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地球をまわそう。

農工大
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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。

今年、創基140周年を迎え、これまでの長い歴史と伝統を活かし、

今後も人類が直面している課題の解決に真摯に取り組んでいきます。

ランキングでみる東京農工大学の実績 （平成24事業年度）

教員当たりの共同研究
（中小企業）受入額

岐阜薬科大学

東京農工大学

東京理科大学

芝浦工業大学

東京大学

九州工業大学

東北大学

大阪府立大学

名古屋大学

九州大学

1
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4

5

6

7

8

9

10

教員当たりの民間企業との
共同研究受入額

名古屋工業大学

長岡技術科学大学

東京工業大学

京都大学

東京農工大学

東京大学

東北大学

大阪大学

九州大学

名古屋大学
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教員当たりの民間企業との
共同研究受入件数

名古屋工業大学

東京農工大学

九州工業大学
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岩手大学

三重大学

九州大学

東京大学

1
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共同研究
（中小企業対象）受入額

東京大学

東北大学

九州大学

東京理科大学

名古屋大学

大阪大学
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京都大学

東京農工大学

北海道大学

1
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4

5

6
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※文部科学省ホームページ『平成24年度  大学等における産学連携等実施状況について』（平成25年12月）をもとに計算
※教員数は各大学の平成24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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学長、卒業生がそれぞれの立場から語る
農工大の魅力・強み、人材育成

