択をできるように、進路・

就職の指導および情報提供をして

います。

　進路（就職・進学）ガイダンス日

程等の詳細については、ホーム

ページ・学生Web掲示板等で案内

しています。

進路・就職相談室
“未来の自分探し”をお手伝いする場所
　進路・就職相談室では、進路や就職について個別に指導・助言を受け
られるように、豊富な経験と知識を有する相談員（キャリア・アドバイ
ザー）を学外から招へいし、相談に応じています。また、就職情報コー
ナーを各地区学生支援室に設け、随時企業情報の収集等ができるよう
にしています。

進路・就職ガイドブック
　就職活動に関する必要な情報と
具体的な進め方をわかりやすくま
とめたガイドブックの最新版を毎
年10月～12月頃に学部3年生（農
学部共同獣医学科は5年生）、修士
1年生を対象に公開しています。

キャリア支援／進路・就職
進路（就職・進学）ガイダンス　（2012年度参考）

民間企業

進学説明会
対象：全学生
●ドクター進学について
●先輩からの声と経験談

一般説明会
対象：全学生
●「未来の自分のために、
　今始めること」
●「就職活動の流れと心構え」

一般説明会
対象：全学生
●「理系学生に求められること」
●「職務適正テスト」

公務員説明会
対象：全学生
●公務員面接講座

企業別説明会
対象：全学生
●農工大生のための就活
　パワーアップセミナー
　合同会社説明会

進学説明会
対象：全学生
●本学先輩からのメッセージ
●OB ・現役博士学生による
　パネルディスカッション

大学院進学説明会
対象：全学生
●大学院進学説明会
●本学奨学金制度の紹介
●職務適性テスト

公務員説明会
対象：全学生
●国家公務員について
●国家公務員の業務について

一般説明会
対象：全学生
●学部・大学院就職内定者に
　よる体験談
●学部・大学院就職内定者に
　よるパネルディスカッション
●元企業面接官から見た就職活
　動のポイント
●就職活動体験発表（学部生･
　修士学生）

進学説明会
対象：全学生
●本学先輩からのメッセージ
●OB・現役博士学生による
　パネルディスカッション

公務員説明会
対象：全学生
●農工大のための合同公務員
　セミナー
　官庁・県庁等人事担当者及び
　本学OB等による合同説明会

一般説明会
対象：全学生
●「企業がほしい人材とは」
●職務適性テスト
●「企業研究・会社研究の方法
　について」
●「自己分析のしかたと意義」

企業別説明会
対象：全学生
●農工大生のための就活
　パワーアップセミナー
　合同企業説明会

エントリーシート講座
対象：全学生
●ここで差がつくエントリー
　シート
　面接で受かる人、落ちる人

模擬面接講座
対象：全学生
●「面接の実践とポイント」

企業別説明会
対象：全学生
●農工大生のための就活
　パワーアップセミナー
　合同会社説明会

4月 5月 6月 7月 10月 11月 12月 1月

平成23年度卒業生　男子 198名 、女子 153名

公務員（技術系）に強い農学部

73人

71人
※農学部・工学部卒業生、農学府・工学府修了生の合計

その他の業種
7.8％

（平成24年5月現在）

学部卒業生の進路状況 学部卒業生・大学院修了生の就職先状況 学部卒業生の進路状況学部卒業生・大学院修了生の就職先状況

学部卒業生・大学院修了生の 

進学 就職

女子

全体

男子

その他

43.1％ 47.7％ 9.2％

その他の業種
7.0％

81.4％ 15.9％

平成22年

平成21年

17人

80人平成23年 23人

24人

年度 地方公務員 国家公務員

医療・福祉
7.7％

農業・林業
5.6％

建設業 3.5％

教育 4.9％

食品等製造業
3.0％

輸送用機械等
製造業 5.2％

情報通信業
16.5％

その他の
製造業 24.7％

サービス業
2.8％

建設業 1.9％

公務員 4.0％

9.1％34.3％56.6％

79.0％ 16.9％

17.1％78.5％

化学工業、
石油製品等
製造業 14.1％
はん用、
生産用機械等
製造業 1.6％

電気・情報
通信機械等
製造業 13.2％

電子部品・
デバイス等
製造業 5.2％

40.2％50.7％ 9.1％

公務員 21.8％ 情報通信業 3.9％

化学工業、石油製品等  　　　
製造業 5.6％

その他の製造業
10.2％

卸売・小売業 3.9％

学術研究、
専門・技術
サービス業 10.9％

食品等製造業
15.0％

平成23年度卒業生　男子 497名 、女子 113名

ものづくりに強い工学部

進学 就職

女子

全体

男子

その他

2.7％

4.4％

4.1％

地方・国家公務員
就職者数

卒業後の進路

民間企業研究所、独立行政法人研究所、
科学技術振興財団、博物館など

公務員 国家公務員（農林水産省、環境省、国土交通省など）
地方公務員（都道府県庁、市役所、町村役場など）

学術開発研究機関 食品・飲料、薬品、バイオ関連、情報・通信、
電機、機械、精密機器、自動車、化学、ナノ関連など

教育、学習支援 中学・高校・大学教職員（国立、公立、私立）など

学士
4年

修士
2年

博士
3年

＊共同獣医学科6年

博士前期課程

博士後期課程 国内だけでなく、海外の各フィールドで活躍している卒業生、修了生も多数います。

大学、大学院を卒業、修了後、それまでの学びを活かしてさまざまな進路につくことができます。
学んだ知識、研究を通して身につけた能力、技術を民間企業、公務員、教員、大学や研究機関など、多種多様な分野で発揮し、高い評価を得ています。
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　興味ある研究テーマを深く掘り下げて追究できるところが

