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博士（学術）
教授

研究
分野

Social Development, 
Evaluation Research

【最終学歴】東京工業大学大学院　【担当授業科目】Social 
Development Policy, Social Development Theory　【研究
テーマ】Evaluation Research, Social Development　【主な
著書・論文】『実践家参画型エンパワメント評価の理論と方法』（共
編著・日本評論社・2019年）／Applicability of Empowerment 
Evaluation Approach in Community Program (sole-
authored, Japan Journal of Evaluation Studies, 10(2), 
pp.1-13, 2010) ／ Social capital and livelihood recovery 
(sole-authored, Disaster Prevention and Management, 
19(5),pp.548-564, 2010)

長畑 誠
NAGAHATA  Makoto

教授
研究
分野

NGO/NPO Policy, 
NGO/NPO Management

【最終学歴】上智大学大学院　【担当授業科目】NGO/NPO 
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Organization, Community Development　【主な著書・論文】
「国境をこえた地域づくり」（共著・新評論、pp.1-228, pp.163-178
「地域づくりの現場は国境をこえる」・2012年）／「進化する国際協
力ＮＰＯ」（共著・明石書店、pp.1-379 pp.78-118・2006年）／“A 
Guide to Facilitative Action for Community in Transition 
(FACT) Method ～Theory and skill for community-based 
development～”（単著・JICA Yokohama, July 2013）

小林 良樹
KOBAYASHI  Yoshiki

博士（学術）
特任教授

研究
分野

International Relations, National 
Security, Criminal Justice Policy

【最終学歴】早稲田大学大学院　【担当授業科目】National 
Security and Intelligence, Terrorism and Counterterrorism　
【研究テーマ】Terrorism, Intelligence, Public Safety Policy　
【主な著書・論文】『インテリジェンスの基礎理論　第二版』（単
著・立花書房・2014年）／『テロリズムとは何か―<恐怖>を読
み解くリテラシー』（単著・慶應義塾大学出版会・2020年）／
“Assessing Reform of the Japanese Intell igence 
Community,” International Journal of Intelligence and 
Counterintelligence 28(4), 2015, pp. 717-733.
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多摩丘陵の高台に広がる

先端技術や
バイオの研究拠点
多摩丘陵の高台に広い敷地を持つ生田キャンパスは、理工学研究科、農学研究科

の拠点。ハイテク・リサーチ・センター、生田構造物試験棟、情報処理教室、バイオ

テクノロジー実験装置などの最新設備から、温室や自然の地形を生かした圃場が

整っています。21世紀をリードする教育研究環境の整備・充実を目的とした新施

設の建設も計画されています。

生田キャンパス
Ikuta Campus

┃  理工学研究科

┃  農学研究科  

   ハイテク・リサーチ・センター

私立大学高度化推進事業の助成を受けて設置。ハイテク・リサー
チ・センター整備事業や学術フロンティア推進事業などの大型プ
ロジェクトをこの施設を拠点に進めています。

   第二校舎D館 ［理工学研究科 使用施設］

創立130周年記念施設整備計画の一つとして建設され、快適な実験
環境を実現した教育実験棟です。安全への取り組みとして免震構造
を採用し、実験・研究における特殊ガスや薬品管理などを含めた作業
環境の安全・衛生に配慮した校舎になっています。

   植物工場基盤技術研究センター
 ［農学研究科 使用施設］

経済産業省事業として設置された研究センターです。太陽の光を
使わず人工照明だけで植物を育てる技術研究や植物工場普及の
ための啓蒙活動を行っています。

   温室 ［農学研究科 使用施設］

土壌分析の研究や作物栽培の研究などで利用されています。また、
水耕栽培としての施設園芸を行っている研究実験用の温室では、
品種改良などの試験栽培などに使用されています。

   生田構造物試験棟
［理工学研究科 使用施設］

文部科学省の助成を受けて完成した生田構造物試験棟には、反力
床と反力壁が直交方向に2面、それぞれに加力装置（油圧アクチュ
エーター３台）を取り付けることにより一軸、二軸、三軸加力が可能
です。また、地震に対する構造物の実挙動の解明を前提とする実験
データ計測 ·収録装置があり、新しい耐震および補強設計の手法
を研究開発する主要な施設となっています。

   ものつくりセンター（工作工場）
［理工学研究科 使用施設］

工作実習を目的とした汎用の旋盤・フライス盤をはじめ多数の工
作機械が設置されています。また、コンピュータ数値制御（CNC）
された旋盤・フライス盤・精密成形研削盤・放電加工機・ワイヤカッ
ト放電加工機などが実験装置の試作などに広く活用されています。