東京農工大学長

松永 是
工学博士

株式会社東京医療コンサルティング
代表取締役社長

尊田 京子氏
そん　だ　 きょう こ

東京農工大学農学部　1990年卒業

藤森工業株式会社
代表取締役会長

藤森 明彦氏
ふじ もり あき ひこ

東京農工大学工学部　1967年卒業

学長対談

学生時代を振り返って

学長　久しぶりの母校はいかがでしょう

か？ 懐かしさとともに、ご自身が学ばれて

いた当時のお話や現在のお仕事について

聞かせてください。

藤森　繊維学部から工学部になって2年目

で、キャンパスの周りは一面桑畑でした。馬

術部に所属していて、東京オリンピックの

馬術競技に参加する馬の管理を担当した

のも良い思い出です。

尊田　農学部を卒業して、医薬品研究職な

どを経て現在は医療系のコンサルティング

に携わっています。学生時代に所属してい

た土壌肥料学の研究室ではインドネシア

やガーナの留学生と一緒に研究をしてい

ました。身振り手振りでコミュニケーション

していましたが、学生時代にさまざまな人

と関わりを持てたことは、とてもいい経験

だったと思います。また、農学のベースはさ

まざまな分野に通じていることが卒業して

からわかりましたし、卒業後の選択肢がた

くさんあったように思います。

藤森　私は、大学を卒業後、経営工学を学

ぶため大学院に進学し、現在の包装資材

メーカーに就職しました。弊社は創立100

年の節目の年を迎え、食品・生活用包装

材、医薬・医療用包装材などのライフサイ

エンス事業、情報電子事業、建築資材事業

を手がけ、血栓形成能解析システムの開発

にも取り組んでいます。農工大も今年が創

基140周年という節目の年ですね。

学長　今年は大学創基140周年・同窓会

創立50周年を記念し、式典も予定されてい

ます。これまでの長い歴史と伝統を引き継

ぎ、農工大はその名の通り、農学と工学の

実学をベースにしたものづくりを中心に教

育環境を整え、社会で活躍できる人材を育

成してきました。研究室を中心とした学習

環境は、研究を深めていくだけでなく、さま

ざまな人間関係の構築にも関わっていま

す。それぞれの専門分野の最先端はもとよ

り、農と工の融合分野についても力を入れ

ています。環境やエネルギーなどの分野は

今や国のトッププライオリティになり、他大

学の方からは羨まし

がられるほどです。そ

うした現状に甘んじ

ることなく、『持続発

展可能な社会づく

り』のため、産学連携

の推進をエンジンと

してイノベーション

を引き起こす共同研

究と実社会で活躍す

る実学重視の人材養

成を進めています。

今、求められるものは

学長　日本はものづくりを基幹に発展をし

てきました。しかし、現在、アジア諸国の発

展はめざましいものがあります。そうした

中、ものづくりにおける日本の優位性を保

つには、産官学が手を組まないといけない

でしょう。

尊田　産官学の連携はグローバル化にも

密接に関わっています。学際的なバック

アップは海外進出のエンジンにも動機にも

なり得ます。実際医療や福祉の分野ではグ

ローバル推進の大きな力になっています。

学長　そうした情勢下で、企業のトップとし

てどんな人材が必要とお考えですか？

藤森　変化が激しい中で、自分も成長で

きる人です。一人ひとりに最適な職場環境

というのは現実的に難しいですが、したたか

に生きられる人に入社してもらいたいですね。

尊田　仕事を通して感じるのは、スピード

感と探求心です。仕事についての研鑽を継

続することは、社会の変化に対応できる力

になります。また、農工大でのものづくりの

経験があったからこそ、どのような状況でも

自分の中に新しいことを始める力があると

確信できたのだと思います。

藤森　今の学生には自分の研究の枠にと

らわれることなく、新たなチャンスに貪欲に

向かっていってほしい。そのために、企業、

大学ともにインターンシップの活用など改

善の余地はまだあるのではないでしょうか。

学長　インターンシップは実社会を知る良

い機会ですから、有効活用する方法はまだ

ありますね。例えば農学と民間活力を連携

させて新たな種としていくことや、企業出身

の工学部の教員を中心に産業界との連携

を深め広げていくこともできるでしょう。

“世界を視野に”の風が吹き始めた

学長　農工大は大学院教育に力を入れて

いる大学でもあり、学部から博士後期課程

まで進めば最長9年在学することになりま

す。そのスパンで国際的に通用する人材を

育てる“9年一貫教育”の取り組みが次々と

始まっています。学部の4年間で実用的な

英語能力のレベルを上げ、海外へ行く経験

をし、大学院では能動的な学習とその成果

の発表や国際共同研究などを経験します。

派遣予定の学生が受け入れ学生のケアに

あたることで良好な関係を築けるシステム

も組み込まれています。また、文部科学省

「博士課程教育リーディングプログラム」で

は、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の養成を目的

としたリーディング大学院も2013年から始

まっています。「大学の世界展開力強化事

業」では「ASEAN発、環境に配慮した食料

供給・技術革新・地域づくりを担う次世代人

材養成」が採択されました。

尊田　ASEANでは2015年に経済統合が

予定されていますね。東南アジア全体で進

められているアジアハイウェイにしても、現

地の人のパワーを強く感じます。それに呼

応して日本から打って出ようという人が必

要ですし、ASEAN諸国からの日本への期待

は大きなものがあります。

藤森　一方で、トルコでは中韓の進出はめ

ざましいものがあり、日本はやや出遅れて

いるという印象です。日本の“失われた20

年*”の影響もあるのではないでしょうか。

学長　国全体が内に目を向けすぎて、欧

米などへ留学する学生も減っていました。

ところが、世界展開力強化事業でASEAN諸

国に短期研修に行くメンバーを募集したと

ころ、多くの学生が手を挙げてくれました。

学生の考えも変わりつつあり、その風も感

じているのではないでしょうか。

藤森　タイとマレーシアに工場があります

が、向こうは多民族国家で、1つの視点だけ

では物事は上手く運ばないというケースを

数多く見ています。専門領域を持ったグ

ローバルな視点は重要でしょう。

学長　社会が求める人材を育成するの

は大学の使命です。新しい価値・イノベー

ションを創造するためには、育てるだけで

はダメ。実学を多様にかつ実践的に学べる

場、グローバルを志向する環境、人的リ

ソースの充実……スピード感と価値観が

共有できる“学生が伸びる環境”をさらに拡

充していきたいと思います。

農学と工学を学びの中心に、それらの複合領域、関連領域にまで及ぶのが東京農工大学の学びです。

社会ニーズへの呼応はもちろん、さらにその先を見越した最先端領域にチャレンジ精神をもって進むのも特色といえます。

そうした“農工大スピリット”がどう育まれていくのか、また、人が育つ環境をどのように整えていくのか。

卒業生の思いや経験、学長の期待や決意には、あすの世界を担うみなさんへのメッセージが込められています。

＊バブル景気が終わった1991年から約20年以上に
　わたり日本経済が低迷した期間
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　農工大にはフィールドミュージアム（FM）といわれる農地や里山、

山林がたくさんあります。その中で水田のあるFM本町と府中キャン

パスにある「室温25℃、湿度60％の温室」が私たちの研究拠点で

す。冬の温室中にはポットに植えられた稲が約3000個体あります。

目的は米の増産の研究。稲の稈（かん＝稲などの茎のこと）を強く

し、光合成の能力を上げて収穫量を増やすのです。こうした試みは

以前から行われてきました。20世紀後半には化学肥料の使用を増

やし穂を大きくする方法が採られました。穂が大きくなっても稈が

そのままでは穂の重さに負けて折れ曲がってしまいます。そこでこ

れまでは、稈を短くして対処してきました。しかし、それでは稲自体

が小さくなってしまい、収量にも限りが出てしまいます。そこで、稈を

太くして強度を保つことが求められるのです。そうすることで、収穫

シーズンを前に台風などの強風によって倒されてしまうことも減ら

日本の農業は後継者不足が叫ばれて久しいのですが、日本の主食である米は食卓に欠かせないもので、その作り手はとても重要です。そうした現状において、農学部

出身者の使命は、農家が持っている“経験から得た知識・技術”をいかに体系化するかです。春の田植えは慣例行事で、研究室のメンバー全員で助け合いながら行っ

ています。育成は1年がかりで、しかもフィールドミュージアム本町の水田農場は、自然環境に左右されてしまうため、長いスパンでの研究となることが多くあります。

「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。

1987年東京農工大学農学部農学科卒業、1989年東京農工大学農学研究科修士課程修了。1994年博士（農学）
を取得し、1999年より助教授（2007年から准教授）として教育・研究にあたっている。その間、名古屋大学農学
部での内地研究、アフリカ稲研究所でのネリカ稲改良に関する短期在外研究、ドイツ・マックスプランク研究所
植物分子生理学部門での光合成に関する長期在外研究など、国内外を問わず各地で幅広く研究に携わった。