大学院の特徴。私が所属する研究室では、有用な新植物の開

発・育種を目標に、花や細胞壁がどのようなメカニズムで作

り出されているのかを研究しています。生物システム応用科

学府には学部時代には縁の無かったテーマの研究をしてい

る研究室が身近にあり、学生たちとの交流を通してさまざま

な分野の研究活動について話を聞けることも魅力です。これ

まで学んできたことを生かして、大学院修了後は食品会社で

新しい商品や技術の開発に携わりたいと思っています。

　大学で勉強すればするほど生体内の複雑さや精巧

なメカニズムに感動。研究をさらに深めてから就職し

ても遅くないと思い、大学院への進学を決めました。

研究室に配属されてからは実験に明け暮れる毎日で

すが、時間ができたときは、友人と雑談したり、小説を

読んだりしています。実験では、容器をプラスチックと

ガラスのどちらにするか、濃度はどのくらいで、溶媒は

何がいいかなど、思考を巡らせます。成果を導き出す

ために実験方法を想像して整えていく作業は大変で

すが、充実感も大きく、とてもやりがいがあります。

　大学院に進学して一日の大半の時間を研究室で過ご

すようになりました。実験やそのための準備・打ち合わ

せ、得られたデータの整理をする時間だけでなく、学会発

表のための準備や論文の執筆作業も研究室で行ってい

ます。大学院での研究活動は学部生の時よりもさらに少

人数単位の環境で行われますから、教員から緊密な指導

を受けながら、自身の研究を高いレベルで追究していく

ことができます。大学院で養った能力を生かして、技術者

または研究者として社会に貢献し、日本の電気・半導体産

業を盛り上げていきたいと思っています。

工学府 博士前期課程・博士後期課程・専門職学位課程

　企業や外部研究機関との共同研究の件数、新聞社による研究力調査などで

は全国の国立大学の中でもトップクラスの評価を得ています。博士前期課程

に6専攻、専門職学位課程1専攻、博士後期課程に4専攻を設置し、所属する専

攻の講座で高度な専門性を身につけるほか、他の専攻や企業などとの連携、

共同研究を通して横断的・学際的な研究に取り組むこともできます。工学府は

社会にも広く開かれた学びを展開しており、企業や研究機関に所属する研究

者なども就業しながら博士後期課程を修了することができます。

生命工学専攻
応用化学専攻
機械システム工学専攻
電子情報工学専攻

博士後期課程

生命工学専攻
応用化学専攻
機械システム工学専攻
物理システム工学専攻
電気電子工学専攻
情報工学専攻

博士前期課程

産業技術専攻

専門職学位課程

日本から世界を動かす大学を目指し、最先端の教育研究を……

生物システム応用科学府 博士前期課程・博士後期課程

　農学、工学の学際領域を融合した大学院です。生物システム応用科学専攻と

早稲田大学との共同専攻である共同先進健康科学専攻を設置し、平成７年の

設立当初からベンチャー創出に関するユニークな授業を開講し、深い洞察力

と広い視野に加え、起業マインドなども備えた研究者、技術者の養成を目指し

ています。優秀な学生に対する修業年限の短縮をはじめ、新しい科学技術を

創造するためのさまざまな取り組みを行っています。

生物システム応用科学専攻
物質機能システム学専修
生体機構情報システム学専修
循環生産システム学専修

博士前期課程

生物システム応用科学専攻
共同先進健康科学専攻
（早稲田大学との共同専攻）

博士後期課程

岐阜大学大学院連合獣医学研究科 博士課程

　共同獣医学科の卒業生は、本学も構成大学となっている岐阜大学に設置さ

れている獣医学の大学院博士課程(修業年限4年)に進むことができます。基礎

獣医学､病態獣医学、応用獣医学、臨床獣医学のうちの一つに所属して研究を

進めます。

獣医学専攻

博士課程

　大学院は、学部での基礎知識を活かし、自らが研究の目標を定め、

研究課題を見つけ出し、研究課題に対して解決方法を探し出す能力

を磨きます。また、研究課題に関してのコミュニケーションあるいは

発表能力を身につけるトレーニングを行います。

　本学の大学院には、3学府（工学府・農学府・生物システム応用科

学府）、研究科として連合農学研究科、そして2研究院（農学研究院、

工学研究院）があります。なお、学府、研究科とは学生が所属する教

大学院

育組織、研究院とは教員が所属する研究組織です。

　本学では、大学院生への経済的支援として、東京農工大学奨励奨

学金、研究奨励金「JIRITU（自立）」、ACE奨学金などの給付型奨学金を

支給しています。また、大学院生をTA（ティーチィング・アシスタン

ト）、RA（リサーチ・アシスタント）として雇用し、教育・研究の補助的業

務を経験させるとともに、経済的支援も併せて実施しています。

農学府 修士課程

　農学府には9専攻を設置しています。この専攻編成は、学部の学科編成より

も専門性を重視して細分化され、各専攻にはそれぞれ複数の教育研究分野な

どが配置されています。附属施設で実験などに取り組みながら修士論文の

テーマに沿った研究を進めます。修士課程修了後は連合農学研究科博士課程

への進学が可能です。

生物生産科学専攻
共生持続社会学専攻
応用生命化学専攻
生物制御科学専攻
環境資源物質科学専攻

修士課程

物質循環環境科学専攻
自然環境保全学専攻
農業環境工学専攻
国際環境農学専攻

連合農学研究科 博士課程

　本学、茨城大学および宇都宮大学の大学院農学研究科（農学府）修士課程

を母体として編成された博士課程のみの大学院です。学生１名に関係分野の

教員３名を指導教員として配置し、濃密で効率的な研究指導体制をとってい

ます。全学生の約３割が留学生という国際色豊かな大学院です。

生物生産科学専攻
応用生命科学専攻
環境資源共生科学専攻

博士課程（後期3年）

農業環境工学専攻
農林共生社会科学専攻

Student’s Message
研究活動に専念する毎日。
充実感を感じながら実験を続けています。
阿部　純己 さん
農学府　応用生命化学専攻2年
私立錦城高等学校出身
（東京農工大学農学部卒業）

