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理工学部長

立川 真樹（たちかわ まき）

　現代社会は、高度な科学技術によってその繁栄が支え
られてきた一方で、環境・エネルギー問題やパンデミッ
クなど地球規模の課題に直面しています。今後も人類が
持続可能な社会を築いていくために、科学の英知とそれ
に支えられた技術革新の重要性はさらに高まっていくで
しょう。理工学部は、自然科学と数理を探究する理学系
学科と自然科学を応用して人々の役に立つ技術を創成す
る工学系学科から構成されており、いずれの分野におい
ても、論理的な思考により未知の問題にも柔軟に立ち向
かえる理系人材を育てることを目標としています。
　学部教育では、すべての専門分野の礎となる自然科学
と数学の基礎教育を重視し、自然現象に対する確かな理
解を育むカリキュラムを提供しています。特に、試行錯
誤を繰り返しながら自ら現象を体験する実験授業を大切
な学びと位置づけ、1年次の基礎物理学実験と基礎化学
実験を必修としています。また、理工系の知識のみなら
ず、人類の歴史・文化や社会情勢に対する関心と理解、
他者とのコミュニケーション能力を育てることも大切で
す。第二外国語まで含めた語学教育、総合文化ゼミナー
ルなどの教養教育は、未知の世界への知的好奇心を掻き
立てます。実験・語学・体育の授業は、さまざまな学科

のメンバーで構成する「無学科混合クラス」で行います。
学科を越えた友情は、もしかしたら一生続くかもしれま
せん。
　そして、大学院に進学した学生たちは、研究の道へ一
歩踏み出します。理工学研究科では、世界に通用する研
究活動が繰り広げられています。その成果は、人々の幸
福につながる技術革新かもしれないし、一見役には立た
ないけれど人類の知の集積に寄与する自然科学の知見か
もしれません。もちろん、これら個々の研究成果も重要
ですが、大学での研究には学生たちが主体的に参加し、
研究を通して多くを学び卒業していきます。私たちの研
究が世界を動かしていくとしたら、その一番の原動力は、
研究を通して成長した何万何千人という卒業生たちです。
　大学は、学生が社会に飛び出すのをアシストする「発射
台」のようなものです。明治大学は「個」を強くする大学。
そして「個」は他者との相互作用で強くなります。理工
学部には異なる学問を志す仲間が集い、自然に囲まれた
生田キャンパスの教育・研究環境で切磋琢磨しながら、
さまざまな分野に飛び立っていきます。あなたも明治
大学での学びをステップに、より大きな世界に飛躍しま
せんか。

学部長メッセージ

明治大学での学びをステップに、より大きな世界へ！

学部長メッセージ
理工学部概要
理工学部の特色～個を育てる理工学部の学び～
　①自身の興味や適性と向き合う
　　ユニークな教育カリキュラム
　②理学的な特性を理解し、
　　理論に裏打ちされた工学を学ぶ

　③理系分野の理論や法則について
　　実際のテクノロジーを通して学ぶ
理工学部・理工学研究科の学び
学科紹介
　■電気電子生命学科（電気電子工学専攻・生命理工学専攻）
　■機械工学科
　■機械情報工学科

　■建築学科
　■応用化学科
　■情報科学科
　■数学科
　■物理学科
総合文化教室
大学院 理工学研究科

国際交流
資格取得
学習サポートと奨学金制度
理工学部の就職支援・就職実績
研究施設・設備
入試情報

C O N T E N T S

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 01

 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 03

 ・・・・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 05

・・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 07

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 09

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 11

・ ・ ・ 13

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 19

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 23

 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 27

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 31

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 35

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 39

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 43

 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 47

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 51

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 55

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 57

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 58

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 59

 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 61

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 64

make the world go round.

※登場する人物の在籍年次や役職等は、取材時点のものです。
　2021年以前撮影の写真も掲載しています。

動画と記事で学部を知る
「Step into Meiji University」も
ぜひご覧ください
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理工学部の
8学科＋1教室

　明治大学の「個を強くする」という理念は、進歩を続ける高度
技術社会で活躍していくために、学生一人ひとりが自立し、未来
を切り開く能力を身につけることを意味します。科学技術の分
野では、専門的な能力に加え、広い視野と的確な判断力をもった
人材が求められています。この要求に応えるためには、技術者・
研究者としての基礎力を鍛えるのはもちろんのこと、人文社会の
素養を身につけ、さまざまな人との出会いを通してひとりの人間
として成長することが重要です。
　また、理工学の領域では、より専門性を高めるために大学院へ

「個」を強くする明治大学理工学部の教育

学部の4年間と大学院（博士前期課程）の2年間が連携
した教育を目指してカリキュラムが構成されています。
大学院進学を希望する学生は4年次から大学院の講義を
履修することが可能であるほか、成績優秀な3年次を対
象とした飛び入学制度も用意されています。 

 ▶詳細はP.11、P.51

学部4年・大学院2年の
連携教育

Point

1

基礎物理学実験・基礎化学実験、外国語、体育は、所属
学科とは独立した無学科混合クラスの形態で実施されて
います。各クラスには、すべての学科の学生が所属してい
るため、学科の垣根を越えて、さまざまな道を志す友人と
出会うことができます。

無学科混合クラス
Point

2

学生相談室や就職キャリア支援センターなど、さまざま
なシステムによって大学生活や就職活動をきめ細やかに
支援しています。特に学習支援室では、基礎科目や専門
科目などの学習について大学院生から個別にアドバイス
を受けることができます。
 ▶詳細はP.58

きめ細かい学生サポート
Point

3

学科専門のゼミナールに加え、1・2年次を対象とした総
合文化教室が主催する総合文化ゼミナールが開設されて
います。総合文化ゼミナールが対象とする分野は多方面
にわたっており、ディスカッションやプレゼンテーション
を主体とした、少人数ならではの密度の濃い授業が行われ
ています。 ▶詳細はP.47

1・2年次対象の
総合文化ゼミナール

Point

4

4つの特色で「全人教育」を推進

明治大学理工学部の強み

理工学部概要

の進学を志す学生が増えているため、明治大学理工学部では、学
部と大学院が連携したカリキュラムを用意しています。たとえ
ば、4年次に卒業研究・卒業設計を大学院生とともに取り組んだ
り、大学院の講義科目を先取り履修したりすることもできます。
さらに、聖マリアンナ医科大学等の近隣の大学と協定を締結し、
共同の研究会を実施するなどしています。また、最新の装置や設
備を利用し、研究成果を海外の学会で発表するなど、研究生活を
通して講義だけでは得られないさまざまな経験を積むことができ
ます。

機械工学科

機械工学は、人間の生活を豊かにする
道具やシステムをつくるための学問で
す。機械工学科では、自動車・航空機・
ロボットなど、身の回りにあるさまざま
な機械の原理を学び、機械やシステム
を設計・開発する能力を身につけるこ
とができます。

建築学科

建築学とは、人間が生活する器として
の「環境」を体系的に把握し、人間の命
を守るために、いかに安全で安心かつ快
適な「環境」を創造するかという学問で
す。建築学科では、理論や方法（デザ
イン）として具体的に追求する手法を
学びます。

情報科学科

情報に関する基礎理論、コンピュータ
のソフトウェアとハードウェア、情報シ
ステムや他分野との境界分野について
学びます。特にコンピュータを活用し
た演習を通して、実践的な力をつける
ことを重視しています。

数学科

数学科では講義や演習を通じて、数学
をより広く、より深く理解し、数理的思
考力を鍛えることが求められます。他
分野や実社会とのかかわりの中で数学
の果たしている役割を理解していくこ
とも大切です。

応用化学科

「フラスコからコンピュータまで操れる
研究者・技術者の育成」をキャッチフ
レーズに、専門知識や技術はもとより
思考力と実行力を兼ね備えた研究者・
技術者の育成を目指します。

物理学科

物理学の一般原理と実験事実との関連
を確実に学習し、基礎を理解したうえ
で応用力を養うことを目標としていま
す。また、学生が広い視野と自主的発
見の機会をもてるよう配慮しています。

機械情報工学科

ものづくりの基盤となる機械工学と電
気・情報技術の融合化に対応したカリ
キュラムをもつ学科です。ロボット、
医用システム、鉄道技術、エンジン、設
計システムの研究開発や、製品寿命の
推定方法などの教育研究を通して、
「ハード×ソフト」を駆使した技術イノ
ベーションを実現するエンジニアを育
成します。

電子・情報・通信・エネルギーなどさ
まざまな分野において常に時代の最先
端を行く技術を学ぶ学科です。最近は、
バイオテクノロジーと電子技術の融合
など新たな領域にも踏み込み、ますます
広がりと発展性をもつ学問にふれられ
ます。

電気電子生命学科
電気電子工学専攻・生命理工学専攻

総合文化教室

総合文化ゼミナール、総合文化講義科
目をはじめ、外国語、健康・スポーツ
学、人文・社会学系など、諸分野の一
般教養科目を学びます。より専門性を
高めるためには、幅広い教養と視野を
もつことが重要だと考えています。

大学院理工学研究科
理工学研究科では、人類の持続的発展と幸福に寄与する技術者や研究者の
育成を目指し、専攻の構成やカリキュラム編成に複合領域や学際領域分野
の科目を取り入れるなど、際立った特長を打ち出しています。また、学部生
と大学院生がともに学び、研究を行っているほか、連携大学院制度の導入、
他大学院との単位互換協定への参画など、実社会や他大学大学院との交流
にも力を入れています。このように、明治大学大学院理工学研究科では、
既存の産業界はもとより、未踏分野で幅広い活躍が期待できる人材の育成
に力を入れています。

詳細はP.51

組織イメージ図

▶詳細はP.47

▶詳細はP.43
▶詳細はP.31

▶詳細はP.27

▶詳細はP.13

▶詳細はP.19

▶詳細はP.23 ▶詳細はP.35

▶詳細はP.39
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PICK UP その他の注目授業

自身の興味や適性と向き合う
ユニークな教育カリキュラム

毎週1回行われるエスキスと呼ばれる相談会では、制作物の完成に向けてスタジオごとに課題の進捗を報告し、フィード
バックを受けます。友人の作品を見て刺激を受けることもある貴重な学びの機会です。

各スタジオで養われる知識やスキルはさまざま。先生方が得意
とする手法を学び、自身のスタイルを模索していきます。

建築学科

樋山 恭助 教授

建築環境実験
1・2

　建築設計の対象は、目に見える、
手で触れられる建築物そのものだけ
でなく、その建築物により創り出さ
れる空間における光・音・空気・熱
といった目では見えない環境も含ま
れます。この環境を理解し、建築物
における快適な空間の提案をするた
めに、各種物理量の測定法を実験を
通して学ぶとともに、得られた実験
データを分析し、建築設計と環境の
関係性を読み解く方法を学びます。

建築学科

小林 正人 教授

ゼミナール
1・2

　ゼミナール1・2は、4年生が担当
教員の専門分野を活かして活動を
展開するアクティブラーニング型の
授業です。私のゼミナールでは、構
造力学や建築構造の原理に基づい
て、建築の新しいカタチの創造に取
り組んでいます。写真はアイスの棒
でタワーを造り、地震に対する強さ
を競ったものです。このようなアイ
デアコンペに参加して、活動成果を
発信することも行っています。

個を育てる理工学部の学び① Class Report

　「計画・設計スタジオ2」は建築学科の基幹科目である建築設計
についての授業で、4年次の研究室選択に向けて、1・2年次で学ん
だことをベースに自身の興味や適性を掘り下げていきます。授業で
は地域振興も視野に入れた具体性のあるプロジェクトの一環とし
て、建物を設計します。10～20人ごとにスタジオと呼ばれる班に分
かれ、それぞれの教員から指導を受けますが、教員はみな著名な建
築家であり、各々得意とする設計のスタイルが違います。したがっ
て指導する教員によってスタジオで扱う学びの内容も異なります。
たとえば非常にリアルな模型やCGをつくることで空間を構想する
方法を学んだり、コンピュータと連動した加工機械で原寸のデジタ
ルファブリケーションをしたり、設計の前段階である事業計画から
考えたりと、スタジオによって学べることや、そこで養われる知識や
スキルはさまざまです。学生たちは各スタジオでの学びをもとに、
自分の将来の方向性を探っていくのです。

　この授業を通して学生に培ってほしい素養は、大きく2つありま
す。1つは自分だけのデザインの方法です。建築学科では設計以外
にも、工学、歴史学、社会学、経済学など、さまざまな側面から建築
にアプローチしますが、学生には、こうした多種多様な価値軸を調
停する技術であり実践でもある「デザイン」の能力を、最も身につけ
てほしいと考えています。もちろんいきなり自分の個性を打ち出す
ことは難しいので、まずは教員の得意とする手法をそばで見て模倣
しながら、いずれ自分ならではのスタイルを確立していければよい。
この授業ではそのための下地を育んでいきます。2つ目は、実社会
に近いデザインの実践を通じて、関連法規や意見調整の方法など、
実際に建物を建てるための知識を学んでほしいということです。い
かにデザインが素晴らしくとも建築物として成り立たなければ意味
がないので、そうした実務的な素地も身につけておく必要がありま
す。独自性・創造性を磨きながら社会に出て建築に携わる者として
幅広く活躍していく、そのための力を、授業を通して培ってほしい
と願っています。

自身が選んだ建築家のもとで、
設計に臨みながら、将来の方向性を探る。

理工学部の特色

授業での成長を糧に、
自分自身の確立を目指して

　環境系・構造系・意匠系の3分野を幅広く学べる
ことに魅力を感じ、建築学科を選びました。さまざま
な分野を専門とする先生方に指導していただきなが
ら、各領域を２年次まで横断的に学んでいました。３
年次秋に「計画・設計スタジオ2」を履修しました。
この授業では、自分の伸ばしたい能力に合わせて、担
当講師を自由に選べます。自分にしかできない独創
的な作品を作りたいと思い、表現力豊かな模型を数々
生み出している建築家・中川エリカさんを講師に選択

しました。今まではカリキュラム通りに課題をこなし
てきましたが、この授業では対象となる敷地の計測や
参考資料の収集など、文献調査だけでなく実地調査
も行いました。そのおかげで、独自の考えを課題に反
映させ、表現力のある作品を完成させることができま
した。現在は施工会社でアルバイトをしていますが、
さまざまな場面で授業での成長を実感しました。
　将来はこの成長を生かし、自分にしかできないこと
を建築業界に限らず発信していきたいです。

　

　
STUDENT VOICE 

建築学科３年
舘 衿花
東京都私立
昭和女子大学附属
昭和高等学校卒業

1・2年次での学びを糧に
著名な建築家によるスタジオ単位での指導を経て
より高度な設計に取り組むとともに、
自分の興味や将来のビジョンを模索する授業です。

計画・設計スタジオ2

PROFILE

2000年東京都立大学工学部建築学科卒業後、同工学研究科建築学専攻修士課程修了。博士（工学）。首都大
学東京都市環境学部助教、明治大学理工学部専任講師等を経て2019年より現職。世界で最も権威ある国際
展覧会であるヴェネチア・ビエンナーレにて日本館のキュレーターを務めるなど、国内外で活躍している。

MESSAGE 門脇 耕三 准教授

　建築のプロジェクトの進行には多くの能力が必要とされます。建物を建てるには工学・
法規・コストなど多方面にわたる知識が必要ですし、短い納期で図面を大量に描かなけ
ればならないこともあります。職人や周辺住民との話し合いもまた不可欠です。知力、体
力、コミュニケーション能力など総合的な人間力が求められるのです。学生のみなさんに
は総合大学である明治大学というリソースを最大限に活用し、幅広い知見を持ち、専門
家としての力はもちろん、人間としての力を養ってもらいたいと考えています。

05 06MEIJI UNIVERSITYSchool of Science and Technology 



理学的な特性を理解し、
理論に裏打ちされた工学を学ぶ

黒板いっぱいに数式を書き、熱心に説明する松岡先生。演習で学ぶ内容はこれからの専門的な学びにつながるものな
ので、少しでも学生が深く理解できるよう、話す声にも自然と力が入ります。

テキストや資料、先生の説明から学んだ内容を知識として定着
させるために、実際に自分でも数式を解いてみます。

個を育てる理工学部の学び② Class Report

PROFILE

1999年明治大学理工学部精密工学科卒業後、同大学大学院理工学研究科機械工学専攻修士課
程および博士課程修了。秋田大学工学資源学部助教、University of Illinois at Urbana-
Champaign Visiting Scholar、明治大学理工学部准教授等を経て2020年より現職。

基礎知識の習得が
難題を解決する糸口に

　大好きな飛行機の構造に興味を持ったことが
きっかけで、理工学部を選択しました。この学
部では、理学の知識に加え、理学を応用してもの
をつくる工学の知識も身につけることができま
す。多様なスキルが求められる技術者を目指す
上で、まさに理想の学部であると感じています。
工学の基礎を学ぶ「機械力学1・演習」では、主
に振動をテーマに扱いました。私たちの生活環
境では、あらゆる場所で振動が起こっています。

振動には、日常生活に役立つものもあれば、騒音
問題の原因になってしまうものもあります。こ
の授業では、振動現象を学び、機械力学によって
それらの課題を解決するための知識や技術を習
得することができました。3年次の機械情報工
学実験では、自由振動と強制振動をテーマに研
究。これまで以上に専門性の高い内容でしたが、
「機械力学1・演習」で培った基礎知識が現象理
解や課題解決に役立ったと感じています。

STUDENT VOICE 

　機械情報工学科では、機械工学に必須とされる4力学（熱力学、
流体力学、機械力学、材料力学）を基礎とした学びを展開していま
す。たとえば、2年次に開講される「機械力学1・演習」では4力学
のうち機械力学（動力学）を学習。身の回りの振動現象を運動方程
式と結びつけ、振動を防止する、あるいは活用するための知識を習得
することがこの授業の目的です。
　授業では運動方程式の解き方を教えるだけでなく、スライドや簡
単な実験装置を使って、日常の振動現象と数式との関連を説明し、
学生がより深く理解できるよう工夫しています。揺れを防止する例
で言えば鉄道や車、洗濯機などの揺れ防止技術、活用例でいえば携
帯電話のバイブレーション機能などさまざまな事例がありますが、そ
の仕組みを、一部とはいえ、数式で表すことができると知っている人
がどのくらいいるでしょうか。今はコンピュータで簡単にさまざま

な計算ができる時代ですが、授業で学んだ数式が身の回りの事例と
深くかかわりがあることを多少なりとも理解できていれば、3・4年
次の学びやその後の卒業研究、大学院での個人研究にも応用するこ
とができます。機械情報工学科には自動車やロボットなどの研究に
携わりたいと考えている学生も多いのですが、対象が何であれ物体が
動くときには必ず振動を伴うので、この授業で学んだことは必ず彼ら
の研究にいかされます。また、建築物の免震技術などにも活用され
るため、地震大国である日本においては社会貢献にもつながります。
　この授業の狙いはそうした振動現象の知識を身につけること以外
にもうひとつあります。それは、数式のモデル化により「この数式に
当てはめるとこれぐらい揺れる」や「この揺れを止めるにはこれだけ
の力が必要だ」など、自分で予測が立てられるようになること。講義
で学ぶ数式には必ず答えがありますが、研究には明確な正解がありま
せん。正解のある問いを解くだけでなく、この授業で学んだ知識を
糧に自分で課題を設定し、自力で答えにたどりつく。そのための力
が身につけばよいと思っています。

振動現象を数式から紐解き、
実例に応用するための素地を養う。

MESSAGE 松岡 太一 教授

　大学の研究に正解はなく、自分で考え、行動し、答えを導き出すことが必要
とされます。そして真に重要なのは答えそのものではなく、そこに到達する過
程にあります。必死に自らの頭で考えることで得られる多くの気づきから、改
善すべき点を見いだせるようになったり、新たなアイデアを生み出せるように
なったりすることもあるでしょう。大学時代にこうした経験を多く積んでお
けば、社会に出てもさまざまな場面できっと役に立つはずです。

理工学部の特色

機械情報工学科３年
志水 富賀
東京都私立
昭和女子大学附属
昭和高等学校卒業

機械力学は、機械に限らずあらゆる分野に欠かせない学問です。
その知識・技術を日常に多く存在する振動現象と関連づけ、
実際の機械や構造物に生じる振動の問題を解決、
あるいは活用するための方法を学びます。

機械力学1・演習

機械情報工学科

亀谷 幸憲 専任講師

流体力学 　空気や水等の流体は身近に存在し、
その挙動が生活・社会に大きな影響
を与えています。近年では計測機器
やコンピュータの発達によってさまざ
まな流体現象の解析・予測が可能と
なっています。流体力学ではその基
礎となる流体挙動を支配する質量保
存則及び運動量保存則について学び
ます。ニュートン力学を用いて複雑
な流体運動がどのように表されるか
に注目していただければと思います。

PICK UP その他の注目授業

機械情報工学科

有川 秀一 准教授

　機械に使用される金属材料を中心
に学びます。直径1cmのアルミの棒
は手で曲げられるほどのものもあれ
ば、航空機に使われている強化された
アルミ合金ではびくともしません。そ
んな実験を授業の中で実際に体験し
ながら金属がどのようなメカニズムで
強化されているのか学び、さまざまな
材料を適材適所に使えるようになるこ
とを目指します。また未来の材料の
可能性についても知ることができます。

材料学
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PICK UP その他の注目授業

理系分野の理論や法則について
実際のテクノロジーを通して学ぶ

物理学科

横山 大輔 専任講師

相対性理論 　「光の速さは止まっている人から
見ても、走っている人から見ても変
わらない」。この一見不思議な原理
を元にアインシュタインによって作
り上げられた相対性理論は、高校で
習う物理の常識をどんどん塗り替え
てくれる刺激的な魅力を持ち、みな
さんの住むこの世界・宇宙に対する
見方を変えてくれるでしょう。ま
た、素粒子理論や宇宙論などの基
礎を成す重要な理論でもあります。

物理学科

安井 幸夫 教授

ゼミナール
1・2

　量子固体物性研究室では、物性が
未知の磁性体セラミックを合成し、さ
まざまな物性実験により特異な磁性
現象や新しい機能を探索しています。
卒業研究で得られた実験結果が特異
で新しくて価値あるものかどうかを知る
には、他研究者による同じ結果報告の
有無が重要なので、ゼミナール1・2で
は磁性体の教科書的な性質を学ぶと
ともに卒業研究テーマと競合する他研
究者の英語論文を読んで議論します。

個を育てる理工学部の学び③ Class Report

　物理学科では物理学を学ぶことで社会に貢献できる人材を育成
することを目的とし、1年次からさまざまな講義・演習・実験を行って
います。特に実験については力学、電磁気などの基礎的なものから
Ｘ線回折測定、高温超伝導など高度なものまで、その数は3年次ま
でで40種類以上もあり、物理学科の学びの特色にもなっています。
　たとえば、2年次に開講される「物理学実験1・2」では毎週1回
約半日かけて、物理学を構築する万有引力定数や重力加速度など
の基礎物理定数の測定から、音の波形の可視化、電気回路の製
作まで多様な実験を行っています。中には高校の教科書に載ってい
るような基本的なものもありますが、ただ知識として頭に入れておく
のではなく、理論を実践してみることでより深く物理を理解できるよ
うになります。授業では5～6人ごとのグループに分かれて実験を
実施。教員やTAがそばについていますが、主体となるのはあくまで

学生たちです。学生自身が自分の経験から何かを学ぶことが重要
だからです。実験が失敗したときにはその理由を探って改善する方
法を考えたり、同じ実験を行うにしてもより効率の良い手順を模索し
たり。学生が試行錯誤する様子を見守り、適切なタイミングでアド
バイスするのが、この授業における教員やTAの役割だといえます。
学生は授業を通して物理について知見を深めるだけでなく、自分で
考えて行動できるようになり、さまざまな事象が起こる背景に思いを
馳せる力も養われます。
　また、本授業では実験後に研究の目的・理論・方法・結果・考
察・結論をまとめたレポートの提出を義務づけています。この経験
からは、研究成果の報告書や科学技術論文を書くための土台が培
われます。レポートを書き、フィードバックを受けることで、読み手に
わかりやすい表現を意識できるようにもなるでしょう。こうした力は
研究者の道に限らず、別のキャリアを築く上でもきっと役立つはずで
す。学生のみなさんには、学科での学びで得た知見や身につけた素
養を糧に、社会で活躍する人材を目指してほしいです。

実験を通して物理への造詣を深め、
社会に羽ばたくための力も養う。

理工学部の特色

物理学の学びから実感した
基本に立ち返る大切さ

　高校生の頃、あらゆる物理現象を簡単な数式
で表現できる物理学の面白さを実感。物理学科
への進学を決めました。1・2年次では、3年次か
らの物理学実験に向けて、「物理学実験1・2」を
履修し、基礎的な知識や技術の習得に取り組みま
す。春学期はほとんどの時間がオンライン授業
となり、自宅で実験を行うことが当たり前になり
ました。実験室とは異なる環境の中で、どうすれ
ば測定値が得られるのか、誤差を少なくできるの

かを自分で考えるうちに、思考力が身についたと
感じています。また、科学技術の基盤となる物
理学の学びを通して、難しい問題に出会っても基
本に立ち返って考える姿勢が養われました。特
に、3年次でさらに高度な内容を扱うようになっ
てから、基礎の大切さを強く実感しています。4

年次からは研究室に配属され、蛋白質のシミュ
レーションについて調べていく予定ですが、今ま
での学びを最大限にいかしていきたいです。

STUDENT VOICE 

物理学科３年

藤田 佳汰
北海道私立
函館ラ・サール高等学校卒業

物理の法則を正しく理解し使いこなすには
できるだけ多くの実験に携わることが必要不可欠です。
種々の測定方法を知り、さまざまな物理現象にふれることで
物理の世界を深く掘り下げることができます。

物理学実験1・2

PROFILE

2002年東京大学工学部物理工学科卒業後、同大学工学系研究科物理学専攻修士課程修了、同
大学工学系研究科にて博士（工学）取得。同大学生産技術研究所技術職職員および特任助教、東
京電機大学非常勤講師、明治大学農学部兼任講師等を経て2021年より現職。

MESSAGE 平野 太一 准教授

　指導面で心がけているのは「必要以上に干渉しない」ということ。学生自身
に考えさせることで困難に立ち向かう力を養ってほしいからです。一方で、進
め方や実験の目的がわからなくなっている学生にはきちんと目を配り、本来の道
筋に戻れるようサポートしています。工夫して実験できている学生にはきちん
とその点を評価し、長所として意識づけるようにも。現職について間もないの
ですが、学生が成長する、学生のためになる指導方法を模索する日々です。

グループごとに行う実験は、物理の法則を理解するうえで基礎となる大切なものばかりです。テキストを読むだけでは得
られなかった気づきが得られ、理論と実践が深く結びついていることを実感できます。

実験は学生主導で進められます。「失敗してもいい。彼らの柔軟
な思考を大切にしたいんです」と平野先生。
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月 火 水 木 金 土

1
中国語3

ー
生理学1

ー
英語コミュニ 
ケーション3 ー

中国語4 生理学２ 英語コミュニ
ケーション4

2
英語

リーディング3 ー
電子回路1 細胞分子

工学 ー ー英語
リーディング4 システム制御1 電子回路２

3
電子物性1 電気電子生命実験1A/

コンピュータシミュレーション1 情報処理1 電気磁気学３ 微分積分学1
ー

電子物性２ 電気電子生命実験1B/
コンピュータシミュレーション2

応用電気
数学

電気電子
計測 ー

4
技術者倫理 電気電子生命実験1A/

コンピュータシミュレーション1 電気回路1
ー

応用数理概論1
ー

遺伝子工学 電気電子生命実験1B/
コンピュータシミュレーション2 ー 応用数理概論２

5 ー
電気電子生命実験1A/
コンピュータシミュレーション1

ー ー
ー

ー
電気電子生命実験1B/ 
コンピュータシミュレーション2 振動波動論

［時間割の例：2年次］

月 火 水 木 金 土

1
電気電子
生命概論 ー

基礎化学
実験1 中国語1a 健康・

スポーツ学1 ー
ー 基礎化学

実験2 中国語2a 健康・ 
スポーツ学2

2
基礎生命
科学 ー 基礎物理学

実験1
英語コミュニ
ケーション1 ー ー

電気磁気学2 総合文化
ゼミナール

基礎物理学
実験2

英語コミュニ
ケーション2

3
英語

リーディング1 基礎電気数学
ー

基礎
電気回路1 基礎化学1

ー英語
リーディング2 ー 基礎

電気回路２ ー

4
中国語1b 電気磁気学1 情報処理

実習1 基礎力学1 基礎
線形代数1 ー

中国語2b ー 分子生物学 ー 基礎線
形代数2

5
確率・統計

ー
ー 基礎微分

積分1 ー ー
微分方程式 情報処理

実習２ ー

［時間割の例：1年次］

月 火 水 木 金 土

1 ー
自然科学史A

ー ー
医用生体
計測 ー

ー ー

2
バイオセンサ 心理学A アナログ

電子回路設計 ー 論理回路
ー

脳科学 ゼミナール1 医用材料 
工学

コンピュータ
アーキテクチャ ー

3
信号処理1

ー
ー 電気電子

生命実験２ ー ーユビキタス
ネットワーク

先進医療
技術

電気電子
生命実験３

4
創薬科学 ー システム 

制御２
電気電子
生命実験２ 運動の科学

ー線形シス
テム理論

スポーツ
実習A ー 電気電子

生命実験３ ー

5
情報理論１

ー ー
電気電子
生命実験２ ー ー

ー 電気電子
生命実験３

［時間割の例：3年次］

月 火 水 木 金 土

1 ー ー ー ー
パターン認識

ー
ー

2 ー
ゼミナール２

ー ー ー ー
ー

3 ー
ー バイオインフォ

マティクス ー ー ー★脳神経 
工学特論

★認知科学
特論

4
画像・音響
処理 ー

卒業研究1
ー ー ー

ー 卒業研究２

5
認知科学

ー
卒業研究1

ー ー ー
ー 卒業研究２

［時間割の例：4年次］　※ ★は院先取科目

月 火 水 木 金 土

1 ー ー
ー

ー ー ー電気電子 
生命研究2

2
TA 生命情報科

学特論
ディジタル信号
処理特論 ー ー ー

ー ー 電気電子
生命研究2

3 ー ー
人工知能
特論 ー ー ー
ー

4
電子計算機
特論A ー

電気電子
生命研究1 ー ー ー学際領域

特論A TA

5
通信工学 
特論A ー

電気電子
生命研究1 ー ー ー

ー ー

［時間割の例：博士前期課程1年］

理工学部4年間～理工学研究科には、基礎知識の習得から専門分野の学習、
より高度な研究へと向かう段階的な教育カリキュラムが用意されています。ここでは先輩たちの声の中から、
学年ごとに「どんなことが学べるのか」、具体的な大学～大学院での学びの流れを紹介しておきましょう。

理工学部･理工学研究科の学び

学部4年間･大学院理工学研究科の「学び」の流れ

公式の意味を理解し、応用につなげる
　1年次の講義では、化学、数学、物理、そして電気の基礎
を学びました。特に印象的だったのは、「電気磁気学」です。
高校で学んだ公式を用いて、より高度な電気の基礎原理
や微分積分の応用に取り組んだことで、改めて公式の意味
から理解でき、感動を覚えました。

学びの基礎を固める
　現在でも数学を学ぶ上で役に立っている授業は「数学の
方法」。数学のどの分野でも必ず扱う数学用語を学びまし
た。1年次の基礎固めが後の発展的な研究にもつながって
います。また、「基礎物理学（化学）実験」では、数学科では
普段経験できない実験に取り組み、新鮮かつ、実験内容も
凝ったものが多く勉強になりました。

　1年次のカリキュラムは数学や物理、化学など
の理系基礎科目と外国語の授業がたくさんありま
す。理工学部におかれている専門科目のほとんど
が、ここで学ぶ理系科目を基礎として成り立って
いますので、1年次で油断すると2年次からの授業
についていけません。1年次のうちからしっかり
とした基礎学力をつけることが大切です。

専門知識を学びながら技術者の基礎も身につける
　２年次では、専門の講義が主体となりました。「コンピ
ュータシミュレーション」では、C言語を用い電気回路な
どの専門科目に絡んだシミュレーションを行い、どのよう
にC言語を研究に用いるのかを学びました。また、「技術
者倫理」では、技術者になる上でどのようなことに気を
つけるべきなのかを学び、今でも役に立っています。

定理を学び数学への興味がさらに広がった
　複素解析について学んだ「関数論」の授業が印象に残
っています。特異点を見るだけで積分ができる留数定理
や、解析接続など興味深い定理を多く学びました。「現
代物理学」は相対性理論と量子論の基礎に関する授業
で、物理が専門でない学生でも理解できる内容となって
おり、目から鱗が落ちる話も多く記憶に残っています。

　2年次から、専門分野での本格的な学習が始ま
ります。カリキュラムは講義科目と演習科目や実
験･実習科目をバランス良く配置した構成となっ
ています。講義で学んだ内容を演習や実験･実習
を通じて確実なものにすることができます。理工
学部平均で約20％の科目が演習科目や実験・実
習科目です。

実験を通じて多角的な視点を養う
　３年次では、「電気電子生命実験」の授業で、２年次
までに学んだ知識を利用しながらさまざまな実験に取
り組みました。実験を通して、今まで学んできた異なる
科目間のつながりがわかったり、より専門的な内容の理
解が深まりました。また、レポート作成を通して、文献調
査の方法や論理的に文章を書く力が身につきました。

将来の進路を決めるきっかけに
　「幾何学1」では微分幾何学の基礎を勉強し、曲面論で
ガウス-ボネの定理等の定理を学びました。また、対照的に
「幾何学２」では位相幾何学の基礎を固めた後に、単体的
複体のホモロジー群を学習。どちらも幾何学の基礎が習
得でき、非常に重要かつ面白い内容で印象に残っていま
す。幾何学専攻への進学を決めるきっかけにもなりました。

　3～4年次から専門ゼミナールが始まりま
す。4年次からスタートする卒業研究･設計
に関連した英文専門書や研究論文の輪読が
中心となります。専門知識や科学技術英語
の習得に加え、語学力のアップを目標とし
て、少人数教育クラスで専任教員やゼミナー
ルの仲間たちとの専門的なディスカッション
を行います。