日本および世界の食料生産向上をめざした
米の収穫を増やす研究

農学部 生物生産学科 大川　泰一郎 准教授

Profile

先生の研究を教えてください

せる品種となります。稈を太くするには細胞内のDNAを調べ、どの

染色体の領域に稈の成長に関与する遺伝子があるか（DNAマー

カー）を突き止めなければなりません。

　一方の光合成の能力については、二酸化炭素（CO2）の吸収速度

を測定し、葉面積あたりの吸収速度を上げる研究を進めています。

光合成の能力があげられれば、稲のバイオマス生産が増加し、お米

の収穫量を増やすことにつながります。今後はそれぞれの研究をさ

らに進めながら、そこで得られた成果を統合し、食味がよくたくさん

収穫できる食用品種の開発、飼料やバイオマスエネルギー用の品

種の開発などにつなげるなど、日本の食、エネルギーを支える研

究、アジアや世界の食料増産のための作物改良の研究を続けてい

きたいと考えています。

　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

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。

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

先生の研究を教えてください
工学部
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生態系の頂点に位置する食肉目動物に注目し
生態学の研究から保全技術の開発をめざす

　東京農工大における野生動物関連の教育研究の歴史は古く、日本

の大学では初となる自然保護に取り組む研究は1966年からスタート

しています。食肉目動物保護学研究室では、主に野生哺乳類の保護

について取り組むことを目的としています。具体的には、人間による

過剰な利用や外来生物等による生物間相互作用の破壊を原因とし

た「在来種の絶滅の防止」、人間の活動を原因とした「生息地破壊の

防止と改善策」、それぞれの研究おいて考案された「保全策を持続的

に維持するための人間社会のあり方の提言および実践」です。研究

の対象としている食肉目動物は、生態系の最上位捕食者（アンブレ

ラ）であり、なおかつ保全活動推進の象徴種となり得えます。この食

肉目動物の研究は、生態系全体の理解や実践的な保護策の提言な

ど基礎研究と保全に関してさまざまなポテンシャルを備えています

が、日本でその生態を研究している研究機関はごくわずかです。

　アジア地域はイタチ科の大部分の種分化の起源とされています

が、基礎生態において未解明の部分が多数あります。それは、繁殖期

などの基礎情報が少なく、保全の具体的な施策をすぐに設計できな

いとも言えます。当研究室では、そうした生態が解明されていない動

物の基礎生態を明らかにするための調査とその種の進化の方向性

の考察を保全調査と並行して行っています。

　また、都市部の動物については、東京の中心部など開発によって

分布が退行した地域に野生動物が戻ってきているケースが増えてい

ます。そこで、タヌキやアナグマなどの採食生態、社会構造、生態密度

を調査し、生態系の維持における都市緑地の役割について考察し、

地域住民と野生動物の共存についてさまざまな提言をしていきま

す。自然や野生動物を相手に「予測不可能な問題」を解決するルール

や法則を見つけ出すワクワク感を味わいませんか？

　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

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

研究室のモットーは「まずは自分で現地へ赴き、自分なりの感性で動物と生息地の特徴を把握すること」。多い人では年間200日くらいはフィールドワークに出ていま

す。そのための事前の準備と現地でのコミュニケーション力、現場で得たデータを他の人がわかるようにプレゼンテーションするスキルなども調査・研究を通して身に

つけてもらいます。また、客観的な学術データの収集のための人間関係の構築なども、フィールドワークを通じて実践してもらっています。

1985年麻布大学獣医学部環境畜産学科卒業、1992年東京農工大学大学院農学研究科環境保護学専攻修士
課程修了、1998年同大学院連合農学研究科資源・環境学専攻博士課程単位取得満期退学。ニホンアナグマの
生態を日本で初めて明らかにし博士学位を取得。トヨタ財団、国土交通省国土技術政策研究所、英国オックス
フォード大学の研究員などを経て、2009年より東京農工大学大学院農学研究院准教授。

農学部 地域生態システム学科 金子　弥生 准教授

Profile

先生の研究を教えてください
農学部

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。

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

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。
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　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