　興味ある研究テーマを深く掘り下げて追究できるところが

大学院の特徴。私が所属する研究室では、有用な新植物の開

発・育種を目標に、花や細胞壁がどのようなメカニズムで作

り出されているのかを研究しています。生物システム応用科

学府には学部生の時には縁の無かったテーマの研究をして

いる研究室が身近にあり、学生たちとの交流を通してさまざ

まな分野の研究活動について話を聞けることも魅力です。こ

れまで学んできたことを生かして、大学院修了後は食品会社

で新しい商品や技術の開発に携わりたいと思っています。

研究テーマの追究とともに、
他の研究室の学生たちとの交流も魅力です。

西尾　千尋 さん
生物システム応用科学府2年
兵庫県立長田高等学校出身
（東京農工大学農学部卒業）

少
人
数
の
中
で
密
に
指
導
を
受
け
な
が
ら
、

高
い
レ
ベ
ル
で
研
究
活
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

齋藤　孝成 さん
工学府　電気電子工学専攻2年
埼玉県立所沢北高等学校出身
（東京農工大学工学部卒業）
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博士課程教育リーディングプログラム

　ある人が提案した新しいアイデアや未来の価値を多くの人が認

め、その結果として社会がよりよい方向に変化することや、革新的な

科学技術によって心身ともにより豊かな暮らしを実現することは、

イノベーションの一つの例です。すなわちイノベーションとは広く捉

えれば「自らを変革し、人々の心を動かし、社会をよりよい方向へ変

えていくこと」です。そして自らの洞察力で見出した課題について、

熱意と展望をもって実際にイノベーションを牽引する人物こそが

「イノベーションリーダー」です。先端的な科学技術の力を基盤とす

　 現在、地球上の食料生産の大部分は石油や天然
ガスなどのエネルギーに依存していますが、これに

よってもたらされる世界的な危機から脱却し、非石

油依存型食料生産の時代を創出するイノベーション

リーダーを養成することは国際社会において大変重

要な課題です。このリーディングプログラムでは、世

界の第一線の大学等との連携によって、「グリーン・

クリーン食料生産オープンイノベーション」を展開し

ます。また、食料生産やエネルギーなどに関連する

分野の重要課題解決に向かう優れた人材養成のた

めに、本学の世界レベルでの研究・教育実績と、国

際連携ならびに産学官連携を基軸として実社会で

活躍できる人材養成のための最高レベルの拠点と

しています。

　このプログラムでは、博士として必須である先端研

究推進力の養成ととともに、人としての基盤力を重点

化した、文化、歴史、経済、倫理、芸術なども含めた幅の

広い教育を行います。これまでにすでに、S R I  

International（米国スタンフォード大学の関係機関）な

どと国際的な連携のもとで、イノベーションを実現する

ためのプログラムを実施しており、学生の研修の場は、

カリフォルニア大学、コーネル大学、スタンフォード大

学、ボン大学、アンカラ大学、国際連合食糧農業機関

（FAO）などにも広げられています。このプログラムで

は、これから自分がどのように社会の一員となって活

躍すべきであるかといった、学びの動機づけをしっか

り行い、将来の目標を明確化します。卓越した英語力の

修得や国内外での幅広い人間関係の構築のための機

会も増やします。また、大学院生と高校生との対話の場

も広げ、世界の問題について未来のリーダーである高

校生と語り合い、自分たちで考え出した答えを導きだ

せるような機会も数多く設けていきます。多くの方が本

学卒業後にこの大学院に進学し、リーディングプログラ

ムによってイノベーションリーダーの道を歩み始める

ことを願っています。

グリーン・クリーン食料生産を支える
イノベーションリーダー養成のための
あらたな大学院教育がスタートしました。

大学院

東京農工大学は「博士課程教育リーディングプログラム（日本学術振興会）」の実施機関として採択され、
「グリーン・クリーン食料生産を支える実践科学リーディング大学院」として、
学生をグローバルに活躍するイノベーションリーダーへと導くための
あらたな大学院教育（５年一貫博士教育プログラム）を実施しています。

ホームページ：http://www.tuat.ac.jp/~leading/

 

る理系の博士も「イノベーションリーダー」となるためには、優れた

研究推進力に加えて、知性、強い意志、そして説得力が必要です。こ

の説得力の本質は日本語（母国語）の力であり、人の気持ちを理解

できる豊かな情緒、さらには人間としてのスケールの大きさです。

本学が実施する新しい博士課程教育リーディングプログラムの目

標は、このような力を持ち、世界で活躍するイノベーションリーダー

となる博士を養成することです。

イノベーションリーダーとは

グリーン・クリーン食料生産を目指すプログラムを実施

理系博士課程の内容を超えた新しい教育プログラムを導入

　本学では、広くイノベーションリーダーを養成することを目的として、「高校生のための未来を創るワーク

ショップ」も開催しています。

　ワークショップでは、原則として英語を使用します。また、本学教員と海外の大学教員の基調講演が行わ

れます。その後、チームに分かれ、課題についてディスカッションをし、解決に向けて新しい提案を考えます。

　チームは、参加者の高校を混合して作り、本学大学院生がファシリテータとして各チームにつきます。他校

の高校生や本学大学院生とも交流ができます。

　高校生に、世界に目を

向けること。思考回路を

鍛えること。提案力、発進

力を身に付けること。理

系・文系に関係なく、科学

的根拠に基づいた考え方

を身に付けることを目的

としたプログラムです。

リーディング大学院生による高校生のための未来を創るワークショップ

東京農工大学・アンカラ大学　学生・教職員合同ワークショップ（トルコ共和国にて）

高校生とともに学ぶイノベーション
実現の方法と心構え

SRI International (米国カリフォルニア州メンロパーク)におけるイノベーションワークショップ

グリーン・クリーン食料生産を支える
実践力をもったイノベーション人材を育成しています。

あらたな5年間一貫博士教育課程

D3

D2

D1

D0

PreD

学位審査

Queam2

研究中間評価

Queam1

研究課題探求

入学試験

実践的な先端研究推進力

第一線級の世界的組織連携

イノベーション推進のスキル

社会との対話力

人としての基盤力

学びの動機づけ 熱心に課題に取り組む様子参加した高校生、大学院生、教員　終了後に集合写真
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卒業生