   高分解能透過電子顕微鏡
　　　　　［理工学研究科 使用設備］

戦略的研究基盤形成支援事業「機能的ナノ構造体の創成と応用」の
プロジェクトで導入した透過型電子顕微鏡で、ナノメートルより小さな
構造まで観察することができます。「ナノメートル」とは10億分の１メー
トルのことで原子数個分の大きさです。ナノメートルの大きさの粒子を
ナノ粒子と言い、大きな粒子では見られなかった新しい性質が現れます。
図は磁石の性質を持つ鉄のナノ粒子をこの電子顕微鏡で観察した例
で、原子が並んでできたきれいな格子模様が観察されます。この顕微
鏡ではこの小さな粒子がどのような元素から構成されているかという
ことも知ることができます。

 講義に参加する・研究に打ち込む　　  充実の研究環境　　  学びを支える施設

新たなる知の創造を
Creation of the Intellect

   第一校舎6号館  ［農学研究科 使用施設］

農学研究科全専攻の利用を目的とした校舎です。一般の実験、研
究室以外に、厳重な管理下で遺伝子組換え体を扱う培養室、閉鎖
系ガラス温室を設置しています。

   中央校舎

理工学研究科 ·農学研究科窓口のほか、診療所、学生相談室、一
般教室、情報処理教室、メディアホールなどがあります。情報教育
設備･語学教育設備では、教育 ·研究のための最新情報機器を効
果的に利用するための、コンピュータやネットワーク、プログラミン
グ、統計解析などの講習会が開催されています。また、実用的な語
学教育のためのメディア教室、メディアゼミ室や、将来の語学教育
の形態を革新し実験的に模索できるスタジオ教室、自主学習のた
めのメディアライブラリーを用意しています。
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を採用し、実験・研究における特殊ガスや薬品管理などを含めた作業
環境の安全・衛生に配慮した校舎になっています。

   植物工場基盤技術研究センター
 ［農学研究科 使用施設］

経済産業省事業として設置された研究センターです。太陽の光を
使わず人工照明だけで植物を育てる技術研究や植物工場普及の
ための啓蒙活動を行っています。

   温室 ［農学研究科 使用施設］

土壌分析の研究や作物栽培の研究などで利用されています。また、
水耕栽培としての施設園芸を行っている研究実験用の温室では、
品種改良などの試験栽培などに使用されています。

   生田構造物試験棟
［理工学研究科 使用施設］

文部科学省の助成を受けて完成した生田構造物試験棟には、反力
床と反力壁が直交方向に2面、それぞれに加力装置（油圧アクチュ
エーター３台）を取り付けることにより一軸、二軸、三軸加力が可能
です。また、地震に対する構造物の実挙動の解明を前提とする実験
データ計測 ·収録装置があり、新しい耐震および補強設計の手法
を研究開発する主要な施設となっています。

   ものつくりセンター（工作工場）
［理工学研究科 使用施設］

工作実習を目的とした汎用の旋盤・フライス盤をはじめ多数の工
作機械が設置されています。また、コンピュータ数値制御（CNC）
された旋盤・フライス盤・精密成形研削盤・放電加工機・ワイヤカッ
ト放電加工機などが実験装置の試作などに広く活用されています。

   高分解能透過電子顕微鏡
　　　　　［理工学研究科 使用設備］

戦略的研究基盤形成支援事業「機能的ナノ構造体の創成と応用」の
プロジェクトで導入した透過型電子顕微鏡で、ナノメートルより小さな
構造まで観察することができます。「ナノメートル」とは10億分の１メー
トルのことで原子数個分の大きさです。ナノメートルの大きさの粒子を
ナノ粒子と言い、大きな粒子では見られなかった新しい性質が現れます。
図は磁石の性質を持つ鉄のナノ粒子をこの電子顕微鏡で観察した例
で、原子が並んでできたきれいな格子模様が観察されます。この顕微
鏡ではこの小さな粒子がどのような元素から構成されているかという
ことも知ることができます。
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新たなる知の創造を
Creation of the Intellect

   第一校舎6号館  ［農学研究科 使用施設］

農学研究科全専攻の利用を目的とした校舎です。一般の実験、研
究室以外に、厳重な管理下で遺伝子組換え体を扱う培養室、閉鎖
系ガラス温室を設置しています。

   中央校舎

理工学研究科 ·農学研究科窓口のほか、診療所、学生相談室、一
般教室、情報処理教室、メディアホールなどがあります。情報教育
設備･語学教育設備では、教育 ·研究のための最新情報機器を効
果的に利用するための、コンピュータやネットワーク、プログラミン
グ、統計解析などの講習会が開催されています。また、実用的な語
学教育のためのメディア教室、メディアゼミ室や、将来の語学教育
の形態を革新し実験的に模索できるスタジオ教室、自主学習のた
めのメディアライブラリーを用意しています。