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。

　伴侶動物として人のそばで暮らすイヌ・ネコを研究の対象として、

難病疾患に対する新しい治療法の開発や病態解明に努めていま

す。その中でも主に不整脈や各臓器の超音波診断法について研究

を行っています。現在、不整脈については解明されていない事柄が

多く存在しており、一般的にそれらに対する基礎研究はマウスや

ラットなどのげっ歯類が用いられています。しかしながら、そこから

得られた結果をそのままイヌ・ネコに臨床応用できないケースが多

いのが実情です。これらの研究において、常に動物への負担を軽減

できる治療法の開発を第一とし、ヒトへの臨床応用もまた念頭にお

いています。

　研究はすべて臨床に直結するもの、結果が応用できるものでな

ければ“研究のための研究”で終わってしまいます。ですから、私た

ちが研究から得た結果は、全国の獣医師そして動物のためになれ

臨床と研究のリンクを見据えながら
動物の難治疾患に対する治療法の開発とヒトへの応用を模索

ばという気持ちをもとに、進んで公表しています。私は大学卒業後

に臨床医として動物病院に勤務していました。そのときに、“日常的

に当たり前と思っていた出来事が数年後学会で新発見として発表

される”ことが多くありました。また、疾患の新しい治療法が臨床現

場から偶発的に発見されるということもあります。例えば、皮膚疾患

に良いという理由で、魚脂から得られたEPA（エイコサペンタエン

酸）やDHA（ドコサヘキサエン酸）を含有している健康補助食品を、

老齢のイヌに与えたところ、皮膚症状のみでなく痴呆症状も改善し

ました。これは、脳の血管の目詰りが解消されたことが大きな理由

でした。このように臨床例から研究へという一般的なパターンとは

逆のケースも多く存在します。これからも“臨床とのリンク”をめざし

た研究を行っていきます。

臨床1年目にどんな獣医師になりたいかと問われ「臨床と基礎研究を並行して行いつつ、胸部外科ができるようになりたい」と答えたところ、「日本ではできない」と言

われました。それから15年ほど経った今、実現できています。学生への指導においては、信念を持つことの大切さを教えています。また、獣医をめざすものであれば、

知識・技術だけでなく、動物のために親身になり、飼い主の心情をくみとりそのケアを行える “気遣いと心遣い”も備えてほしいと思います。

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。

日本獣医畜産大学獣医畜産学部獣医学科を卒業後、小動物専門の動物病院に5年間勤務。その後、日本獣医
生命科学大学獣医生命科学研究科獣医学専攻を修了。2007年、本学共生科学技術研究院動物生命科学部門
獣医外科学研究室に助教として着任し、同講師を経て、2013年より准教授。授業・研究と並行して、東京農工大
学動物医療センターで循環器科・外科を担当し、日々臨床の現場に立っている。

農学部 共同獣医学科 福島　隆治 准教授

Profile

先生の研究を教えてください
農学部

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

先生の研究を教えてください
工学部
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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3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
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
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

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26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3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26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
農林水産省、国税庁、静岡県、その他地方公務員など
（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

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。

　環境保護学の分野では、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。

　資源物質科学の分野では、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3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26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
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
（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

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

※2015年に科目に一部変更が生じる可能性もあります。
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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

診断・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

業論文を作成します。6年間で必要な単位を取得

し、獣医師国家試験に臨みます。各研究室では国際

的にレベルの高い研究を行っており、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4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　

獣医微生物学　獣医衛生学　獣医公衆衛生学　獣医伝染病学　獣医毒性学

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

獣医臨床繁殖学　獣医臨床腫瘍学　比較動物医学

主な就職先
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
全国の動物病院、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）、Meiji Seikaファルマ（株）、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）、帝人ファーマ（株）、日本中央競馬会、PPQC研究
所、（一財）残留農薬研究所など

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

がる生態系や生産・社会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、劣化し

た環境の修復と再生、生態系と資源の保全・管理・

活用、持続可能な食料・農林業生産、それらを支え

る社会のあり方などのテーマを深めつつ、野生動

物や自然植生、森林・緑地・農地、農林業や農山村

文化の新しい役割、人間と自然の調和を地域から

地球的スケールで考えることのできる人材を育て

ていきます。

　自然・応用科学から人文・社会科学にわたる

様々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は

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3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26年度情報）

主な就職先
農林水産省、環境省、国土交通省、林野庁、東京都、神奈川県、山梨県、その
他地方公務員など
王子木材緑化（株）、（株）日比谷アメニス、日本農薬（株）、三菱農機（株）、雪
印メグミルク（株）、（株）モンベル、ヤンマーアグリジャパン（株）、第一航業
（株）パシフィックコンサルタンツ（株）、鹿島建設（株）、三菱林業クレスト
（株）、三井ホーム（株）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26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
毒性学／毒性学実習

〈応用獣医学科目〉
公衆衛生実践実習

〈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
動物病理学各論A（主要臓器）
〈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
動物衛生学
動物衛生学実習／野生動物学

〈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
〈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
動物行動治療学
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

※2015年に科目に一部変更が生じる可能性もあります。
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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3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　分子生命化学　生命有機化学

生命環境工学

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26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。

入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）
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

4年次

3年次

2年次

1年次

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

工学部

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。

工学部長

大野　弘幸 教授

THE FACULTY OF ENGINEERING
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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

の開拓などであり、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

できる人材の育成に向けて、化学を中心に材料物

性の理解に必要な物理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・開拓

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3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
有機・高分子物理化学　有機・高分子素材化学　有機・高分子物性化学

有機・高分子光電子材料　バイオ高分子材料　超分子・分子集積構造材料

有機材料数理　有機・高分子材料開発　材料健康科学

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26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3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26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
インターンシップ