　農芸化学科を卒業し、キユーピーに入社したのは1978年。以降、研究開発に21

年、マーケティングに7年、品質保証に3年、生産に4年関わりました。社歴の約8割

が研究開発で、実務担当として長く携わったのがマヨネーズやドレッシングの研

究開発です。世にあらたな商品を出す面白さと、「おいしい」と言われる喜びを感

じられる職ですが、市場動向を予測し、商品コンセプトを考え、おいしいものを作

るだけでなく、品質の保持と安定的な製造の設計なども求められます。こうした

実践的な考え方は、農工大在学時に培われたと思います。納豆菌の有効利用を

テーマとした研究と卒業論文、運動神経の再生の実験補助をした自由研究、他大

学との交流などで視野を広げたESSのクラブ活動など、卒業後、大いに役に立っ

ていると実感しています。今、日本に求められているのはイノベーションです。既

存の延長ではなく、あらたな事業・産業を興すために、価値を生むことができる

技術者が必要です。ぜひ、農工大を志し、その世界に飛び込み、農学や工学を通

じて日本の活性化に貢献できる人材となってほしいと思います。

　入学当時は、パソコンのようなICT機器はまだ普及していない時代でしたが、プ

ログラミングによって“自分の意図をコンピュータに伝える”ことに興味を持ち、数

理情報工学科を選びました。他学科に比べ女子比率が高く、アットホームな雰囲気

と優しく指導してくださる先生方など、とても過ごしやすい環境でした。また、ハン

ググライダー部に所属し、休みのたびに山へ出かけていました。卒業後、東芝へ入

社。研究職として、システムソフトウエア研究所で分散制御の研究に携わりました。

やがて、“よりお客様に近い仕事がしたい”との思いから、システムエンジニア業務

へ。その間、結婚、出産も経験しました。産前・産後の休暇や育児休業などの制度が

整っていることは、女性が長く働くうえでは大きなポイントです。現在は、約700名

のメンバーが業務に専念するための、パソコン環境、ネットワーク環境や開発環境

といった社内ITインフラ整備などの業務に携わっています。他部署との連携も多

く、コミュニケーション力も求められます。学生時代に専門的な知識・技術だけでな

く、人との出会いの中でコミュニケーション力を養っておくことをお勧めします。

農学部農芸化学科　1978年卒業

和田　義明 さん
キユーピー株式会社
常務取締役

大学で身につけた“実践的な考え方”が
今の自分を支えています

工学部数理情報工学科　1987年卒業

小尾　美穂 さん
東芝ソリューション株式会社
官公ソリューション事業部  企画部主任

”お客様に近い仕事へ”の思いで
研究職からシステムエンジニア業務へ

大学時代のいちばんの思い出は、ハンググライ
ダー部で焼き鳥の屋台を出店した学園祭。鶏をさば
くところから自分たちで作業した。また、大学4年次の
1年間だけ一人暮らしも経験。時間を気にせず卒業研
究に取り組むことができ、有意義な経験になった。

　卒業生でありながら、産業技術専攻
を修了後、現在も博士後期課程の応用
化学専攻に在籍する。これからの理系
出身者は、技術だけでなく、商品として
世にアウトプットするためにはマーケ
ティングや財務なども重要と感じたこと
が、“新たな学び”のきっかけになった。

　紙の原料となるパルプの研究を皮切りに、紙をつくる抄紙技術の開発研究、環

境対応の新技術開発と開発研究に長年携わり、自らの仮説を立証できる楽しさ

や、トラブルの解決を論理的に解明する面白さにやりがいを感じていました。そ

の後マネジメント部門を経て、現在は、主席技術調査役として工場の環境管理業

務に携わり、会社の環境に対する考えを自分たちが構築していくという自負とや

りがい、さらにそれに伴う大きな責任を感じています。社会との調和を図りながら

環境管理をどのように行っていくかなど、今を充実させることに精一杯取り組む

毎日です。私が農工大を志したのは、食品や生物など生活に密着した化学を学び

たいとの思いから。化学の基礎・基盤となる知識が身につけられたことと、多くの

実験を通して得た経験は宝物といえるものです。物事に興味を持って、考えなが

ら手を動かすというスタンスを学生時代に身につけられれば、社会人となってか

らも変わらず成長できるものです。農工大はそんな素地をつくってくれた場だっ

たと、改めて実感しています。

　弊社では医薬品・食品・日用品などの容器や、情報電子機器に使われる高機能

フィルム製品などの開発製造を手がけています。私は代表取締役社長を務めて

いますが、社員には農工大卒業生も多く、中心的な役割を果たしている人もいま

す。私が農工大に入学したのは1963年。現在の工学部ができた次の年でしたの

で、教育体制も設備も、現在のような立派なものではありませんでした。しかし、

新しいことに挑戦しようという気合いはあって、実験に必要なクリーンな環境を

整えるため、自分たちでコツコツと研究室の床にビニールタイルを貼ったり、窓

にテープで目張りをしたのを覚えています。また、現在私は、東京農工大学同窓

会の会長に就任していることもあり、いろいろと学校の様子を知る機会がありま

すが、そうした地道に研究に打ち込む学生の姿、大学の雰囲気は、今も昔も変わ

らないように感じます。各世代の学生や先生が築いてきた140年になろうという

歴史が脈々と生きているのだと思います。

農学部農芸化学科　1986年卒業

飯嶋　夕子 さん
日本製紙株式会社
環境安全部  環境G  主席技術調査役

基礎・基盤となる知識の修得と
実験で得た経験が宝物

工学部工業化学科　1967年卒業

藤森　明彦 さん
藤森工業株式会社
代表取締役社長

地道に研究に打ち込む姿勢は
今も昔も変わりません

　大学時代は馬術部に所属。現在も馬術部後援
会長を務める。卒業後はコロンビア大学大学院
に進学し、経営工学科修士課程を修了。代表取締
役社長を務める藤森工業は、1914年から続く老
舗企業で、現在創立100周年に向け、企業理念体
系の刷新に取り組んでいる。