研究に没頭し、計画性とプレゼン力を培った
　４年次は、研究室での研究活動が主体となります。自
分の研究内容に関連した論文を調査し発表したり、研
究について議論を行いました。３年次までと大きく変わ
った点では、4年次からは発表の機会がこれまで以上に
多く設けられたことです。発表に向けて研究結果をまと
める計画性や、プレゼンテーション力が養われました。

自己を管理し身につけた、主体性
　「代数学４」では、かねてより学んでみたいと考えていた
ガロア理論を学ぶことができ、強く印象に残っています。ま
た、ゼミで行った卒業研究では、毎週のように研究・準備と
発表を行ったことで、計画性とプレゼンテーション力が身に
つきました。その他、日 の々課題に向き合ったことで、自己
管理能力も身につけることができたと感じています。

　4年次は卒業研究･設計を重要視しています。
研究の企画･立案、文献調査に始まり、実験装
置の設計･製作、データ収集から理論解析まで、
特定のテーマを対象として総合化するプロセス
を学びます。また、卒業研究･設計の中間発表
や最終試問は、プレゼンテーション技術を向上
させる機会です。

社会に役立つ技術者を目指して
　現在は、共感の感情を生み出す脳のメカニズムを脳波解
析から特定する研究に挑戦中です。研究の過程でさまざま
な問題と向き合ったことで、問題解決能力も養われました。
また、英語論文の調査や、国際学会への出席などから英語
力が身につきました。将来は、多角的な視点から問題を解決
することができるような技術者になりたいと考えています。

研究を通じてさまざまな力を身につける
　現在は、学部時代に培った幾何学の知識を生かし、ハ
イパーケーラー多様体という図形にどのような幾何学的
構造を入れることができるかを研究しています。日 の々
研究を通じて、数学的知識と、計画作成力やプレゼンテ
ーション力が身につきました。卒業後は、研究を通して身
につけた力を活かして活躍できる人材を目指します。

　博士前期課程では、修士論文の作成に向
け、学部時に身につけてきた基礎学力をベー
スに研究課題に取り組み、自ら問題を発見
し、それを解決していくための論理的思考力
と方法論を身につけていきます。さらに博士
後期課程では第一線の研究者を目指し、自
分の専門分野の研究を深化させていきます。

1年次 2年次 3年次 4年次 大学院理工学研究科

学生
コメント

年次別
授業概要

多角的視点と
問題解決能力を持つ、
技術者を目指す

理工学研究科電気工学専攻1年

世良 菜那見
東京都私立東京農業大学第一高等学校卒業

数学を通じて培った
論理的な思考や広い視野を
社会で発揮したい

理工学研究科数学専攻1年

貫井 優馬
東京都立小金井北高等学校卒業

月 火 水 木 金 土

1
数学の方法 基礎物理学

（化学）実験1 ー ー
ドイツ語1a

ー基礎線形
代数2

基礎物理学
（化学）実験2 ドイツ語2a

2
ゼミナールA 基礎物理学

（化学）実験1
英語コミュニ
ケーション1 ー

健康・
スポーツ学1 ー基礎線形

代数2演習
基礎物理学
（化学）実験2

英語コミュニ
ケーション2

健康・
スポーツ学2

3
英語

リーディング1
基礎線形
代数1 ドイツ語1ｂ 基礎微分

積分1演習 基礎力学1
ー英語

リーディング2 ー ドイツ語2ｂ 情報処理
実習2 基礎力学2

4 ー
基礎線形
代数1演習

基礎微分
積分1

情報処理
実習1 確率・統計

ー
解析学1 基礎微分

積分2
解析学1
演習 微分方程式

5 ー
ー

ー ー ー ー
情報処理1

［時間割の例：1年次］

月 火 水 木 金 土

1
英語コミュニ
ケーション3

英語
リーディング3 関数論1 ベクトル

空間論 ー ー英語コミュニ
ケーション4

英語
リーディング4 関数論2 代数概論

2
ドイツ語3 総合文化

ゼミナール
関数論1
演習 ー

ー ー
ドイツ語4 ー 関数論2

演習
代数概論
演習

3
ベクトル空間論

演習 現代物理学 解析学2
ー ー ー

解析学3 幾何入門2 幾何入門2
演習

4
解析学2
演習 ー ー

幾何入門1
ー ー解析学3

演習 ー

5 ー ー ー
情報処理2

ー ー
ー

［時間割の例：2年次］

月 火 水 木 金 土

1 ー
ー

ー ー
幾何学1

ー自然科学史
B 幾何学2

2 ー
現代政治論

A ー
代数学1 幾何学1

演習 ー
ー ー 幾何学2

演習

3 ー
常微分
方程式1 ー 代数学1

演習 ー ーフーリエ
解析 数理教育2 ー

4 ー
常微分
方程式2 ー

ー ー ー
ー 関数解析

5 ー ー
数理教育1

ー ー ー
ー

［時間割の例：3年次］ ［時間割の例：4年次］　※ ★は院先取科目

月 火 水 木 金 土

1
MTS数理科学
課題研究 ー

幾何学
特別講義A

先端数理科学
課題研究1

数理物理学
特論 ープレゼンテーシ

ョン課題研究 ー 先端数理科学
課題研究2 ー

2
ー

ー ー
ー 数理物理学

特論 ー数理科学
特別講義

数理解析
特論C ー

3
幾何学
特論C ー ー

ー
ー ー幾何学

特論D
幾何学
特別講義B

4 ー
理工学研究
科総合講義A ー

ー ー ー
ー 代数学

特論B

5 ー ー ー ー ー ー

［時間割の例：博士前期課程1年］

上段：春学期　下段：秋学期 ※科目名称はカリキュラム変更により変更となっている場合があります。
※「TA（ティーチング・アシスタント）」については、P53をご参照ください。

月 火 水 木 金 土

1 ー
ー

ー ー ー ー
思想論B

2
幾何学3

ー
ー ー 教育課程論

ー
ー 解析学

展望2 代数学4 教育課程論

3
卒業研究1 ★偏微分

方程式特論A ー
ー

ー ー
卒業研究2 ー 代数学4

演習

4
ー ー

ー
解析学
展望1 ー ー偏微分

方程式 幾何学4 ー

5 ー
ー

ー ー ー ー幾何学4
演習

 ★【院先取科目】本学大学院へ進学を予定する学部4年次は、大学院進学前に大学院の授業科目を履修できます。（P.52参照）
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　電気電子工学は歴史が長く、これまでにも社会を支えるさ
まざまな技術を創造してきました。しかし、社会の発展に伴っ
てエネルギー問題などの未解決問題も多く出てきています。
電気電子工学専攻では、このような問題に対して電気・電子・
情報・通信などのさまざまな分野から取り組んでいます。た
とえば、電気自動車に関連する研究ではエネルギー貯蔵・モー
タの高効率化・制御システム開発などの問題に、また、スマー
トフォンに関連する研究では低消費電力集積電子回路・信号
処理・無線周波数の有効利用・超高精細ディスプレイ開発・
通話時の音質改善などの問題に取り組んでいます。そして、
これらの研究につながるカリキュラムを展開し、確実な基礎力
と幅広い応用力をもってこれらの諸問題に立ち向かえる技術
者・研究者を養成しています。

電気電子工学専攻

　近年の電気電子工学技術の進歩は、分子から個体レベルま
で、目に見えない生体活動を観測する機器を生み出し、医療や
生命科学研究に大きな発展をもたらしています。生命理工学
専攻では、電気電子工学の4つの研究分野において医療や生
命科学とのかかわりが深い、生体医工学・脳神経科学・ナノ
バイオテクノロジー・創薬科学などの複合分野の研究を推進
し、新しい医療技術ならびに健康科学の分野で活躍する最先
端の人材を育成します。
　卒業生は、生命科学と電気工学の両方の知識を活かして社
会のニーズに応える医療・健康福祉機器の開発職や、ライフ
サイエンスの新しい産業への応用を推進する技術者・研究者
としての活躍が期待されます。

生命理工学専攻

　電気電子工学は、現代生活を支える重要で基本的な工学です。
本学科は、電気電子工学の歴史ある学問領域をベースに、生命
科学･バイオテクノロジーの学際領域を含め、多様化する現代社
会のニーズに応える技術者・研究者を養成します。1・2年次では、
電気電子工学の基礎となる電気磁気学、電気回路、電子回路、
プログラミングと、生命理工学の基礎となる生命科学を学びま
す。3・4年次では、「環境･エネルギー」、「新素材･デバイス･
ナノテクノロジー」、「通信ネットワーク」、「情報制御システム」

の4分野にわたる多くの専門科目から、自分の興味に合わせてひ
とつの分野を集中的に学んだり、複数の分野を横断的に学ぶこと
ができます。専門科目の習得により、電気主任技術者、第2種
ME技術者、バイオインフォマティクス技術者などの資格取得の
道も開かれています。
　電気電子技術を使わない産業はないといってもよく、卒業後
は電機メーカーやインフラ、ネットワーク産業における技術者と
して、社会の幅広い職種で活躍できます。加えて医療･創薬・食
品などの分野でも、生命科学の知識を活かして先輩たちが活躍し
ています。

・電気電子工学専攻
・生命理工学専攻電気電子生命学科 Department of Electronics

and Bioinformatics

学 科
紹 介

■カリキュラムの特色 ■電気電子生命学科の研究分野

生命理工学専攻では、電気電子工学の4分野をベース
に、生体医工学・脳神経科学・ナノバイオテクノロ
ジー・創薬科学などの複合分野へ発展させる力を養成。

3

電気電子工学専攻では、環境･エネルギー、新素材･
デバイス･ナノテクノロジー、通信ネットワーク、情
報制御システムの基礎・専門知識を深く習得。

2

学びの興味に合わせて専門性を高める2専攻制を導入。
専攻ごとに必修科目が指定され、電気電子工学・生
命理工学それぞれの分野で高度な専門知識を習得。

1

電気･電子系学科の歴史と伝統に根づいた
社会とのかかわりに加え、医療･健康･創薬などの
分野にも貢献できるような人材

こんな人材を育てたい

 ［ 学科主要科目  ］ ＝両専攻必修科目、 ＝両専攻選択必修科目、 ＝専攻別に必修または選択必修が指定されている科目

4年次3年次2年次1年次

 基礎物理学実験1・2
 基礎化学実験1・2
 情報処理実習1・2

 基礎電気回路1・2、  基礎線形代数1・2
 基礎微分積分1・2
 基礎力学1・2、  基礎化学1
 確率・統計、  微分方程式

  情報処理1・2、  線形代数学1・2
  微分積分学1・2

   応用数理概論1・2
  振動波動論、  基礎物理化学

 熱・統計力学基礎
 現代物理学、科学技術英語1・2

学
部
共
通

実験・実習科目

基礎科目

 電気機器学1、電気機器学2、パワーエレクトロニクス
送配電工学、大電流工学、発変電工学

 アナログ電子回路設計、  ディジタル電子回路設計
 情報理論、  通信伝送、集積回路、情報ネットワーク
通信方式、ユビキタスネットワーク、光伝送論、高周波工学

集積化通信ハードウェア

学
科
専
門

実験・実習科目

環境・エネルギー

新素材・デバイス・
ナノテクノロジー

通信ネットワーク

情報制御システム

 基礎電気数学  電気電子生命実験1A・1B
 コンピュータシミュレーション1・2

 電気電子生命実験2・3
 ゼミナール1

 ゼミナール2
 卒業研究1・2

電気機器設計
電気法規・施設管理
アクチュエータ工学

※他専攻科目は、必修・選択必修科目ではありませんが履修可能です。　※カリキュラムは変更になる場合があります。

 電子デバイス、応用生命理工学、  センサ工学
有機機能材料、電気電子材料1・2、高電圧工学

オプトエレクトロニクス
バイオマテリアル

 論理回路、  システム制御2、  信号処理1、信号処理2
  コンピュータアーキテクチャ、  医用生体計測
  先進医療技術、  神経科学、  線形システム理論
システム工学、情報セキュリティ

 パターン認識
 認知科学

 バイオインフォマティクス
画像・音響処理

信号処理 人間型ロボット
ロボット制御

光・電子デバイス

機能性誘電体ディスプレイ 光ファイバ通信

ディジタル通信網
CMOS集積回路

脳機能イメージング
生体信号処理

人工知能
バイオインフォマティクス
生体認証システム
ネットワークロボット
非線形回路 
システム・カオス
音声・画像処理

音声合成・音声認識
情報セキュリティー
ユビキタスネットワーク
ワイヤレスネットワーク
高機能通信回路
情報通信

メカトロニクス
電気機器

パワーエレクトロニクス
電力シミュレーション

電気自動車
高効率電源
超電導応用
高効率照明
太陽電池

機能性磁性材料 

医用MEMS

フォトニクス
バイオマテリアル

半導体ナノテクノロジー
有機エレクトロニクス

バイオセンサ

環境・
エネルギー

情報制御
システム

通信
ネットワーク

新素材・
デバイス・
ナノテクノロジー

ふたつの専攻から学ぶ「電気」と「生命」のつながり

こんなことにつながっている 電気電子工学専攻の研究分野

「電気」と「生命」で未来を創る

知識工学・知能システム
医療福祉ロボット

 電気電子生命概論
 電気磁気学1・2
 基礎生命科学
 分子生物学

 電気磁気学3
応用電気磁気学

 電気回路1、  電気回路2　
  電子物性1、  電子物性2
  電子回路1、  電子回路2

 システム制御1
 応用電気数学
 電気電子計測
 生理学1、生理学2
細胞分子工学

 遺伝子工学
 技術者倫理
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CLOSE UP 研究室

電気電子工学専攻 生命理工学専攻

半導体で
SDGs達成に貢献

薬物を細胞内に
送達するカプセル

　太陽電池と LSIのためのナノテクノロジーをスローガンに、半
導体の材料、プロセス、評価に関する研究に取り組んでいます。
スマートフォンに加えて自動車や家電製品など、あらゆるモノ
がインターネットで相互に接続される IoT社会の実現に必要な、
太陽電池や熱電発電素子に代表される再生可能エネルギーの創
生、低消費電力デバイスの開発による
エネルギーの有効利用に取り組み、
SDGs（持続可能な開発目標）の達成に
貢献することを目指しています。詳し
くは右のQRコードから、研究室の紹介
ビデオをご覧ください。

　ドラッグデリバリーシステム用のカプセルを開発しています。
例えば、遺伝子治療薬のRNAは、細胞内で薬効を示します。
そのため、分解されないように薬物を保護しつつ、細胞内に送
達するナノサイズのカプセルが必要です。健康食品として有名
なポリフェノールを原料としたカプセルを作製していますが、
細胞にとってカプセルは異物です。そこで、細胞膜に損傷を与
えずにカプセルを細胞内に送達する技術の開発をしています。
作製したカプセルを細胞に与え、カプセルの細胞内移行経路や
細胞内輸送経路を顕微鏡で観察したり、マイクロプレートリー
ダでカプセルの細胞毒性を評価しています。さらに、特殊な顕
微鏡を用いて、細胞膜損傷を高感度に検出する技術開発も行っ
ています。

有機分子・バイオ機能材料研究室

加藤 徳剛 教授
半導体ナノテクノロジー研究室

小椋 厚志 教授

■2022年度入試結果

DATAでわかる電気電子生命学科

卒業論文テーマ例

［電気電子工学専攻］
● 電気自動車システムの研究
● スマートセンサモジュール用電子回路の開発
● 超高精細ディスプレイ用発光素子の開発
● 雑音にうもれた信号のリアルタイム推定
● 高温超電導と電力貯蔵に関する研究

● 非線形光学顕微鏡を用いた細胞の微粒子取り込みの評価
● 皮膚角層水分量を高める効果のあるコラーゲンタンパク質の同定
● 人の社会的結合評価を目的としたオキシトシン計測システム
● マルチプレイヤーゲームにおける心拍･脳活動2人同時計測
● 身体やこころの痛み･違和感を脳活動から判定するシステムの開発

［生命理工学専攻］

  詳しくはホームページへ。

■研究室状況
研究室数 平均所属学生数※

27 9人

● シンプレクス・ホールディングス（株）
● ソニーグループ
● 東京エレクトロン（株）
● 日機装（株）
● 日本光電工業（株）
● 富士電機（株）
● （株）ＮＴＴデータ・アイ
● オリンパス（株）
● 日本電気（株）
● フクダ電子（株）

● （株）日立製作所
● キヤノン（株）
● （株）ＳＵＢＡＲＵ
● 日産自動車（株）
● 富士通（株）
● 伊藤忠テクノソリューションズ（株）
● ＳＣＳＫ（株）
● （株）ＮＴＴデータＭＳＥ
● 鹿島建設（株）
● キヤノンＩＴソリューションズ（株）※1学年の定員数を研究室の数で割った目安の数です。

■2021年度業種別就職状況

知識として学んだ事象が、
目の前で現実になる、
実験が特に面白い

電気電子工学専攻

特定の授業に関わらず、全体を通して実験が楽しいです。高
校物理や大学の座学で学んできた事象を、目の前で実際に確かめられること
に面白さを実感しています。二次元の回路図から、自分の手で三次元の回路
を作る力を身につけられ、新たな知識と出会ったことで視野も広がりました。

Q 特に印象的だった授業は？

Answer

幼少期からロボットや機械に興味があり、漠然と理系への進
学を考えていました。日常生活に欠かすことのできない電気について専門的
に深く学びたいと考えたことが、本専攻を選んだ理由です。回路などの身近
なものから発電といった大きなものまで学べることへの期待もありました。

Q 電気電子工学を専攻した理由は？

Answer

PICK UP 授業レポート

　我が国で必要とされる全エネルギーの中で電力は5割に達し
ようとしています。従って発電分野の技術革新が日本全体の
CO2排出量に及ぼす影響は莫大です。排出量削減に関する国
際的取組を念頭に置いて、安定した社会基盤との両立を実現
するための発電技術の在り方について学んでいきます。また、
電気自動車や電力貯蔵技術の動向を踏まえながらも、変電技
術の基礎をしっかりと身につけてもらえるよう講義を行ってい
ます。原子力発電については事故や人身への健康影響につい
て動画を駆使して正確に伝えた上で、必要性について議論する
ことを毎年楽しみにしています。電気工学は社会に対して大
きな影響があり、技術者の責任は重大です。受講したみなさ
んがこれを実感できるよう心がけています。

クリーンで
安定した
社会のために

世界へ向けて新技術を開発

　モーターサイクルやスクーターなど、2輪車の電装品の開発部門で、
新技術の探査・研究を推進しています。電装品は、ライトや発電機、
バッテリー、コンピュータ、ディスプレイやオーディオなど、多様な要
素があり、日々進化し続けている分野。未来を見据えて、試作や実験、
考察を繰り返し、魅力ある商品を作り、お客様へ届けています。在学
中に学んだ知識のすべてが、今の仕事の土台になっていると言えるで
しょう。電気電子の基本からプログラミング、工学実験に至るまで、
大学時代に幅広く学んでいたことが、新技術開発の現場で生かされて
いると感じています。また、専門技術に加えて磨いていた英語力は、
海外出張や海外とのテレビ会議で発揮されています。目標は、これか
らもお客様に喜んでいただける商品を開発し続けること。ASEANを
中心に、世界中の市場の期待に応えたいと思います。

卒業生からのメッセージ

理工学研究科電気工学専攻  
2012年3月修了
岩丸 虎喜
本田技研工業株式会社 二輪事業本部
ものづくりセンター
コンポーネント開発部 電装開発課 指導員

電気電子生命学科3年

保科 真悠子 
国立東京工業大学附属科学技術高等学校卒業

発変電工学
熊野 照久 教授

STUDENT VOICE 在学生からのメッセージ

異分野同士の知識をつなぎ、
多面的な視野を持つことで、
新たな研究の扉をひらく

生命理工学専攻

異なる分野の知識を関連づけて、物事を多面的に考えられ
るようになりました。例えば、電気回路の知識から、体内の神経回路につ
いて考えを巡らせることができます。この発想をさらに拡張させることで、
脳神経細胞の小単位回路などの研究に発展させられると考えています。

Q どのように成長できましたか？

Answer

「電気電子と生命」で分野を越えた知識を融合し、新たな
医療の開拓や脳科学への研究を目指すという特徴に共感。物理と生物の
知識を関連させて医療に貢献したいと考えていた私の希望と一致すると
感じました。プログラミングや機械学習について学べることも魅力です。

Q 生命理工学を専攻した理由は？

Answer

電気電子生命学科2年

楊 正隆
埼玉県私立春日部共栄高等学校卒業

　 男子 女子 合計

学部別入試
志願者数 1,238 157 1,395

合格者数 397 54 451

大学入学共通テスト
利用入試

志願者数 1,545 278 1,823

合格者数 451 84 535

全学部
統一入試

志願者数 478 79 557

合格者数 143 32 175

■進路状況
 

https://www.meiji.ac.jp/sst/bio/ http://www.isc.meiji.ac.jp/~eb/

就職者 49.5%

その他 6.4%

 進学者 44.1%

　38.0%

■ 卸売業・小売業 7.0%

■ 製造業

■ 情報通信業
34.0%

■ サービス業  4.0%

■ 学術研究・専門・技術
　 サービス業  4.0%

■ 金融業・保険業  1.0%

■ 生活関連サービス業・
　 娯楽業  2.0%

■ 電気・ガス・熱供給・水道業  1.0%

■ 建設業 8.0%

■ その他 1.0%

■2021年度就職実績（大学院生を含む）

研究室の紹介ビデオ
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太陽電池やLSIなどの高性能化を通じて、21世紀
の共生社会を実現するための最重要技術である、
半導体ナノテクノロジーの研究を行います。シリコン
テクノロジーの根幹をなす、1）ナノ材料技術、2）ナノ
プロセス技術、3）ナノ評価技術にバランスよく取り
組み、トータルパフォーマンスの向上を目指します。

微細で高性能なデバイスをつくる

半導体ナノテクノロジー研究室 小椋 厚志
教授

携帯電話に代表される無線ネットワークの研究
をしている。衛星通信などの遠距離通信から人
体周辺・人体内部の近距離通信までを対象にディ
ジタル変復調、広帯域通信、センサ・アドホック
ネットワーク、無線周波数の有効利用技術などを
研究している。

いつでもどこでも好きなだけ通信

通信技術研究室 井家上 哲史
教授

マルチコア・マルチCPUによるコンピュータや専用
ハードウェアを駆使して、音声・画像情報のディジ
タル信号処理やカオス暗号化技術について研究
しています。また画像信号処理の成果は、外部研
究機関と共同して、探査衛星の画像航行システ
ムへの応用研究に展開しています。

非線形ディジタル信号処理

複合情報処理研究室 鎌田 弘之
教授

Si、Al、Fe等の資源が豊富で地球に優しい材料
を用いて、LEDや太陽電池、熱電素子などの省
エネ・創エネデバイスを作製する技術を開発して
います。真空・塗布・粉末等のプロセス技術を駆
使してデバイスを試作し、結晶構造や光学・電気
特性の評価を通じて性能向上を図っています。

地球に優しいデバイスをつくる

オプトバイオエレクトロニクス研究室 勝俣 裕
准教授

電力系統の運用・制御上の諸問題の解決に取り組ん
でいます。発電機100機を含む実規模系統の過渡現
象解析用に安心して使える計算機プログラムの開発
や、系統制御用情報ネットワークのトポロジー最適化、
市場参加者の個性と戦略を考慮した電力市場シミュ
レーションなどのソフトウェア開発が中心的課題です。

大規模な電力システムでも
省エネルギー

大規模複雑システム研究室 熊野 照久
教授

当研究室では、（1）電気自動車および電動自転
車の製作と制御、（2）交流モータのセンサレスベ
クトル制御、（3）ニューラルネットワークによる非
線形系制御などのモータの制御に関する研究を
行っています。

電気と運動のエネルギーを結びつける

電機システム研究室 久保田 寿夫
教授

太陽光発電や風力発電の発電量予測手法の開
発や、これら再生可能エネルギー源の大量導入
が電力系統におよぼす影響の解析、電力系統に
おける電力品質の向上、電力ネットワーク構成の
最適化に関する研究を行っています。

新電力ネットワーク構築を目指す

電力システム研究室 川﨑 章司
准教授

有機分子はフレキシブル材料であると同時に精
密に構造を制御された究極のナノ材料です。当
研究室では、多種多様な有機分子の個性を知
り、その特性をいかした高機能で省エネルギー
なエレクトロニクス素子を実現することを目指し
ています。

分子ひとつで電子素子をつくる

有機分子エレクトロニクス
研究室

野口 裕
准教授

インターネットに代表される情報通信ネットワー
クをベースで支えているのが光ファイバ通信技術
です。より速く、より使いやすいネットワークを目
指し、新しい光変復調方式やディジタル信号処
理の研究を進めています。

情報通信ネットワークの未来へ

光通信工学研究室 中村 守里也
准教授

情報通信システムなどのハードウェアに必要とさ
れるCMOSアナログ集積回路の研究を行ってい
ます。小型化・軽量化が進んだ情報通信機器へ
の搭載に向けて、低電圧・低消費電力で動作す
るCMOSアナログ集積回路の実現を目指してい
ます。

高機能な集積回路の発展を目指して

集積回路システム研究室 関根 かをり
教授

人間のもつ知識やデータをうまく利用して、社会
の役に立つ応用をつくる学問が知識工学です。
私たちは、知識工学的な考え方でソフトコンピュー
ティングとさまざまな知能手法を活用した知能シ
ステムを開発し、実社会の問題解決を目指して
います。

知識と情報でより明るい将来へ

知識工学研究室 丁 利亞
教授

キーワードは最適、適応、学習。テーマとしてはシ
ステム同定、適応フィルタ、最適フィードバック制
御、学習制御、システムの安定性、最小2乗法、最
適組み合わせ問題などについて、理論研究と計
算機シミュレーションを行っています。

コンピュータ上で音・画像信号を制御

回路網研究室 松本 直樹
教授

小さな電力で明るく光る発光素子、これを用いた
薄くて軽い超高精細ディスプレイ、逆に暗い光で
も大きな電力を発電する太陽電池などを原子・分
子レベルで設計・制御しながら試作しています。植
物工場用の光源開発、光集積回路を目指したフォ
トニック結晶などについても研究しています。

新しいデバイスで快適な社会

機能デバイス研究室 三浦 登
准教授

再生可能エネルギー源の積極的な導入が求めら
れている一方で、電力の安定供給という観点か
ら電力貯蔵技術の開発も重要視されています。
そこで当研究室では、電気抵抗がゼロになる超
電導現象を応用した電力貯蔵技術とその関連技
術について研究を行います。

超電導技術の可能性を探究する

超電導応用技術研究室 野村 新一
准教授

物理特性を利用した信号の処理と伝送のために、
膨大な数の素子の相互接続やさまざまな線路形
状を適切に組み合わせる。アナログとディジタルの
信号処理を協調させ、電気回路と電磁界の理論を
併用することで、特に環境発電で動作する通信機
能回路をコンパクトに実現する研究をしている。

回路設計は物理と機能の架け橋

波動信号処理回路研究室 和田 和千
准教授

ノイズキャンセリングヘッドホン、画像データ圧
縮、脳波解析など、さまざまなところで活躍して
いる信号処理技術を発展させることで、便利で
快適で楽しい社会づくりへの貢献を目指してい
ます。また、そのために必要となる要素技術の研
究を行っています。

信号処理技術で社会貢献

知能信号処理研究室 村上 隆啓
専任講師

日常会話や車の運行データなど、生活や産業の
あらゆるところで大量のデータが日々生み出さ
れています。このデータを活かして住みよい社会
を作るために、信号処理やデータサイエンスの
手法を用いてデータの加工や分析を行っていま
す。

データから見つける充実した未来

統計的信号処理研究 丹治 寛樹
助教

私たちの身の回りにあふれている熱や光の環境
エネルギーを利用した電子機器を開発し、社会
への貢献を目指しています。本研究では微細
化した半導体を用いて充電や電池交換を必要と
しない無給電デバイスの高性能化・実現に取り
組んでいます。

微細な半導体で無給電を目指す

ナノ機能材料研究 横川 凌
助教

省エネルギー化に欠かせないのがエネルギー変換
デバイスや蓄電デバイスの高性能化です。そしてそ
の性能は使われる永久磁石材料や電極材料の性
能に大きく左右されます。本研究室では新しい高性
能磁石や電気化学キャパシタ材料の開発を目指し、
磁気的・電気的特性について研究しています。

省エネルギーは材料から

電気磁気エネルギー材料研究室 小原 学
准教授

Q
電気系と生命系が同じ学科になっている
メリットはなんですか？

Answer 電気電子工学は、世の中にあふれるさまざまな技術に欠
かすことのできない、非常に基本的で重要な工学です。また、生命科
学は医療や創薬と結びつくことで、社会の発展とともにあらわれてきた
さまざまな問題を解決するための強力な手段になり得る分野です。本
学科では、電気電子工学の分野だけでなく、そこで培った技術を生命
科学に応用することで新しい医療技術を開発し、医療福祉の分野から
も社会の発展に貢献します。

入試形態によって可能です。学部別入学試験では、理科
は物理3題・化学3題の中から任意の3題を選択する形式になっています。
また、全学部統一入学試験では、理科は物理・化学・生物の中から1科
目を選択する形式になっています。

Q 化学や生物での受験はできますか？

Answer

Q&A 電気電子生命学科編

高度技術社会のニーズに応えるために、毎年学部卒業生
の約4割が大学院へ進学しています。大学院では、学部で学んだ基礎や
卒業研究の内容をさらに発展させた専門的な事柄や応用を学習・研究
し、世界中の研究者に向けて、学会や論文で研究成果を発表しています。

Q 進学について教えてください。

Answer

企業から本学科への求人は、学部生・大学院生ともに堅
調です。業種は、電気・自動車・機械などの製造業だけでなく、通信・
建築・IT関連企業など幅広い分野に広がっています。また、医療機器
メーカーや薬品・食品関連企業への就職も増えています。本学科では
現在までに、幅広い分野に数多くの卒業生が就職しています。そのた
め、就職活動では教員だけでなく希望就職先の卒業生からも適切なア
ドバイスが受けられ、恵まれた環境となっています。専攻による就職
窓口での区別はありません。

Q 就職について教えてください。

Answer

 ［  電気電子生命学科電気電子工学専攻の教育･研究スタッフ  ］  ［  電気電子生命学科電気電子工学専攻の教育･研究スタッフ  ］

複数のドローンやビークル等のモバイルロボット
から成るロボティックネットワークの分散型協調
制御手法の構築や、機械学習と制御理論の融合
に主に取り組んでいます。研究室の特長として、
各提案手法に対して検証実験も行っています。

スマート社会に向けた制御システム構築

ネットワークトシステム制御
研究室

伊吹 竜也
専任講師

※2022年4月1日現在。
退職等により変更となる場合があります。

※2022年4月1日現在。
退職等により変更となる場合があります。

私たちが何かを感じ、喜び、そして記憶すると、
脳の中を電気信号が駆け巡ります。電圧変化を
光の強弱に変えてくれる蛍光色素分子を作用さ
せた動物の脳を高速撮影し、電気信号の流れを
「見る」ことで、その根底にある脳の回路の謎に
迫ります。

脳の電気現象を光で捉える

脳回路機能研究室 梶原 利一
准教授

バイオインフォマティクスの技術を用いてアミノ
酸配列からタンパク質の性質を予測する方法を
開発し、ゲノム情報がもつ生物学的な意味の理
解と活用を目指しています。また遺伝子工学的手
法で天然のタンパク質に人工配列を導入して機
能改変を行い、創薬への応用を目指しています。

ゲノム情報の理解と活用を目指して

生命情報科学研究室 池田 有理
准教授

コミュニケーションやメディア視聴、身体運動に
かかわる脳機能を中心に、人間の脳活動を安全
に計測する装置を使って、脳がどのようなメカニ
ズムで機能しているのかを調べます。精神医学や
社会科学、ロボット工学分野とも連携して学際的
な研究を展開しています。

ヒトの高次認知の脳機能イメージング

認知脳科学研究室 嶋田 総太郎
教授

ドラッグ・デリバリー・システム用の中空カプセ
ルや脂質2重膜小胞体の開発や、バイオイメージ
ング用の多光子励起発光微粒子の開発、蛋白質
や核酸などの生体高分子を用いた薄膜作製の
開発および、モデル細胞膜の構築や、細胞の微
粒子取り込み機構の解明に取り組んでいます。

分子や粒子を操って創る

有機分子・
バイオ機能材料研究室

加藤 徳剛
教授

超高齢化社会の日本で、誰もが安心・安全に暮
らせるための医工学研究を行います。全身の健
康をつかさどる脳の機能計測による、認知症の
早期診断、リハビリ効果の評価、体を動かせな
い方の意思伝達システムの開発を通じて、医学と
工学の架け橋となる技術者を育成します。

安心・安全・健康をつくる医工学

健康医工学研究室 小野 弓絵
教授

従来のMEMS技術に「天然物や生体材料に特化
したマイクロファブリケーション技術」を融合す
ることで「生体の優れた機能を備えたマイクロデ
バイス」を創生し、暮らしの質の向上に資するこ
とが私たちのミッションです。

生体の機能をデバイスに融合

バイオ・マイクロデバイス
研究室

工藤 寛之
准教授

少子高齢化が急速に進んでおり、医療介護現場
では人手不足が深刻な問題になっています。この
ため医師や介護者を支援する医療福祉ロボット
や機器の研究開発を行います。これらの研究開
発を通じて、医療介護に精通し高度な技術を有
するエンジニアを育成します。

少子高齢社会を豊かにする
医療福祉ロボット

医療福祉ロボット工学研究室 田中 幹也
教授

 ［  電気電子生命学科生命理工学専攻の教育･研究スタッフ  ］※2022年4月1日現在。
退職等により変更となる場合があります。

車両、船舶、ドローン、航空機、人工衛星など、地
上から宇宙まで、多種多様な次世代交通の時代
が到来しています。本研究室では、GNSS・レー
ダ・画像情報などを用いて、さまざまな移動体を
目的地まで安全・安心に送り届ける技術を研究
しています。

センシングによる安全安心な社会

航法・センシング工学 網嶋 武
准教授

電気自動車を普及させるには電力源として太陽光
発電等の再生可能エネルギーで電気自動車の充
電電力をまかなう必要があります。当研究室では
パワーエレクトロニクスとモータドライブ技術によ
りこれらのアプリケーションの技術革新を担いま
す。