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4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26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、製品やシステムの

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3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　異相界面工学　物質分離工学　反応工学

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　車両システム工学　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　メカノフォトニクス　メカノビジネス　宇宙工学
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26年度情報）

※2年後学期から各コースに分散。
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　インターネット時代では、スマートフォンやタブ

レット端末など新しい技術がつぎつぎに創出さ

れ、私たちの生活はどんどん便利になり世界はよ

り身近になってきています。このようなイノベー

ションを創出するもとになるのがエレクトロニクス

技術です。

　電気電子工学科では、現代技術の基盤となるエ

レクトロニクス技術について基礎から最先端まで

学び、次世代のＩＴ技術、新エネルギー技術、医

用・バイオ技術などについて研究することができ

ます。本学科では電気、電子、光、通信、コンピュー

タなどの幅広い領域を対象に、ハードからソフト

までが身につく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、電子デバイス、電磁気学、通信

工学、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、電子デバイ

ス、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、医用画像処理、信号処理、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

イノベーションを創出する最先端エレクトロニクス

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4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4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

高次機能工学　磁気物性工学　複雑流体工学　超伝導工学　

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

基礎電子工学　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　電磁波工学

医用情報工学　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26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26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3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　メディア対話工学　仮想環境創造工学

自然言語情報学　生体モデル知覚システム学

数理情報学　アルゴリズム工学　人工知能工学　コンピュータシステム工学　

システム情報学　認識制御工学　情報ネットワーク工学　先端基盤ソフトウェア学

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26年度情報）
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17,000円
区分 授業料

平成26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　学生総合支援課　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3

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
（写真はFM府中・畑の広さ約15万㎡）

●学術研究支援総合センター（遺伝子実験施設）8

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5

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6

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9

18●乳牛舎13

18●馬術施設10

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、焼酎など周辺の住民の
方々にも人気商品です。

18●農工夢市場7

18●農学部本館1 18●中庭2

18●学生寮（楓寮）11

●先進植物工場研究施設12

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4

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

中庭

馬術施設

1110

9

13

3

2

5

4 6

農工夢市場

71

9

8

12

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：森林集水域を持つ里山

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。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。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。

7
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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、中央線からも臨むことができ、
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

中庭

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9

●学術研究支援総合センター（機器分析施設）4

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。

1

9

7

2

3

4

6
5

8

11

10

　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。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

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。

●140周年記念会館8

●ものづくり創造工学センター5

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。

●次世代キャパシタ研究センター3
●科学博物館1

玉川上水 キャンパス内桜並木

●学生寮（欅寮）11

●中庭7

●学生寮（桜寮）10

●新1号館6
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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　（2013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24年度卒業生　男子 183名 、女子 146名

公務員（技術系）に強い農学部

64人

80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
5.1％

（平成25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

56.2％ 32.9％ 10.9％

その他の業種 2.9％

69.2％ 24.1％

平成23年

平成22年

23人

40人平成24年 13人

23人

年度 地方公務員 国家公務員

農業・林業 2.1％
医療・福祉 0.8％

教育 2.9％

建設業 2.5％
食品等製造業
3.1％

輸送用機械等
製造業 5.8％

サービス業
4.6％

建設業 1.0％
公務員 2.6％

10.9％33.3％55.8％

77.0％ 18.0％

16.8％78.6％

化学工業、
石油製品等
製造業 17.3％

はん用、
生産用機械等
製造業 5.3％

電気・情報
通信機械等
製造業 18.5％

電子部品・
デバイス等
製造業 11.3％

33.2％55.9％ 10.9％

情報通信業 5.9％

化学工業、石油製品等  　　　
製造業 5.0％

卸売・小売業 8.4％

平成24年度卒業生　男子 501名 、女子 104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

6.7％

4.6％

5.0％

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。

食品等製造業
19.3％

その他の製造業
15.5％

学術研究、
専門・技術サービス業

18.0％

公務員 16.7％

その他の
製造業 10.3％

情報通信業
15.1％

33 34



国際ネットワーク

　本学は、アジア56校を筆頭に、世界各国約99の大学・研究機関

（2014年3月31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（姉妹校でも

一部授業料が必要な大学等もあります）。

　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

グローバルキャンパス

派遣留学プログラムなどがあります。

　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、世界各国から留学している学生が、

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

がらグローバルな環境で学ぶことができます。

Student’s Message

国際センター
　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2年
私立近畿大学附属
和歌山高等学校出身
（2012年度留学）

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
オックスフォード大学
フランス

J.フーリエ グルノーブル第Ⅰ大学
モンペリエ大学第1校
ドイツ

アーヘン工科大学
ホーエンハイム大学
ボン大学
シュタインバイス大学
ミュンヘン工科大学
スイス

スイス・バイオインフォマティクス研究所
イタリア

ローマ大学
ミラノ大学
スペイン

オビエド大学
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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8
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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
モスクワ大学土壌学部
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
ウクライナ

キエフ工科大学
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
ネパール

農林大学

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
キングモンクット工科大学トンブリ校
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
マレーシア・プトラ大学
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
ホーチミン市国際大学
バックマー国立公園
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
上海交通大学機械工学院
蘇州大学
韓国