　入社年に雇用機会均等法が施行さ
れ、初の女性総合職として入社。人に覚
えてもらえるメリットもあったが、管理
職の産休・育休制度利用は前例がなく、
育児休業せずに業務に復帰した。その
いちばんの理由は「休む＝自分に負け
る」という意識が強すぎたからだった。
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卒業生

工学部応用分子化学科　2005年卒業
工学府応用化学専攻 博士前期課程
2007年修了

大井　寛子 さん
昭和電工株式会社
応用化学品研究所  リサーチャー

アットホームな雰囲気で
学習・実験に没頭した学生時代

　化学を幅広く学べることが応用分子化学科の魅力です。少人数で先生方との距

離も近いので、アットホームな雰囲気があり、とても学びやすい環境でした。進学先

に迷っていた私が農工大に決めたのも、学びの内容と少人数の環境にひかれたか

らです。大学院への進学も入学前から考えていたことでした。学部では化学分野の

ベースとなることを学び、大学院では学部4年次から所属した研究室で高分子素材

の研究に没頭する日々を送りました。唯一の心残りは、学習・実験に力を入れすぎ、

サークルなど趣味の領域で学生生活を謳歌しなかったことでしょうか。総合化学

メーカーである昭和電工を選んだのは、自らのスキルを活かせ、高分子関連の研

究ができることからでした。入社以来、高分子のコーティング材の開発に携わり、応

用研究段階を迎えています。この技術は、携帯電話やスマートフォンなどに使われ

る樹脂などの部品に応用されます。作ったものがお客様から高く評価されると、研

究者としてうれしさを感じます。今後は私が中心となって研究を進めるなど、研究

者としてのステップアップを図りたいと思います。

　現在、発展途上国の農産物や雑貨などを適正な価格で継続的に輸入・消費する

フェアトレード部門と、大学受験の指導などを行う教育部門からなるベンチャー企

業を経営しています。フェアトレードは、世界の貧しい国の森林を守りながら、貿易

を通じて利益を生むシステムを現地の人たちと一緒に考え、実践するものです。こ

のような活動の元となっているのは、環境保護に対して理系の視点で何かをした

いという思いです。貿易を始めるにあたって必要になるのが資金で、それを稼ぐた

めに始めたのが予備校の生物の講師でした。講師も一所懸命やってみるとじつに

楽しい仕事で、学生の頃のアルバイトを含めれば35年も続けており、現在の会社

の主な業務も教育部門を中心としたものになっています。その間、参考書、問題集

なども執筆し、サイエンス、特に統計に基づいた指導を採り入れることを模索し続

けてきました。そして、毎年一つのことを追い求めてきました。それは、私の講義や

本で学んだ受験生の合格率100％！　そのために心がけているのは「データを元

に話し、書くこと。これは農工大で学んだことですが、今でも役に立っています。」

農学部林産学科　1981年卒業
農学研究科林産学専攻 修士課程
1983年修了

田部　眞哉 さん
田部眞哉カンパニー
代表取締役

理系の視点で世界の環境を守りながら
生物の講師として受験生を合格に導きたい

駿台予備学校や河合塾の講師を経た後、東
進ハイスクールの教壇に立ち、多数の講座を担
当する。いずれの授業でも「合格するための戦
略」「生物学のおもしろさ」「礼節を守ることと親
への感謝の気持ちを持つこと」を伝えている。

　中学、高校と女子校に通っていたた
め、男子が多い環境に馴染めるか不安
だったが、化学系は理系の中でも女子
学生の比率が高く、杞憂に終わった。
職場でも約3割が女性研究者。性別で
分け隔てることなく、メンバーの一員と
して楽しく仕事に取り組んでいる。