パワーエレクトロニクスのつくる未来

パワーエレクトロニクス研究室 前川 佐理
准教授
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機械工学科 Department of 
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学 科
紹 介

　機械工学は、科学技術に立脚した現代社会の根幹を支える重
要な学問です。有効なエネルギーを生み出す熱機関、熱機関のエ
ネルギーで仕事をする自動車や飛行機、人に代わって働くロボッ
トなどの知能機械、半導体デバイス製造機や食品加工機などの
産業機械など、これらはすべて機械工学の産物です。また、安全・
安心な社会のシステム、省エネルギーやリサイクル技術など環境

問題への対策も、機械工学の創造力なくしては実現できません。
このように機械工学が関係する範囲は極めて広く、機械工学科
の教育内容や研究活動は多岐にわたっています。機械工学科で
は、機械工学をベースとしながら、多岐にわたる工学分野で活躍
する人材を育成するために、広い分野における総合能力の養成を
重視しています。

 ［ 学科主要科目  ］

4年次3年次2年次1年次

技術者の教養  技術者倫理、安全学概論 機械工学講座、科学技術英語1・2

印は必修科目　 印は選択必修科目

機能性材料特性の高精度計測技術の開発

材料の環境強度・力学的特性評価

機器・構造物の健全性評価技術の開発

先端材料の加工現象の解明

展開構造の力学的特性の解明

折紙の数理に基づいた
展開構造の設計

人間の特性にマッチした
機械システムの機構と制御

自律走行ロボット

生活支援・介護ロボット
電磁振動解析技術の開発

振動発電デバイスの研究

車両の運動特性とヒューマンファクタ

車両運動のリアルタイム解析

地球環境における乱流熱輸送現象の解明

エネルギー有効利用のための新技術開発

見えない現象を見る可視化技術

航空宇宙用構造材料の設計･評価

生体材料の力学と強度

水素貯蔵システムの開発と応用

風洞内の翼や車体周りの
流れの計測と制御

レーザーを用いた流体の
速度・温度計測法の開発

乱流現象の解明と制御

小型はばたき翼
飛行機の開発

MEMS技術によるエンジン用
熱流束センサの開発

ナノスケールで温度場を測る
走査型熱顕微鏡

高感度熱センサによる
細胞の代謝モニタリング

基礎科目

 基礎線形代数1・2、  基礎微分積分1・2
 微分方程式、確率・統計、  基礎力学1
基礎力学2、  基礎化学1・基礎化学2

 基礎電気回路1・基礎電気回路2
情報処理1・2

 線形代数学1・線形代数学2
 微分積分学1・微分積分学2
 応用数理概論1・応用数理概論2
 基礎電磁気学
 振動波動論、熱・統計力学基礎

専門科目  工業力学・演習

機械のダイナミクス、弾性力学・FEM
機械材料学1・2、塑性加工学、流体力学2
エンジンシステム、流体機械、伝熱工学
エネルギー変換工学A・B、機械システム設計
コンピュータ機械工学、制御工学2、計測工学
メカトロニクス、ロボット工学、ビークル工学
生産工学

機械振動学
接合工学
塑性力学
画像処理工学

実践科目
 機械工学実験A
 基礎機械製図
 機械設計製図A

 機械工学実験B、  機械設計製図B
 機械システム設計実習
 メカトロニクス実習、創造デザイン実習

 ゼミナール1・2
 卒業研究1・2

※カリキュラムは変更になる場合があります。

 機械力学・演習、  材料力学
 材料力学演習、応用材料力学・演習
 流れ学・演習、流体力学1
 熱力学・演習、工業熱力学
 機械要素設計、機械加工学
 制御工学1、  実験工学・演習
機械工作

 基礎機械工学1・2
 基礎物理学実験1・2
 基礎化学実験1・2
 情報処理実習1・2

■カリキュラムの特色 ■機械工学科の研究分野

実験実習科目、設計製図科目、ゼミナールは、すべ
ての教員が担当し、きめ細やかな指導を実施。3

3年次以降は、より高度な専門科目を受講。4年次は、
卒業研究に取り組む。2

1・2年次は、基礎的な科目を重点的に習得。特に、
主要4力学（材料力学・流体力学・熱力学・機械力
学）では、クラス別授業と演習を実施し、知識の習得
と応用力の向上を図る。

1

機械工学

材料力学

流体力学 機械力学

熱力学

卒業論文テーマ例
● 変形翼アクチュエータを用いた翼端渦流れの制御
● エアバッグの折りパターンと展開性能に関する研究
● スーパープレッシャー気球用ネットの力学的特性の評価
● プラズマアクチュエータによる翼周り流れの剥離制御
● MEMSセンサによる層流予混合燃焼場の熱流束計測
● マイクロ放電加工によるCFRPの微細形状創成
● 3Dプリンタで作製された機械部材の実験モード解析
● グラスファイバー被覆材の機械的特性計測法の開発
● 自律移動ロボットによる画像・距離情報を用いたエレベータ検出

● 要介護者に対する自立支援ロボットの設計開発
● 水平対向型熱音響エンジンの開発に向けた基礎的研究
● 自動車ドア用鋼板押し込み試験の感覚特性の定量化
● 電磁ダンパを用いた走行試験用トレーラの開発
● FEM解析を用いた金型内側変形のシミュレーション
● 硝子体手術下における眼球内水流動
● 水素貯蔵材料の開発と性能評価
● 航空機用CFRP材料の強度特性および評価技術に関する研究

自立した創造的技術者
（機械工学をベースに、多岐にわたる工学分野で活躍する人材）

こんな人材を育てたい

　流体力学では液体や気体の流れを扱います。写真は翼の端を通
過する流れを煙で可視化したものです。翼端部の流れはらせん状
の渦となり、飛行機の抵抗の原因となります。流体力学を駆使し
て翼の形状を工夫することで、渦の影響を小さくし、翼の性能を高
めることができます。飛行機の翼以外にも、流体力学は、自動車
や船舶の形状最適化、エンジン、風車等のエネルギー機器の高効
率化、血流や魚の泳法、昆虫の飛翔メカニズムの解明、ボールの空
気力学的特性に代表されるスポーツ分野での応用など、多くの分
野で私たちの生活と深くかかわっています。流体力学研究室で
は、流れをよく理解して、流れを自在に制御することで、さまざま
な機械をより高性能にすることを目指して、研究を行っています。

流れの制御で
スマートな機械を

CLOSE UP 研究室

流体力学研究室

中 吉嗣 准教授

PICK UP 授業レポート

　メカトロニクス実習では、ライントレースロボットの設計と
製作を行います。ライントレースロボットは、紙に引かれた
コースに沿って走るロボットです。センサから得られた情報を
もとに、コンピュータで状況を判断し、適切な指令値をモータ
に与えることにより、ライントレースロボットは動作すること
ができます。メカトロニクスとは、機械工学（メカニクス）と
電子工学（エレクトロニクス）のふたつの分野を結びつけた言
葉です。この授業では、車体の設計、電子回路の製作、センサ
やモータの特性評価、プログラミングなど、さまざまな体験を
することができます。講義だけでは得られないものづくりの楽
しさと難しさを、多くの人に体験してもらいたいと思います。

自分たちで
ロボットを
設計・製作する
メカトロニクス実習

椎葉 太一 教授

  詳しくはホームページへ。

日本のものづくりの底力をつける

https://www.meiji.ac.jp/sst/mech/ https://www.isc.meiji.ac.jp/~mech//
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● 日産自動車（株）
● 三菱重工業（株）
● ソニーグループ
● （株）日立製作所
● いすゞ自動車（株）
● 日野自動車（株）
● 三菱電機（株）
● セイコーエプソン（株）
● 富士通（株）
● （株）小松製作所

● 清水建設（株）
● ダイキン工業（株）
● 日本精工（株）
● （株）野村総合研究所
● 横浜ゴム（株）
● NTN（株）
● （株）バンダイ
● 大日本印刷（株）
● ボッシュ（株）
● コンチネンタル・オートモーティブ（株）

■2022年度入試結果

■2021年度就職実績（大学院生を含む）

■研究室状況

　 男子 女子 合計

学部別入試
志願者数 1,268 109 1,377

合格者数 436 44 480

大学入学共通テスト
利用入試

志願者数 1,013 115 1,128

合格者数 336 32 368

全学部
統一入試

志願者数 319 28 347

合格者数 98 11 109

 ［  機械工学科の教育･研究スタッフ  ］

流体力学に関連した分野に対して、画像処理
やメカトロニクス、オプトロニクスを応用した
計測・制御手法を中心に、種々の現象解明や
機器開発を目的とした研究を行っています。

流体や熱移動を計測し
乱流構造を明らかにする

流体工学研究室 榊原 潤
教授

極小世界の温度計測や超高速熱分析、細胞
代謝熱計測熱制御技術などナノテク応用技術
を研究しています。

ミクロ・ナノテクによる熱工学の新展開

ミクロ熱工学研究室 中別府 修
教授

宇宙など未知環境を探査するロボットの研究
を行っています。自分たちの手で世界最先端
のロボットをつくり未知なる世界へ送り込も
う。

自分たちのロボットを
未知なる世界へ

ロボット工学研究室 黒田 洋司
教授

軽量、高強度・高剛性を要求される航空機、宇宙機器
等の構造要素や複合材料を用いた設計製造技術に
関する研究を行っています。複合材料の特長や性能を
いかし、次世代の構造材料技術の創出を目指します。

空飛ぶ構造設計技術創出を目指して

航空構造材料研究室 岩堀 豊
教授

形状記憶合金の変形挙動の解明、水素吸蔵放
出材料の開発、ガラスの衝撃破壊、高分子材
料の破壊・強度・疲労について研究しています。

材料・機械・構造物の強度を
評価しています

材料強度研究室 納冨 充雄
教授

人間にとってどのような自動車が望ましいのか
というテーマのもとに、車両運動性能の解析
や制御、評価に関する研究を行っています。

「走る」「曲がる」「止まる」を追求する

ビークルダイナミクス研究室 椎葉 太一
教授

理工学研究科機械工学専攻 
2019年3月修了
篠本 健介
トヨタ自動車株式会社
車両技術開発部 担当事技職

自動車で暮らしを豊かに

　自動車メーカーで、車両のドライバビリ
ティ開発を担当しています。自動車を、運
転者の意図通りに滑らかに動作させるため
の技術を生み出すのが私の仕事。ただ動作
すればよいのではなく、燃費や振動騒音性
能などのさまざまな要素のバランスを取り
ながらカタチにしていくことが業務の肝で
す。試作車で問題を洗い出し、要因を特定
したうえで対策部品を搭載。狙い通りに性
能が向上したときには、大きなやりがいを実
感できます。毎日のように、“自分はどう思

うか。自分はどうしたいのか”と自問する
機会がありますが、目標に向けて自分と向
き合う姿勢の原点となっているのは、在学
中の研究・論文執筆活動です。先生のも
とで、どんな機械を作りたいのか、どんな社
会を目指したいのかを考え続けた経験が現
在の私を支えています。これからも、生活
を豊かにする車づくりに邁進します。

卒業生からのメッセージ

機械工学科を選んだ理由は？Q

自動車や携帯電話など、身近な機械の進化を見ていく中で、
その構造や仕組みを生み出す原点となっている機械工学に興味を抱いたか
らです。 専門的な知識が乏しかった自分にとって、基礎的な科目の習得
を重視している明治大学の機械工学科は最適であると感じました。

印象的だった授業は？Q

「機械設計製図2」という授業です。課題として与えられた仕様
を満たすディーゼルエンジンを設計し、2次元CAD（ソフトウェア）で設計図を
製図。1・2年次で学習した材料力学や熱力学の知識が結びついて、ひとつのプ
ロダクトになることを実感できました。

どのように成長できましたか？Q

実験では、理想通りの結果にならないことが多々あります。
その時に「失敗した」で終わらせず、失敗した原因の究明や解決方法にま
で思考を巡らせることの重要性を学びました。この経験を通して、論理的
な思考能力と、自分の考えを文字にする力が身についたと思います。

Answer

Answer

Answer
工学的に製品を実現するため、機能性材料の
性能や製品の使用感などの感覚特性の計測
法の開発、計測結果の信頼性に関する研究を
行っています。

「何を、どのようにして」計るかを考える

計測情報研究室 宮城 善一
教授

電池などの小型機器から石油貯蔵タンクなど
の大型構造物まで、さまざまな機械・構造物
用材料の健全性診断技術を研究しています。

材料の健全性を診断して、
社会の安全に役立てる

材料力学研究室 松尾 卓摩
准教授

太陽熱や排熱などさまざまな“熱”を、余すこ
となくエネルギーとして積極的に利用する技
術の開発に取り組んでいます。

パッシブからアクティブへ

環境熱学研究室 小林 健一
准教授

新しい塑性加工プロセスの開発、加工プロセス
の計測技術の開発、加工プロセスのコンピュー
タシミュレーション技術の研究を行ってい
ます。

日本のものづくりを支える塑性加工技術

塑性加工研究室 村田 良美
准教授

折紙の数理をもとに、展開構造の設計を行って
います。数値シミュレーションや計測を駆使して、
構造のもつ新しい機能や特性を明らかにし、自
動車部品などへの工学応用を目指します。

日本伝統の折紙をハイテク技術へ

機能デザイン研究室 石田 祥子
准教授

失敗の原因を究明し、
解決を模索することが、
成長につながる

STUDENT VOICE 

　ロボットから飛行機、環境問題など、研究分野が多岐にわ
たっていることが魅力の機械工学科。もちろん各分野の専
門性の高い講義も充実しているため、今はまだ突き詰めたい
分野が決まっていない人も、必ずと言っていいほど興味のあ
る分野を見つけることができると思います。私自身も多くの
研究に心を奪われ、研究室選びの際にはその幅広さに良い意
味で悩まされるほどでした。

機械工学科3年

下釜 柊二
神奈川県立瀬谷高等学校卒業

在学生からのメッセージ

センサ・サーボシステムなどの要素技術や新し
いメカニズム、さらにこれら各要素の特性を
いかしたロボットやユーザインタフェースの研
究をしています。

機械の動きをつくり出し思い通りに動かす

機械制御システム研究室 加藤 恵輔
准教授

マイクロ・ナノスケールの構造からなるセンサでは高速な現象
や僅かな変化を捉えられます。極微量・高速バイオ分析や高
品質な材料の合成制御への応用のほか、未知現象の解明に
もつながる新たな熱物性計測技術の開発を目指しています。

熱流体計測で新領域を拓く

熱物性工学研究 鎌田 慎
助教

機械加工による正確な微細形状の実現を目
的として、精密加工システムやその構成要素、
加工計測の研究を行っています。

思い通りの形を創る

機械加工研究室 澤野 宏
准教授

流れの計測と数値シミュレーション技術を応用し、
乱流現象の解明・制御に関する研究を行っていま
す。翼周り流れ、流体構造連成問題等について、
工学的に有用な新技術の開発を目指しています。

流れを知り、制御する

流体力学研究室 中 吉嗣
准教授

機械構造物の振動を抑えたり、逆に有効活用す
ることを目的として、新たな機械システムや計測
法の創出を行うとともに、数値シミュレーション
や実験モード解析手法の開発を行っています。

機械力学・振動を究める

機械ダイナミクス研究室 齋藤 彰
准教授

DATAでわかる機械工学科

研究室数 平均所属学生数※

15 9人

■進路状況

機械工学では、機械が動く原理から機械の仕組み、機械を
つくるための設計や製作方法まで、機械にかかわる全般の知識や技術を学
びます。機械工学科の卒業生は製造業だけでなく、運輸業やサービス業、
建設業等幅広い分野で活躍しています。

Q 機械工学とはどのようなことを学ぶ学問なのでしょうか？

Answer

3割を超える機械工学科の卒業生が大学院へ進学しています。

Q 大学院進学について教えてください。

Answer

機械工学科の卒業生は専門知識、コミュニケーション力
で企業から高い評価を受けています。製造業だけでなくさまざまな分野
の大手企業から求人が来ており、就職率はほぼ100%です。さらに、大
学院に進学し一生懸命研究に取り組んだ学生は、論理的思考力やプレ
ゼン技術も高まり、より専門性の高い職種に就いて活躍しています。

Q 就職の状況はどうなっていますか？

Answer

Q&A 機械工学科編 機械工学専攻への進学方法として、学内選考試験、Ⅰ期入学試験、Ⅱ期入
学試験の3回の入試機会があり、入学時の成績優秀者には奨励奨学金が給
付されます。また、大学院では学会研究発表助成による支援が受けられ、
国内の学会や国際会議での研究成果の発表が積極的に行われています。特
に国際会議では世界の研究者相手に活発な議論を行うことができます。

※特別措置合格者を含む

※2022年4月1日現在。
退職等により変更となる場合があります。

※1学年の定員数を研究室の数で割った目安の数です。

■2021年度業種別就職状況

 

 

 
就職者 41.0%

その他 0.9%

進学者 58.1%

46.5%
■ 製造業

■ 学術研究・専門・
　 技術サービス業 11.6%

■ 建設業 7.0%

■ 卸売業・
　 小売業
　 9.3%

■ 運輸業・郵便業  2.3%

■ 情報通信業 11.6%

■ サービス業
9.3%

■ 公務 2.3%
※

21 22MEIJI UNIVERSITYSchool of Science and Technology 



　機械情報工学科は、世の中に価値をもたらし、人々に喜ばれる
ものづくりの基盤となる機械工学分野に加えて、電気と情報技
術についても幅広く学べる環境を整えた学科です。ロボットに
加えて、人を助けるエンジニアリングとして患者さんの体を傷つ
けることなく効果的に癌を治療する最先端の医療機器開発や
医用システム開発、また地震から身を守る防災技術、そして鉄道
の研究も行っています。
　時代の変化をいち早くとらえ、機械と情報、人間社会と地球環

境との調和をデザインし、常に新しい研究に取り組む姿勢も私た
ちは大切にしています。3Dプリンターによる新しい機構の開発、
エネルギー問題を解決する燃焼プロセスの研究、ものづくり大国
を支える設計システムの開発、そして信頼性向上のための製品寿
命の推定方法の開発など、ハード×ソフトで技術イノベーションを
目指しています。このような研究を通して、既成概念にとらわれ
ず、工学という分野さえも超越した新しいアイデアを具現化し、
グローバルに発信し続ける行動力が身につけられます。

機械情報工学科 Department of Mechanical
Engineering Informatics

学 科
紹 介

■カリキュラムの特色 ■機械情報工学科の研究分野

● レーザー計測および電子顕微鏡観察によるディーゼル火炎内
すす生成・酸化過程の研究

● フレキシブル二重倒立振子の安定化制御
● 光音響分光法による非侵襲血糖値計測システムの構築
● ユーザの身体特性のばらつきを考慮したユニバーサルデザイン手法
● 複数ビークルに対するフォーメーション制御系の設計
● 簡易人体モデルを用いたFEM解析による大形リエントラント型
空胴共振器アプリケータの加温特性

● 3Dプリンタによるロボットハンドの開発

● 人間の触覚感性機能を備えた材質認識システムに関する研究
● 腱駆動ロボットハンドによる物体の受け止めに関する研究
● 固体冷媒高効率ヒートポンプの特性評価
● 機能性流体を用いたセミアクティブダンパの開発
● 高機能フィルム開発に向けたレーザーによるフィルムの曲げ
変形挙動観察

●クアッドロータのフォーメーション制御
●足底装具の設計に向けたWeb-based 3D CADに関する研究
●ダイナミックな運動の実現を目指した人型ロボットの開発

3年次後半～4年次は、各研究室に所属し、卒業研究
として個別の研究課題に取り組み、さらに深く追求。3

3年次は、流体力学、熱力学、制御、計測、メカトロ
ニクス、ロボット工学などの専門科目を選択・習得
したうえで、指南車と小型ロボットアームを設計。

2

本学科の授業は「分野横断型」。1・2年次は、機械
工学の基礎分野、電気回路、情報工学の基礎となる
プログラミング技術を習得。

1

卒業論文テーマ例

 ［ 学科主要科目  ］

4年次3年次2年次1年次

基礎教育

 基礎線形代数1・2
 基礎微分積分1、基礎微分積分2
 微分方程式、  確率・統計、基礎力学1・2
 基礎物理学実験1・2、  基礎化学実験1・2

 線形代数学1・2、  微分積分学1・2
 応用数理概論1、  応用数理概論2
 基礎電磁気学、  熱・統計力学基礎
 振動波動論

科学技術英語1・2

印は必修科目　 印は選択必修科目

材料と構造  材料力学1・演習  材料力学2・演習、  材料学

運動と振動  工業力学1・演習、  工業力学2・演習  機械力学1・演習、  解析力学  機械力学2

エネルギーと
流れ

 流体力学、  流体工学、  工業熱力学
 伝熱工学、エネルギー変換工学A・B

※カリキュラムは変更になる場合があります。

設計と生産・管理  設計工学1、  設計工学2・演習  加工学  生産システム工学

計測・制御  基礎計測工学
 基礎制御工学・演習

 応用計測工学、  制御工学1・2
 メカトロニクス、  ロボット工学、  ロボット機構学 システム制御工学

情報・数理  情報処理実習1・2、   情報通信・ネットワーク  プログラム実習1、  プログラム実習2
 統計解析

シミュレーション工学・演習、
 画像処理工学、AIプログラミング実習、

情報社会と情報倫理、情報と職業

総合デザイン力
養成  機械情報工学  機械情報製図1・2

 ゼミナール2
 卒業研究1・2
機械工学講座

 メカトロ設計実習1・2
 機械情報工学実験1・2
 ゼミナール1、  技術者倫理

新しいアイデアを具現化し、未来を切り開くエンジニア

こんな人材を育てたい

PICK UP 授業レポート

機械情報工学実験2

小澤 隆太 教授

　機械情報工学実験2では、機械情報系のさまざまな実験や少
人数のグループで課題に挑戦するエンジニアリングデザイン実
習などを行います。エンジニアリングデザイン実習では、与えら
れた課題に対してグループでアイデアを出し合い、専門的な知
識を応用しながら試行錯誤を重ねて、決められた期間内で装置
を開発します。発表会ではプレゼンテーションと実演を行いま
す。このグループワークを通して創造力、応用力、制約条件下
で解を見出す能力、チームワーク力など多様な能力を養いなが
ら、エンジニアとしてのセンスを磨きます。実験では、機械加
工や電気回路、さまざまな計測実験、ロボットの制御実験など
を通じて講義で学んだ基礎知識を体験として学んでいきます。

実験を通じて
基礎を学ぶ

CLOSE UP 研究室

　陸・海・空だけでなく、長期的には宇宙環境も対象とし、人間
や生物の能力を超えるロボットの実現を目指しています。ヒュー
マノイドのような脚型ロボットだけでなく、車輪型や飛行型、そ
れらのハイブリッド型などの移動ロボットを対象としています。
ロボットのハードウェア開発はもちろんのこと、ロボット周辺環
境の認識、環境認識結果に基づく軌道計画、ロボット全身の運動
生成、各種センサ情報を利用した制御器設計などのソフトウェア
面の課題にも取り組んでいます。地震や洪水、噴火などの自然災
害や老朽化に伴うインフラ事故が相次いで発生していますが、こ
のようなロボットは、災害現場の状況調査・復旧活動などの危
険を伴う環境で、人間に代わり作業できることが期待されます。

超生物的な能力を
もつロボット

知能ロボティクス研究室

橋本 健二 准教授

  詳しくはホームページへ。

ハード×ソフトで技術イノベーションを目指す

工業統計学

https://www.meiji.ac.jp/sst/messe/index.html http://www.messe.meiji.ac.jp/
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機械情報工学科  Department of Mechanical Engineering Informatics
学  科
紹 介

 ［  機械情報工学科の教育･研究スタッフ  ］

レーザー、分光、画像計測等の最先端光計
測技術を燃焼プロセス等の現象解明・制
御に応用し、環境およびエネルギー問題の
克服に貢献します。

はじめに光ありき

環境情報研究室 相澤 哲哉
教授

信号伝達に遅れのある「むだ時間の制御
問題」と「構造物のアクティブ制振制御問
題」を理論と実験から研究しています。

制し御する楽しみを
いっしょに学ぼう

システム制御研究室 阿部 直人
教授

医用画像診断装置のように、観測対象を
傷つけることなく物体内部の情報を計測
し画像化するシステムの研究・開発を行っ
ています。

計測情報を可視化する

計測工学研究室 石原 康利
教授

動きのある機械に対するフィードバック制
御の設計法を研究します。特に、数値計算
や計算機代数を利用した系統的な設計法
に注目しています。

制御の設計ができる技術者になろう

制御工学研究室 市原 裕之
教授

日本の優れたものづくりを支えるために、
設計者の意思決定を支援する国際的にも
通用する設計システムの構築を目指してい
ます。

ものづくり=設計 × 情報システム

設計システム研究室 井上 全人
教授

エネルギーに関する研究は、エンジン、発
電、エアコンなど人間生活の根幹を担うも
のです。限りあるエネルギー資源を有効に
利用するための新たなエネルギーデバイス
の研究開発を行っています。

エネルギーの量と価値を見極める

エネルギーシステム研究室 川南 剛
教授

3Dプリンターとして知られるアディティブ
マニュファクチャリングの特徴をいかした
機械製品の設計法について研究を行って
います。従来には見られない革新的な製品
開発を目指します。

デジタル技術による開発 ･設計

設計工学研究室 舘野 寿丈
教授

材料の強さや柔軟性および、物理･化学的
性質等マクロな特性と、原子や結晶等から
なるミクロな構造との関係を解明し、高性
能材料開発やレーザ計測をあわせた非破
壊検査法の開発を目指します。

材料のミクロとマクロをつなぐ

材料システム研究室 有川 秀一
准教授

材料の破壊メカニズムを実験とパソコン
での計算で解明し、その結果を壊れにくい
機械（たとえば、自動車など）の設計に役
立てます。

機械の破壊を科学する !

固体力学研究室 田中 純夫
専任講師

故障原因が不明な場合を含む寿命データ
を用いて、使用環境の効果を考慮した競
合リスクモデルに関する研究に取り組んで
います。

問題解決力が身につく統計学

情報統計学研究室 永井 義満
専任講師

脚型や車輪型の移動ロボットを対象とし、その
ロボットの開発や環境認識、軌道計画、ロボット
の運動生成、各種センサ情報を利用した制御器
設計などの研究課題に取り組み、超人・超生物
的な能力をもつロボットの実現を目指します。

生物の能力を越えるロボット

知能ロボティクス研究室 橋本 健二
准教授

ロボットは開かれた環境の中でさまざまな
作業を行うことが期待されています。その
ために必要となるロボットのための機構設
計と制御の方法を研究しています。

ロボットのための機構と制御

マニピュレーション研究室 小澤 隆太
教授

地震による機械や構造物の揺れをどうす
れば防ぐことができるのか、そのための機
械「ダンパ、免震、制振装置」をつくってい
ます。また、振動発電や鉄道架線などの振
動にかかわる研究をしています。

地震の揺れから身を守る

機械力学研究室 松岡 太一
教授

理工学研究科
機械工学専攻
2020年3月修了
緒方 啓人
三菱電機株式会社

多種多様な分野により
発見できた自分の興味

　住まいや商業施設の空間を快適に保つに
は、エアコンなどの空調機が必要不可欠な
存在です。現在、私は先端技術総合研究
所に所属し空調技術に携わりながら、最先
端の技術と知見をもつ方々とともに研究開
発できることにやりがいを感じています。
　学部・大学院で学び、仕事でいきている
ことは、学部で学んだ機械工学の柱である4

種類の力学や制御工学、プログラミングの
多様な基礎知識、そこで興味をもち大学院
で研究した熱流体分野の「熱の移動」「流体

の流れ」についての専門知識です。製品開
発は多様な分野の専門家の協働作業で行わ
れます。最近では、学部時代に学んだ幅広
い知識により、同僚の意図を理解し、院生
時代に培った専門性をいかして製品に貢献
していると実感できることが増えました。
　機械情報工学科は「多様な分野から自分
の興味を見つけることができ、技術者に必
要な多様性、専門性を身につけられる学
科」です。機械情報工学科で「自分が興味
をもてる分野」をぜひみつけてください。

卒業生からのメッセージ

機械情報工学科を選んだ理由は？Q

機械の設計から製作までを行うための機械分野、機械を制御
し実際に動かすための情報分野の２つを学べるからです。現代の機械の多く
はコンピュータ制御であり、情報分野の知識も不可欠。機械と情報の両分
野を学び、設計から製作、制御まで行える知識を身につけたいと考えました。

印象的だった授業は？Q

設計製図の授業で、設計には、材料の特性や表面性状など、
多様な要素を考える必要があることを学びました。改善点の絞り込みやコ
スト削減の工夫など、機械を利用する側の目線だけでなく、機械を設計、
製作する側の目線で見ることができるようになったと思います。

学びを将来どのようにいかしたい？Q

機械工学分野に加えて情報工学分野も学んだことをいかし
て、機械設計だけではなく機械の動作制御までも行える万能なエンジニア
になりたいと考えています。また、グループ実験などで培った、議論を通じ
て欠点を改善するプロセスを、企業での高度な実験で実践したいです。

Answer

Answer

Answer

機械工学と情報工学、
両分野を学ぶことで、
可能性が広がる

　専門性の高い分野ですが、入学してすぐの1年次春学期か
ら始まる「機械情報工学」の授業のおかげで、安心して第一
歩を踏み出すことができます。外部の講師や各研究室の先
生からどんな研究をしているのか、研究のために何が大切な
のかを聞くことができました。大学ではどんな勉強や研究が
できるのか、各専門分野はどのように結びつくのか、大学生
活への期待や学ぶ楽しみも広がります。

機械情報工学科3年

諸岡 雅人
神奈川県私立横浜高等学校卒業

STUDENT VOICE 

在学生からのメッセージ

現代社会には流体を利用した機械が多くあり、生
活を豊かにする一方で環境負荷の要因となって
います。数値解析・実験・理論を用いた複雑輸送
現象の解明、流れの制御及び形状最適化を通し
て環境に優しい流れ場のデザインを目指します。

流れ場をデザインする

流体デザイン研究室 亀谷 幸憲
専任講師

はしご昇降可能な
災害対応ロボット

機械情報工学科は分野
横断型の授業で機械工学をはじめ、情報
工学・電気回路・プログラミングなどを
幅広く学ぶことができます。本学科卒
業生は大手自動車メーカー、航空会社、
航空宇宙関連、鉄道などの製造業・旅

客輸送業に加えて、ソフトウェア関連、
情報通信機器・電機関連会社、そして
国家公務員など、より広い分野の企業に
就職しています。本学科では「情報」あ
るいは「数学」の教員免許状の取得が可
能であることも、特長のひとつです。

Answer

Q&A 機械情報工学科編

Q 機械情報工学科の学びにはどんな特長がありますか？
● キヤノン（株）
● パナソニック（株）
● （株）日立製作所
● 三菱電機（株）
● （株）キーエンス
● 京セラ（株）
● Sky（株）
● 三菱重工業（株）
● （株）小松製作所
● 日立建機（株）

● 日産自動車（株）
● （株）SUBARU
● （株）豊田自動織機
● いすゞ自動車（株）
● （株）バンダイ
● （株）コナミアミューズメント
● 住友電気工業（株）
● ソフトバンク（株）
● エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株）
● 日本マイクロソフト（株）

■2022年度入試結果

■研究室状況

　 男子 女子 合計

学部別入試
志願者数 656 50 706

合格者数 255 19 274

大学入学共通テスト
利用入試

志願者数 483 47 530

合格者数 150 9 159

全学部
統一入試

志願者数 263 26 289

合格者数 87 9 96

研究室数 平均所属学生数※

15 9人

■2021年度業種別就職状況

■2021年度就職実績（大学院生を含む）

      DATAでわかる機械情報工学科

■進路状況

※特別措置合格者を含む

※2022年4月1日現在。
退職等により変更となる場合があります。

※1学年の定員数を研究室の数で割った目安の数です。

 

 
就職者 63.6%

その他 5.0%

進学者 31.4%

33.8%
■ 情報通信業

■ 製造業 31.2%

■ 金融業・保険業  2.6%

■ 卸売業・小売業  2.6%

■ 学術研究・専門・
　 技術サービス業
　 5.2%

■ 建設業 3.9%

　 

■ 電気・ガス・熱供給・水道業 1.3% ■ 不動産業・物品賃貸業 1.3%

■ 生活関連サービス業・
　 娯楽業 1.3%

■ サービス業
　 13.0%

■ 公務 3.9%

コンピュータによるロボットの自動設計や製作、
ネットワークを介したロボットの遠隔操作が一般
的になる未来を見すえて、柔軟材料を使ったやわ
らかいロボットを題材に、シミュレーションや機
械学習を活用したロボット学を開拓します。

人間とロボットのやわらかい関係 

複雑ロボットシステム研究室 新山 龍馬 
専任講師 

複雑かつ不確かな環境の中でロボットが自ら動
作を学習しうまく機能するための、機械学習、最
適制御およびシステム設計について研究してい
ます。ソフトウェアとハードウェアの両面から、実
世界で活躍する賢いロボットの実現を目指しま
す。 

ロボットと一緒に“学習”しよう

知能ロボット制御研究 青谷 拓海
助教 

※

※
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卒業研究･卒業設計テーマ例

　建築学は、人々の生活に密接なかかわりをもつ学問であり、
工学でありながら芸術の側面をもち、人類の文化の大きな一
翼を担っています。したがって、建築学を学ぶ者には、「建築
史・計画・意匠・設計」、「構造・材料・施工」および「環境・
設備」などとともに、社会、経済、文化にかかわる幅広い知識
が要求されます。また、技術を創生するための創造力、企画
力、表現力、実行力などの能力が求められます。

　現在、建築には、地震や台風などに対する防災だけでなく、
地球温暖化などの環境問題や高齢化社会にも対応できる街
や住まいのデザインなど、課題が山積しています。より経済
的、文化的、快適な居住空間・環境の創造、街並みの形成は
建築の永続テーマです。
　建築学科では、3分野に精通した専任教員・特任教員が、安全･
安心で快適な居住空間・環境、街並みの創生に必要な幅広い知
識と多様な能力を有する建築や都市のプロフェッショナルの育成
に努めています。