慶熙大学校
済州大学
台湾

台湾工業技術研究院
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
ニューヨーク市立大学ハンター校
カリフォルニア大学リバーサイド校
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
ヴィソーザ連邦大学
ペルー

ラ・モリーナ国立農業大学
国際連合食糧農業機関
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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。

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

　「大学の世界展開力強化事業」とは、国際的な枠組みでの高等教

育を日本で実現するための支援事業として文部科学省が新たにス

タートした取り組みです。本学は、茨城大学、首都大学東京と協働し

て、それぞれの強みを活かした質の高い教育プログラムとシステム

を構築し、ASEAN諸国の大学とともに学生の受入と派遣の両面で

実施します。

　農学と工学を教育の柱とする本学では、「美しい地球維持のため

の使命指向型教育研究」の実行をめざし、環境保全・経済発展にお

ける課題解決に向けた人材の育成を行います。

　設置されるコースは「先端環境農学・食料技術コース」「環境指向

技術革新工学コース」の2つ。大学での4年間を通じて英語力の強化

を図りながら、ASEANの歴史や文化、社会・経済環境の理解を深め

ます。さらに、短期間の海外研修、半年間の海外留学などを経験し、

ASEAN諸国で生じているさまざまな課題を解決するための幅広い

知識・教養と国際的に通用する専門分野の知見を備え、自発的に課

題解決に取り組む人材を育成します。海外からの留学生の学習・日

常生活全般をサポートするのは、派遣を予定している日本人学生で

す。この「バディ制度」では、自身が現地の大学に留学した際には同

様のサポートを受けることになり、長いスパンを通して共に過ごす

ことで友好の輪を広げるばかりか、プログラム終了後も情報交換を

行うネットワークが継続するなどのメリットがあります。

　さらに、コースの学びを終え大学院に進学した後、国内の連携大

学に再度1年程度留学し、ダブルディグリーの取得を可能とする

コースも設置されます。

2013年度 文部科学省「大学の世界展開力強化事業」採択
「ASEAN発、環境に配慮した食料供給・技術革新・地域づくりを担う次世代人材養成」

Global
Campus

　ASEAN諸国は経済的に発展してい
る真っ直中にあり、日本の企業も数
多く参入しています。当然、経済活動
だけでなく製品の生産などでも密接

な関係にあります。科学技術立国である日本とASEANの
技術の融合はどちらにとってもメリットがあり、環境に配
慮した経済発展を達成するという課題も共通しています。
　このプログラムでは、英語での授業を実施するため一
定レベルの英語力を必要としますが、そのためのトレー
ニングの場も用意されていますし、何より、外国人留学生
と交流を深める刺激的な学習環境は、世界を舞台に活躍
する人材への大きなステップになるはずです。

東京農工大学　農学部
岡山 隆之　教授

ダブルディグリーコースへの進学を促進

短期間（2週間程度）の海外研修を実施
（プレサマープログラム）

英語力強化や、留学生との交流プロ
グラムを実施
ASEANの歴史・文化、社会・経済環境
への理解

ASEANの大学への1セメスター
（約半年間）の留学
（マレーシア、インドネシア、タイの理工系大学）
（３年次後期～４年次前期に実施）

大学院

3～4年次

2年次

1年次
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　生体材料を研究する村上研究室に入りたい、それが

農工大を選んだ理由でした。そのときすでに大学院進

学も決めていました。学部での4年間は授業、サーク

ル、アルバイトなど自由に使える時間がありましたが、

大学院では研究に没頭する毎日。生活スタイルの変化

は、先輩たちの時間の使い方や動きを見て徐々に慣

れていくようにしました。大学院での研究のいいところ

は、自由な発想でさまざまな実験にトライできること。

研究の成果を、「人の笑顔につながるものづくり」につ

なげ、生活を豊かにすることが今後の目標です。

　学部生のころは受け身で学ぶ機会

を待っていた感じでしたが、大学院で

は学びたいことを主体的に学んでいる

実感がします。また、専門分野以外のこ

とも横断的に学べ、視野も広げられま

した。私が大学院進学を決めたのは、

大学3年次進級の直前に遭った東日本

大震災がきっかけでした。巨大地震で

困っている人が大勢いるのに何もでき

ない自分の無力さを痛感し、“科学で

人を救えるようもっと学びを深めよう”

と思ったからです。現在は、フィジーで

のインターンシップを経験し、世界の

環境問題に大いに関心があります。

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……
　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。

Student’s Message テーマを自ら決め、実験に没頭する毎日
どんなことにもトライできる環境です
藤平　真里那 さん
工学府　応用化学専攻2年
私立品川女子学院高等部出身
（東京農工大学工学部卒業）