工学部物理システム工学科　2007年卒業
工学府物理システム工学専攻 博士前期課程
2009年修了

梅澤　裕介 さん
株式会社東芝
生産技術センター プロセス研究センター

社の主力製品を開発する重責を
研究開発のモチベーションに

　物理システム工学科を選んだのは、半導体やLEDなどの「ものづくり」に通じる物

理分野をしっかりと学びたかったからです。大学では実験や研究の楽しさに触れる

だけでなく、物理の基礎をしっかりと身につけた上で、自ら学ぶ力や課題を切り拓く

力もつけられたと思います。大学で学ぶうちに電子デバイス、とりわけ半導体への

興味が大きくなり、最先端の半導体分野を研究している森下研究室に所属しまし

た。就職先に東芝を選んだのも、世界でトップクラスの研究をしている企業で半導

体に関わる仕事がしたいという思いからでした。入社後は、フラッシュメモリと呼ば

れるデジタルカメラやスマートフォンなどのデジタルデータを記憶する半導体メモ

リの研究開発に従事しています。フラッシュメモリは東芝の主力商品であり、責任や

プレッシャーは想像できないほど大きいです。しかし、進展の速い分野のため自分

の研究成果を製品開発にすぐに活かせ、自分が関わった製品を家電量販店で見る

ことができる楽しさがあります。今後はフラッシュメモリ以外の新しい製品分野にも

積極的にチャレンジし、未来のヒット商品を世に送り出していきたいです。

　農工大への入学のきっかけは、自然科学の視点から環境問題について学びたいと

の思いからでした。環境への関心は、海の近くに住んでいた幼少期の経験によること

も大きいと思います。環境問題は水や大気の汚染だけでなくエネルギーや資源まで

幅広く、それだけにさまざまな分野の授業をたくさん受けることを心がけました。研究

活動では環境中から検出される有機汚染物質の分析に没頭。分析手法の検討、フィー

ルドでのサンプル収集など、データを得ることの大変さ、そして、面白さを実感しまし

た。学業以外では管弦楽団に所属し、初心者でしたがヴィオラを担当しました。60名

近い団員が力を合わせる経験は、“チームワーク”を肌で知る機会になり、さまざまな

ことにチャレンジできた学生生活でした。現在は、TRM（Total Risk Management）ユ

ニットに所属し、主に化学物質の人への健康影響や生態影響に関する情報の収集と

分析を行っています。仕事を通じ知識を広げられ、お客様の感謝の言葉にやりがいを

感じています。今後の目標は、顧客の特性に合わせた積極的な提案ができるようにな

ること。また、途上国の環境改善につながる仕事も手がけてみたいと思っています。

農学部環境資源科学科　2009年卒業
農学府物質循環環境科学専攻 修士課程
2011年修了

清水　亜希子 さん
日本エヌ・ユー・エス株式会社
TRM（Total Risk Management）ユニット

「やってみたい」がすべて
叶えられた学生時代でした

　父親の海外転勤に伴い、3～4年ごとに転校
を繰り返す生活だったため、「入学と卒業が同
じ学校」となったのは大学が最初で最後だっ
た。そんな思い出深い農工大に今でも足を運
ぶことがあるという。立場は学生からビジネス
パートナーへと変わった。

　印象に残っている授業は、課題で「何
か自分の好きな物を作れ」というもの。赤
外線の反射を利用したライントレーサー
（線をなぞるように自動で移動する装置）
を友人と苦心しながら制作した。課題を
考え自ら設定する力とトラブルに対処し
問題を解決する力も鍛えられた。
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　ハワイ大学マノア校に約1カ月間留学しました。宿泊先として

予定していた学生寮がすでに満員だったため、ワイキキのコン

ドミニアムに宿泊しながら、最初の3週間は同大学のプログラ

ムにそって世界各国の非英語圏の人たちとともに英語を学び

ました。その後10日間、ハワイ大学電気工学科の研究室に参加

し、気象情報を収集・貯留するためのシステムを構築するプロ

グラミングの一部を手伝わせてもらいました。素晴らしい経験

をさせていただくと同時に、研究に対する姿勢などで多くの刺

激を受けました。留学中は英語で自分の気持ちを伝えきること

ができず、モヤモヤした思いを抱えながら帰国し、英語を話せ

るようになりたいという気持ちが以前にも増して大きくなって

います。社会に出れば英語を話す機会も増えることでしょう。英

語の習得も学生時代の大きな目標の一つになりました。

国際ネットワーク

　本学は、アジア49校を筆頭に、世界各国約83の大学・研究機関

（2013年2月6日現在）と姉妹校協定を締結し、活発に学生交流を

展開しています。姉妹校への交換留学は、原則として留学先の大

学に入学金や授業料を別途支払う必要はありません。また、一定

グローバルキャンパス

の条件を満たす学生に対しては、留学先の大学から奨学金を受け

られる短期留学推進制度（派遣）も設けています。なお、留学に関

する詳しい情報の入手や相談は、本学「国際センター」で受け付け

ています。

Student’s Message

ハワイ大学で英語研修と研究室参加のプログラムを受けてきました。

国際交流会館（府中・小金井）

国際センター

府中国際交流会館

小金井国際交流会館

末房　佳小里 さん
工学部　電気電子工学科4年
岡山県立岡山城東高等学校出身
（2012年度留学）

　卒業論文の研究でブラジル国内においてサンプリングした土壌とリター（落ち葉､枝や花、種子、

樹皮などさまざまな樹木からの落下物）の分析を行うため、ブラジル･パウリスタ総合大学に１カ月

半留学しました。現地では、以前農工大に留学していた学生に連絡をとって、シェアハウスで一緒に

生活させてもらいました。日本を離れて日本語が使えない環境で生活するのは初めて。日常の些細

なことがすべて刺激的で新鮮でした。また、シェアハウスを共有していた同じ大学の学生たちと交流

できたことも大きな収穫です。一人ひとり個性的で、私にはない考え方も持っていました。文化の違

いや国際協力のあり方について考える機会を持てたことも今回の留学の大きな成果の一つです。

今後も、ブラジルへ再度研究に行くつもりです。

研究活動のためにブラジルへ留学。人間的にも大きく視野が広がりました。

小畑　雄司 さん
農学府　国際環境農学専攻1年
私立近畿大学附属
和歌山高等学校出身
（2012年度留学）

姉妹校協定 世界各国の大学で学ぶチャンスがあります

海外派遣留学制度 グローバルな視点を養うことができる留学制度

スウェーデン
スウェーデン王立工科大学
ノルウェー
ノルウェー生命科学大学
イギリス
ブライトン大学
オランダ
エラスムス大学国際経営大学院
フランス
J.フーリエ グルノーブル第Ⅰ大学
ドイツ
アーヘン工科大学
ホーエンハイム大学
ボン大学
スイス
スイス・バイオインフォマティックス研究所
イタリア
ローマ大学
スペイン
オビエト大学
チェコ
チェコ工科大学
ポーランド
ポーランド日本情報工科大学
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ルーマニア
ティミショアラ工科大学
ロシア
パシフィック・ナショナル大学
モスクワ大学生物学部
ブルガリア
トラキア大学
カザフスタン
国立カザフ民族大学
ウズベキスタン
国立ウズベキスタン大学
アフガニスタン
カブール大学
サウジアラビア
キングアブドゥルアズィズ大学
トルコ
アンカラ大学
エジプト
ベンハー大学
ガーナ
ガーナ大学
インド
コルカタ大学
バングラデシュ
スタムフォード大学

ミャンマー
イエジン農業大学
タイ
チュラロンコン大学
カセサート大学
キングモンクット工科大学ラカバン校
マヒドン大学
泰日工業大学
チェンマイ大学
マハナコーン工科大学
ナレスアン大学
スラナリー工科大学
カンボジア
カンボジア工科大学
カンボジア王立農業大学
インドネシア
ボゴール農科大学
バンドン工科大学
ガジャマダ大学
ランプン大学
インドネシア技術評価応用庁
ベテランジョグジャカルタ大学
フィリピン
ビサヤ州立大学