建築学科 Department of 
Architecture

学 科
紹 介

熱・空気・光・音などの環
境要素の制御について扱
う環境分野と、空調設
備・給排水設備などの建
築設備について扱う設備
分野からなっています。

■カリキュラムの特色 ■建築学科の研究分野

● 横浜市磯子区における建物疎開跡地の活用と闇市からの変容
● オープンプラン型教室における伝搬音低減手法に関する研究
― 家具・建具の効果に着目した音響数値解析による検討 ―

● 動的昼光解析を用いた方位別昼光性能比較と等価性評価
● 自己復元型トリガー機構を履歴系ダンパーに接続した免震建物
の地震応答性状

● 慣性質量および可変減衰による鉛直動に対する応答制御効果
● 無モルタル工法を用いた耐震コンクリートブロック造壁の構造
性能評価

● 表裏一体
　～建築による不可視なものの可視化～
● 解築
　～“解体”と“建設”を組む動的な建材ネットワーク
● 被服建築論
● 香港逆移植
　～映画的建築による香港集団的記憶の保存～
● bamboo cycle
　～竹林と森林の間に建つ循環型建築～

右記の3分野の授業を、目標や興味に応じて自由に選
択することが可能。3

4年次の「卒業研究・卒業設計」では、自ら選んだテー
マに沿って、論文執筆や作品制作を行う。2

「授業」と「演習」を通して、学年が上がるごとに、よ
り専門的内容を学べるプログラム。1

 ［ 学科主要科目  ］

4年次3年次2年次1年次

総合  建築学概論  建築法規と社会 Architecture in English

印は必修科目　 印は選択必修科目

※カリキュラムは変更になる場合があります。

研究  卒業研究・卒業設計1・2
ゼミナール1・2

建築設計演習・実習
 建築製図［設計］
 建築設計1［設計］
造形演習［造形］

 建築設計2・3［設計］
ジョブインターンシップ［実習］
情報処理実習1［CAD］

 建築設計総合a・b［設計］、建築設計スタジオ1a・1b［設計］
情報処理実習2［CAD］

建築設計スタジオ2a・2b
［設計］

情報処理 情報処理1 情報処理2

建築・都市
プランニング＆
デザイン分野

 建築デザイン概論
［建築計画］

 西洋建築史［建築史］
 建築設計論［建築意匠］
 住環境デザイン論［建築計画］
 都市計画［都市・地域計画］
 建築構法［建築構法］

 近代建築史［建築史］、  日本建築史［建築史］
 建築意匠論［建築意匠］、  建築計画［建築計画］
 地域デザイン［都市・地域計画］
 都市デザイン［都市・地域計画］

古建築実習
［建築史］

環境・設備
エンジニアリング分野

 建築環境概論
［環境原論］

 建築熱環境［環境原論］
 建築光環境［環境原論］
 建築設備概論［環境設備］

 建築音環境［環境原論］、  建築空気環境［環境原論］
建築環境実験1・2［環境原論］、建築環境実験2［環境原論］

 空調設備［環境設備］、  給排水設備［環境設備］

環境設備設計スタジオ
［環境設備］

構造・材料
エンジニアリング分野

 応用力学1・2
［構造力学］ 

 構造力学［構造力学］
 建築構造概論［建築構造］
 建築材料1［建築材料］
 建築施工［建築生産］
 構造デザイン［構造力学］

 鉄筋コンクリート構造［建築構造］、  鋼構造［建築構造］
 木質構造［建築構造］、  構造性能論［建築構造］
 建築構造の振動［建築構造］、  構造解析［建築構造］

構造・材料実験1［建築構造］、  建築材料2［建築材料］
 建築材料設計［建築材料］、構造・材料実験2［建築材料］、  建築生産［建築生産］

幅広い知識と多様な能力を有する
建築や都市のプロフェッショナル

こんな人材を育てたい

木材、鉄鋼、鉄筋コンク
リートなどの骨組みや構
造に関する力学や設計に
ついて扱う構造分野と、
構造材料や仕上げ材料
といった建築材料や部材
の品質管理、設計、ある
いは施工について扱う材
料・施工分野からなって
います。

構造・材料・施工分野

より良く美しい環境を創
造するために、その環境
が形成されてきた歴史を
学び、社会的・文化的な
文脈を読み取り、環境の
構成要素とその構成原理
を捉えたうえで、それら
を再構築する設計と計画
の方法論を学びます。

歴史・意匠・計画分野 環境・設備分野

建築学

卒業論文 卒業設計

CLOSE UP 研究室

地域デザイン研究室

川島 範久 専任講師

　これまで人間は地球を改変してきており、人間の生存条件である
地球環境が不安定化してきています。このような時代における新た
な地域のあり方を考えるヒントは、都心部よりも辺境である中山間
地域や離島、地方中小都市や大都市近郊といった地域にあると考
えています。地域の環境は、気候、地理・地形・地質、植生、生物・
人間活動などの多角的な要素によって形成されています。本研究
室では、その環境ポテンシャルをいかすエコロジカルな地域・建築
デザインの研究・実践を通して、地球環境危機の時代における新た
な地域と建築の在り方を追求しています。従来のフィールドサーベイ
に加え、環境シミュレーション等のデジタルツールも用いてエンジニア
リングの視点からも地域・建築を分析・デザインするのが特徴です。

環境ポテンシャルを
いかすエコロジカルな
地域・建築デザイン

PICK UP 授業レポート

建築デザイン概論

田中 友章 教授

　大学から建築を学びはじめた初学者が、建築デザインに関する
基礎的な知識を習得することを目指して、1年次の秋学期に設置
されている科目です。14回の授業を通して、建築の計画・設計に
関する多面的な側面や事象を取り上げて、建築デザインの持つ総
合性や多様性について概説します。「場所と建築」「身体と建築」
「光と空間」といった具合に、各回で特徴的なテーマを取り上げて、
建築デザインでは考慮すべき領域が広く、対象が多様であることを
説明し、各 の々テーマに関する留意点や基本的事項について学び
ます。実際にデザインする場面では、これらの多面的事項に応答
し統合していく必要があるので、設計演習等に取り組む準備段階
としても、基礎からその本質を学ぶ機会となります。

建築デザインの
基礎から
本質を学ぶ

  詳しくはホームページへ。

人と自然がいきる“環境”を創造する

https://www.meiji.ac.jp/sst/arch/ https://meiji-architecture.net/
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建築学科  Department of Architecture
学  科
紹 介

● 積水ハウス（株）
● 鹿島建設（株）
● （株）竹中工務店
● 清水建設（株）
● 大成建設（株）
● （株）長谷工コーポレーション
● 髙松建設（株）
● （株）大林組
● （株）ＪＲ東日本建築設計
● 生和コーポレーション（株）

■2021年度就職実績（大学院生を含む）

59.2%

■ 製造業 5.6%

■ 建設業

■ 不動産業・物品賃貸業 11.3%

■ 卸売業・小売業 5.6%

■ 生活関連サービス業・
　 娯楽業 1.4%

■ 宿泊業・飲食
 　サービス業 1.4%

■ 学術研究・専門・
     技術サービス業  4.2%

■ 運輸業・郵便業 1.4%

■ 情報通信業 2.8%

■ その他 2.8%

■ 公務 1.4%
■ サービス業  2.8%

Answer

Answer

建築・都市の音環境・視環境を対象に、人の
認知や評価、人々の活動と環境との関係につ
いて理解を深め、人の社会生活に資する環境
づくりを探ります。

人の心理から価値ある
空間づくりを探る

建築環境計画研究室
（建築音響・環境心理・環境計画）

上野 佳奈子
教授

建築や都市を対象とした、空間理論・空間計
画。建築設計および建築設計論。建築意匠に
関する研究を行います。

空間を分析的に捉える

建築空間論研究室
（空間計画・建築設計・建築意匠）

大河内 学
教授

グローバルな視点から都市デザイン・都市計画
のあり方を考え、現代社会に求められるアーバ
ニズムの理論と実践手法を探究しています。

戦略的アーバンデザインの実践

建築・アーバンデザイン研究室
（都市デザイン・都市計画）

佐々木 宏幸
教授

防災拠点としても使用されるシェル・空間構
造の自重・雪荷重・地震に対する構造安全性
の向上を目指して研究を行っています。

災害時にも使用可能な
シェル・空間構造の実現

シェル・空間構造研究室
（鋼構造・耐震設計）

熊谷 知彦
教授

世界、日本には、色々な木があります。その特
性をよく理解し、人 の々生活に役立ち、暮らし
を豊かにするデザインとは何か、について研究
しています。

木の美しさ、優しさ、強さに触れよう

木質構造研究室 梶川 久光
教授

空間と環境の創造にまつわるあらゆる行為を
物理的に媒介する存在として「建築物」をとら
え、その構築の方法論を、理論的・実践的に
研究します。

「ものとしての建築」を
あらゆる角度から研究する

建築構法計画研究室
（建築構法・構法計画・建築設計）

門脇 耕三
准教授

日本のみならず世界各地の地震被害を軽減す
べく、コンクリート系建築物の耐震性能を検
討・評価するとともに、その耐震性能の向上を
目標として研究を行っています。

地震・被災に強い建築物

耐震構造研究室
（建築構造・耐震設計）

晉 沂雄
准教授

安全で安心して暮らせるまちづくり、地域の魅
力を高めるまちづくりをどう進めるか。都市計
画やコミュニティデザインの手法を研究してい
ます。

地域特性をいかした
まちづくりの全国展開

都市計画研究室
（都市計画・まちづくり・安全学）

山本 俊哉
教授

身体からまちへ広がる多様な建築のスケール
や、都市・ランドスケープなどの周辺領域へも
視野を広げ、建築計画・設計の理論や技法の
研究と実践を行っています。

場所と社会に応答する
建築デザインの探求

建築計画・設計研究室
（建築計画・建築設計・建築デザイン論）

田中 友章
教授

BIMや種 の々環境系シミュレーション技術を活
用し、快適な空間を低い環境負荷で実現する
環境設計プロセスの本質を追究しています。

環境視点で建築の形とシステムを考える

建築環境デザイン研究室
（建築環境・建築設備）

樋山 恭助
教授

構造力学を駆使して安全で経済的な美しい建
築を創造することが構造設計の仕事です。構
造設計にかかわる研究を行っています。

構造力学による建築構造の設計

構造力学研究室
（構造力学・構造設計）

小林 正人
教授

都市建築デザイン研究室は、長続きする建築
のデザインやまちづくりの方法論を具体的に
調査・研究し、実践しています。

家具から都市までデザインしよう

都市建築デザイン研究室 小林 正美
教授

建築材料の構造性能や耐久性に関する実験、
リサイクル材料の開発や建設廃棄物の再資
源化システムの実用化研究を行っています。

資源循環型社会を目指して

建築材料研究室
（建築材料）

小山 明男
教授

快適かつ環境負荷の少ない温熱環境構築を
目指し、自然エネルギーの利用可能性の検証
や、環境共生手法の効果検証、熱・空気移動
現象の解明に関する研究を行っています。

地球環境に配慮した健康で
快適な建築・都市温熱環境の実現

建築環境工学研究室
（熱空気環境・環境共生手法評価）

酒井 孝司
教授

建築学科を選んだ理由は？Q

幼い頃からゲームで架空の街を作るのが好きで、将来は「まちづ
くり」に携わる仕事をしたいと考えていました。都市計画と建築の両面を専門
的に学びたいとの思いで本学科への進学を決意。最初は都市計画に興味があ
りましたが、先輩方の作品を見て、建物の内部構造にも関心が広がっています。

建築学科の魅力とは？Q

建築学は、芸術的なイメージを持たれがちですが、実際は、社会
学や工学など幅広い分野にわたる総合的な学問です。建築物を土地や環境の
中でどのような存在とするか、自分なりのテーマを持って設計することで、作
品が社会への提案や課題解決への働きかけにもなる、魅力的な分野です。

理工学研究科
新領域創造専攻 
2017年3月修了
小花 璃美
小田急電鉄株式会社
まちづくり事業本部
エリア事業創造部 技術員

都市開発で社会を支える
　鉄道会社で沿線の都市開発に携わってい
ます。これまでに、商店街や保育園、居住型
教育施設、温泉旅館などの開業にも関わって
きました。プロジェクトやイベントの企画か
ら、収支計画の検討、工事会社との調整まで、
業務内容は多岐に渡ります。自分たちが企
画した建物や空間が図面になり、現実にでき
あがって多くの方々に使ってもらえること、
「街が良くなった」との声をいただくことが、

大きなやりがいです。在学中の学びの中で特
に印象的だったのは、設計の授業。与えられ
た課題を解決するためのアイデアを生む苦し
みも、アイデアを形づくることの楽しさも学べ
る体験でした。また、自分の作品に込めた考
えを発表するプレゼンテーションでは、伝え
る力が鍛えられたと思います。大学での多様
な学びに社会人としての経験を重ね、これか
らもやりたいことにチャレンジし続けます。

卒業生からのメッセージ

建築で何ができるか。
自分のテーマを持って、
設計に臨みたい

STUDENT VOICE 

　「まちづくり」に興味がある一方で、製図や造形などの作業は苦手でし
た。入学当初は苦労しましたが、それを変えてくれたのは、本学科で出会
った仲間や先輩、後輩といった人 か々らの刺激です。人脈が広がり多様
な考え方に触れる中で、社会を見る視野も養われました。

建築学科2年

江口 琉
新潟県立新潟高等学校卒業

在学生からのメッセージ

DATAでわかる建築学科

● 大和ハウス工業（株）
● 高砂熱学工業（株）
● （独）都市再生機構
● 戸田建設（株）
● 西松建設（株）
● （株）乃村工藝社
● （株）フジタ
● （株）松田平田設計
● （株）安井建築設計事務所
● （株）山下設計

■2022年度入試結果
　 男子 女子 合計

学部別入試
志願者数 1,168 501 1,669

合格者数 221 105 326

大学入学共通テスト
利用入試

志願者数 591 334 925

合格者数 164 100 264

全学部
統一入試

志願者数 362 152 514

合格者数 66 33 99

研究室数 平均所属学生数※

20 9人

 ［  建築学科の教育･研究スタッフ  ］

振動測定データに基づく建物の減衰評価。地
震観測による地盤との相互作用を考慮した構
造物の振動特性評価。耐震壁が偏在する建
物の地震応答解析などを行っています。

建物耐震性能の高度評価システム構築

構造システム研究室
（構造工学・耐震設計）

荒川 利治
教授

Q
スケッチや模型製作の経験がありません。
建築設計やデザインの授業についていけますか？

講義で受動的に知識を得るばかりでなく、さまざまなことに興味をもち、何事にも積
極的に取り組むことが重要です。たとえば、1冊の本をじっくり読む、興味がある建物を見に行く
など、方法や機会は身近なところにあります。気になる建築物を見つけたら、写真を撮り、スケッ
チをすることもよいでしょう。最近は著名な建築作品を紹介する地図付きのガイドブックが多数
出版されていますので、みなさんも今すぐガイドブックを片手に建築物見学に出かけましょう！

十分ついていけます。優れた建築設計をするためには、たくさんのスケッチを描いた
り、模型をつくったりして、多角的な検討をする必要がありますが、1年次の「建築製図」や「造形
演習」といった科目は、本格的な建築設計に取り組む前の準備科目と位置づけられており、そこで
建築設計・デザインの基礎力を養うことができます。

Answer

Answer

Q&A 建築学科編

都市・建築の歴史研究を幅広いフィールドで
展開するとともに、主として「時間」と「デザイ
ン」の観点から建築のあり方を探求していま
す。

日本と世界、古代から近現代まで
建築・都市の歴史と理論

建築史・建築論研究室
（世界建築史・環境史・建築思潮）

青井 哲人
教授

近年失われつつある近代建築の保存・記録活動、ま
た図面資料アーカイブの作成を通して、日本におけ
る近代建築の歴史を研究しています。近い過去から
の学びから、現代の建築のあり方を考えています。

近代を通して現代の建築を考える

石井 翔大
助教

建築史・建築論研究

構造設計実務の経験を基に、構造物の振動制御に関する
研究を行っています。それらの技術を適用した構造物の地
震応答解析や設計手法の提案など、構造技術を軸に、より
安全・安心な建築を幅広く考える研究に取り組んでいます。

構造工学を学び、
より安全・安心な建築を考える

建築構造研究室
（構造工学・振動制御）

富澤 徹弥
専任講師

生物多様性の重要性が世界中で叫ばれる現在、人以
外の生き物の存在をも包摂した建築が求められるよ
うになっています。そういった建築の設計手法、それ
らをとりまく事物の連関について研究しています。

建築を介した人と生き物の共生

生物多様性に配慮した建築 林 咲良
助教

■進路状況

気候、地理・地形・地質、植生、生物・人間活動などさまざまな要素
が地域の環境をつくり上げています。その環境ポテンシャルをいか
すエコロジカルな地域デザインの研究・実践を通して、地球環境
危機の時代における新たな建築・都市のあり方を追求します。

環境ポテンシャルをいかす
エコロジカルな地域デザイン

地域デザイン研究室
（地域デザイン・環境デザイン・建築設計）

川島 範久
専任講師

水は、衛生的で豊かな生活のために必要不可欠なものです
が、その水がいま危機に瀕していることを知っていますか。都
市や建築で水を有効に活用し、循環させるシステムや設計法
の構築を目指し、給排水衛生設備に関する研究をしています。

建築の「水」を創造する

建築設備研究室 光永 威彦
専任講師

複雑化する現代社会に求められる新たな建築・空間・住ま
いのモデルを「リサーチ」と「デザイン」を循環させながら探
求していきます。建物の設計だけでなく、「建築的思考方法」
によって構想可能になる実践的な研究を進めていきます。

次世代の住モデルを構想し実現する

建築計画研究室 連 勇太朗
専任講師

Q 建築を勉強するうえで、大学の講義以外に大切なことは？

※特別措置合格者を含む

※2022年4月1日現在。
退職等により変更となる場合があります。

※1学年の定員数を研究室の数で割った目安の数です。

■2021年度業種別就職状況
 

 
就職者 44.7%

その他 5.6%

進学者 49.7%

■研究室状況

※
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卒業論文テーマ例

　化学は、数学や物理学とともに、自然科学の最も基本的な学
問のひとつです。その範囲は、あらゆる生命現象から宇宙を構成
する物質の謎の解明まで、精密な最先端技術から物質の生成に
至るまでと、広範囲にわたります。そのため、理学と工学の両面を
兼ね備えた広汎な学問体系が応用化学科の特色となっています。
分子の解明からバイオマテリアルや太陽電池、高分子機能膜と

いった次世代の化学材料に関する高度な研究まで行うのが応用
化学です。応用化学科では、「フラスコからコンピュータまでを操
れる研究者・技術者の育成」をテーマに、実験科目に重点をおい
たカリキュラムを構成しています。特に実験器具を使用する従来
の実験技術とコンピュータを利用する最新のシミュレーション技
術の習得を教育目標に掲げることで、化学にかかわる基礎から
応用まで幅広い知識と独創的な考えをもつ人材、将来の化学お
よび化学工業を担いうる人材の育成を目指しています。

応用化学科 Department of 
Applied Chemistry

学 科
紹 介

ヨウ素の飛散挙動の分析

放射性同位体

RoHS規制対応

分子設計

プロセス 
シミュレーション

分子シミュレーション

環境化学工学

吸着除去・吸着分離

平衡論・速度論的 
解析

バイオマテリアル

再生医療技術の構築

幹細胞の分化

自在錯体合成法の開発

ルテニウム錯体合成

イオン導電性 
固体物質

水分解光触媒の合成

水熱合成法

LED照明用蛍光体

有機触媒反応

選択的合成

有機光電子材料

生理活性化合物の合成ハイブリッド材料

透明導電膜

ケミカルバイオロジー

天然物化学

包装材料

酵素重合型合成漆

氷結晶表面の 
構造

ハイドロゲル

水の挙動解析

クラスレート・ 
ハイドレート

カーボン材料

電気二重層キャパシタ

■カリキュラムの特色 ■応用化学科の研究分野

● 抗菌性タンパク質の作用機序の解明とその医療応用
● 希少な天然有機化合物の効率的合成法の開発
● 有機光電子材料を指向した新たな有機分子の開発
● グラフェンの化学修飾と電子材料への応用
● 溶液を反応場とする結晶成長の解析と学理構築
● 高度医療に貢献するバイオマテリアルの開発
● 環境にやさしい超高選択的有機合成を目指した新反応及び触媒の開発
● 超臨界CO2 中の有機物の吸着の研究
● 吸着シミュレータ開発の研究

● 水素製造光触媒（人工光合成）の研究
● イオン伝導性固体物質の相図、結晶構造、電気的性質に関する研究
● ポリマーハイドロゲル中の水の構造と機能
● ルイス酸を炭化水素官能基の活性化剤や脱水素カップリングの触媒として
用いた革新的な有機触媒反応の開発

● 生体鉱物（農業廃棄物）の吸着・イオン交換特性の評価
● 環境試料中の放射性核種濃度の観測
● 文化財保護材料の劣化解析
● 血管新生を利用した組織再生技術の構築

● ポリピリジンルテニウム錯体の合成、構造と光機能性
● 有機EL・太陽電池用フレキシブル透明薄膜の研究

「応用化学概論1･2」「最先端化学」では、卒業生の組
織である「明治応用化学会」との連携をはかり、最新の
化学から将来の就職活動および大学院進学の糧となる
ような内容までオムニバス形式で講義を展開。

3

「化学情報実験」では、コンピュータを使ったシミュ
レーション実験による、目に見えない物質の構造解
析や危険を伴う実験の評価方法を学ぶ。

2

実験科目に重点をおいた構成で、「基礎化学実験」
「応用化学実験」の履修により、基本から応用まで幅
広い化学実験を習得できるよう工夫。

1

フラスコからコンピュータまで扱え、高い思考力をもつ
科学者・研究者・技術者

こんな人材を育てたい

応用化学

化学工学
関連

物理化学
関連

生物化学・
分析化学
関連

高分子化学
関連

無機化学
関連

有機化学
関連

PICK UP 授業レポート

　応用化学科では、「講義」と「応用化学実験」、「化学情報実
験」が相互に連携した三位一体のカリキュラムを実践していま
す。「応用化学実験」では、「講義」で学ぶ物質や事象について
実験を行います。さまざまなテーマの実験を通じて、実験技術
を習得するとともに、「講義」の内容をより深く理解することが
できます。「化学情報実験」では、計算機シミュレーションに
より、物質や事象を原子・分子レベルのミクロな視点から捉え
ます。また、データ解析やプログラミングの技術についても学
習します。「講義」と「応用化学実験」、「化学情報実験」の連
携により、専門知識と技術はもとより、研究者・技術者に必須
の思考力と実行力を培うことができます。

多彩な化学実験で
先端化学を学ぶ

CLOSE UP 研究室

　太陽エネルギーなどの再生可能エネルギーは、溜めておくこ
とができません。再生可能エネルギーを利用する発電も注目さ
れていますが、やはり蓄電に課題があります。そこで、エネル
ギー変換化学研究室では、地球規模のエネルギー・環境問題
の解決に貢献するべく、太陽エネルギーを有効に利用できる人
工光合成の研究に取り組んでいます。人工光合成の研究では、
光エネルギーを化学物質という貯蔵可能な形態へ変換すること
を目的としています。具体的には、地球上に豊富に存在する水
や地球温暖化の原因物質のひとつと言われている二酸化炭素
を原料として、化石燃料に代わる新燃料として期待される水素
や有用な化学品へ変換できる光触媒の開発を目指しています。

化学の力で
植物超えを目指す

エネルギー変換化学研究室

岩瀬 顕秀 准教授

  詳しくはホームページへ。

分子の世界から暮らしを彩る物質まで化学する 応用化学実験1～ 4
化学情報実験1～ 4・A～ D

応用化学科 専任教員

 ［ 学科主要科目  ］ 印は必修科目　 印は選択必修科目

※カリキュラムは変更になる場合があります。

早期卒業候補者のみ

4年次3年次2年次1年次

総合領域関連

分析化学関連

生物化学関連

高分子化学関連

情報処理実習1

応用化学実習1

基礎化学実験1

基礎化学実験2

情報処理実習2

応用化学実習2 科学技術英語1 科学技術英語2

基礎分析化学

基礎無機化学

化学情報実験A 化学情報実験B

化学情報実験1 化学情報実験2

応用化学実験1 応用化学実験2

分析化学 電気化学

基礎生物化学

化学情報実験C

化学情報実験3

応用化学実験3

機器分析学

生物化学1

高分子化学1

応用化学特別実験

化学情報実験D

化学情報実験4

応用化学実験4

機器安全学

生物化学2

高分子化学2

特別卒業研究1
特別ゼミナール1

特別卒業研究2
特別ゼミナール2

無機工業化学　　　

卒業研究1

ゼミナール1

化学工学3

卒業研究2

ゼミナール2

応用化学概論2
機器安全学

最先端化学　　   物質・材料の化学応用化学概論1

実験・研究関連

錯体化学1 錯体化学2

基礎化学1

基礎化学2

基礎有機化学

基礎物理化学

有機化学1 有機化学2

物理化学 反応物理化学

天然物工業化学有機化学3 有機合成化学

無機化学関連

有機化学関連

物理化学関連 化学統計熱力学 界面物理化学

基礎化学工学 化学工学1化学工学関連 化学工学2

学部基礎関連

無機化学

固体化学1 固体化学2 構造化学

物理有機化学

https://www.meiji.ac.jp/sst/chem/ https://www.isc.meiji.ac.jp/~chem/
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応用化学科  Department of Applied Chemistry
学  科
紹 介

● （株）ジーシー
● （株）エスユーエス
● テルモ（株）
● 東洋合成工業（株）
● 日東電工（株）
● 日本ゼオン（株）
● ポリプラスチックス（株）
● エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株）
● 王子ホールディングス（株）
● 大塚製薬（株）

● 協和キリン（株）
● 大王製紙（株）
● ＤＩＣ（株）
● ＴＤＫ（株）
● 東京応化工業（株）
● ニチバン（株）
● 日清紡ホールディングス（株）
● パナソニック（株）
● （株）日立製作所
● （株）村田製作所

■2022年度入試結果

■研究室状況

　 男子 女子 合計

学部別入試
志願者数 929 330 1,259

合格者数 343 129 472

大学入学共通テスト
利用入試

志願者数 526 279 805

合格者数 185 94 279

全学部
統一入試

志願者数 224 103 327

合格者数 61 44 105

研究室数 平均所属学生数※

17 7人

 ［  応用化学科の教育･研究スタッフ  ］

理工学研究科応用化学専攻 
2019年3月修了
佐藤 巌
クラシエホームプロダクツ株式会社
津島工場品質課 技術職・主任

化粧品の品質を化学の目で守る
お客様の喜びがやりがいです

　化粧品会社での品質管理が私の仕事。製
品の有効性や安全性を確認し、原料や容器
包装が規格に沿ったものであるかを検査し
ています。また、製品の品質向上に努めた
り、検査方法を考えたり、製造工程に生じ
る問題の調査検証も大切な業務です。自分
が携わった製品について、お客様から感謝の
お言葉をいただいたときには本当にうれし
く、社会への貢献を実感。責任とともにや
りがいに満ちた仕事です。在学中に身につ

けたことで、現在も特に役立っているのは、
化学の総合的な知識。製品の化学構造はも
ちろん、製造工程や品質検査を理解するた
めに必要不可欠な基礎知識です。業務の記
録作成と調査発表には、実験レポートやプ
レゼンテーション発表で鍛えらえたスキルが
生きています。今後の目標は、工場のDX化
の推進と企業経営スキルの習得。会社を支
えられる人財になることを目指します。

卒業生からのメッセージ

印象に残っている授業は？Q

実験の授業です。教科書や問題集でしか見なかった反応を実
際に自分の手を動かしてやってみることで理解も深まりますし、教科書通りにな
らないことがあるのもわかります。なぜそうなったのか、他に考えられる反応は
ないかなどを考えることで思考力を養えると思っています。

Answer

自ら課題を発見し
解決方法を考える
姿勢が養われました

　化学の魅力といえばやはり、基となる考えがシンプルであることだと
思います。一見複雑そうに見える反応でも、プラスとマイナスは引き合
う、プラスとプラスは反発しあうなど、とても単純な理由で説明できて
しまうのです。特に大学の授業では、高校の化学のように暗記ばか
りではなく、結果に至るまでの過程を詳しく学びます。そのため、高
校の化学は暗記ばかりで嫌いだという人も、大学の化学は楽しめるか
もしれません。また、一言に化学と言ってもさまざまな分野があるの
で、学んでいるうちに自分の好きな分野がきっと見つかるはずです。

応用化学科2年

石川 愛理
愛知県立岡崎高等学校卒業

健康で豊かな社会の実現を目指して、骨や歯
の主成分である「アパタイト」などの生体関連
物質を利用し、新しい「バイオマテリアル」の開
発を進めています。また、再生医療やがん治療
に貢献する材料開発にも力を入れています。

「健康寿命の延伸」を目指して

生体関連材料研究室 相澤 守
教授

固体化学は、固体物質の性質を理解し、説明・
記述しようとする学問です。特にイオン伝導性
固体物質を調べています。

固体化学を学んでいます

固体化学研究室 石川 謙二
教授

当研究室では、水分子が関連するさまざまな
物質の構造や物性を原子・分子レベルのミク
ロな視点から研究しています。

ミクロな視点で水を観る！

応用物理化学研究室 深澤 倫子
教授

ルテニウム等の金属に、有機化合物が配位し
た新奇な錯体化合物を匠な方法で合成し、そ
の構造や反応について研究しています。

匠な合成で錯体を極める

無機錯体化学研究室 長尾 憲治
教授

「不思議の国のアリス」で描かれているような
今までにない摩訶不思議なプラスチックを実
際につくってみたいと思っています。

不思議の国のプラスチック

先端機能材料研究室 永井 一清
教授

光触媒、ナノ材料、バイオ材料といった最先端
材料を、いかに環境に優しいプロセスで合成で
きるかという矛盾に挑戦しています。

環境に優しい材料開発

無機材料化学研究室 渡邉 友亮
教授

限りある資源を有効に活用した新規有機触
媒反応の開発を軸に、独自の反応を新しい
機能性材料の開発に応用する研究を行って
います。

世界にひとつだけの有機触媒反応

精密有機反応制御研究室 土本 晃久
教授

放射性同位体をひとつの対象として化学的
な分離法および分析法により地球環境の解
析を進めます。放射線計測法の開発も行って
います。

放射性同位体を化学的に分析する研究室

放射化学研究室 小池 裕也
准教授

環境水質の評価のための新しい簡易分析デバ
イスや光ファイバーを利用した化学センサーの
開発に関する研究を行っています。地熱流体か
ら生成するスケールのセンシングや分光電気
化学分析など、幅広い応用を進めています。

分析デバイスやセンサーの開発

光化学計測研究 岡崎 琢也
助教

天然物および農業廃棄物等を原料とする吸着
剤による水中溶存物質の吸着除去を通して、
快適な水環境を目指して研究を進めています。

より良い水環境を目指して

分離プロセス工学研究室 鈴木 義丈
専任講師

私たちの豊かな生活は、さまざまな機能性材
料によって支えられています。環境・エネルギー
問題の解決に貢献する革新的な材料の開発を
目指し、金属酸化物などの無機化合物に関す
る研究に取り組んでいます。

社会に役立つ材料をつくる

無機材料化学研究 田村 紗也佳
助教

「結晶」と聞くとみなさんは何を思い浮かべます
か？ 雪は氷の結晶で、宝石もその多くは無機
結晶です。無機結晶は身近な実用材料に数多
く使用されています。当研究室では新規結晶
育成を行い、その先端材料応用を目指します。

結晶育成による先端材料への挑戦

無機結晶化学研究室 我田 元
専任講師

細胞－細胞間、細胞－タンパク質間、細胞－生
体材料間など、それぞれの相互作用を解析、理
解し、組織および生体機能の再生や疾患の原
因を追究することで、生物化学の観点から医療
に貢献できるような研究を展開しています。

バイオの力で医療に貢献

生物化学研究室 本田 みちよ
教授

「環境浄化」や「代替エネルギー」などの問題の
解決に向けた「炭素」や「ケイ素」材料の開発や
分析を行っています。

機能性多孔質材料の開発

材料化学工学研究室 大竹 芳信
准教授

天然物を有効利用した環境にやさしい素材の開
発や、現在利用されている天然物の酸化と劣化
のメカニズムに関する研究を行っています。

天然物から学び・いかす化学

天然物化学研究室 本多 貴之
准教授

医薬や農薬、電子材料への応用を目指し、新
規有機合成法の開発や生理活性化合物の合
成を行っています。

分子レベルで精密にモノを創る

合成有機化学研究室 小川 熟人
准教授

STUDENT VOICE 

在学生からのメッセージ

化学構造の情報を数値化して化合物の物性・
機能との関係を既存のデータからモデル化す
ることで、新規な構造の物性・機能を推定でき
ます。そのモデルを解析し、未知の高機能材料
をコンピュータ上で設計します。

データを使い未知の化学構造を設計する

データ化学工学研究室 金子 弘昌
准教授

DATAでわかる応用化学科

数nmの大きさの有機化合物は、その原子の組み合
わせと機能の多様性から、材料科学、エネルギー
分野で重要な役割を果たします。有機化学の知
識と技術を活かして未知の構造をもつ分子を合
成し、機能性材料を創る研究に携わっています。

分子構造から機能を操る

機能有機化学研究室 田原 一邦
教授

エネルギー・環境問題の根本的な解決に貢献
するために、人工光合成の研究に取り組みま
す。光エネルギーを利用した水からの水素製
造や二酸化炭素の資源化を目指し、機能性材
料の設計・開発を行います。

持続可能な社会を目指して

エネルギー変換化学研究室 岩瀬 顕秀
准教授

■進路状況■2021年度業種別就職状況

Q&A 応用化学科編

Q 早期卒業制度について教えてください。

応用化学科では、成績優秀者のうち、明治大学大学院理工学研究科応用化学専
攻への進学希望者を対象とした早期卒業制度を導入しています。早期卒業候補者として学科が
許可した学生は、4年春学期終了時点で短縮卒業（3.5年卒業）が可能となり、同級生より一足
早く大学院で学ぶことができます。2008年度からこれまでに20名の早期卒業生がおり、そのう
ち5名が大学院博士後期課程まで進んでいます。4年次に大学院授業科目を履修できるのも魅
力です。