　「自ら問題提起し、それを合理的に解決

し社会に貢献する」「現在の研究分野にと

らわれず幅広い視点を持つ」という2つの

能力は、将来どんな道を選んだとしても、

必要であると感じていました。リーディン

グ大学院では何をどう学ぶかを自分自身

で設定でき、そうした実践的な環境の中

で能力を試し、磨いていきたいと思ったの

が進学を決めた理由です。目標やその実

現に向けたアプローチなど「これでいいの

か？」を自分に問いかける毎日ですが、そ

のぶん自分と向き合う時間が増え、将来や

夢について考えるようになりました。

これでいいのかを常に問う環境だから
問題解決力と幅広い視点が身につけられます
若松　弘起 さん
農学府　応用生命化学専攻2年
（リーディング大学院プログラム2年）
私立攻玉社高等学校出身
（東京農工大学農学部卒業）
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渡井　千絵 さん
農学府　物質循環環境科学専攻2年
私立フェリス女学院高等学校出身
（東京農工大学農学部卒業）

　 “修士卒のほうが就職に有利”と思い、

大学入学時から進学を決めていました

が、4年次に研究室に配属され、考えは

大きく変わりました。知的好奇心が刺激

され、博士後期課程まで進みたい気持

ちがわいてきたのです。現在、専攻の学

びと並行してリーディングプログラムも

受講しており、プログラム独自科目の海

外研修や研究室ローテーションに取り

組みながら、どんな新しい研究をしよう

かと、時間を見つけては想像を膨らませ

ています。将来は、化学業界から世界に

誇れる日本の技術力を示していけるよう

な人材になりたいです。

宮﨑　駿人 さん
生物システム応用科学府
生物システム応用科学専攻2年
（リーディング大学院プログラム2年）
私立芝高等学校出身
（東京農工大学工学部卒業）

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

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 博士後期課程

産業技術専攻

専門職学位課程

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

実践科学リーディング大学院
5年一貫博士教育プログラム

　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
ための大学院教育（5年一貫博士教育プログラム）です。
　「実学（実践科学）」の代表分野である農学および工学の融合を基盤

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

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

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

とし、さらに、イノベーション創出力・国際展開力・人間力を具備したリー
ダーの養成を目的とし、世界のイノベーション機関との連携を発展さ
せ、実践力を養う5年一貫の教育プログラムを展開します。「食」に関する
地球規模での究極的な課題に挑戦し、食の生産性やエネルギー依存形
態を変革する「構想力」と「実践力」を備えた国際的なリーダーを養成し
ます。
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卒業生

工学部繊維高分子工学科　1984年卒業
工学府繊維高分子工学専攻　1986年修了

斉藤　一夫 さん
日清紡ホールディングス株式会社
キャパシタ事業部　事業部長

　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。

　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。

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

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

　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。

　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。

　繊維高分子工学を学ぼうと思ったきっかけは、自分の頑張り次第

で一番になれる可能性があると感じたからでした。蓄電の分野を

選んだのは、授業で高分子の実際の応用例を目の当たりにしたこ

とから。研究室では、研究内容だけでなくプロセスも教えていただ

けたと思います。考えることも重要ですが、行動に移すことも大切

で、実験での試行錯誤から見えてくることがたくさんあります。さら

に、それを机上の研究とするのではなく、わかりやすいもので試作

し、現物を見せてプレゼンテーションすることも学生時代に学び得

たことでしょう。日清紡ホールディングスに入社してからもそのスタ

ンスは変わりません。現在はキャパシタ事業部に所属し、電気二重

層現象を応用した蓄電システムの製品化、事業化に向けた開発・

研究に携わっています。自動車を中心に電動化、ハイブリッド化は、

この先5年くらいがとても重要な分野です。産みの苦しみはありま

すが、ユーザーに認められる喜びと事業として成長させられる面白

さを感じながら研究を続けていきます。

　医療・福祉に役立つ物理の活用方法を模索しようと物理システム工

学科に入学し、 研究室では、レーザー光を用いた生体顕微鏡の開発に

携わりました。この顕微鏡は、がん細胞などを生きたままの状態で観察

できるものです。この研究を通して、医療機器が多くの命を救う手助け

になること、「研究を世の中に役立てたい」という思いが私の原動力で

あることに気付き、現職を志しました。 

　現在は、手術で使われる光学内視鏡の開発に携わり、先端のレンズ

設計などを担当しています。開発や工場など様々な立場の人たちと関

わるため、物事を論理的に考え的確に伝える力が求められます。この力

の素地は研究室での指導で培われたと感じています。また、医療機器

は人命に関わるので“失敗が許されない”プレッシャーもありますが、学

生時代と変わらぬ原動力が私を支えています。今後の目標は、治療の

幅を更に広げられる製品を開発し、いつか「自宅で使える内視鏡」をつ

くることです。目標を持って前に進めているのは、農工大ののどかな雰

囲気の中で、やりたいことにじっくり向き合えたからこそだと思います。

目に見える形にしてプレゼンする
研究のスタンスも農工大で養われました

工学部物理システム工学科　2008年卒業
工学府物理システム工学専攻　2010年修了

芦沢　さや歌 さん
オリンパスメディカルシステムズ株式会社
第1開発本部 光学開発部　主任

“研究を広く世の中に役立てたい”
という思いが私を支え続けています

　30年近い社会人キャリアを
有する卒業生だが、応用化学
専攻博士後期課程で学ぶ現役
でもある。「どこでどんな研究を
したか」を重視し、母校を再度
の学びの場として選んだ。技術
者としての誇りと挑戦のマイン
ドが常に心にある証といえる。