マレーシア
マレーシア工科大学
ベトナム
カントー大学
フエ大学
ハノイ科学技術大学
ホーチミン市工科大学
ホーチミン市科学大学
ラオス
ラオス国立大学
中国
上海理工大学
浙江大学
北京林業大学
南京林業大学
華東理工大学
中国農業大学
雲南民族大学
東北林業大学
瀋陽農業大学
南京農業大学
東華大学
東北農業大学
貴州大学

北京郵電大学
大連理工大学
清華大学
中国計量学院
中国環境科学研究院
韓国
慶熙大学校
済州大学
日本
国連大学
アメリカ合衆国
ニューヨーク州立大学バッファロー校
パデュー大学   
ハワイ大学マノア校
カリフォルニア大学デービス校
ヒューストン大学
コーネル大学
メキシコ
チャピンゴ自治大学
ブラジル
パウリスタ総合大学
ヴィソーザ連合
ペルー
ラモリーナ国立農業大学
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　本学に在籍しながらの海外派遣留学には、夏季休業などを利用し

た各国への短期の研修プログラムや、3カ月から1年間の姉妹校への

短期派遣留学などがあります。上図にある世界各国約83の姉妹校で

ある大学や研究機関への交換留学に短期派遣留学する場合、農工

大に授業料等を支払っていれば、留学先に入学金や授業料を別途

支払う必要はありません（姉妹校でも一部授業料が必要な大学等も

Global Cafe （gCafe）
　Global Cafeは、本学に在籍する

400名ほどの留学生と日本人学生と

の交流の場として常設されていま

す。学生は、いつでも異文化交流が

できる環境の中で、英語力・コミュ

ニケーション力などを養うととも

に、日常生活において、疑似留学を

体験することができます。

　国際センターでは、国際化戦略、

国際交流に関する情報発信、諸外

国との教育研究活動の交流の支

援、さらには海外留学のための情

報提供や指導・相談、外国人留学生

のための日本語や日本語事情の教

育、生活指導・相談を行っています。

　世界各国から東京農工大学に

やってきた外国人留学生や研究者

のために、居住スペースと教育研究

上の交流の機会を提供するための

施設です。

あります） 。また、渡航費等の一部を助成する制度もあります。

　ぜひ、留学を通して異文化体験をすることで、世界に友人をつくる

とともに、グローバルな視点を養って、みなさんの将来へ役立ててく

ださい。また、本学には、世界各国から本学に留学している留学生

が、400名ほどいます。これらの留学生と交流することで、本学にいな

がら留学前に異文化体験を経験することができます。

知的好奇心の翼が世界へはばたく……
グローバルに広がる、農工大のネットワーク

Global
Campus
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募集しない

募集しない

入試情報
平成26年度募集人員（平成25年度入学試験実施日程（参考））

備考　①前期日程の募集人員には、帰国子女、社会人および私費外国人留学生入試の若干名を含みます。
　　　②ゼミナール入試、SAIL入試、推薦入試Ⅰおよび推薦入試Ⅱの合格者が、募集人員に満たなかった場合は、その欠員分は前期日程の募集人員に加えます。

〈入試に関する問い合わせ先〉　東京農工大学　学務部入試課入学試験係  〒183-8538 東京都府中市晴見町3-8-1  電話：042-367-5837、5544

生物生産学科

応用生物科学科

環境資源科学科

地域生態システム学科

共同獣医学科

学部計

生命工学科

応用分子化学科

有機材料化学科

化学システム工学科

機械システム工学科

物理システム工学科

電気電子工学科

情報工学科

学部計

　　　合計

学部 学科 入学定員（人）

57

71

61

76

35

300

77

46

41

35

116

56

88

62

521

821

38

47

40

50

25

200

48

28

24

20

80

33

54

35

322
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65

24

14
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144
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〃