Answer

※特別措置合格者を含む

※2022年4月1日現在。
退職等により変更となる場合があります。

※1学年の定員数を研究室の数で割った目安の数です。

■2021年度就職実績（大学院生を含む）

 

 
就職者 48.4%

その他 10.9%

進学者 40.7%

27.3%

25.0%

■ 製造業

■ 情報通信業

■ 学術研究・
　 専門・技術
　 サービス業 9.1%

■ その他 2.3%

■ 卸売業・小売業
　 15.9%

■ 公務 2.3%

■ 建設業 4.5%

■ サービス業
4.5%

■ 教育・学習
　 支援業
　 9.1%

この学科に入ってどう成長しましたか？Q

課題解決力が身についたことです。実験のレポートに書く考察に
は答えがありません。自分で問題を見つけ、文献などを調べて自分なりに解釈す
る必要があります。高校までのように問題集があってそれに解答がついているわ
けではないので、自分で課題を見つけて解決するという、この先どの場面でも役
に立つ力が培われると思います。

将来の目標は？Q

有機化学に興味があるので、将来は薬などの有機化合物の合成
に携わりたいと思っています。座学と実験の授業で得た論理的でかつ実践的な
技術を活かし、人のためになるような有機化合物をデザイン・合成できるようにな
りたいと思っています。そして有機化学だけでなく他の分野で学んだ知識も活用

Answer

Answer

することであらゆる視点から議論できるような研究者になることが私の目標です。

※
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　近年、深層学習と呼ばれる機械学習手法の出現により、コンピュー
タの知的能力が劇的に向上しています。代表的な事例としては、将
棋、囲碁、クイズの分野において人間を上回ったことが挙げられるで
しょう。ほかにも、人工知能とも呼ばれるコンピュータの知的能力は、
情報検索、音声対話、アルゴリズム取引等において多大な役割を果た
しています。現在では、自動運転や無人店舗といった、さらに高度な
自動化を目指した実証実験も行われ始めており、将来においては、人
工知能が自己改善によって人類を凌ぐ知性を獲得するシンギュラリ
ティに到達するというSFのような議論すら聞こえてくるほど、その進
歩の速度は劇的です。IoTによってさまざまなモノがネットワークに
接続され、得られるビッグデータが活用され始めれば、想像もできな
い革新が起こることとなるでしょう。情報科学は、このような技術革

新を支える基盤として、中核的な役割を担う学問です。
　人工知能のもたらす成果には見た目が派手なものも含まれます
が、携わる研究者・技術者には下地となる高い基礎能力が求められ
ます。その本質であるデータからの学習と数学は密接な関係にあ
り、実際に利用するためにはソフトウェアやアルゴリズムが不可欠
です。さらに、今後爆発的に発展するであろう IoT×人工知能の実
現には、ネットワーク、システムアーキテクチャを含む総合的な情
報科学の能力が鍵となります。本学科においては、社会において活
躍できる人材の養成を目指し、1・2 年次に情報科学の基礎を、3・4 

年次に発展的な内容を学ぶという段階的なカリキュラムを導入して
います。3年次の研究室配属後には、専門家の指導を受けつつ先端
的研究に携わることで、課題を自ら発見・解決する能力を習得でき
ることが大きな特長です。あなたも自身の能力を磨き、先端分野で
世界に羽ばたいてみませんか？

情報科学科 Department of 
Computer Science

学 科
紹 介

■カリキュラムの特色 ■情報科学科の研究分野

卒業論文テーマ例
● グラフアルゴリズムの木分解とパス分解を用いた高速化
● Java言語による実装共有機構の付加に関する研究
● Web行動追跡のためのハードウェア特徴点の抽出
● プログラミング学習環境の汎用的な構築法の提案と評価
● Webサービス連携によるソフトウェア構築技法の研究
● ヒューマノイドロボティックスに関する研究
● 概念的マッチングを利用したサーチエンジンの研究開発

● 高速パターンマッチング用ハードウェアの開発
● マイクロプロセッサアーキテクチャツールMEIMATの開発
● 高速高信頼制御用コンピュータ・アーキテクチャの開発
● 制約付き凸最適化に関する並列計算アルゴリズムの研究
● 脳波によるブレイン・コンピュータ・インターフェースに関する研究
● 高性能ビッグデータ解析アルゴリズムの研究開発
● 意味論的領域分割に基づく自律移動ロボットのビジュアルナビゲーション

3・4年次には、ネットワーク、人工知能、グラフィック
ス、画像処理、ウェブ技術、脳情報処理など高度な応
用分野の科目を数多く配置し、情報科学の最先端技術
を学ぶ。

3

1・2年次には、基礎理論、ハードウェア、ソフトウェ
アなどの基礎的な科目を集め、初学者がスムーズに
情報科学を学習できるように配慮。コンピュータを
活用した演習と実習も重視。

2

1年次に情報科学のおもしろさを知り、協調作業やプ
レゼン能力などを向上させるために専門ゼミを配置。1

 ［ 学科主要科目  ］ 印は必修科目　 印は選択必修科目

※カリキュラムは変更になる場合があります。

4年次3年次2年次1年次

共通

 情報社会と情報倫理、  情報処理1
 情報処理実習1・2、  ゼミナール1

情報処理2、情報と職業
ジョブインターンシップ

 科学技術英語1・2、  ゼミナール2、  コンピュータサイエンス実習A・B  卒業研究1・2

特別講義1・2

理系基礎科目
総合文化科目・外国語

基礎  離散数学1、離散数学2、情報理論と機械学習 オートマトンと言語理論、計算論、最適化論

ソフトウェア  プログラム実習1・2
 データ構造とアルゴリズム1・実習1
データ構造とアルゴリズム2・実習2、オブジェクト指向

 ソフトウェア実習、  Java演習

オペレーティングシステム、ウェブプログラミング
プログラム言語とコンパイラ、ソフトウェア工学
ソフトウェア工学演習、データベース、コンピュータシミュレーション

ハードウェア  基礎電気回路1・2
 スイッチング理論と論理設計1

スイッチング理論と論理設計2、論理設計演習
 コンピュータアーキテクチャ
アセンブリ言語演習、  ハードウェア実習

LSI設計演習、組込みシステム論
集積回路

応用  コンピュータネットワーク

情報システム論、脳情報システム論、ソフトコンピューティング 
人工知能と知識処理1・2、情報セキュリティ、知能ロボット学 
ワールドワイドウェブ、ヒューマンコンピュータインタラクション 
コンピュータグラフィックス、マルチメディア論、画像処理とパターン認識

人類の幸福のために、新しい情報システムをつくり出せる技術力
に裏打ちされた豊かな創造力と柔らかな思考力を有する人材

こんな人材を育てたい

ソフトウェア

ネットワーク

脳科学

データマイニング

ロボット モバイルシステム

人工知能 組み込みシステム

情報理論・アルゴリズム ハードウェア

　乗り換え案内、買い物推薦、ゲームの相手…。私たちの身
の回りにはどこにでも「かしこい」機械があふれています。こ
れらは、実は、少しでも良い答えを猛烈な速さで探す、という
単純な方法で作られています。我々の研究室では、このよう
な知性を感じさせるシステムを作るための方法（アルゴリズ
ム）や、現在のコンピュータ上で現実的な速度で動くシステム
を作るためのさまざまな手法（実装）について研究していま
す。人間より上手にゲームをプレイしたり、人間が楽しめる
マップを自動生成したりといったゲーム情報学、人や車の動
きに関するビッグデータを利用した解析、シミュレーション
などの応用分野を中心に、人の役に立つ、人が楽しめる知性
を作ることを目指して取り組んでいます。

知性を作る、
使う、楽しむ

CLOSE UP 研究室

知的情報処理システム研究室

横山 大作 准教授

PICK UP 授業レポート

　人工知能（AI）の急速な発展に伴い、機械学習、深層学習
といった言葉をよく耳にします。この「学習」とは、いったい
何を指すのでしょうか。「学習」とは、望ましい結果が得られ
るように機械に関するネットワークやパラメータを調整する
作業といえます。もう少し数理的に表現すると、正解データ
とネットワークからの出力データとの誤差を最小化（最適化）
するようにパラメータを調整することです。本授業では、こ
のような調整を高速に行うことができる最適化アルゴリズム
とその特性について、座学とプログラミング言語Pythonを用
いた実演の両側面から紹介します。この授業を通して習得で
きる知識は、AIに関心をもつみなさんにとって大いに役立つ
ものと確信しています。

最適化と
人工知能の
架け橋
最適化論

飯塚 秀明 教授

  詳しくはホームページへ。

人を越えるコンピュータの実現を目指して

https://www.meiji.ac.jp/sst/cs/ http://www.cs.meiji.ac.jp/
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情報科学科  Department of Computer Science
学  科
紹 介

 ［  情報科学科の教育･研究スタッフ  ］

ソフトウェアメーカ、エレクトロニ
クスメーカ、情報通信会社などの IT関連企業を
中心に大手の会社に就職しています。最近では、
銀行も自動車も冷蔵庫もコンピュータなしでは
動きません。したがって、即戦力となるスキル
をもつ情報関係の人材は、あらゆる業界の会社
から求められています。好況、不況にかかわら
ず、当情報科学科の卒業生の企業からの評価は
ますます高まっており、就職状況は順調です。

Answer

Q 教員免許について教えてください。

情報科学科では、中学（数学）、高校（数学･情報）の教職課程を設置しています。高校
の教員免許を目指す場合は、数学と情報のふたつの免許状の取得が可能で、教職希望の学生のほとんど
が両方の免許状を取得したうえで教員となっています。高校の情報科目は21世紀の IT社会に対応す
るために新設されたもので、2003年から高校普通科の普通教科と、専門高校の専門教科において必
修科目となっています。高度な｢情報｣のスキルと知識を備えた先生が必要となることは明らかです。

Answer

Q
卒業生の就職状況について
教えてください。

Q 大学院について教えてください。

高度な研究開発能力を望む学生に対して、理工学研究科には情報科学専攻博士
前期課程2年と、それに続く博士後期課程3年が併設されていて、本学科卒業生の多数が大学
院に進学しています。IT社会の高度化に伴って大学院生に対する社会からの需要は年々高まっ
ており、大手企業は一般的に大学院生を中心に採用しています。大学院入学には、学内推薦制
度があるだけでなく、経済的な面で学生をフォローする奨学金制度やTA制度（詳しくはP.53参
照）も整備されているので、大学院進学を念頭におかれることをお勧めします。また、博士後期
課程の学生に対しては研究者養成のための助手制度やRA制度も設けられています。

Answer

機械学習や深層学習に現れる最適化問題を
解くための最適化アルゴリズムについて研究
をしています。

最適化と人工知能の架け橋

数理最適化研究室 飯塚 秀明
教授

コンピュータアーキテクチャ、システムLSI設
計技術、デバイスアーキテクチャなどの研究を
しています。

ソフトウェアとハードウェアを学べます

コンピュータ
アーキテクチャ研究室

堤 利幸
教授

画像からさまざまな情報を獲得できる人の視
覚と同等以上の機能の実現を目指し、画像処
理手法とそれに適したリアルタイムシステムに
ついて研究しています。

機械に視覚をもたせよう !!

画像応用システム研究室 宮本 龍介
准教授

情報セキュリティ技術やネットワーク技術を用
いて、情報化社会に貢献できる高信頼システ
ムに関する研究をしています。

セキュリティ＆ネットワーク：
高信頼システムを目指して

情報セキュリティ研究室 齋藤 孝道
教授

簡単に特性が変えられたり、バグ（システムの
不具合）にも迅速に対応できる新しいタイプ
のハードウェアの研究開発をしています。

書換え可能なハードウェアで
柔軟なシステムをつくろう

コンピュータ設計研究室 井口 幸洋
教授

ウェブ上に膨大に存在する人間の行動データ
を基盤とし、第3世代の人工知能により、マー
ケティング全体を高度にデジタル化する先端
的研究を行っています。

デジタルマーケティング

ウェブサイエンス研究室 高木 友博
教授

膨大なデータがあふれる現代のビッグデータ社会の
課題を解決し、新しいライフスタイルを実現する完
全自動運転車、健康大国を支える生活習慣病の早
期発見と高度医療診断に関する研究を行っています。

新しい未来の生活を実現する革新的な
人工知能技術を実現しよう！

人工知能研究室 林 陽一
教授

システムの設計・開発技法やWebアプリケー
ションの移植性を高める方法、インターネット
を安全に閲覧するためのブラウザ仮想化手法
などを研究しています。

ITの現場の問題を科学しよう

ソフトウェア工学研究室 早川 智一
専任講師

並列処理と専用計算機の時代はすぐそこまで来ています。
GPUや深層学習機能をもったスマートフォンもそのひとつ
で、その考え方は多くの分野に広がっていくことでしょう。
そんな未来の計算機システムの研究開発を行っています。

スマホからスーパーコンピュータまで

高性能並列計算機
システム研究室

宮島 敬明
専任講師

エネルギーや処理性能などが制約される環境下で効率良
く動作するセンサシステムなどを応用先として想定し、
FPGAというデバイスを中心に据え，そのポテンシャルを十分
に引き出すために必要な設計技術などを研究しています。

省エネなシステムをどうやって作るか

集積回路システム設計研究 今川 隆司
助教

プログラミング言語の設計と処理系の構築、プログラミ
ングを支援する環境の実現、用途を限定したプログラミ
ング言語、並列処理のためのプログラミングなど、プロ
グラミングに関連するさまざまな話題を研究しています。

プログラミングを楽しむ

ソフトウェア科学研究室 岩﨑 英哉
教授

最寄り駅の探索からSNSのコミュニティの取得やゲーム
の必勝戦略まで、私たちの身の回りにはさまざまな「問
題」があります。この様なさまざまな「問題」をできるだけ
効率的に解決する為の方法に関する研究を行っています。

「問題」を効率的に解決する

離散アルゴリズム研究室 小林 浩二
准教授

専門家よりずっと正確な状況判断のプロ、競っていて楽しい
対戦相手、弱点の乗り越え方をやさしく教えてくれる心強い
先生…そんな、「賢い」情報処理ができるコンピュータを、将
棋などのゲームを中心としたさまざまな題材で研究します。

人を助ける「賢い」コンピュータ

知的情報処理システム研究室 横山 大作
准教授

脳科学の知見を深化し、知性・情動・記憶など
の神経ネットワークの解明に基づいた脳とロ
ボティクス研究の展開・融合を目指します。

脳・情報・ロボティクス

脳知能学研究室 向井 秀夫
専任講師

人間が示した目的を達成するための問題解決策を自発的に
学習する強化学習、膨大なデータから判別や予測を学習する
深層学習、それらAIにおいて、「なぜ、そう判断したのか」を人
間に提示するためのアルゴリズムについて研究をしています。

判断理由を説明可能なAI

人工知能研究 小玉 直樹
助教

理工学研究科
情報科学専攻
2020年3月修了
積田 大介
ヤフー株式会社

より良い社会に貢献できる
情報技術が身につく

　現在、Webサイト上のユーザへの推薦システム
を開発・運用するチームに所属し、主にモデリン
グに携わっています。推薦システムとは、インター
ネットの膨大な情報の中からユーザーが必要とす
るものを探す支援を行い、世の中をより快適にす
る取り組みです。ビッグデータや人工知能を活用
し、有益な情報を提供する仕組みづくりや、アイ
デアの組み込みに難しい課題も多くありますが、
やりがいのある仕事です。
　情報科学科での座学と実習で養った考える力

と、システム開発に求められる要素技術の知識
は、IT業界で働くうえで土台となっています。ま
た3年次から始まる研究室でのゼミ活動や卒業
（修士）研究では、より専門的な知識やスキルの習
得に加え、目標達成に向けたタスク管理の習慣化
が身につき、現在の仕事にもいかされています。
　まだエンジニアとしては駆け出しですが、情報
科学科で得た探究心をベースに成果に結びつくよ
うな実力をつけ、自身の市場価値を高めていきた
いと考えています。

Q&A 情報科学科編

卒業生からのメッセージ

情報科学科を選んだ理由は？Q

IT技術がこれからますます重要になる社会において、プログ
ラミングやAIを学ぶことで将来自分のキャリアの選択肢が広がると考えま
した。また、先端技術を駆使する現代アートに興味があり、これらの根本
にある技術を学びたいと思っていたことも理由のひとつです。

どのように成長できましたか？Q

プログラミングに取り組むのが初めてだったこともあり、多く
のエラーを経験しました。その分、意地でもプログラムを完成させるために
やり遂げる力や、エラーを減らすためにわかりやすいプログラムを書くと
いった課題解決力などが鍛えられたと思います。

学びを将来どのようにいかしたい？Q

情報科学科で学んだ IT技術をいかして課題解決に貢献する
など、世の中に変化を与えられるようになりたいです。私は現在、研究室
で機械学習の最適化アルゴリズムを学んでいますが、これらの知識や考え
方をもとに、IT技術と人がうまく共存できる社会をつくりたいと思います。

Answer

Answer

Answer

プログラミングでの
数々の失敗が、
成長につながった

　プログラミングの技術だけではなく、ネットワーク関連やAIなど、
多彩な情報関連の技術も身につけられることに、この学科ならではの
魅力を感じています。情報科学は、未来に向けた社会の発展において、
あらゆる分野で求められるようになると言われるテクノロジーのひと
つ。本学で情報科学を学ぶことは、将来自分がやりたいことに必ずつ
ながってくると思います。また、ゲームやプログラミングが好きな人
にとっては、楽しく学びながら専門性を深められることも魅力。需要
が見込まれるスキルを学び、将来の選択肢を広げたいと思います。

情報科学科3年

川邉 梨紗
神奈川県私立洗足学園高等学校卒業

STUDENT VOICE 

在学生からのメッセージ

■2022年度入試結果

■研究室状況

　 男子 女子 合計

学部別入試
志願者数 1,531 175 1,706

合格者数 347 28 375

大学入学共通テスト
利用入試

志願者数 1,291 210 1,501

合格者数 398 62 460

全学部
統一入試

志願者数 463 69 532

合格者数 65 11 76

研究室数 平均所属学生数※

13 10人

● （株）アルファシステムズ
● ＳＣＳＫ（株）
● ヤフー（株）
● ＮＥＣソリューションイノベータ（株）
● ＮＥＣネッツエスアイ（株）
● キヤノンＩＴソリューションズ（株）
● （株）サイバーエージェント
● ＴＩＳ（株）
● （株）バンダイナムコスタジオ
● 東日本電信電話（株）

●（株）日立ソリューションズ
● フューチャー（株）
● ＮＲＩセキュアテクノロジーズ（株）
● エヌ・ティ・ティ・コムウェア（株）
● ＫＤＤＩ（株）
● 大和総研グループ
● 日産自動車（株）
● 日本ヒューレット・パッカード（合）
● （株）野村総合研究所
● 富士通（株）

DATAでわかる情報科学科

■進路状況

※特別措置合格者を含む

※2022年4月1日現在。
退職等により変更となる場合があります。

※1学年の定員数を研究室の数で割った目安の数です。

■2021年度業種別就職状況

■2021年度就職実績（大学院生を含む）

 

 
就職者 48.5%

その他 5.9%

進学者 45.6%

68.0%

■ サービス業  2.0%

■ 情報通信業■ 製造業 4.0%

■ 運輸業・郵便業  2.0%

■ 卸売業・小売業 6.0%

■ その他 4.0%

■ 電気・ガス・熱供給・
　 水道業  2.0%

■ 金融業・保険業  8.0%

■ 学術研究・専門・技術
　  サービス業 2.0%

■ 教育・学習支援業  2.0%

陸・海・空といったフィールドで活動する自律ロボットの
研究を行っています。身近な環境から未知の極限環境
まで、さまざまなロボットが全自動で協調して探査活動
を行う未来のロボット技術の創出を目指しています。

未来のロボット探査技術を創る

知能ロボットシステム研究室 松田 匠未
専任講師

※
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卒業論文テーマ例

　数学科での教育の一番の目的は、現代数学を通して、みなさん
の数学的経験を飛躍的に拡大させることにあります。数学は、
理解するのに忍耐と時間が必要で、使いこなすにも高度な能力が
必要となります。しかし、そこには大きな可能性が秘められてい
ます。諸科学の基礎となる数学的な思考法を身につけることに
より、自然現象はもちろんのこと、社会現象や経済活動など人間

の行動までも解き明かすことができるようになるのです。
　卒業生の就職率の良さ、就職分野の広さにも現れていますが、
21世紀の現代、数学の応用範囲は多方面に広がっています。コ
ンピュータを駆使しての数値計算やCG作成なども、今では数学
科における研究教育の重要な部分を占めるようになってきていま
す。明治大学の数学科では、こうした応用の世界をさらに拡大
させて社会に貢献するために、指導的な役割を担う中学校･高等
学校の数学教員の養成にも力を注いでいます。

数学科 Department of 
Mathematics

学 科
紹 介

■カリキュラムの特色 ■数学科の研究分野

● 虚2次体の類数公式
● 代数的整数を用いた n=3,4 の場合のフェルマーの最終定理の証明
● 極小曲面について
● メビウスの帯の写像類群の決定
● 平面閉曲線の位相不変量

● 伝染病の流行を表す数理モデルについて
● カルマン渦の安定性
● 進化ゲーム理論とレプリケーター動学
● 距離と相似について
● Euclid幾何と合同について

代数学・幾何学・解析学という数学の各分野を中心におきつ
つ、優れた教員の養成に必要不可欠な教養および、社会の
ニーズに応え得る情報科学を学べるような教育カリキュラム
を展開。

 ［ 学科主要科目  ］

※カリキュラムは変更になる場合があります。

4年次3年次2年次1年次

代数学 代数学1・2、代数学1・2演習 代数学3・4、代数学4演習

解析学 偏微分方程式
解析学展望1・2

計算機・
情報科学

情報処理実習1・2
情報処理1

情報処理2
情報社会と情報倫理
プログラミング演習
アルゴリズム演習

機械学習
知識情報処理

ゼミナール・
卒業研究 ゼミナールA ゼミナールB 卒業研究1・2

基礎科目・
導入科目

基礎線形代数1・2
基礎線形代数1・2演習
基礎微分積分1・2、基礎微分積分1演習
確率・統計、微分方程式、数学の方法1
解析学1、解析学1演習

ベクトル空間論、ベクトル空間論演習
代数概論、代数概論演習
幾何入門1・2、幾何入門2演習
解析学2・3、解析学2・3演習
関数論1・2、関数論1・2演習

幾何学 幾何学1・2、幾何学1・2演習 幾何学3・4、幾何学4演習

数理科学

確率統計 確率論と統計学1・2 確率論と統計学3

数理教育1・2

常微分方程式1・2、解析学4・5
フーリエ解析、関数解析、数理解析

計算理論
数値計算

・次代を背負う数学研究者
・大学で身につけた数学の力をいかしながら、 
働くことができる専門職業人
・長い歴史をもつ数学を次世代に継承する 
優れた中学・高校教員

こんな人材を育てたい

　みなさんは「幾何」というと何を想い浮かべますか。高校まで
に学ぶ幾何は、ユークリッドにより紀元前300年頃に体系化さ
れたもので、ユークリッド幾何と呼ばれています。19世紀前半
には非ユークリッド幾何というユークリッド幾何とは全く異な
る幾何の世界が発見されました。そして、19世紀から20世紀
のはじめにかけて、ガウス、リーマンをはじめとする多くの数学
者の努力により、幾何は大きく変貌をとげ、現代の幾何へと進
化しました。
　現代の幾何では、さまざまな空間を調べます。これらを我々
は直接目で見ることはできないのですが、こうした空間は、次元
の高いもの、次元の低いもの、平らなもの、曲がっているもの、
それぞれ特徴をもっています。そして、これらの空間は単なる
空想の産物ではなく、宇宙や素粒子の世界を記述するのにも不
可欠であり、自然界あるいはもっと普遍的な世界につながって
います。このような「目に見えない世界を見る」、これが幾何の
おもしろさであり、私の研究室の目標です。

見えない世界を
見てみよう

CLOSE UP 研究室

幾何学研究室

今野 宏 教授

PICK UP 授業レポート

　高校1年生のときに「集合と論理」という単元を学びました
が、その後、集合については確率を計算するときに使うくらい
で、論理については対偶を理解しておけば十分、というところ
だったと思います。このように「集合と論理」は、高校数学で
は使う機会に乏しい部分ですが、数学科の学生にとっては非常
に重要です。例えば、考える対象（つまり、集合）をはっきりさ
せ、その対象の中に考えている条件を満たすものがあるか否か、
その理由も含め矛盾なく説明していくことが求められます。そ
のためには、大学数学を学ぶ礎として「集合と論理」の正確な
知識を習得することが必須であることから、1年生向けに「数
学の方法1」という科目が用意され、大学数学の読み書きがで
きるようになることを目指します。

大学数学の
｢読み書き」

数学の方法1

廣瀬 宗光 准教授

  詳しくはホームページへ。

現代数学を学び、応用の世界を拡大させる

ユークリッド幾何から
曲がった空間の幾何へ。
空間の“かたち”とは？

整数・ベクトル→
群論・環論・体論、
そして
ガロア理論へ。

ランダムな情報を
計算機で扱い、解析し、
表現するための数学

解析学 確率・統計・情報数学

幾何学代数学

微分方程式の
線形理論から
非線形理論へ、
また無限次元解析へ。

数学の方法2

https://www.meiji.ac.jp/sst/math/ https://www.isc.meiji.ac.jp/~math/
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数学科  Department of Mathematics
学  科
紹 介

● 神奈川県教育委員会
● 東海大学付属高輪台高等学校・中等部
● （株）アイネット
● 茨城県教育委員会
● ＮＥＣソリューションイノベータ（株）
● （株）ＮＴＴデータ・フィナンシャルコア
● 岐阜県教育委員会
● キヤノンＩＴソリューションズ（株）
● キヤノンマーケティングジャパン（株）
● （株）ＫＳＫ
● 京成電鉄（株）

● 埼玉県教育委員会
● ＪＦＥシステムズ（株）
● （株）湘南ゼミナール
● （株）ステップ
● 日本タタ・コンサルタンシー・
　 サービシズ（株）
● （株）野村総合研究所
● （株）日立ソリューションズ
● （株）ユニクロ
● （株）ヨコオ

■2022年度入試結果

■研究室状況

 ［  数学科の教育･研究スタッフ  ］

研究分野は、代数幾何学や代数的K-理論の
付近の可換環論です。主に、ふたつの代数多
様体の交わり方を表す数に興味をもってい
ます。

代数で絵を描き、絵で代数を理解する

可換環論 藏野 和彦
教授

幾何の世界には、さまざまな空間があります。
それらを直接見ることはできませんが、それぞ
れ独自の姿・形をもっています。これらを「見る」
ことが幾何の醍醐味であり、研究目標です。

見えない世界を見てみよう

微分幾何学・
シンプレクティック幾何学

今野 宏
教授

物理などのモデルとなっている偏微分方程式の解
が実際に現象を記述しているのかについて研究し
ています。特に、爆発現象（自己集束／凝縮）や乱
流などの病理的な側面に興味をもっています。

方程式の解の記述する世界

非線形偏微分方程式 名和 範人
教授

代数幾何学（楕円や双曲線のような多項式の
零点になっている対象を代数学を使って研究
する学問）を使って、保型形式について研究し
ています。

学問の王様
―それは、整数論・代数幾何学

代数幾何学 対馬 龍司
教授

代数学という抽象的な世界を、グラフ理論・組
み合わせ論・多面体の理論などを用いること
で視覚的に解析していきます。

可換代数と離散数学のかけ橋

可換環論 中村 幸男
教授

地球を外から眺めれば丸いとわかるが、「宇宙
の曲率」とは何だろう？ 答えは幾何学にあり
ます。この幾何学を研究しています。

宇宙という空間の曲率とは？

微分幾何学・大域解析学 長友 康行
教授

時々刻 と々変化する現象の多くは力学系と呼
ばれるシステムによって記述されます。身の回
りで起こる現象を数式で表し、力学系理論の
視点からそのメカニズムに迫ります。

数理的手法による現象の解析

微分方程式と力学系理論 坂元 孝志
専任講師

与えられた偏微分方程式の球対称解を考え、
初期条件に応じて解の無限遠方での振る舞
いがどのようになるか調べることが、主な研究
テーマです。

無限の彼方で何が起こっているの ?

非線形偏微分方程式 廣瀬 宗光
准教授

異なる媒質の間に存在して、時々刻 と々変形し
ながら移動する境界面や境界線を数学のこと
ばで表現し、解析し、追跡します。

変形しながら移動する境界の追跡

移動境界問題の数理解析 矢崎 成俊
教授

空間の“形”を調べる幾何学の研究をしていま
す。代数、解析など、他の分野の数学を使った
り、素粒子物理や相対性理論などの物理学と
も関係があったりする幅の広さが魅力です。

幾何学の広がり

シンプレクティック幾何学、
ミラー対称性

野原 雄一
准教授

専門分野は調和写像論・部分多様体論で、特
に豊かな対称性をもつ空間の中の「良い性質」
をもつ図形の分類に興味をもっています。

「綺麗な図形」を数式で記述する 

微分幾何学 古賀 勇
助教

古典力学に由来するシンプレクティック幾何
学が専門です。物理学における量子化の幾何
学モデルについて研究しています。

曲がった空間で運動方程式を考えよう

シンプレクティック幾何学 吉田 尚彦
専任講師

理工学研究科
基礎理工学専攻
2014年3月修了
榊原 航也
岡山理科大学講師

基礎の大切さを学び
現在の研究活動の根幹に

　岡山理科大学理学部応用数学科に講
師として勤務し、数学の研究や講義などを
行っています。数学は基礎の積み重ねが
非常に大事な学問です。在学中、数学科
では現代数学の研究に取り組むための重
要な基礎を、とても丁寧に講義してくださ
いました。また個人的には複素解析の講
義が非常に面白く、実数の世界から複素
数の世界に広げることで想像していた以
上に壮麗な数学理論が構築されていく様
子は圧巻でした。コンピュータにふれ、さ

まざまなアルゴリズムをC言語で実装す
る高いスキルを身につけられたことも大き
な収穫です。数学科での充実した学びは、
現在の私の研究活動の根幹をなす力と
なっています。勉強していて疑問に思っ
たことはすぐに質問できる雰囲気があり
「数学をしっかりと勉強したい！」と考え
る学生にとって非常に良い環境が整って
います。教員志望の学生も多いため、同
じ夢に向かって切磋琢磨しながら自分を
高めることもできますよ。

卒業生からのメッセージ

数学科の魅力とは？Q

高校までの数学では、習ったことを用いて問題の答えを導く
ことが重視されがちです。一方大学の数学科では、常に「なぜ？」の視点
を持ち、物事を深く追求することが求められます。さまざまな学問分野で
欠かせない数学を、根底から理解できるようになれることが数学科の魅力
だと思います。

成長につながった学びは？Q

3年次の「ゼミナールB」です。確率論を学ぶ研究室に所属し、
1冊の本を皆で協力して読み進めました。友人の話を聞くたびに自分に足り
ないものが見えてきて、いつも新たな発見があったと思います。私自身が発
表する経験を積んだことで、わかりやすく説明する力が身につきました。 

卒業後、学びをどういかしたいですか？Q

数学科で培った課題をロジカルに解決する力は、どのような
分野にもいきる確固たる力であると信じています。将来は、この力をいか
して誰かの役に立つような生き方をすることが目標です。 

Answer

Answer

Answer

Q 理工学部数学科の特長を教えてください。

理工学部数学科の特長は「数学という透明な知の結晶へ
の本格的な接近」を教育の第一の柱としていることです。言葉にする
と難しそうですが、つまり数学というものは、明瞭で美しい学問だとい
うことです。さらに数学の研究成果は、さまざまな技術に応用され、
実用的な価値（社会貢献）とも結びついています。それゆえに数学は
すべての思考の源ともなる重要な学問といっていいでしょう。本学科
の2つめの特長は、数学を文化として学ぶ授業に加えて、「コンピュー
タへの本格的理解を深める授業」を多く設置している点です。これは
卒業後の進路として、教員やSEを志望する学生が多いことに応える
ためです。3つめの特長は、「科学技術全般についての素養と仲間と
の交友」を教育の補完的な柱としている点です。緑豊かな生田キャン
パスは学びのフィールドであるとともに、同じ志を抱く仲間とのふれ
合いの場ともなっています。さまざまな分野の学生たちとの会話の中
には、理論をいかに応用に結びつけていくかのヒントが隠されている
かもしれません。

Answer

自然科学についてより専門的な知識をもった人材が求めら
れている現状から、理工学部に進学することをお勧めします。また、我
が数学科では多くの学生が教職課程を履修し、学生間の情報交換も活
発に行われているので、教員を目指す方々にとっては非常によい環境で
あると思います。実際に、多くの卒業生が教員として活躍しています。

Answer

Q

将来、数学の教師になりたいと考えていますが、
教育学部の数学科に進むか、
理工学部の数学科に進むか迷っています。

Q&A 数学科編

わからないことを 
質問しやすい環境が 
成長のきっかけに 

　もともと数学が好きで、大学でより専門的に学びを深めたい
と考えて進学を決意しました。数学科では、わからないこと
を先生や友人に質問することが、とても歓迎される環境である
と感じています。私はもともと人に助けを求めることが不得
意でしたが、本学科で学ぶようになってからは、困った時には
誰かに相談できるようになりました。いただいたアドバイスが
成長のきっかけになることも多く、この環境にとても感謝して
います。

数学科3年

谷口 英恵
東京都立西高等学校卒業

STUDENT VOICE 

在学生からのメッセージ

   
DATAでわかる数学科

情報、学習、予測、確率の概念には、数学と
いう言語と、計算という制約が潜んでいます。
曖昧な概念が整理される楽しみを味わいま
しょう。

計算概念により確率を捉え直す

アルゴリズム的情報理論 宮部 賢志
准教授

可換環論の中でも、純粋な代数構造解析に
魅力を感じ、研究を行っています。研究へのコ
ンピュータの活用にも大いに興味をもってい
ます。

コンピュータを活用して、
新たな可換環論を

可換環論 松岡 直之
准教授

　 男子 女子 合計

学部別入試
志願者数 352 42 394

合格者数 141 14 155

大学入学共通テスト
利用入試

志願者数 271 43 314

合格者数 124 18 142

全学部
統一入試

志願者数 138 20 158

合格者数 46 6 52

研究室数 平均所属学生数※

14 5人

■進路状況

※特別措置合格者を含む

※2022年4月1日現在。
退職等により変更となる場合があります。

※1学年の定員数を研究室の数で割った目安の数です。

■2021年度業種別就職状況

■2021年度就職実績（大学院生を含む）

 