　在学中は管弦楽団に所属
し、学部の枠を越えた仲間と奏
でる楽しさを享受した。担当し
たヴァイオリンは、入学してか
ら始めたのだが、「それまで
習っていたピアノとは違う楽器
をやってみたい」という好奇心
からだったそうだ。

農学部 工学部
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入試情報
平成27年度募集人員（平成26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。
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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
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　国立大学法人東京農工大学は、今年で創基140周年を迎え

ました。これまで培ってきた長い歴史と伝統を引き継ぎ、農学と

工学を中心にしてその融合分野を含めた教育研究の更なる充

実を図ってきました。その基本理念は『持続的発展社会の実現

を目指した使命指向型の教育研究』です。簡単に言えば、人類

がこの地球の自然環境と共存し、共に発展してより良い未来を

子孫へ引き継いでいくための研究を進めると同時に、そうした

研究を牽引する人材を育成する、ということになります。本学で

はそのような国際的に活躍する人材育成に積極的に取り組ん

でおり、90を超える姉妹校協定や世界各国からの数多くの留

学生の受け入れと同時に、日本人学生が学部・修士・博士課程

の様々な機会に短期又は長期の留学ができるよう制度を整え

てまいりました。特に大学院生に対しては、大学院在学中もしく

は修了後に一度は海外で学び、それぞれの研究の場を世界に

広げて国際的リーダーシップをとる研究者となる基礎を培うた

めの指導・支援に力を入れています。海外経験によって言語の

習得だけでなく国際的感覚や多角的視野、議論の組み立て等

今後一層進む国際化社会において自己表現と協調をバランス

よく行うメンタリティーを身に付けるためですが、これらはもち

ろん総合的な人間力として将来的にどのような進路に進んでも

役立つものであると信じています。

　その他、現在推進している農工融合によるリーディング大学

院という5年一貫の大学院教育によってイノベーションリー

ダーとなる博士人材を企業に送り込む事業や若手教員のため 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、11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〉
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・スマートフォン　http://www.univcoop.jp/tuat
FAX：042-352-7222
〈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資料請求番号（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。料金はお届けする資料に同封の
　　支払い方法に従ってお支払いください。
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。
お急ぎの方は宅急便のご利用もできます。
〈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/tuat2/
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。
携帯電話・スマートフォンから請求すると、月々の通話料金と一緒にお支払いいた
だけます。
クレジットカード払い、コンビニ後払いも選択できます。
資料請求代金に加えて、携帯払い、クレジットカード払いは50円、コンビニ後払い
は126円の支払い手数料が別途必要です。
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携帯払
いがご利用いただけない場合があります。

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月中旬

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

　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/examinee/mail_magazine/

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/

皆さんの夢の実現を、未来への挑戦を応援します

1/17～1/23

　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

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/　

のテニュアトラック制度、女性及び

外国人教員の積極的雇用、支援

に加えて、グローバルイノベーショ

ン拠点の設置など、常に進取果敢

をモットーに他大学に先駆けて新

しい取り組みに挑んでいます。また研究機関や多種多様な企業

との活発な連携を通して、社会のニーズにより敏感に適応した

質の高いイノベーション研究を推進すると同時に、本学で学ぶ

学生たちが社会で即戦力として活躍できる素地を培う環境を

作っています。そしてこうした柔軟なチャレンジ精神そのものが

在籍する教職員・学生全員に浸透し、それぞれの将来を育む原

動力となっている、それが東京農工大学という大学です。

　大学生活はこれまでの生活とは異なります。より自主性が重

んじられ、無為に過ごすのも有意義に過ごすのも自分の意思次

第となります。大学という新しい環境の中で、新しい出会いがあ

り、そして新たな発見をするでしょう。夢を追いかければ必ず困

難がありますが、乗り越えた喜びは何ものにも替え難いもので

す。それをぜひ感じていただきたく、我々は日々学生に真摯に

向き合い、共に歩んでいます。地球の未来に貢献したいという

熱意を持った皆さん、東京農工大学は皆さんの夢の実現を、未

来への挑戦を応援します。　
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JR中央線「東小金井駅」下車、徒歩約10分。
JR中央線「武蔵小金井駅」下車、徒歩約20分。

小金井キャンパス

JR中央線「国分寺駅」下車、南口2番乗場から
「府中駅行バス（明星学苑経由）」約10分「晴見町」バス停下車。
京王線「府中駅」下車、北口バスターミナル2番乗場から
「国分寺駅南口行バス（明星学苑経由）」約7分「晴見町」バス停下車。
JR武蔵野線「北府中駅」下車、徒歩約12分。

東京都小金井市中町2-24-16

府中キャンパス
東京都府中市幸町3-5-8

都心から　　　　分圏内。
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地球をまわそう。
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