〃

〃

〃

〃
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若干名

〃

〃

〃

若干名

〃

〃

〃

〃

若干名

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

前期 後期 推薦入試ⅠSAIL（AO入試）入試 推薦入試Ⅱゼミナール（AO入試）  帰国子女（工学部）  帰国子女（農学部） 社会人 私費外国人留学生

一般入試 特別入試

1/28～2/6 10/19～10/25 9/1～9/7

10/13・11/24 9/29・9/302/25 11/20 2/25・2/262/25・2/26 2/25・2/2611/20

11/1～11/5 1/18～1/24 1/18～1/2411/1～11/5 1/28～2/6

募集しない

募集しない

募集しない

募集しない

募集しない

募集しない

募集しない募集しない

募集しない

募集しない

選抜期日（平成25年度入試）

出願期間（平成25年度入試）

3/12

5

5

10

10

募集人員（人）

工
学
部

農
学
部

　昨年、京都大学の山中伸弥教授がノーベル賞を受賞されました。これ

は未来ある若い人たち、特に研究者を志す学生には勇気と希望を与

え、我々にとっても知の創造を担う研究･教育機関としてさらに邁進する

ための賦活剤となりました。山中教授の研究のように、科学技術は未来

へつながる社会の構築に大きく貢献するものです。山中教授より早くラ

スカー賞を受賞している遠藤章本学名誉教授が発見･開発したスタチ

ンは、コレステロール値を下げる薬のもととして今や全世界の高脂血症

患者の救いとなっています。もちろん山中教授や遠藤教授のように自ら

の研究で社会に貢献するのは簡単なことではありません。しかし決して

夢ではないのです。そして夢を実現するためには、環境はとても重要で

す。東京農工大学は、その最善の環境であり続けるため常に全力を尽く

しています。そこで大切にしているのが、挑戦･先取の気質と柔軟な対応

力です。

　東京農工大学は、良いと思ったことにはすぐに挑戦し積極的に導入し

ています。昨年は、グリーン･クリーン食料生産を支える実践科学の博士

課程教育を農工融合･5年一貫で推進するリーディング大学院プログラ

ムを全国に先駆けて導入することを決定しました。また学生を取り巻く

すべての環境が重要であるとの認識からペアレンツ･デーを開催し、ご

家族と大学が力を合わせて学生をサポートできるようにもしました。同

時に学生生活実態調査を定期的に行うことによって学生からの直接の

声に常に耳を傾け、必要に応じた取り組みを行ってより良い教育･研究

環境を整備するように心がけています。さらに将来国際的に活躍する人

材を育成するため、海外の大学･諸機関との連携や国際交流も積極的

に行っています。留学生との交流を目的に設置したGlobal Cafeもその

ための新たな挑戦の一つです。これらの特色は、柔軟な発想やチャレン

ジ精神として学生個人にも受け継がれ、社会に有用な人材であるため

に必要な課題解決に対する実践力を身に付けていきます。昨今の全国

的に厳しい就職状況の中でもなお本学がその優位性を保っているの

は、きめ細かく行われる進路指導に加えて、本学の風土の中で身に付け

たこの実践力のために他なりません。

　大学生活は人生にとって非常に重要な位置を占めるものです。これ

から大学に入る皆さんにも、ぜひそれぞれの夢へ挑み充実した有意義

な時間を過ごしていただきたいと思います。そのために、教職員一同、

学生一人ひとりに最適な大学をつくり、共に未来を創造する人材の育

成に力を尽くしていく所存です。

東京農工大学長  工学博士

Message from the President

郵便局
郵便局窓口での請求は、10月から開始となります。詳細は郵便局に
お問い合わせください。

東京農工大学生協（宅配）
インターネット、携帯電話・スマートフォンおよびFAXにてお申し込みください。
〈申込先〉
インターネット（パソコンの場合）フォームに必要事項を入力し、内容を確認の上、
送信してください。
インターネット　http://www.tuat-coop.jp/yoko/　FAX：042-352-7222
携帯電話・スマートフォン　http://www.tuat-coop.jp/gansyo/
対応する携帯電話・スマートフォンで読み取ることができます。
〈宅配に関する問い合わせ先〉
東京農工大学生協　電話：042-366-0762
（夏季休業日・年末年始・土日・祝日を除く10時～14時）

テレメール
電話（24時間コンピュータ音声応答ダイヤル）またはインターネットにより請求す
ることができます。
1.電話による場合
　①次の電話番号へダイヤルしてください。
　　IP電話　050-8601-0101　※IP電話：一般電話回線からの通話料金は日本全
　　国どこからでも3分毎に約11円です。
　②資料番号（6桁）をダイヤルしてください。
　　大学案内　562320　入学者選抜要項　582320
　　入学者選抜要項＋大学案内　562300　一般入試学生募集要項　582300

　　一般入試学生募集要項＋大学案内　542300
　　特別入試学生募集要項　582340　AO入試学生募集要項　581780
　　AO入試学生募集要項＋大学案内　582440　入試情報　547140
　③後はガイダンスに従って操作してください。送料は、資料に同封されている振
　　込用紙により振り込んでください。
2.インターネットによる場合
　（アクセスした場合は資料請求番号の入力は不要。）
　http://telemail.jp　パソコン、携帯電話各社ともアドレスは共通。
　携帯電話・スマートフォンで右記コードを読み取ることができます。

モバっちょ
携帯電話・スマートフォンまたはパソコンにより請求することができます。
〈申込方法〉
インターネットのみの利用となります。
http://djc-mb.jp/tuat/
パソコン、携帯電話各社・スマートフォンともアドレスは共通。
1.携帯電話・スマートフォンを利用する場合
　資料請求代金は、携帯電話・スマートフォンの通話料金と一緒にお支払いいた
　だけます。
　資料請求代金以外の料金は必要ありません（パケット通話料は除く）ので、メー
　ル便の場合、最も安く請求できます。
　携帯電話・スマートフォンの機種、携帯電話会社との契約内容によってはご利
　用いただけない場合があります。
　その場合は、コンビニ後払いを選択してください。
2.パソコンの場合
　資料請求代金は、クレジットカード払い、またはコンビニ後払いを選択できます。

入試関係資料について（予定）

郵便局
東京農工大学生協（宅配）
テレメール
モバっちょ

大学案内
6月上旬

入試情報
6月中旬

入学者選抜要項
7月下旬

AO入試学生募集要項
7月中旬

特別入試学生募集要項
8月下旬

一般入試学生募集要項
10月下旬
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http://www.tuat.ac.jp
東京農工大学ホームページ

　学部説明会・キャンパスツアー・体験教室・模擬授業

のほか、女子中高生のためのサマースクールなどイベ

ント情報また、申し込み方法をご確認いただけます。

農工大　入試関連イベント

　本学の歴史、教員・学生の活動や受賞、また中・高校

生を対象とした科学なんでも相談室や、各種入試関

連イベントについての情報などの内容を掲載してい

ます。

https://www.facebook.com/tuat.nokodai

農工大　facebook

　大学から毎月１回、学内ニュースやさまざまなお知

らせなどをお届けします。皆様のご登録をお待ちして

おります。

●登録方法
http://www.tuat.ac.jp/mail_magazine/index.html

農工大　メールマガジン

農工大　科学なんでも相談室

　ホームページ上に中高生

を対象とした「科学なんでも

相談室」を開設しています。

　科学なんでも相談室では、

どうなっているの？どうしてこ

うなるの？など、中高生から

寄せられた疑問・質問に対し、本学教員が専門知識を

活かして、参考となるイラスト、写真、ウェブサイトや資

料などを紹介しています。また、本学での研究などを交

え、わかりやすく丁寧に解説していますので、疑問・質

問の解決に合わせ、本学の研究室での研究内容なども

知ることができます。

●科学なんでも相談室ホームページアドレス
https://sites.google.com/a/science.med.tuat.ac.jp/www2/

意欲ある皆さんの
挑戦に期待しています。

1/18～1/24

本学携帯電話サイト（大学情報センター）アドレス
http://daigakujc.jp/tuat/　
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