 
就職者 69.5%

その他 8.5%

進学者 22.0%

■ サービス業
　 7.3%

■ その他  2.4%

■ 情報通信業  31.7%

■ 教育・
学習支援業

■ 学術研究・専門・
技術サービス業  2.4%

■ 卸売業・小売業 7.3%

■ 金融業・
　 保険業  2.4%

■ 建設業  2.4%

■ 製造業  2.4%

■ 運輸業・郵便業  2.4%

39.0%

※

※

確率論では、複数のモデルがその詳細に依らず同様の
振る舞いを示す、普遍現象と呼ばれる性質がよく現れ
ます。なぜ普遍現象が起きるのか、そのメカニズムを
数学的に深く理解することが主な研究テーマです。

確率論に潜む普遍性を探る

確率論 中島 秀太
専任講師 

※基礎理工学専攻は、2017年度から情報科学専攻、数学専攻、物理学専攻に改組しています。
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　物理学はすべての科学技術の礎です。20世紀は物理学の世紀
ともいわれ、科学と技術が大きく発展しました。21世紀を支え
る科学技術、たとえば情報技術やバイオテクノロジーも、材料と
その手法は物理学に基礎をおいています。
　物理学を学ぶ意義のひとつは、どんな問題に遭遇しても自然の
基本原理、すなわち物理学にさかのぼり、自信をもって取り組め
るようになることです。大学を卒業してどんな分野で仕事をする
場合でも、学生時代に学んだ基礎的な物理学の知識と、論理的
な思考方法は人生の大きな武器となります。物理学を学ぶもう

ひとつの意義は、自然法則を理解することにより、自然の美しさ
を深く味わうことができるようになることです。たとえば、夕焼
けやルビーはなぜ素晴らしい色を呈するのか。物理学を知らなく
ても、夕焼けやルビーの素晴らしさを味わうことはできますが、
その物理的な理由を知ることにより、人生の豊かさは一層深まる
はずです。
　物理学科では、宇宙や素粒子から、物性物理、光の物理、環境
やエネルギーの物理、生物物理まで、幅広い自然現象を対象にそ
の物理法則を理解することを目標とした研究・教育活動を行っ
ています。このように多彩な研究をしているので、やりたい研究
がきっと見つけられます。

物理学科 Department of 
Physics

学 科
紹 介

卒業論文テーマ例
● 単体 Te の電場誘起電気トロイダル応答
● 可視域燐光の観測を通した励起分子の項間交差効率の測定
● 光共振器内の薄膜の冷却と光ばね効果
● 外熱式ダイヤモンドアンビルセルを用いた高温高圧におけるH2Oの融点決定
● バリンとアスパラギン酸のテラヘルツ分光
● マルチフェロイック物質YBaCu1-xZnxFeO5の磁気構造のZn置換効果
● 牛乳の脂肪含有度に応じた飲みごたえの定量解析

● 雷雲中における氷晶の帯電機構の解明
● 多孔質媒体中でのアイスレンズの形成過程
● 酸化ストレスに着目したプリオンタンパク質の機能の解明
● デジタルカメラで捉えた超高層大気発光現象の定量的解析手法の開発
● ハニカム格子系Li3Ni2SbO6における核スピン格子緩和
● 阻害剤候補の低分子によるアンジオテンシン変換酵素 2 の構造変化
● 真空における粒子対生成と Hawking 輻射

［  学科主要科目  ］ 印は必修科目　 印は選択必修科目

※カリキュラムは変更になる場合があります。

4年次3年次2年次1年次

B群
情報処理実習1・2
確率・統計、微分方程式
基礎電気回路1・2、情報処理1

物質・材料の化学
応用数理概論1・2
基礎物理化学

科学技術英語1・2

A群

 基礎物理学実験1・2
 基礎化学実験1・2
基礎力学1・2、基礎線形代数1・2
基礎微分積分1・2

複合領域 科学技術史、プロジェクト実習1・2・3 宇宙科学、生体工学

学科専門

 物理学演習1・2
現代物理学序説
物理学の最前線
電磁気学1

電磁気学1演習

 卒業研究1・2
 ゼミナール1・2
量子力学3
地球惑星圏物理学
原子核物理学
素粒子物理学

理
系
基
礎

専
門
教
育

 物理学実験3・4、  量子力学1・2
 統計力学1・2、物理数学3

計算物理学、量子力学1・2演習A
量子・統計力学1・2演習
統計力学1・2演習
相対性理論、物性物理学1・2
生物物理学1・2、電磁気学3
連続体の力学、量子エレクトロニクス

 物理学実験1・2
 力学1・2、  物理数学1・2
 熱力学、力学1・2演習

物理数学1・2演習
実験物理技法、  電磁気学2
電磁気学2演習
光学、生物物理学序論

■カリキュラムの特色 ■物理学科の研究分野

4年次は専任教員の下で卒業研究を行い、研究の最先
端にふれながら新しい問題に積極的に挑戦し、論理的
な思考により問題を解決できる力を習得。

3

主要科目すべてに講義の授業時間以上の演習授業
を設け、「公式を暗記する」のではなく「原理を理解
し、自力で粘り強く考え抜く」物理学を習得。

2

1～3年次の3年間で40テーマ以上の物理実験を行
い、実験のおもしろさを味わうとともに、自然現象に
対する洞察力を養いながら実験技法を習得。

1

正しい自然観をもち、あらゆる場面で基本に立ち返り
論理的に思考することができる人材

こんな人材を育てたい

バイオナノテクノロジー
分子シミュレーション
レドックスシグナル伝達
　　放射線生物学
　　　理論生物物理学
　　タンパク質工学
　地球惑星の構造と進化
　地球深部
　超高圧力実験
　雪氷物理学

　　　形の物理
　地球や惑星の気象
北極や南極の大気現象

　　　　　　　　　固体電子物性 

　　　　　　　　磁性 

　　　　　核磁気共鳴 

　　　　X線・中性子線 

　　スピン軌道物性
　　光と物質
　　レーザー分光
　　超高速光科学
　　テラヘルツ波
　　　　量子光学
　　　　　光の放射圧
　　　　　　コヒーレント制御
　　　　　　　非線形量子ダイナミクス
　　　　　　　　　量子計算
　　　　　　　　　　　　超弦理論

超伝導 レオロジー

宇宙全体の時間発展
ブラックホール・エントロピー

複雑流体

物理学

生物物理

光の物理

物性物理

地球惑星
物理

素粒子・
宇宙

PICK UP 授業レポート

　地球内部の構造と進化を、物理学を基に研究しています。私たちが住む地
球は誕生から46億年間、ダイナミックに変動してきました。地球内部の変動
はしばしば私たちの住む表層環境に重大な影響を与えますので、地球内部を
理解することは、生命の進化と持続可能性を考える上でも大きな意義を持って
います。地球内部の構造はどうなっているのか？どのような過程を経て現在の
生命を宿す地球へと進化していったのか？そういった疑問に答えるために、私た
ちの研究室では、高圧力発生装置、放射光X線、分光測定、ナノスケール微
細加工装置、電子顕微鏡などさまざまな実験・測定手法を用い、地球内部環
境における物質の性質を研究しています。得られた実験結果と観測データを組
み合わせ、地球の過去と未来の姿を明らかにすることを目指しています。

　量子力学誕生以前の物理学は、力学・電磁気学および熱力学を柱とする
統一的な体系により自然現象を理解していました。しかし、原子や分子など
の微小な粒子が活躍するミクロな世界への扉が開かれたことにより、これま
での科学的思考とは全くかけ離れた記述体系が必要となってきました。日常
生活により培われた常識とは相容れない抽象的な理論体系にもとづく量子
力学は、その神秘性とは対照的に、最先端の物理学や現代および未来のテ
クノロジー社会を支える重要な要素となっています。本講義では、神秘的な
現象の代表例であるトンネル効果や量子力学誕生の契機となった水素原子
の取り扱い、さらには、物性科学・化学における重要概念でもあり、また、量
子コンピュータの基礎要素にもなっているスピンについて深く学びます。

CLOSE UP 研究室

地球の姿に
物理から迫る

地球内部物理研究室

新名 良介 准教授

神秘に満ちた
現代科学を支える
屋台骨

量子力学1・2

楠瀬 博明 教授

  詳しくはホームページへ。

宇宙から遺伝子まで、自然すべての基礎を学ぶ

https://www.meiji.ac.jp/sst/phys/ https://www.isc.meiji.ac.jp/~physics/indexjp.htm
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物理学科  Department of Physics
学  科
紹 介

● （株）ＩＤＡＪ
●（株）東京精密
● 三菱総研ＤＣＳ（株）
● エヌ・ティ・ティ・データ・システム技術（株）
● （株）エヌ・ティ・ティ・データ
● カシオ計算機（株）
● キヤノンＩＴソリューションズ（株）
● キンドリルジャパン（株）
● 国家公務員　一般職
● ＪＦＥ商事（株）

● （独）情報処理推進機構
● シンプレクス・ホールディングス（株）
● ソニーグループ
● ＴＤＫ（株）
● 東京エレクトロン（株）
● 日産自動車（株）
● 日本アイ・ビー・エムデジタルサービス（株）
● （株）日立パワーデバイス
● 富士通Ｊａｐａｎ（株）
● 三菱電機（株）

■2022年度入試結果
　 男子 女子 合計

学部別入試
志願者数 609 64 673

合格者数 235 18 253

大学入学共通テスト
利用入試

志願者数 426 63 489

合格者数 175 21 196

全学部
統一入試

志願者数 171 18 189

合格者数 51 1 52

研究室数 平均所属学生数※

15 4人

 ［  物理学科の教育･研究スタッフ  ］物理学科の魅力は？Q

専門性の高い分野において、基礎を重視していることが魅力で
す。演習が設けられている授業では、講義で学んだことをすぐにアウトプッ
トでき、自分がどこに疑問を感じているのかをその場で明確にできます。一
つひとつ段階を踏みながら理解を深めていく環境が整っていると思います。

印象的だった授業は？Q

1年次で受講した「物理学の最前線」という授業です。本学科の
各研究室それぞれの研究内容を知ることができる講義で、自分が興味のある分
野以外にも視野を広げるきっかけになりました。また、生物と物理、化学と
いった教科の枠を越えた研究が、新たな発見につながることも知りました。

学びを将来どのようにいかしたい？Q

卒業後は航空管制官になりたいと考えています。この職業は
空の安全を守る仕事であり、その時々の状況を分析して臨機応変に対応して
いくことが重要です。本学科で身につけた物理と気象の知識、さらに物事を
客観的に捉えて分析する力を、航空管制官として発揮したいと思います。

Answer

Answer

Answer

医用画像診断（MRI）に利用されている核磁
気共鳴という手法を使って、物質中での原子・
電子の運動状態について調べています。

ミクロな磁石で物質を探る

ミクロ電子物性研究室
固体電子物性、磁性、核磁気共鳴

菊地 淳
教授

電波と光の境界にあって、光と電波の性質を
半分ずつもつようなテラヘルツ電磁波をつく
り、分子の性質を調べています。

未踏テラヘルツ領域を切り開く !

レーザー物理研究室
分子分光、量子エレクトロニクス

小田島 仁司
教授

活性酸素やフリーラジカルによる生体内での
情報伝達と、健康の維持や病気の発生とのか
かわりについて研究しています。

活性酸素やフリーラジカルと情報伝達

生物物理第2研究室
生物物理学、放射線生物学

平岡 和佳子
教授

雪や氷、クラスレートハイドレートなどの結晶
の結晶成長学的な研究を行い、環境エネルギ
ー問題や生体の謎の解明を目指しています。

雪氷物理から環境エネルギー・
バイオへ挑む

雪氷物理学研究室
結晶成長、パターン形成

長島 和茂
教授

レーザー光が物質におよぼす力を利用して、
飛び回っている原子を静止させたり、好きなと
ころに移動させたりする研究をしています。

レーザー光で原子の運動を操作する

量子光学研究室
量子エレクトロニクス、レーザー分光学

立川 真樹
教授

新しい現象や機能を示すセラミック（金属酸
化物）を探索し、磁化・比熱の測定や中性線・
X線を使った実験でそのメカニズムを調べて
います。

新現象を探索し、量子ビームで解明

量子固体物性研究室
固体物性物理、中性子散乱

安井 幸夫
教授

光技術（イメージングやライダーなど）を使って
地球や惑星の大気物理量を精密に観測し、大
気物理の未解明問題に挑みます。

光で地球・惑星の大気現象を解明

地球・惑星大気物理研究室
光リモートセンシング、気象学

鈴木 秀彦
准教授

液体・気体などの流体を扱うあらゆる分野で、適切な操作
や制御をする「鍵」となるのは、ねばねばの度合いを表す
粘性です。この粘性を精密に計測することで流体の特性
を理解し、挙動の究明や応用可能性の開拓に役立てます。

粘性計測から流体の特性を探る

流体物性研究室
複雑流体、レオロジー

平野 太一
准教授

レーザー光の特長をいかし、さまざまな対象
物の状態や物性を自由自在に操ります。光機
能性物質の創生や新たな観測手法の開拓を
します。

光を操り、物質を操る

光物性研究室
コヒーレント光科学、量子制御

鈴木 隆行
准教授

カーボンナノチューブや量子ドットなど、人工的に作成
した半導体ナノデバイスを利用して、身の回りのマク
ロな世界と量子力学によって支配されるミクロな世
界をつなぐ新しい理論体系の構築を目指しています。

ミクロとマクロをつなぐ

半導体ナノ物性 奥山 倫
助教

絶対零度近くまで冷却された振動子や原子の
集団と、レーザー光の織り成す量子物理現象
の解明を目指した理論研究をしています。

極低温の量子物理現象を探る

原子・光科学研究室
原子光学、量子光学

金本 理奈
教授

生体内で蛋白質が構造を変えたり、会合すること
により、生体機能が生じます。計算機を用いた分子
シミュレーションを行うことにより、蛋白質の安定
性や構造変化や機能のメカニズムを調べています。

計算機による蛋白質の機能の解明

生物物理第1研究室 光武 亜代理
准教授

タンパク質の機能を利用してナノ粒子をつくり
高密度磁気記録材料や半導体素子などへの
応用を目指しています。

生物に学ぶナノテクノロジー

生物物理第3研究室
生物物理学

吉村 英恭
教授

固体内の多数の電子が創り出す神秘的な量
子状態を探索し、その特性と原理のミクロな
立場からの解明に取り組んでいます。

固体内電子の新物性を探索、解明

物性理論研究室
磁性、超伝導の理論

楠瀬 博明
教授

基礎から着実に
段階を踏みながら
ステップアップ

　高校生の頃は、興味のあった天文や気象に関する部活動や研究に
取り組んでいました。大学では特に気象に関する研究に携わりたいと
考えていたところ、本学の研究室で目指す学びができることを知り進
学を決意。当初は車や電車などの機械の分野には関心がなかったの
ですが、入学後に学びを進めるうちに、「なぜこのような動きをするの
か」といった運動の原理を追究する面白さに気づき、興味の幅が広が
りました。現在は、物理の知識を専門的に深めながら自分の好きな
天文に関する活動も行い、充実した学生生活を過ごしています。

物理学科2年

増田 歩音
横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校卒業

STUDENT VOICE 

在学生からのメッセージ

理工学研究科
基礎理工学専攻
2013年3月修了
林 悠一
横河電機株式会社

自分で考えて行動する力が、 

開発の現場でいきています

　大型プラント向け流量計の開発を行ってい
ます。流量計は、発電所などにある巨大なパ
イプラインの中の流れを測る機器です。流量
計の設計には、配管からの振動、流体からの
熱、ほかの機器からの電磁波ノイズなどの影
響を極力小さくし、配管内の流体を精度よく
安定に測ることが求められます。開発の現場
は、さまざまな物理現象との戦いでもありま
す。物理学科で得た物理の知識はもちろん
ですが、4年次以降の研究活動を通して身に

つけた「自分で考え、自分で行動する力」は技
術者としての大きな武器になっています。明治
大学の物理学科には、多彩でユニークなテー
マをもった研究室がたくさんあります。きっと
あなたが熱中できる研究テーマも見つかるで
しょう。新しい発見があれば、あなたの成果
を世界に発信することもできるかもしれませ
ん。どうですか、ワクワクしませんか？少しで
も物理に興味をおもちなら、思いきって物理
の世界に飛び込んでみましょう！

卒業生からのメッセージ

※基礎理工学専攻は、2017年度から情報科学専攻、数学専攻、物理学専攻に改組しています。

DATAでわかる物理学科

地球や天体の内部は超高温高圧という極端な物理条
件下にあります。物質が高温高圧環境下で示す特異な
振る舞いを実験的に研究することで、地球・惑星内部
構造と、その進化を明らかにすることを目指しています。

物理をつかって地球を学ぶ

地球内部物理研究室 新名 良介
准教授

相対性理論と量子力学を統合する10次元の理論であ
る超弦理論、この理論を駆使し高次元空間の幾何学の
言葉を通して素粒子の振る舞いから宇宙全体の発展ま
でそのすべてを司る究極の理論の解明に挑んでいます。

究極の理論を目指して

素粒子論研究室 横山 大輔
専任講師

■進路状況

※特別措置合格者を含む

※2022年4月1日現在。
退職等により変更となる場合があります。

※1学年の定員数を研究室の数で割った目安の数です。

■2021年度業種別就職状況

■2021年度就職実績（大学院生を含む）

素粒子、宇宙、固体物性、生物物理、原子分子、光など幅
広い物理学の分野の研究室を揃えているのが、明治大学物理学科の特色
です。その中でも「生物物理」を特徴的分野として掲げ、3つの研究室を
有しています。さらに、「雪や氷」、「大気やオーロラ」、「地球・惑星内部
構造」を専門とする特色ある研究室も多く、さまざまな分野から好みの研
究室を選んで、卒業研究に取り組むことができます。

Answer

Q 明治大学の物理学科の特長を教えてください。
物理学を学ぶと、常に基礎にもどって考えるという習慣

が身につくので、将来どのような分野へ就職しても対応できるように
なるはずです。多くの卒業生は、電機や機械系のメーカーの研究開発
職に就いたり、IT企業等で活躍しています。中学・高校の理科教員や
公務員も多いです。また、銀行などいわゆる文系企業で働く人もいま
す。大学院博士課程を修了して研究所で研究を続けたり、大学教員
になる人もいます。

Q 卒業生は、どんな職業で活躍しているのでしょう？

Answer

生体内で起こっているさまざまな化学反応の仕組みなどを
物理学的な手段で調べ、基本的な原理から説明しようとする学問です。
生物物理学研究を行っていることは、明治大学の物理学科ならではの
特色のひとつに挙げられます。

Q 生物物理学とはどのような学問なのでしょうか？

Answer

Q&A 物理学科編
 

 
就職者 63.5%

その他 5.7%

進学者 30.8%

■ サービス業  6.1%

■ 情報通信業

■ 公務 3.0%

■ 卸売業・小売業
　 6.1%

■ 学術研究・専門・
　 技術サービス業  18.2%

■ 教育・
　 学習支援業
　 6.1%

39.4%

■ 製造業 15.2%

■ 不動産業・物品賃貸業
　 3.0%

■ 生活関連サービス業・
　 娯楽業 3.0%

■研究室状況

※

※
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PICK UP 授業レポート

CLOSE UP 研究室

　人生 100年時代という言葉を聞いて、学生のみなさんにとっ
ては人ごとのように聞こえるかもしれません。現代のAIや IoT、
そしてモビリティの発展により利便性が高まる半面、それらに
“寄りかかっている”身体活動は、生きていくために必要な“健康”
を蝕んでいるようにさえ思えます。「ただ生きることでなく、よ
く生きることである」という哲学者ソクラテスの言葉の具現化に
は、心身を健康な状態に保つ必要があるでしょう。スポーツ科学
には「貯筋（ちょきん）」という言葉があり、将来に備えて生活を
するためのお金を貯蓄するのと同様に、若いうちに筋を貯める
（蓄える）ことが重要だと言われています。まずは、スポーツ科学
的視点を学び、実生活に取り入れてみてはいかがでしょうか。

総合文化科目 外国語科目 
Meiji Language Program

健康・スポーツ学科目

総合文化科目は1・2年次を対象とした「総合文
化ゼミナール」と、3年次以上を対象とした「総
合文化講義」の2種類があります。「総合文化ゼ
ミナール」は1クラス20名以下という理工学部独
自の少人数クラスです。「総合文化講義」は、高
度な内容をわかりやすく解説する講義形式クラ
スです。いずれも参加者の世界を広げてくれる
刺激的な授業ですので、新しい仲間とともに積
極的に参加しましょう。

健康的なキャンパスライフを送るために、自分
の体力の現状を認識し、健康・体力を高めるた
めの手段として、楽しく各種スポーツを学習する
「健康・スポーツ学」と、自分の身体と対話しな
がらより深く理解し、生涯を通して楽しみなが
ら行うことが目的である「スポーツ実習」（バレ
ーボール、バスケットボール、テニス、サッカー、
軟式野球、バドミントン、ゴルフ、卓球、ウォーキ
ング、フィットネス、スキー［集中］等）があります。

長野県菅平スキー場、根子岳山頂パリ、モンパルナス駅アコマの村の家きみはこの門を通ってどこに行く？ パリ、チュイルリー公園に置かれたリチャード・セラの作品「クララ、クララ」。©Keijiro Suga

※カリキュラムは変更になる場合があります。

［  学科主要科目  ］

4年次3年次2年次1年次

総合文化科目

外国語科目

健康・
スポーツ学科目 健康・スポーツ学1・2 スポーツ実習A・B

●総合文化講義
　思想論、記号論理学、文学、美術史
　自然科学史、日本史
　世界史、文化人類学、心理学
　法学、現代政治論
　近代経済学、社会学、国際関係学
　運動の科学

●総合文化ゼミナール（主なテーマは下記の通り）
　こころをデザインする、ハプスブルク家と音楽、アメリカ合衆国を知る
　映像表現をつうじて環境問題を考える、身体を造る、ワールド映画ゼミ
　21世紀のはじめ方、生田キャンパスと登戸研究所、やさしい英語の詩
　科学の歴史と論争、ソロー『森の生活』、短編小説を読む、スポーツを考える
　被爆地・広島の映画入門、ジェンダー入門、多様性と格差を考える
　映画で学ぶ台湾、映画で考える日本とアジア ー旅の入り口として
　メディア・アート、空想科学ゼミナール 　
　※テーマは変更になる可能性があります。

●総合文化講義
　日本事情（外国人留学生のみ）

英語、フランス語、ドイツ語、ロシア語、中国語、日本語（外国人留学生のみ）

学部間共通外国語科目:English Communication、ドイツ語会話、フランス語会話、ロシア語会話、中国語会話、スペイン語会話、ロシア語、スペイン語、
中国語、朝鮮語、イタリア語、ギリシア語、ラテン語、アラビア語、Intercultural Communication(English)、日本語（外国人留学生のみ）

心に浮かんだことを口に出し、相手の考えている
ことを知ろうとする。それだけのことで、日常生活
は明るくなります。母国語を洗練させ、英語をス
キルアップし、同時に第二外国語も手に入れるな
らば、言葉はもっと立体的になるでしょう。第一
外国語の英語は必修8単位。第二外国語のドイ
ツ語、フランス語、ロシア語、中国語は必修6単
位。会話を中心とした学部間共通外国語科目も
合わせて、充実した学生生活を送ってください。

総合文化ゼミナール

佐藤 文平 専任講師

環境人文学研究室

鞍田 崇 准教授

　一昨年、はじめて米国オレゴン州ポートランドを訪ねた。「クリ
エイティブシティ」の最先端として知られるが、滞在中最も印象深
かったのは、バスだった。バスでみんな挨拶するのだ。特に降りる
ときはふるってる。降車口が後方にあるせいか、みながみな、大声
で叫ぶのだ。「サンキュー!!」って。タトゥーまみれのニーチャンも、
まるで小学生みたいに朗らかに。なんか得心した。この街のクリエ
イティビティの根っこは、ここにあるんじゃないか、と。挨拶は、
人を人として認識した証し。人を人として認める街であればこそ、
街のことは他人事ではなくなる。そんな振る舞いをあたりまえのこ
ととして喚起するすべを探りたい。自分の研究関心のポイントを再
確認した経験だった。

https://www.meiji.ac.jp/sst/sougoubunka.html  詳しくはホームページへ。

　理工学部には8つの専門学科と並んで、「総合文化教室」とい
う組織があります。外国語、人文科学系の諸分野、健康・スポー
ツを専門とする教員たちはここに所属し、一般教養の授業を担
当します。学生のみなさんが所属学科にとらわれることなく、
人間として大きく成長できるよう、私たちは、それぞれの専門
分野のエッセンスをやさしく丁寧に教えていきます。
　学問にはさまざまな「門」があります。文学、哲学、芸術学、
歴史学、言語学、社会学、文化人類学、身体科学など、多様な
学問にふれることのできる「総合文化科目」、専門的知識をグ

ローバルに学ぶための「外国語科目」、すべての基礎となる身体
について学ぶ「健康・スポーツ学科目」。専門分野を越えて学
ぶことで、広い知識とねばり強い思考力を身につけ、目標に向
かって歩んでいきましょう。
　総合文化教室の授業は、学科を越えた混合クラスで編成され
ています。自分とは異なる専門分野を目指す仲間たちと出会
い、刺激を受けることができます。中でも、少人数のクラス「総
合文化ゼミナール」では、担当教員の専門分野を反映した、特
色ある授業を体験することができ、知的好奇心を徹底的に追究
することができます。

所属学科を越えた知識と仲間に出会う

スポーツの価値、
今こそ高まる

うごけない人が
うごけるように
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 ［  総合文化教室の教育･研究スタッフ  ］

現在のところ、理工学部の第二外国語はドイツ語、フラン
ス語、ロシア語、中国語に限られています。スペイン語、朝鮮語などは
学部間共通外国語として開講しています。ぜひ学んでみてください。

Q
スペイン語や朝鮮語を
第二外国語に選べますか?

Answer

英語力のものさしとして、英検、TOEFL®、TOEIC®などを
受験することを強く勧めます。自分の進歩がはっきりわかります。単位
振り替えについては入学後に配布される便覧を見てください。

Q
英語の資格試験は受けた方が
いいのでしょうか?

Answer

総合文化ゼミナールの履修は、現在のところ1回だけです。

Q
総合文化ゼミナールはくりかえし
履修できるのでしょうか?

Answer

体育館の設備はいつでも使えます。体育の専任教員はコー
チ学の専門家です。自分で自分を鍛えたい人は、気軽に声をかけてくだ
さい。相談に乗ります。

Q
大学入学を機にとことん
体を鍛えたいのですが。

Answer

人の多様性を学び、
物の見方や考え方が変わった

　総合文化教室では、中国語の講義を受講しました。先生が中国
での経験も踏まえて中国の文化をお話ししてくださり、語学だけで
なく文化、歴史、政治についても楽しく学ぶことができました。中
でも印象に残っているのは、中国の方の考え方について学べたこと
です。人それぞれ、生まれ育った地域や文化によって考え方が異な
ることを理解できました。自分自身の物事の見方や考え方も柔軟
になり、人の多様性を学んだこの授業には本当に感謝しています。
　現在は店舗のマネジメント業務にあたっており、中国からのお客
様とコミュニケーションをとる機会も増えています。地域や文化
で考え方が異なるということは、商品や接客に対する要望も変わる
ということ。お客様にわかりやすいコミュニケーションのとり方や
中国語での掲示物の作成に、在学中に身につけた学びが役立って
います。総合文化教室は、理系の学部にいながらも文系の知見を
もって自分の視野を広げられる素晴らしい授業でした。自分が知
らない角度から物事を見る経験は、卒業後の人生で大いにいきるこ
とだと思います。もし興味のある講義が全く知らない分野であっ
ても、ぜひ踏み込んでみることをおすすめします。

あなたの世界から
一歩外へ

　初めての経験は問いにあふれていて、3歳になる娘は「な
ぜ？」と繰り返し尋ねます。けれど彼女は、私の与えたその場
しのぎの答えに案外簡単に納得してしまうことがあり、私は
自分の不誠実が彼女の世界の一部を構成してしまったことに
少し罪悪感を抱くのです。日本に暮らす多くの人は物わかり
が良すぎて、社会がいい加減に決めたことを受け入れようと
努力します。けれど、私たちは本当にそうやって生きていか
なければならないのでしょうか。
　大学には、あなたを今いる場所から連れ出してくれる人や
知識との出会いがあります。あなたの視界の外にはどこまで
も世界が続くけれど、一歩外に出なければそれに気づくこと
はないでしょう。自分のものではない言葉や文化にふれると、
今いる世界の当たり前がそうでなくなる時が来ます。自分の
声を聞き漏らすことなく、問い続けること。ひとつに見えてい
た価値の基準が複数になった時、あなたが世界を選ぶ側にな
るのだから。気に入らなければ出ていける力をつけて、自分
のでこぼこ道を進め。

Q&A 総合文化教室編

卒業生からのメッセージ教員からのメッセージ

ドイツ語第1研究室
水野 真紀子 専任講師

応用化学科
2020年3月卒業
星 純玲
株式会社アエナ

ベケット、デリダ、フーコーらの精読を通して、
文学とイマージュの脱構築を目指しています。

若い間に一所懸命勉強してください

英語第1研究室
文化と思想

井上 善幸
教授

フランス語、フランス語圏文化、日本の近・現
代詩を研究しています。特にパリには、混成す
る「世界」の交差点として、特別の興味を抱い
ています。

言葉は君の「どこでもドア」

フランス語研究室
仏語・仏語圏文化論

清岡 智比古
教授

中国語を勉強して東アジアの14億人と話をし
ましょう。中国語映画を見て、彼らの暮らしや
考え方を知りましょう。

東アジアの言語と文化を学ぼう

中国語研究室
東アジア研究

林 ひふみ
教授

ドイツにおけるマンガの受容の特長を調査し
ながらあれこれ考えています。また、文学を通
してドイツの文化や社会の変遷に思いを巡ら
せ、さまざまな視点からドイツに迫っています。

マンガも文学も研究対象です

ドイツ語第2研究室
ドイツ文学

松澤 淳
教授

アメリカ近代の成立過程を文学・文化・社会か
ら研究。リアリズム、自然主義、黒人文学な
ど。精神分析的政治論、帝国主義論。

My Revolution !　明日を変えよう !

英語第4研究室
アメリカ文学

大矢 健
准教授

専門はコーチ学です。トップアスリート（特に
陸上競技）のコーチングとパフォーマンスの基
となる体力特性の研究をしています。

明治を楽しもう !

体育第1研究室
健康・スポーツ学

金子 公宏
准教授

19世紀前半には新しいテクノロジーだった「写
真」の意味を探ることが研究課題のひとつで
す。

現在と未来に対する視座を得よう

芸術学研究室
近現代美術・写真史

倉石 信乃
教授

多言語がぶつかり合う現代世界での文化創造
を通じて「我 は々どこから来たのか、何者なの
か、どこへ行くのか」を考えています。

ひとりですごす時間が
未来への展望をひらく

批評理論研究室
比較詩学・批評理論

管 啓次郎
教授

トマス・ピンチョンを中心とした、アメリカのポ
ストモダニズム文学の分析と、その環境論的
読解に取り組んでいます。

平凡な毎日がおもしろいと思える
学生生活を送ろう

英語第2研究室
アメリカ文学

波戸岡 景太
教授

儒教を中心に、日本と中国の思想史を研究し
ています。日本とアジアの過去を知り、あわせ
て将来について考えていきたいと思っていま
す。

何事も自分で判断する力を
養ってください

思想論研究室
中国語・中国文化論

清水 則夫
准教授

環境人文学研究室
哲学・社会学

キーワードは「21世紀のはじめ方」。フィロソフィ
（対話）・フォークロア（調査）・デザイン（可視
化）の3つの手法から、新しい社会と暮らしの
カタチを創造するすべを考えていきましょう。

ドンくさいぐらいがちょうどいい

鞍田 崇
准教授

専門分野とは
異なる分野の学びで、
視野が広がる

　専門とは異なる分野の授業を受講することで、多角的に物事を
みる術を身につけられたと思います。歴史に関する講義では、歴
史上の事象について、なぜ起こったのか、どのような影響を及ぼ
したのか、さまざまな視点と立場から考える経験ができました。
複雑な事象はひとつの視点では全貌をつかめないことがわかり、
あらゆる面に考慮して物事を捉え、考えるきっかけになりました。

電気電子生命学科2年

清水 海地
長野県私立長野日本大学高等学校卒業

STUDENT VOICE 

在学生からのメッセージ 総合文化教室の魅力の魅力は？Q

総合文化教室の魅力は専門科目だけでは補えない教養を広
く学ぶことができることです。高校までの学習とは違った興味深い科目が
多くあり、世界を見る視野を広げることができます。混合クラスで、違う
学科の仲間たちと交流を広げられることも魅力のひとつです。

印象的だった授業は？Q

「総合文化ゼミナール」です。私が履修した科目では、異文
化の映像作品を鑑賞して理解を深め、自分の考えを文章にまとめました。
表現力が身につき、人がつくった作品や資料から、より多くの情報を得る
力も養われたと思います。視野も広がり刺激になりました。

学びを将来どのようにいかしたい？Q

私は世界の場で活躍できる技術者になりたいと思っています。
そのためには単に専門技術や言語に精通しているだけでなく、文化への理
解や広い視野と発想力が必要です。世界中の人々に寄り添った技術者にな
れるように総合文化教室を足がかりとして世界へ踏み出していきます。

Answer

Answer

Answer

自然と自由を愛したアメリカ人作家たち、ヘン
リー･ソロー、ヘミングウェイ、ウィラ･キャザーを
研究の中心に据えています。また、ワークショッ
プ型授業の開発と実践に取り組んでいます。

「豊かさ」の多様性を求めて

英語第6研究室
アメリカ文学

山本 洋平
准教授

自分に見えている世界をうたがって

ドイツ語第1研究室
ドイツ語圏文化・認知記号論

水野 真紀子
専任講師

私は、人が絵や言葉をどのように理解しているのか
という問いを追っています。「よくわからないけどこの
絵が好き」という経験はありますか？心を動かされた
時が世界と自分のつながり方を知るチャンスです。

あらゆる声に耳を傾けて

英語第3研究室
イギリス文学 

大澤 舞
専任講師

専門は19世紀イギリス文学におけるジェンダーと金融で
す。社会の周縁に追いやられていた人 が々どのように活路
を見出したのかを研究しています。多様性社会の礎を築
いた彼らの意志を未来につなげていけたらと思います。

人生100年時代における
“スポーツ”の価値を考える

体育第2研究室
健康・スポーツ学

佐藤 文平
専任講師

人生100年時代といわれる昨今、何をするにも健康な身体が基本となりま
す。スポーツには“する、みる、ささえる”のかたちが存在し、運動が得意な学生
も、そうでない学生も関われる多様な世の中となっています。自分に合った
スポーツとの関係を見つけ、心身ともに健康な状態をつくっていきましょう。

※2021年4月1日現在。
退職等により変更となる場合があります。
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　理工学研究科は下図の7専攻からなっており、人類が持続的に
発展し自然と共生していくための科学技術の発展を目指していま
す。その研究・教育目標は次の通りです。

　この目標を実現するために、教員と大学院生が一体となって研
究・教育に専念できる研究環境を整備しています。また、学部お

よび大学院の一貫した研究・教育がなされるようにカリキュラム
を配置し、成績優秀な学生に対する飛び入学制度や社会人にも勉
学しやすい環境を整え、人間性豊かなリーダーシップの取れる人
材の育成に注力しています。また、在学中の経済的負担軽減の
ために、研究者養成を狙いとした助手制度やRA制度、奨学金制
度やTA制度を利用して経済的な心配をせずに研究に専念できる
よう配慮しています（詳細はP.53参照）。これらの成果として、こ
れまでに多くの優れた研究者を社会へ送り出しているほか、博士
前期課程（修士）修了者の多くは、さまざまな分野でその高度な知
識を駆使し、社会で活躍しています。また、国からの助成を受け
て、学術フロンティア、ハイテク・リサーチ・センターなど、先端
的研究センター機能を有し、学内外との共同研究も盛んに行って
います。理工学研究科は時代のニーズに対応すべく野心的なプ
ログラムを作成し、日本の代表的学術拠点を目指しています。

大学院 理工学研究科 Graduate School大学院

課程修了までの流れ

1
自然科学のみならず、社会科学、人文科学等の境界領域をも
視野に入れた広い分野で活躍できる人材の育成

2 時代とともに常に新しい分野に積極的にチャレンジすること

3
国際的に通用する真に実力のある人間性豊かな研究者と
高度な知識を駆使できる職業人の育成

学科名 大学院授業科目 履修上限
単位数

電気電子生命学科 電気工学専攻の指定する科目 10単位
機械工学科

機械工学専攻の指定する科目 6単位
機械情報工学科
建築学科 建築・都市学専攻の指定する科目 6単位
応用化学科 応用化学専攻の指定する科目 10単位
情報科学科 情報科学専攻の指定する科目 10単位
数学科 数学専攻の指定する科目 10単位
物理学科 物理学専攻の指定する科目 10単位

社会人のための入試制度
高度専門職業人として社会経験・知識・研
究開発力を培った後、より専門的かつ高度
な研究を探求するために、博士後期課程に
進学する社会人が年々増えています。
年2回行う社会人特別入試を経て入学し
た社会人学生には、現職に配慮した研究
指導や社会での実績、研究成果を積極的
に評価して、早期に学位取得ができるよ
うな研究指導を行っています。

高度専門職業人として、
国際社会、情報社会で
活躍できるリーダー

進 学

1年 2年 3年
合格

合格
合格

1年次修了
2年次修了

合計30 単位以上修得+修士学位請求論文合格

主要科目
所属専攻から主要科目ひとつを履修し、修了に必要な単位を
修得する必要があります。そこで得られた研究成果は、学会
での研究発表や修士論文作成の礎となります。

特修科目
特修科目は研究活動に必要な知識の修得と理論を理解する
ために設けられた科目です。主に講義形式で行われ、修了ま
でに必要な単位を修得する必要があります。

修士学位
請求論文

修士の学位を取得するには、修士学位請求論文を提出して審査を受け、合格することが必要です。修士学位請求論
文は博士前期課程の研究の総まとめであり、高度専門職業人として社会に出るための最後の訓練でもあります。

博士学位
請求論文

独立した研究者として独自の研究を行います。博士の学位取得には、
博士学位請求論文を提出して、合格することが必要であり、自立した
研究者として社会に出るための最後の訓練といえます。
（一部の専攻は授業科目2単位の修得も必要です）

博士前期課程 修了（修士学位取得）

2年

4  単位
1年

18 単位
1・2年

8 単位

就 職

世界のトップレベルの研究ができる研究者
創造性をもち、自立して研究のできる研究者

博士後期課程 修了（博士学位取得）

就 職

　博士前期課程で培った専門
性をさらに高め、世界トップレ
ベルの研究ができる創造性を
もった研究者となるための能力
を養います。社会において指導
的な役割を担う研究者を送り出
すことを目的としています。

　学部教育で得た基礎知識を
発展させ、高度な専門性をもっ
た職業人を育てることに努めて
います。幅広い専門的な知識
を学び、その専門性を国際社会
に活用する能力を身につけるた
めの、実践的な教育と研究を行
います。

誰も結果を知らない実験に挑む。
研究の楽しさを伝えたい。

　学部では机上で学んできた物理現象につい
て、さらに理解を深めるために大学院へ。誰
も知らない答えを追い求める研究に面白さを
実感しています。現在、取り組んでいるのは
「衝突過程により供給される生命関連化合物
の制約」という、生命の起源に迫る研究です。
有機物を持つ小天体が地球に衝突すること
で、生命の起源となる物質がもたらされたとい

う説に基づき研究を進めています。また、他
大学との共同研究や学会参加など、大学院生
ならではの充実した時間も魅力的です。大学
院修了後は、高等学校の理科の教員になるこ
ともあり、生徒たちに物理や地球科学の魅力
や面白さを伝えることは将来の楽しみのひと
つ。教科書で学ぶ知識と実生活を結びつけら
れるような授業を実践したいと考えています。

博士後期課程

博士前期課程

STUDENT VOICE 

理工学研究科物理学専攻1年
川合 雄登
神奈川県立
厚木高等学校卒業

　理工学部および理工学研究科では、学部（4年間）と博士前期課程（2年間）
の連携教育の観点から、本学大学院へ進学を予定する学部4年次（学部履修
生）を対象に、早期に大学院の授業科目を履修できる制度を実施しています。
これによって修得した単位は、大学院入学後、大学院修了に必要な単位として
認定されます。この制度を利用すれば、大学に在籍しながら大学院レベルの
高度な学問に接することができるとともに、大学院入学後の単位修得の負担
が軽減され、研究時間の確保にもつながります。

理工学部4年次による大学院授業科目の先取履修

https://www.meiji.ac.jp/sst/grad/  詳しくはホームページへ。

自分の専門分野をさらに究めるために大学院へ

在学生からのメッセージ

博士学位授与数 524名 修士学位授与数 10,146名　※工学研究科の学位授与数を含む。2021年5月1日現在。

理工学研究科の構成 ＊明治大学理工学部からの進学率約40％（2021年度進学率）

電気工学専攻は、①材料・物性、②電力システム・電気機器・電気エネ
ルギー変換制御、③情報・制御・コンピュータ・生体・生命、④通信工学・
音響・計測等の分野において、高度な専門技術者と、教育研究分野で
活躍できる指導者の養成を目的としています。

入学定員 博士前期課程 82名
博士後期課程   6名

主要科目 電気電子生命研究

電気工学専攻
電気電子生命学科

情報科学専攻は、コンピュータのハードウェア、ソフトウェア、応用システム、
それらを裏打ちする基礎理論などの各分野の教育研究を通じて、人間並
みに高度に知的な処理をする情報システムロボットの知性、情報通信シ
ステムなどを提案・開発できる第2次IT革命の担い手の育成を目指してい
ます。

入学定員 博士前期課程 40名
博士後期課程   3名

主要科目 情報基礎研究、情報ハードウェア研究、　
情報ソフトウェア研究、広域情報科学研究

情報科学専攻
情報科学科

数学専攻は、代数学・幾何学・解析学という伝統的な数学の教育研究を
行い、社会とのかかわりの中で数理科学教育を展開します。周辺諸科学
に対する広い視野のもとで、数学を創り、使い、伝える能力を身につけた
人材の育成を目指しています。

入学定員 博士前期課程 15名
博士後期課程   3名

主要科目 代数学研究、幾何学研究、数理解析研究

数学専攻
数学科

物理学専攻は、①生物物理、②物性物理、③光の物理、④宇宙・原子・素
粒子の物理、⑤環境・エネルギーの物理の各分野の教育研究を通じて、
自然法則の理解に裏打ちされた正しい自然観を備え、あらゆる場面でそ
の根本原理に基づいて現象を演繹的に理解できる物理学的思考のでき
る人材の育成を目指しています。

入学定員 博士前期課程 16名
博士後期課程   3名

主要科目 理論物理学研究、生物物理学研究、　
実験量子物理学研究、応用物理学研究

物理学専攻
物理学科

機械工学専攻は、主に機械基礎・機械工学・機械システム工学等の幅
広い機械工学の各分野およびその関連分野を有機的に結びつけるこ
とにより、社会の要求に対応しうる専門的知識と創造力をもつばかり
でなく、人間性豊かで国際性に富んだ技術者・研究者の育成を目指し
ています。

入学定員 博士前期課程 86名
博士後期課程   7名

主要科目 機械工学研究

機械工学専攻
機械工学科
機械情報工学科

建築・都市学専攻は、建築・都市を中心とする空間環境の創造・再生を多
様な立場で担い、国際的な視野に立って人間を取り巻く環境・社会・文化
の持続的な発展に貢献できる人材の育成を目指しています。これを踏まえ
て、建築学系、国際建築都市デザイン系※1、総合芸術系※2の3つの系を
置いて教育研究を行います。
※1、※2中野キャンパスでの展開になります。

入学定員 博士前期課程 80名
博士後期課程   7名

主要科目

建築・都市計画設計研究、建築構造・建築
材料研究、建築環境・建築設備研究（建築
学系）、Architecture and Urban Design 
Studies （国際建築都市デザイン系※1）、
総合芸術研究（総合芸術系※2）

建築学科

建築・都市学専攻
建築学系
国際建築都市デザイン系
総合芸術系

応用化学専攻は、研究対象を①無機物質、②有機物質、③物質の工学
的処理、④分析法の各分野に分け、十分な基礎的知識を与え、広い視野
と良識をもって物質と反応を解析し、これを理解し追究できるよう指導す
ることで、将来の自然科学の予測しがたい展開にも柔軟に対処でき、化学
および化学工業の将来を担う能力をもつ人材の養成を目的としています。

入学定員 博士前期課程 40名
博士後期課程   5名

主要科目 応用化学研究

応用化学専攻
応用化学科
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大学院 理工学研究科  Graduate School
大学院

　理工学研究科では、博士後期課程の学生に対して、助手（研
究者養成型）制度、RA（リサーチ・アシスタント）制度、博士前
期課程の学生に対しては、TA（ティーチング・アシスタント）制度
があり、学内にいながら経済的支援を得ることができます。また、
奨学金制度も充実しています。

　助手制度は、若手研究者の養成、大学院生の博士学位取得お
よび社会進出への支援を目的とし、博士後期課程の大学院生を
対象とした、教育補助業務に従事して報酬を受給する制度です。
専門分野の研究やこれに準ずる実験・製図・実習および演習等
に従事し、生計を担うための給与が支給されることで、生活費の
心配をせずに研究に専念できる優れた研究環境を得ることができ
ます。

　RA制度は、博士後期課程に在籍する大学院生を対象とし、研
究補助業務に従事して報酬を受給する制度です。文部科学省の
助成を受けた大型研究プロジェクトや、学外研究機関との共同研
究計画、理工学研究科内の各種研究プロジェクトや特定課題研
究等における研究協力者・補助者として、大学が博士後期課程
に在籍する学生を雇用する制度です。業務は、資料収集・整理

などのほかに、データの整理・分析および解析など、単に補助業
務にとどまらず、研究の推進役としての役割を期待されます。

　TA制度は、主に博士前期課程に在籍する大学院生を対象とし、
学部学生に対する勉学上の助言や、実験・製図・実習・演習等
の授業科目における補助業務に従事し、大学から報酬を受給する
制度です。多くの大学院生が、経済的な理由のほかに、教育者、
研究者になるためのトレーニングの機会としてTA制度を利用し
ています。

　大学院奨学金には、修了と同時に返還義務が生じる貸費型と、
修了後に返還の必要がない給費型のふたつがあります。博士前
期課程の貸費型奨学金には、日本学生支援機構奨学金（2種類）
があり、理工学研究科博士前期課程に所属する大学院生の約
40%が、奨学金の貸与を受けています。また、給付奨学金は、理
工学研究科の博士前期課程に進学した大学院生の中から、学業
成績・研究業績が特に優秀な学生を対象に、奨学金が給付される
制度です。給付額は、授業料2分の1相当額です。入学定員の
約20%の大学院生（70名相当）が奨学金を給付されており、原則
2年間支給されます。

※数学専攻のみ

サポート体制

キャリアとしての大学院進学講演会

連携大学院方式による研究機関等との教育研究協定

　理工学部では学部生を対象に、将来について早い段階から考
えられるよう「キャリアとしての大学院進学講演会」を実施して
います。この講演会では、各学科において本学出身の人生経験
豊富な社会人や現役大学院生に大学院進学のメリットや、日頃
の授業では聞くことのできない人生の指針などについても講演
していただいています。これからみなさんが飛び込む社会は、あ
らゆる分野で高度な技術革新が進んでおり、その中で生きがいを
もって楽しく働き、よりよい人生を送るためには高度な知識と知
恵を身につけておく必要があります。また、就職に関しても理工
系大学院修了者の能力が高く評価され、積極的に企業に採用さ
れている現状があります。このような状況の中で、みなさんの夢
を実現するためには、大学院進学もひとつの重要なステップと
なっています。

　近年の科学技術の急速な発展と高度化に伴い、研究分野の細
分化、専門化が進む一方、従来の学問体系を越えて新しい境界
領域が開拓され、学際的な研究が推進されるようになりました。
特に、基礎から応用分野に係る広い範囲の知識を必要とする学
際研究では、専門分野を異にする研究者間の協力による総合的
な研究が重要となっており、また、これに対応する時代に即した
新しい型の研究者育成が強く求められています。理工学研究科
では、これらの学問的、社会的要請に応えるため、「国立研究開
発法人 産業技術総合研究所」（つくば市）・「国立研究開発法人 

海洋研究開発機構」（横須賀市）・「国立研究開発法人 物質・材
料研究機構」（つくば市）・「国立研究開発法人 理化学研究所」（和
光市）と連携大学院協定を締結し、連携研究機関の研究者との交
流を開始しています。最新の研究設備と機能を有する研究所にお
いて学生の研究指導を行い、教育・研究領域を多様化して大学院
教育を活性化するとともに、これらの研究機関との交流を深めて新
たな研究領域を確立することが期待されます。

他大学との教育研究協定

　理工学研究科では、他大学院との学術的提携・交流を促進し、
教育・研究両面での充実と一層の発展を図るために、他大学院と
の単位互換および研究指導委託に関する覚書を締結しています。
これは、大学院生が研究上の必要から、ほかの大学院が設置し、
開講している授業科目を相互に履修して、その修得した単位を修
了に必要な単位として認定したり、教育研究上の必要性により、
ほかの大学院において研究指導を受けることができる制度です。

1 助手制度

3 TA（ティーチング・アシスタント）制度

4 奨学金制度（大学院生対象）※学部生はP.58参照

単位互換・研究指導委託制度締結大学院
広島大学大学院統合生命科学研究科
山梨大学大学院医工農学総合教育部
龍谷大学大学院理工学研究科
静岡大学大学院自然科学系教育部
（博士後期課程のみ）
デジタルハリウッド大学大学院
デジタルコンテンツ研究科（単位互換制度のみ）

「大学院数学連絡協議会」加盟大学院
中央大学 立教大学
学習院大学 東京女子大学
上智大学 東京理科大学
国際基督教大学 津田塾大学
日本大学 明治大学※

日本女子大学

「首都大学院コンソーシアム」学術交流

2021年度 理工学研究科修了生の就職実績

　大学間の学術交流を通じて、大学院における教育・研究活動
のより一層の充実を図るため、本学を含む下記の10大学院により
「首都大学院コンソーシアム」学術交流に関する協定が締結され、
実施されています。「首都大学院コンソーシアム」協定には、従来
の協定の内容をさらに一歩踏み込んで①単位互換（授業科目履
修）、②研究指導の受け入れ、③共同研究等の参加が盛り込まれ
ています。また、本協定の特色は、研究の多様化に応えるため、
従来の同体系の学問分野における協定にとどまらず、異なる学問
分野などとの多面的な大学院交流を行えることにあります。

2 RA（リサーチ・アシスタント）制度

奨学団体 奨学金名称 支給額等 タイプ※1 申込制※2

明治大学 明治大学大学院研究奨励奨学金A 博士後期課程授業料２分の1相当額、成績優秀者に所定の期間 ○
明治大学大学院研究奨励奨学金B 博士前期課程授業料２分の1相当額、成績優秀者に所定の期間 ○

日本学生支援機構 第一種奨学金 月額50,000円または88,000円から選択（博士前期課程）
月額80,000円または122,000円から選択（博士後期課程） △ ●

第二種奨学金 月額5万円、8万円、10万円、13万円、15万円から選択 ▲ ●

 ［ 理工学研究科で利用できる主な奨学金 （2021年度予定） ］

※1 ○:給費型、△:無利子貸費型、▲:有利子貸費型　※2 ●:申請が必要な奨学金

「首都大学院コンソーシアム」加盟大学院

共立女子大学 東京理科大学

順天堂大学 東洋大学

専修大学 日本大学

中央大学 法政大学

東京電機大学 明治大学

理工学研究科 入試日程

入試形態 選考方法 出願資格等 実施時期

博
士
前
期
課
程

学内選考試験
口頭試問

本学理工学部卒業予定者および本学他学部卒業予定者（総合芸術系のみ）のう
ち、各専攻で定める推薦基準を満たしている学生を対象としており、毎年、卒業予
定者の多くが大学院進学を決定しています。
※学内特別選考試験は応用化学科早期卒業生が対象です。

2022年7月2日（土）
学内特別選考試験※

一般入試（Ⅰ期） ①英語※　②基礎科目・専門科目  （総合芸術
系以外）、小論文（総合芸術系）　③口頭試問

本学または他大学の卒業および卒業見込みの者を対象とする入学試験で、英語お
よび各専門分野に関する筆記試験、口頭試問（※専攻・系によって異なります）によ
り、合格者を決定しています。
※TOEIC®またはTOEFL®のスコアにより選考を実施する専攻（系）があります。

2022年7月16日（土）

一般入試（Ⅱ期） ①英語※　②基礎科目・専門科目  （総合芸術
系以外）、小論文（総合芸術系）　③口頭試問 2023年2月22日（水）

秋季入試※ ①英語　②基礎科目・専門科目
③口頭試問

本学または他大学の卒業および9月卒業見込みの者を対象とする入学試験で、英語
および専門分野に関する筆記試験、口頭試問により、合格者を決定しています。
※応用化学専攻のみ実施します。

2022年7月16日（土）

飛び入学試験※
①口頭試問　②英語　③基礎科目・
専門科目 （情報科学専攻のみ筆記試
験実施）

大学3年次修了までの成績が特に優れている学生を対象とする入学試験です。大学
卒業を待たずに、早期に大学院に進学することができます。
※電気工学、情報科学専攻で実施します。

2023年2月22日（水）

入試形態 選考方法 出願資格等 実施時期
博
士
後
期
課
程

一般入試（Ⅰ期） ①英語※　②口頭試問 英語（筆記試験）および口頭試問により、合格者を決定しています。博士前期（修士）
課程を修了した後、さらにより高度な研究を探求することができます。修了者の多く
は、大学、各研究機関等で研究を継続し、各方面で活躍しています。
※ TOEIC®またはTOEFL®のスコアにより選考を実施する専攻（系）があります。
※秋季入試は応用化学専攻のみ実施します。

2022年7月16日（土）
秋季入試※ ①英語　  ②口頭試問

一般入試（Ⅱ期） ①英語※　②口頭試問 2023年2月22日（水）

・鹿島建設（株） ・パナソニック（株） ・京セラ（株） ・ＳＣＳＫ（株） ・（独）都市再生機構
・清水建設（株） ・富士電機（株） ・（株）クレハ ・東日本電信電話（株） ・エヌ・ティ・ティ都市開発（株）
・大成建設（株） ・三菱重工業（株） ・（株）コナミアミューズメント ・エヌ・ティ・ティ・コムウェア（株） ・大成有楽不動産（株）
・高砂熱学工業（株） ・いすゞ 自動車（株） ・住友電気工業（株） ・（株）エヌ・ティ・ティ・データ ・森ビル（株）
・髙松建設（株） ・（株）ＳＵＢＡＲＵ ・大王製紙（株） ・（株）サイバーエージェント ・（株）ＪＲ東日本建築設計
・西松建設（株） ・ＴＤＫ（株） ・ダイキン工業（株） ・（株）野村総合研究所 ・（株）松田平田設計
・（株）奥村組 ・テルモ（株） ・大日本印刷（株） ・伊藤忠テクノソリューションズ（株） ・（株）山下設計
・大和ハウス工業（株） ・東京エレクトロン（株） ・ＤＩＣ（株） ・（株）ＮＴＴドコモ ・（株）アルキメディア設計研究所
・（株）竹中工務店 ・（株）東京精密 ・東洋合成工業（株） ・ＫＤＤＩ（株） ・（株）石本建築事務所
・戸田建設（株） ・凸版印刷（株） ・東洋製罐グループホールディングス（株）・ソフトバンク（株） ・（株）教育施設研究所
・日揮グローバル（株） ・日東電工（株） ・（株）豊島製作所 ・（株）電通デジタル ・（株）隈研吾建築都市設計事務所
・日本国土開発（株） ・日本精工（株） ・ニチバン（株） ・日本アイ・ビー・エム（株） ・（株）久米設計
・（株）フジタ ・日立建機（株） ・日本電気（株） ・日本オラクル（株） ・デロイトトーマツサイバー（合）
・三菱地所ホーム（株） ・富士通（株） ・日本電気硝子（株） ・日本マイクロソフト（株） ・日清紡ホールディングス（株）
・日産自動車（株） ・（株）富士通ゼネラル ・（株）バンダイ ・富士フイルムヘルスケア（株） ・（株）日本海コンサルタント
・（株）小松製作所 ・ポリプラスチックス（株） ・ボッシュ（株） ・首都高速道路（株） ・（株）日本設計
・（株）日立製作所 ・三菱電機（株） ・マイクロンメモリジャパン（株） ・キヤノンメディカルシステムズ（株） ・（株）日本総合研究所
・キヤノン（株） ・王子ホールディングス（株） ・（株）村田製作所 ・ＪＦＥ商事（株） ・日本ペイントコーポレートソリューションズ（株）
・（株）ジーシー ・大塚製薬（株） ・横浜ゴム（株） ・（株）前田製作所 ・ＰｗＣコンサルティング（合）
・ソニーグループ ・キユーピー（株） ・ヤフー（株） ・ＹＫＫ　ＡＰ（株） ・メタウォーター（株）
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国際交流

国際交流

学部間協定留学

　学部間協定留学とは、理工学部が独自で協定を結んでいる大学・学部への留学です。協定留学をするためには、理工学部内の選考（原則
として本学理工学研究科への進学が内定した学部4年次、または大学院生が応募可）を経て協定校へ推薦される必要があります。学部4年
次が学内選考に合格した場合、留学開始時期は博士前期課程1年次の時です。

協定留学・認定留学

留学生の受け入れ

短期海外留学

大学間/学部間・研究科間　協定留学

Science and Technology in Japan
（留学生短期受け入れプログラム）

国際実習

　明治大学国際教育センターでは、夏期および春期の長期休
業期間を利用し、語学力の向上（英語・ドイツ語・フランス語・
スペイン語・中国語）や特定の国・地域の文化の理解を目的と
した短期海外研修、海外でのインターンシップやボランティア
を中心とした海外実習および専門分野の理解を深めながらグ
ローバル人材を目指すテーマ特化型研修等多くの短期留学プ
ログラムを実施しています。内容は国際教育センターのHPを
確認してください。

明治大学国際教育センターホームページ

理工学部国際連携推進ホームページ

https://www.meiji.ac.jp/cip/from/index.html

https://www.meiji.ac.jp/sst/international/
index.html

　学科横断型複合領域科目として短期留学プログラム「国際
実習」を実施しています。本プログラムは、事前学習（訪問先
国の言語・文化の学習）から始まり、現地講義・実習（現地大
学教員による講義、学生交流、日系企業訪問や駐在員との意
見交換等）を経て、帰国後に報告会で成果・知見を発信します。
近年では、タイの首都バンコクを中心とした「タイプログラム」
を実施しています。過去のプログラムの様子等は、理工学部
国 際 実 習ホームページ（https://www.meiji.ac.jp/sst/

international/intl-el.html）を参照してください。

　本学の1学期間以上の留学制度には、明治大学と留学の協定
を結んでいる海外の大学へ学内選考を経て留学する「協定留
学」と自分で留学先の大学を選んで出願し、所属学部・研究科
の許可を得て留学する「認定留学」の2種類があります。これ
らの制度を利用して留学をする場合、留学先で修得した単位は
所定の手続きおよび審査を経て認定をすることができるほか、留
学の経費を助成するための助成金の申請が可能となっています。

一歩踏み出す挑戦が、自分を変えてくれました

　日本よりも積極性が求められるという海外の大
学。私は、厳しい環境に身を置くことで自分を成長さ
せたいと考え、留学を決意しました。出国前は、海
外経験者をはじめとしたさまざまな方 の々お話を伺
い、積極的に行動する事の大切さを頭では理解し
たつもりでした。しかし、現地へ行くと、一歩踏み出

すのにためらいを感じてしまうことが多かったよう
に思います。アメリカでの最初の授業で、私は自分
が留学生であることを、少なくとも先生には伝えよう
と思い、授業後の教室で先生に声をかけました。す
ると、先生に自己紹介をしている私の話を聞いてい
た複数のクラスメイトが近寄って話しかけてくれた

のです。それからは、彼らに仲良くしてもらいました。
その後すぐに他のクラスメイトとも友達に。この経
験をしてからは、自ら積極的に行動をするべきであ
るという考えを、実行しようと強く思うようになりま
した。まずは卒業までの大学生活の中で、周りを恐
れず新しいことに挑戦し続けることが目標です。

INTERVIEW 協定留学体験記
機械工学科 3年 

山岸 賢太
東京都私立

國學院大學久我山高等学校卒業

メンフィス大学留学先
2021年8月～2021年12月留学期間 2021年秋出発・大学間協定留学【交換型】参加プログラム

　本学では2021年5月現在、学部生1088

名、大学院生444名※の留学生が学んでい
ます。うち、理工学部・理工学研究科には
223名が在籍しています。理工学部では、
留学生の短期受け入れプログラムや、マレ
ーシアからの留学生編入学試験等にも積
極的に取り組んでいます。

　明治大学の協定校から学部2年次以上の理工系学部生を理工学部へ受け入れるプ
ログラムです。日本の言語・文化・社会、日本の理工学の特質に関する講義や、企業・
研究施設等の見学により構成され、日本に関心をもつ海外の学生と理工学部生がデ
ィスカッション等を通じて相互理解を深めることを目指しています。英語により実施さ
れるプログラムのため、専門用語を用いた討論や異文化コミュニケーションを円滑に
行うための語学力を身につけることができます。過去のプログラムの様子等は、ホーム
ページ（https://www.meiji.ac.jp/sst/international/stj.html）を参照してください。

所在地 大学創立年 設置形態 学生数
アメリカ合衆国（シアトル） 1861年 公立（州立）約55,000人（大学全体）

　アメリカ合衆国内公立名門校のひとつとして、世界ランキング上位に位置す
る有力大学。建造環境学部は、建築学科、建設管理学科、ランドスケープ建築
学科、都市計画設計学科の4学科で構成され、建築学科は1913年創設です。

ワシントン大学　建造環境学部

所在地 大学創立年 設置形態 学生数
タイ王国
（バンコク） 1917年 国立 建築学部 約1,000人　理学部 約2,000人

（大学全体は約38,000人）

　タイ王国で最も古い歴史をもつ高等教育機関であり、タイ王国におけ
る代表的な研究・教育機関として、高度な知識と技術を有する人材を輩
出しています。建築学部は建築、インテリア建築、都市地域計画、工業デ
ザイン、ランドスケープアーキテクチュア、住宅の6学科を有しています。理
学部は生物学、化学、数学、物理学等14学科を有しています。

チュラロンコン大学　建築学部・理学部

所在地 大学創立年 設置形態 学生数
シンガポール共和国
（シンガポール） 1955年 国立 約1,800人

（大学全体は約34,000人）

所在地 大学創立年 設置形態 学生数
タイ王国
（バンコク） 1949年 国立 約1,630人

（工学部・工学研究科）

　1955年創立の南洋大学を母体として、1980年に再編合併により誕生した
国立大学。100カ国以上からの留学生を迎える非常に国際色豊かな大学です。
設計・環境学部は、国際的な建築家資格の教育要件に準拠する5年制の建築
学士のプログラムを有し、建築学分野においてもアジアでトップクラスです。

　1949年に教員養成学校として設立され、その後大学改革により総合大学化
した国立大学です。首都バンコク市内に立地し、利便性が良く、タイの王女も
学んだ由緒ある大学です。

シンガポール国立大学　設計・環境学部

シーナカリンウィロート大学工学部

所在地 大学創立年 設置形態 学生数
アメリカ合衆国
（ポートランド） 1876年 公立（州立）約1,600人

（大学全体は約24,000人）

 　アメリカ西部では由緒ある名門大学であり、教育学、建築学、ジャーナリ
ズム、ビジネス、英文学、および物理学等の分野で全国的に高い評価を獲
得しています。建築・芸術学部には、建築学科、芸術学科、ランドスケープ建
築学科等の5学科があります。

オレゴン大学　建築・芸術学部

　電子工学、通信、情報科学の3学科を有するグランゼコール（高等専門教育機
関）。ディジタル技術分野ではフランス国内で第2位にランキングされています。

　ボルドー大学は第一から第四大学で構成された、フランス南西部最大級の
規模を誇る公立大学。そのうちボルドー工科大学（第一大学）は理工・技術系
分野での活発な研究活動を行い、学会でも高く評価されています。

パリ・カトリック大学 パリ電子工学院

ボルドー工科大学

所在地 大学創立年 設置形態 学生数
フランス共和国（パリ） 1875年 私立 約1,000人

所在地 大学創立年 設置形態 学生数
フランス共和国（ボルドー） 1896年 公立 約50,000人（ボルドー大学全体）

　研究と教育の両面で高い評価を得ており、化学、建築、デザイン分野で、ド
イツの大学ランキング1位を獲得したことがあります。約100カ国の留学生が学
んでおり、国際交流にも積極的です。同大学は、電気・情報・メディア工学、建築・
土木・機械工学・安全工学、経済学・経営学等の7学部を有する総合大学です。

ヴッパタール大学

所在地 大学創立年 設置形態 学生数
ドイツ連邦共和国（ヴッパタール） 1972年 国立 約15,000人

所在地 大学創立年 設置形態 学生数
フランス共和国（パリ） 1969年 国立 約1,200人

　パリの国立大学で建築系に特化した単科大学のひとつであり、パリの
エコール・デ・ボザールの建築部門が再編成された有名大学です。建築や
都市デザインの分野では名門で、多くの有名建築家を輩出しています。

パリ国立建築大学 ラヴィレット校

 ［ 理工学部学部間協定校（交換留学実績のある主な協定校） ］

　明治大学の協定留学制度は、全学部・全研究科の学生が対
象となる「大学間協定留学」と、原則として特定の学部・研究
科に所属する学生が対象となる「学部間・研究科間協定留学」
の2種類に分けることができます。理工学部生は大学間と理
工学部間の協定校の中から留学先を選ぶことができます。

● カリフォルニア州立大学ロングビーチ校（アメリカ）
● カリフォルニア大学バークレー校（アメリカ）
● クイーンズランド工科大学（オーストラリア）
● シンガポール国立大学（シンガポール）
● パリ国立建築大学ラヴィレット校（フランス）
● パリ・カトリック大学パリ電子工学院（フランス）

［学生の主な留学先（過年度実績）］

●  海外語学研修　シェフィールド大学（イギリス）、ウィーン大学（オーストリア）、
ブリティッシュコロンビア大学（カナダ）、アデレード大学（オーストラリア）、
エンデンラン大学（フィリピン）

●  海外テーマ特化型研修　カリフォルニア大学デービス校（アメリカ）、ベトナム
国家大学ホーチミン市人文社会科学大学（ベトナム）

［主なプログラム実施先（過年度実績）］

※交換留学生と非正規生を含みます。
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資格取得／サポート

資格取得（理工学部／理工学研究科） 学習サポートと奨学金制度

奨学金制度と種類（学部生対象）＊大学院生はP.53参照

学習支援室

　将来理系分野で技術者、開発者、研究者を目指すためには、
数学、物理、化学等の基礎科目をしっかり身につけることが重要
です。理工学部では、学生のみなさんを対象にした学習支援室
を開設しており、大学生活の中の学習面を色々な形でサポートし
ています。日頃の授業でわからないこと、授業中に質問できな
かったこと、課題・レポートの書き方、授業科目の学習方法や、
進学・将来の進路等、相談したいことがあれば、気軽に学習支援
室を訪ねてください。主に理工学部を卒業した大学院生が、「TA

（ティーチング・アシスタント）」として、学生のみなさんの相談
について、一人ひとり丁寧に対応します。

学生相談室

　大学生活で遭遇するさまざまな出来事や人々との出会いが、
学生にとって意義深い飛躍のステップになることが多い反面、そ
れらがきっかけとなって深刻な問題や悩みを抱え込んでしまうこ
ともあります。学生相談室は、学業や進路の悩み、人間関係や
性格・性の悩み、こころの健康、法律的な問題など、さまざまな
問題に対応するため、学生のみなさんの訴えに耳を傾け、一緒に
なって最良の解決を目指す大学の機関です。相談には、教員相
談員、精神科医、カウンセラー、弁護士、インテーカー（職員）が
あたっています。相談上の秘密は厳守されますので、安心して相
談してください。

奨学金の制度
　大学生活を維持させるために学生がアルバイトに力を入れると、
ときとして学業に支障をきたすなどの影響が出てきます。そこで、明
治大学では修学に必要な経費を補うために多くの奨学金制度を設
けています。奨学金は返還の必要のない給費型と、卒業後に返還
の義務が生じる貸費型（無利子・有利子）のふたつに分けられます。

奨学金の種類
　明治大学独自の奨学金や日本学生支援機構奨学金、国の修学支援制度
や民間団体・地方公共団体などが行う奨学金があり、応募資格や条件、学
業成績、人物、家計状況などの選考基準がそれぞれ定められています。多く
の奨学金は4月上旬に募集を行いますので、入学後に明治大学ホームページ
掲載の奨学金情報誌「ASSIST」や奨学金掲示板で詳細を確認してください。

課程別　
取得可能資格一覧

理工学部・理工学研究科の学びと
関連する資格・受験資格等

 ［ 理工学部で利用できる主な奨学金 （2022年度予定） ］
奨学団体 タイプ＊1 申込制＊2 奨学金名称 支給額等

明治大学

○ 明治大学特別給費奨学金 授業料相当額：学部別入学試験、大学入学共通テスト利用入学試験（前期日程のみ対象）、全学部統一入学試
験入試成績優秀者に対し、学部で定めた成績等の継続条件を満たせば4年間給付

○ ● 明治大学入学前予約型給費奨学金「おゝ明治奨学金」 授業料2分の1相当額：経済支援を必要とする受験生が対象
○ ● 明治大学給費奨学金 300,000円、400,000円：経済支援を必要とする学生に給付
○ ● 明治大学創立者記念課外活動奨励金 30,000円～ 500,000円：さまざまな分野で活躍している人、チャレンジしている人に給付
○ ● 明治大学創立者記念経済支援奨学金 240,000円～ 360,000円：経済困窮の両親ともにいない自活者や身体に障がいのある学生に給付
○ 明治大学学業奨励給費奨学金 授業料4分の1相当額：4年生対象で学業優秀者に給付
○ ● 明治大学校友会奨学金「前へ！」 200,000円：明治大学校友会からの寄付金を原資として、地域性および経済状況を重視したうえで選考し、給付
○ ● 明治大学スポーツ奨励奨学金 授業料相当額または授業料2分の1相当額：体育会運動部に所属し、スポーツ活動成績優秀者に給付
○ ● 明治大学連合父母会一般給付奨学金 250,000円：経済的に修学が困難な学業成績優秀者に給付
○ ● 明治大学連合父母会特別給付奨学金 700,000円：家計支持者の死亡により給付
○ ● 明大サポート奨学金 授業料4分の1相当額：家計急変者・困窮者に給付

日本学生
支援機構

△ ● 第一種奨学金
20,000円、30,000円、40,000円、54,000円／月：自宅通学生　額は左記から選択
20,000円、30,000円、40,000円、50,000円、64,000円／月：自宅外通学生　額は左記から選択

▲ ● 第二種奨学金 20,000円～ 120,000円／月：額は左記範囲内10,000円刻みで選択

国の修学
支援制度

○ ● 授業料等減免 入学金200,000円、授業料700,000円：住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯が対象
給付額は、上限の額です。収入額により上記額の3分の2又は3分の1になります。

○ ● 給付型奨学金 自宅生 月額38,300円（年額459,600円）、自宅外生 月額75,800円（年額909,600円）：住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯が対象
給付額は、上限の額です。収入額により上記額の3分の2又は3分の1になります。

その他 ○△ ● 民間団体奨学金 15,000円～ 80,000円／月：額は奨学団体による
△ ● 地方公共団体奨学金 25,000円～ 52,000円／月：額は奨学団体による

＊1 ○：給費型、△：無利子貸費型、▲：有利子貸費型　＊2 ●：申請が必要な奨学金

　現在は単に大学を卒業したというだけではなく、大学でどんな
勉強をしたか、どんな活動をしたかが問われる時代になっていま
す。教職などの専門的な資格を取得することは将来の「強み」に
なるだけでなく、在学中の勉学の大きな励みとなり、みなさんの
大学生活を実りあるものにしてくれるでしょう。理工学部全学
科では、中学校、高等学校の数学・理科・情報などの教職、学芸
員養成、社会教育主事、司書、司書教諭の課程に対応していま
す。また、専門学科で指定された科目を取得することにより電
気主任技術者、技術士、建築士、測量士などの試験の一部免除、
あるいは受験資格や取得資格を得ることができるようになってい
ます。もし在学途中であきらめてしまっても、社会人になってか
ら大学に戻ってこれらの資格を取得することもできます。

資格は将来の「強み」になる

理工学部卒業生／ 19名　理工学研究科修了生／ 8名

2021年度　教育関係就職状況・主な就職先 

教職課程　～在学中から卒業後までのつながり～

教員からのメッセージ

数学第11研究室

廣瀬 宗光 准教授

　明治大学には資格課程の専任教員による模擬授業・面接・指
導案作成などに関する実践的な準備講座があり、教員を目指す
学生をサポートしています。また、明治大学教育会という、教職
に携わる、あるいは携わってきた明治大学関係者との交流の場も
設けられていますので、現職教員から貴重なお話を聞くことがで
き、教育にかかわる基本的力量を高めていくことができます。

茨城県教育委員会 （学）香蘭女学校
岐阜県教育委員会 （学）小松原学園
埼玉県教育委員会 （学）青蘭学院
神奈川県教育委員会 （学）田村学園 

長野県教育委員会 （学）東京電機大学
東京都教育委員会 （学）日本大学 

東海大学付属高輪台高等学校・中等部 （学）平和学園 

（学）國學院大學 （学）法政大学 

（学）桐光学園 （学）明治大学
（学）向上学園 （学）立正大学学園

理工学部・学科名
教職課程 学芸員

養成課程
社会教育
主事課程 司書課程 司書

教諭課程中学校教諭一種 高等学校教諭一種

電気電子生命学科 数学 数学

学芸員
社会教育
主事
（社会教育士）

司書 司書教諭

機械工学科 数学 数学

機械情報工学科 数学 数学･情報

建築学科 数学 数学

応用化学科 理科 理科

情報科学科 数学 数学･情報

数学科 数学 数学

物理学科 理科･数学 理科･数学

大学院
理工学研究科・ 
専攻名

教職課程

中学校教諭専修 高等学校教諭専修

応用化学専攻 理科 理科

数学専攻 数学 数学

物理学専攻 理科 理科

資格等の名称

電気主任技術者
第2種ME技術者
バイオインフォマティクス技術者
電気工事士
技術士・技術士補
自動車整備士
ボイラー技士
建築設備士
建築士
建築機械施工技士
土木施工管理技士
インテリアプランナー
危険物取扱者
火薬類保安責任者（製造保安責任者）
消防設備士
測量士・測量士補
その他
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就職支援･就職実績

理工学部の就職支援・就職実績
　理工学部では、きめ細かな就職指導が行われています。教授
会には就職指導委員会が設置され、各学科に就職指導委員の担
当教員がいます。他キャンパス同様に生田キャンパスにも就職
キャリア支援センターが設置されており、年間を通して複数のガ
イダンス、就職支援行事、各種講座などが開催されています。さ
らには個人相談、適性検査、学内企業セミナーなども実施してい
ます。就職活動についての相談、質問などは就職キャリア支援
センターに加え、各学科の就職指導委員が対応する体制ができ
ています。近年、各企業は新技術開発、国際化に対応するため、
基礎学力、語学力を重視し、専門科目の習得度やそれをいかし
た具体的なビジョンをもっているかを審査する傾向にあるため、
日頃の授業は真剣に取り組む必要があります。また、約4割の学
生が大学院へ進学し、さらに深く学問研究を行っています。

4年間のキャリアデザイン

2021年度　就職状況

2021年度　理工学部卒業生の就職実績
エントリーシート記入および提出

会社説明会参加

筆記試験/面接

選考・内々定

5月

9月

10月

■製造業

■通信業・情報サービス業

■建設業・不動産業
・積水ハウス（株） ・（株）大氣社 ・日本電技（株）
・鹿島建設（株） ・大成建設（株） ・（株）フジタ
・（株）竹中工務店 ・パナソニックシステムソリューションズジャパン（株） ・ミサワホーム（株）
・（株）長谷工コーポレーション ・（株）奥村組 ・住友不動産販売（株）
・（株）大林組 ・（株）きんでん ・（株）東急コミュニティー
・清水建設（株） ・大和ハウス工業（株） ・（株）ＵＲコミュニティ
・生和コーポレーション（株） ・戸田建設（株） ・（株）オープンハウス・ディベロップメント

■その他
・国家公務員　一般職 ・（株）メイテック ・東洋ワークセキュリティ（株）
・神奈川県庁 ・（株）メイテックフィルダーズ ・パーソルテンプスタッフ（株）
・川崎市役所 ・（株）ウイルテック ・バーチャレクス・ホールディングス（株）
・豊田市役所 ・鹿島建物総合管理（株） ・（株）ビーネックスパートナーズ
・福島市役所 ・グローブシップ（株） ・（株）日立ビルシステム
・アクセンチュア（株） ・（株）コアコンセプト・テクノロジー ・（株）マイナビ
・（株）オリエンタルランド ・ジーク（株） ・三菱電機システムサービス（株）
・福岡県信用農業（協組連） ・（株）ティー・ツー・クリエイティブ ・Ｍｏｄｉｓ（株）
・（株）アウトソーシングテクノロジー ・テラテクノロジー（株） ・（株）リクルート

■運輸業
・京成電鉄（株） ・西武鉄道（株）
・（株）商船三井 ・日本貨物鉄道（株）

■卸売業・小売業
・（株）マクニカ ・キヤノンメディカルシステムズ（株）・住友林業（株）
・イナバインターナショナル（株） ・（株）ＣＲＯＷＮ ・都築電気（株）
・岩谷産業（株） ・国分グループ本社（株） ・東テク（株）
・（株）内田洋行 ・ＪＦＥ商事（株） ・日本ヒューレット・パッカード（合）

・オーケー（株） ・昭和興産（株） ・富士フイルムビジネスイノベーション   
   ジャパン（株）

・キヤノンマーケティングジャパン（株） ・住友商事パワー＆モビリティ（株）・菱電商事（株）

■金融業・保険業
・（株）新生銀行 ・野村證券（株） ・三井住友カード（株）
・大和証券（株） ・ＰａｙＰａｙ銀行（株） ・明治安田生命保険（相）

● 学業
● 課外活動
● キャリア相談
● インターンシップ

キャリア形成
● 求職登録
● 就職サイト登録
● 業界研究、 
　 企業研究・団体研究

● 筆記試験対策
● 個人記録カード提出
● 自己分析・自己理解
● 企業（団体）にエントリー

就職活動

進路・就職ガイダンス
公務員ガイダンス

工場・事業所見学会
就職・進路ガイダンス

エントリーシート対策講座
業界・企業研究講座
就職適性検査・ 
筆記試験対策テスト

キャリアデザイン 
ガイダンス

Meiji Job Trial

11月

12月

Web就職適性 
試験対策講座
グループ 
ディスカッション講座
就職活動体験報告会

面接対策講座
業界研究会

理工学部 
学校推薦・ 
応募・決定

妥協のない選択が
やりがいのある仕事につながる

　理想の職場で働くため、就職活動において
心掛けていたことが3つあります。1つ目は、
企業の雰囲気を体感すること。イメージして
いた環境や仕事とのミスマッチが起こらない
よう、志望企業の社内や社員の雰囲気を、必
ず目で見て、肌で感じるようにしていました。
2つ目は、自分自身を常に分析すること。友
人や先生などを通じて、さまざまな角度から客
観的に自分を見ると、今まで知らなかった一
面に気づけます。3つ目は、事前に準備するこ

と。特に理系の学生は研究で忙しい分、早い
段階から効率的に就職活動を行う必要があり
ます。私は大学で開催される企業説明会や、
OB・OG訪問など、大学のサポートを積極的
に利用しました。このように、妥協せず、じっ
くり考え進めていった結果、現在やりがいのあ
る仕事に携われているのだと思います。みな
さんも、「興味がある」「やってみたい」という
思いを大切にしながら、納得のいく道を見つけ
出してください。

1-2年次 3年次・大学院1年次 4年次・大学院2年次

理工学研究科
応用化学専攻
2021年3月修了
亀田 優佳
マルハニチロ株式会社

卒業生からのメッセージ

・富士通（株）
・（株）ＳＵＢＡＲＵ
・（株）日立製作所
・三菱電機（株）
・いすゞ 自動車（株）
・キヤノン（株）
・コニカミノルタ（株）
・セイコーエプソン（株）
・（株）ダイフク
・（株）豊田自動織機
・日機装（株）
・日本光電工業（株）
・（株）ＩＨＩ原動機
・アトムメディカル（株）
・アルプスアルパイン（株）
・（株）イシダ
・（株）エイチワン
・ＳＭＣ（株）
・ＮＥＣプラットフォームズ（株）
・ＮＯＫ（株）
・エヌデーシー（株）
・オーエスジー（株）
・（株）オーディオテクニカ
・オリンパス（株）
・海洋電子工業（株）

・カシオ計算機（株）
・（株）キーエンス
・共同カイテック（株）
・協和キリン（株）
・（株）小松製作所
・（株）今野技研
・サッポロビール（株）
・ジェイフィルム（株）
・シスメックス（株）
・シャープＮＥＣディスプレイソリューションズ（株）
・シャープディスプレイテクノロジー（株）
・昭和電工（株）
・ゼリア新薬工業（株）
・セントラル硝子（株）
・ソニーグループ
・大日本印刷（株）
・玉川電器（株）
・（株）タンガロイ
・ＴＤＫ（株）
・東京エレクトロン（株）
・東芝デバイス＆ストレージ（株）
・（株）東宝映像美術
・東洋エアゾール工業（株）
・東洋合成工業（株）
・ＴＯＴＯ（株）

・（株）トップス
・日産自動車（株）
・日清フーズ（株）
・日本信号（株）
・日本ゼオン（株）
・日本たばこ産業（株）
・（株）パイオラックス
・パウダーテック（株）
・パナソニック（株）
・パナソニック住宅設備（株）
・（株）バンダイ
・（株）日立産業制御ソリューションズ
・（株）日立パワーデバイス
・日野自動車（株）
・フクダ電子（株）
・（株）ＦＵＪＩ
・プレミアアンチエイジング（株）
・ボッシュ（株）
・（株）明電舎
・山一電機（株）
・（株）ＵＡＣＪ製箔
・（株）ヨコオ
・（株）リガク
・リケンテクノス（株）
・（株）リブドゥコーポレーション

・ＮＥＣソリューションイノベータ（株）
・キヤノンＩＴソリューションズ（株）
・ＴＩＳ（株）
・ＳＣＳＫ（株）
・ＮＥＣネッツエスアイ（株）
・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株）
・Ｓｋｙ（株）
・ニッセイ情報テクノロジー（株）
・（株）日立ソリューションズ
・フューチャー（株）
・（株）ＮＴＴデータＭＳＥ
・ソフトバンク（株）

・大和総研グループ
・東京海上日動システムズ（株）
・日本電気通信システム（株）
・日本システム技術（株）
・（株）野村総合研究所
・富士ソフト（株）
・三菱総研ＤＣＳ（株）
・伊藤忠テクノソリューションズ（株）
・（株）キャピタル・アセット・プランニング
・ＪＦＥシステムズ（株）
・（株）ＴＢＳアクト
・（株）ＤＴＳ

・（株）電通デジタル
・東芝情報システム（株）
・日本放送協会
・日本ビジネスシステムズ（株）
・日本ユニシス（株）
・（株）バンダイナムコスタジオ
・東日本電信電話（株）
・（株）日立システムズ
・富士通Ｊａｐａｎ（株）
・富士フイルムシステムズ（株）
・（株）ミクシィ
・三菱ＵＦＪインフォメーションテクノロジー（株）

■業種別就職状況

2月

1月 就職活動ガイダンス

模擬面接会
業界研究会
学内企業セミナー
学内OB・OG懇談会

■従業員数別就職状況■卒業生進路状況

※「その他」は各種試験準備（国家公務員、教員等）、進路未回答等を示します。

就職者数 51.5% 5000人以上 30.5%

300人以上999人未満 16.1%

1000人以上4999人未満 31.2% 300人未満 12.0%

教員・公務・その他 10.2%その他 5.9%

進学 42.6%

■ 情報通信業

■ 金融業・保険業 1.7%

■ 公務 1.5%

■ 不動産業・物品賃貸業 2.2%

■ 電気・ガス・熱供給・水道業 0.7%■ 運輸業・郵便業 0.9%

■ サービス業 6.1%

■ 教育・学習支援業 5.0%

■ 学術研究・専門・技術サービス業 6.1%

■ 卸売業・小売業 7.0%

■ 製造業

■ 建設業 12.9%

■ その他 1.5%

■ 宿泊業・飲食サービス業 0.2%■ 生活関連サービス業・娯楽業 1.1%

30.1%

23.1%
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生田キャンパスが学びのステージ

南圃場

至生田駅

地域産学連携
研究センター

西北門

第二校舎
5号館

体育館

北圃場

グラウンド

第二校舎6号館

第二校舎
2号館

学生会館

構造物
試験棟

振動実験
解析棟

第二校舎
4号館

第二校舎D館1

第二校舎D館別館

第二校舎A館

2 3

中央校舎3 4
食堂館 スクエア216

丸善ブックセンター・
コンビニ・
明大マート・
部室センター

7

8

図書館5

農学系エリア

ATM

図書館は授業期間中の平日は22時まで利用可能です。また、日曜祝日も開館しています。
OPACをはじめとする検索システムにより、必要な文献を速やかに探し出すことができます。

図書館5

食堂館 スクエア21には2つの食堂があります。エレベータも備えられており、バリアフ
リーとなっています。また1階はラウンジとなっています。

食堂館 スクエア216

書店やコンビニエンスストア、売店があります。明大マートでは明治大学のオリジナル
グッズも販売しています。

丸善ブックセンター・コンビニ・明大マート7

キャンパス内には、銀行と
郵便局のATMが設置され
ています。アルバイト代の受
け取りや銀行振込など、す
べてキャンパスの中ででき
ます。

ATM8
中央校舎および第二校舎A
館に、合計9室の情報処理
教室が設置されており、情
報リテラシー教育やプログ
ラミング実習などに利用さ
れています。また授業外の時
間は開室されており、自由に
利用することが可能です。

情報処理教室3

生田キャンパスの中央に位置する6階
建ての建物です。1階に理工学部事務
室があります。

中央校舎4

メディアホールは最
新のAV機器と4ヵ国
語同時通訳システム
を備えており、学会や
講演会にも活用され
ています。

メディアホール

創立130周年記念施設整備計画のひとつとして建設され、快適な実験環境を実現し
た教育実験棟として2011年11月に完成した校舎です。安全への取り組みとして本学に
おいて初め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等を含めた
作業環境の安全・衛生に配慮した校舎になっています。また、各所にラウンジやギャラ
リー空間があり、知識の交流や研究内容の発信の場として利用されています。

第二校舎D館1

基礎科目から各学科の専門科目まで、大学院生から個別に学習指導を受けることが
できます。ぜひ利用してください。

学習支援室

第二校舎A館は11階建ての校舎で、低
層部は教室ゾーン、高層部は研究・実験
室ゾーンとなっています。随所に吹き抜け
のラウンジが配置され、研究活動のコラ
ボレーションゾーンとして利用されていま
す。

第二校舎A館2

C A L L（ = C o m p u t e r  A s s i s t e d 
Language Learning）教室は、マルチメ
ディア教材を完備した最新の語学教室
です。授業での利用はもちろんのこと、授
業以外の時間にもALC NetAcademyを
利用してTOEIC®スコアアップにつながる
講座を自習することができます。

CALL教室

理工学部のキャンパスには、最新の設備を備えた教室や研究室から、
身近な生活を支える施設まで、さまざまなものがあります。
生田キャンパスを訪れる機会がありましたら、
このマップを片手に学内を散策してみてください。
自然豊かで魅力的なキャンパスが待っています。
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充実した最先端の施設･設備 入試情報 明治大学理工学部事務室 入試係　TEL 044-934-7600　FAX 044-934-7901
明治大学入試総合サイト　https://www.meiji.ac.jp/exam/index.html

■学部別入学試験

核磁気共鳴分光分析装置
化合物の構造解析に使われる
のが核磁気共鳴分光分析装置
です。「今回作った化合物は目
的どおり作れたのか」などを日
常的に調べ積み重ねることで、
新しい化合物が生み出された
ことが確認され、医薬品や特
異な性質をもった高分子などと
して世の中で利用されていき
ます。とても高価な装置ですが
明治大学では複数台を運用
し、研究に携わる学生が自由
に利用できます。

生田構造物試験棟
地震に対する構造物の実挙動
を調査研究するための装置を
完備した施設。実験棟内には、
反力床と反力壁が直交方向に
2面設置されていて、油圧アク
チュエーター 3台を取り付ける
ことにより1軸、2軸、3軸の加
力実験が可能となっています。
また実験データを計測･記録す
る装置も完備されていて、建築
物の耐震補強構造の研究開発
には欠かせない施設となって
います。

生体機能同時測定装置
人が感じ、考えているときの脳
活動をリアルタイムで計測す
る装置。複数の脳を同時に計
測することで共同作業を行っ
ているときの協調性や一体感
など、コミュニケーションや情
動にかかわる高次の脳活動の
関係性を研究できます。目に見
えない感覚を可視化するこの
装置は、住空間の評価からリ
ハビリテーション用ロボットの
開発まで、さまざまな分野の研
究に利用されています。

ものつくりセンター
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た施設。
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、精密
な工作･加工を可能とする高度
な機器類は、一般の授業や実
習等で使われるだけでなく、卒
業研究実施時の実験装置の試
作等にも広く活用されています。

粉末Ｘ線回折装置
Ｘ線の回折現象を利用して物
質の結晶構造を調べる分析装
置。結晶は規則正しい配列を
もっていて、その間隔を調べる
ことにより測定試料がどのよう
な物質から構成されているの
かが明らかになります。理工学
部の中では特に応用化学科の
研究室で利用される機会の多
い装置で、新たに合成した物
質や機能性材料、自然界から
採取した鉱物や環境試料など
の解析に使われています。

高分解能透過
電子顕微鏡

ナノメートルより小さな構造ま
で観察することが可能な電子
顕微鏡で、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
トで使用されています。ナノメ
ートルとは10億分の1メートル、
つまり原子数個分の大きさの
ことです。ナノメートルの大きさ
の粒子をナノ粒子と呼び、電子
顕微鏡で観察すると大きな粒
子では見られなかった新しい
性質が現れます。

無冷媒型超伝導磁石
および物理特性測定装置

新物質や機能性物質の物理特
性（電気抵抗、磁化率、比熱、
誘電率、ホール係数）を、超低
温のマイナス271℃から高温の
500℃までの温度域、さらに最
高9テスラの磁場領域において
全自動で測定する装置（液体
ヘリウム不要の無冷媒型超伝
導磁石を使用）。この装置は温
度変化や磁場印加により出現
する特異な相転移や新物質の
異常物性探索の研究などに使
われています。

ECRイオンシャワー
成膜装置

「電子サイクロトロン共鳴
（ECR）」と呼ばれる電子を高
速で回転運動させると、高密度
のプラズマを生成することが
できます。ECRプラズマ中のイ
オンを電気的に加速すること
でイオンビームを生じさせ、試
料に照射するのがこの装置で
す。試料の表面をナノレベルで
削り出したり、それを薄膜とし
て別の基板上に形成するなど、
マイクロ･ナノデバイスの研究
に使われます。

学科・専攻名 募集人員 　　　　　　  出題範囲 配点 試験時間

電気電子
生命学科

電気電子工学専攻 80名

3
科
目

数学 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学B｢数列・ベクトル｣ 120点 1時限
10:00～ 11:30

生命理工学専攻 27名

機械工学科 75名

機械情報工学科 66名

理科
物理（物理基礎・物理）、
化学（化学基礎・化学）から各3題、計6題出題し、
そのうち任意の3題選択

120点 2時限
12:50～ 14:10

建築学科 88名

応用化学科 60名

情報科学科 65名
外国語

英語（コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・
コミュニケーション英語Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ）、 
ドイツ語、フランス語から1科目選択

120点 3時限
15:10～ 16:10

数学科 32名

合計（3科目） 360点物理学科 35名

出願期間（消印有効） 入学試験日 合格発表日時 入学手続締切日（消印有効）

2023年1月6日（金）～1月20日（金） 2023年2月7日（火） 2023年2月14日（火）10：30 2023年2月28日（火）

お問い合わせ

明確な目標を立て、計画的に受験対策を進めました
合格体験記学部別入試

学部別入学試験合格
情報科学科1年
矢野 広大
千葉市立千葉高等学校卒業

　将来エンジニアやコンサルタントなどIT系の
職業に就きたいと考え、情報科学科を選びまし
た。学部別入試を選んだのは、募集人数が一番
多く、合格する可能性が高いと考えたからです。
また、理科の科目は物理と化学の6題から3つ選
ぶのですが、私は物理と化学の両方の勉強をし
ていたため、学んできたことを発揮できると思い

ました。受験対策では、復習を重視。わからない
ことは理解できるまで先生に聞いたり、参考書
を読んだりしていました。ゴールに向けて目標を
立てることも意識。1カ月、1週間、1日の目標を
立て、やるべきことを明確化して着実に勉強を進
めました。計画的に実行できたことが、良い結果
につながったのだと思います。

※募集人員は予定であり、変更する場合があります。

■全学部統一入学試験
学科・専攻名 募集人員 試験科目 出題範囲 配点 試験時間

電気電子
生命学科

電気電子工学専攻 20名

4
科
目

外国語
英語（コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・
コミュニケーション英語Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ）、
ドイツ語、フランス語から1科目選択

100点 1時限
9:30～ 10:30

生命理工学専攻 10名

機械工学科 （注1） 12名

数学
数学（数学Ⅲ）
※数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学B「数列・ベクトル」の範囲を含む。

100点 2時限
11:30～ 12:30

機械情報工学科 17名

建築学科 19名

応用化学科 （注2） 12名

理科

物理（物理基礎・物理）、化学（化学基礎・化学）、
生物（生物基礎・生物）から1科目選択
注1 機械工学科および物理学科を志願する者の理科の選択科目は、物理とする。
注2 応用化学科を志願する者の理科の選択科目は、化学とする。

100点 3時限
13:50～ 14:50情報科学科 12名

数学科 10名 数学 数学（数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学B「数列・ベクトル」） 100点 4時限
15:50～ 16:50

合計（4科目） 400点物理学科 （注1）   5名

出願期間（消印有効） 入学試験日 合格発表日時 入学手続締切日（消印有効） 試験会場

2023年1月6日（金）～
1月17日（火）

2023年2月5日（日） 2023年2月14日（火）10：30 2023年2月28日（火）
東京（本学キャンパス）、
神奈川（本学キャンパス）、札幌、仙台、
名古屋、大阪、広島、福岡

※募集人員は予定であり、変更する場合があります。

試験科目

63 64MEIJI UNIVERSITYSchool of Science and Technology 



入試情報

■大学入学共通テスト利用入学試験

前
期
日
程

学科・専攻名 募集
人員 方式

利用する「大学入学共通テスト」の教科・科目・配点等
教科 科目 配点 備考

電気電子
生命学科

電気電子工学専攻   9名

3教科
方式

数学
『数学Ⅰ・数学A』 100点

生命理工学専攻   3名 『数学Ⅱ・数学B』 100点

機械工学科   5名 理科 「物理」、「化学」、「生物」、「地学」から
1科目 200点

大学入学共通テストの配点100点を200点に換算する。
2科目を受験した場合には、第1解答科目の成績を合否判
定に利用する。第2解答科目の成績は合否判定に利用し
ない。

機械情報工学科   6名 外国語 『英語』、『ドイツ語』、『フランス語』から
1科目 200点 『英語』は、リーディング100点、リスニング100点とする。

情報科学科   7名 合計（4科目） 600点

電気電子
生命学科

電気電子工学専攻   5名

4教科
方式

国語 『国語』の近代以降の文章
または古典（古文、漢文） 100点 2分野を受験した場合には、高得点の分野の成績を

合否判定に利用する。

生命理工学専攻   2名
数学

『数学Ⅰ・数学A』 100点
機械工学科   7名 『数学Ⅱ・数学B』 100点
建築学科 12名

理科 「物理」、「化学」、「生物」、「地学」から
1科目 100点 2科目を受験した場合には、第1解答科目の成績を合否判定

に利用する。第2解答科目の成績は合否判定に利用しない。応用化学科   7名
情報科学科   7名

外国語 『英語』、『ドイツ語』、『フランス語』から
1科目 200点 『英語』は、リーディング100点、リスニング100点とする。

数学科   6名
物理学科   6名 合計（5科目） 600点

後
期
日
程

学科・専攻名 募集
人員 方式

利用する「大学入学共通テスト」の教科・科目・配点等
教科 科目 配点 備考

電気電子
生命学科

電気電子工学専攻 3名

3教科
方式

数学
『数学Ⅰ・数学A』 100点

生命理工学専攻 2名 『数学Ⅱ・数学B』 100点

機械情報工学科 3名 理科 「物理」、「化学」、「生物」、「地学」
から1科目 200点

大学入学共通テストの配点100点を200点に換算する。2科
目を受験した場合には、第1解答科目の成績を合否判定に
利用する。第2解答科目の成績は合否判定に利用しない。

建築学科 2名

外国語 『英語』、『ドイツ語』、『フランス語』
から1科目 200点 『英語』は、リーディング100点、リスニング100点とする。

応用化学科 2名
情報科学科 2名
数学科 2名
物理学科 2名 合計（4科目） 600点

※ 募集人員は予定であり、変更する場合があります。
※ 大学入試センターが定める大学入学共通テスト受験案内を参照してください。 

※ 募集人員は予定であり、変更する場合があります。

出願期間（消印有効） 入学試験日（大学入学共通テスト） 合格発表日時 入学手続締切日（消印有効）

前期日程 2023年1月6日（金）～1月13日（金）
2023年1月14日（土）・15日（日）

2023年2月14日（火）10：30 2023年2月28日（火）

後期日程 2023年2月20日（月）～2月27日（月） 2023年3月11日（土）9:30 2023年3月24日（金）

化学への高い興味関心と入学への強い意志が合格につながりました
　高校時代、化学薬品が自然環境や社会生活にお
よぼす影響に興味を持ち、個人的に研究に取り組
んでいました。その活動を通じて得た学びや、研究
の成果をアピールできる入試方法として選択したの
が、AO入試です。受験勉強としては、化学の基礎的
な知識に加えて、図書館で科学雑誌をはじめ、科
学・化学に関する書籍や新聞なども読むようにして

いました。特に気になった記事については、さらに詳
細を調べ、問題点などを考察。最新の情報を取り入
れて、化学に対する興味関心を高めるようにしてい
ました。わからないことは学校の先生に聞き、その
会話で得た情報は、図書館で調べて自分の知識
に。化学への思いと、入学への強い意志を伝えられ
たことが、合格につながったのだと思います。

合格体験記AO入試

AO入学試験合格
応用化学科1年
堅田 瑛子
神奈川県私立
法政大学国際高等学校卒業

■アドミッションズ･オフィス（AO）入学試験
　理工学部では、明治大学の建学精神である「権利自由・独立
自治」を教育の基本理念としています。理学から工学にわたる幅
広い基礎学力と柔軟な思考力を備え、豊かな教養と道徳心をも
つ、「個」の確立した人間を育てることを教育目標に掲げていま
す。科学技術の新しい課題に積極的に挑戦するパイオニアとし
ての意欲と、自ら問題を発掘・発見し、さらにそれを解決できる
独創的能力を、養い育てることを目指しています。また、理工学
部や大学院（理工学研究科）で行われた研究の成果は、教育に直
接反映させるだけでなく、産業界からの要請などに応え、幅広く
社会の発展と福祉に役立てています。本学では、このような教育
理念に基づき、きめ細やかなカリキュラムの作成、教育・研究環
境の充実など、恒常的に理工系教育の活性化・改革を図り、将
来性のある有望な人材の発掘と育成を絶えず行っています。
　21世紀は、IT化やグローバル化が進行し、人やモノ、そして技
術が、ますます世界中を駆け回るようになります。このような高
度情報化社会にあっては、優れた着眼点と適切な問題意識を

もって、多くの情報から新しい科学技術の芽を探し出し、それら
を適切な方法で分析し、論理的な思考に基づいて有効な結論を導
き出すことが必要です。ところが、一般に行われている入試制度
では、受験時における学力のみを問い、これからの時代に必要な
幅広い才能を見抜くことは困難です。そこで、新世紀の新技術
立国に必要とされる人材の育成を目指して、明治大学理工学部
では2002年度からアドミッションズ・オフィス（Admissions 

Office）入試を実施しています。このAO入試では各学科の指定
する一定の基礎学力のほかに、実験・実技や面接を含む選考を
実施して、一般入試では判定することが難しい能力、すなわち適
性、意欲、目的意識、コミュニケーション能力などを測ります。
　私たちが求めるのは、志望する分野に強い興味と熱意をもち、
明朗で将来性のある学生です。そして、ともに学ぶ仲間たちを自
発的にリードしていけるような、積極性と行動力のある学生で
す。明治大学理工学部でみなさんの能力をさらに磨き、スキル
アップさせ、社会で大いに活躍してみませんか。

※募集スケジュールについては今後変更の可能性があります。6月下旬に公開するAO入学試験要項で確認してください。

出願期間 選考 合格発表 検定料 出願書類

2022年9月12日（月）～ 9月15日（木） 2022年10月22日（土）
明治大学生田キャンパス

2022年
11月15日（火） 35,000円 入学志願票、出願資格を証明する書類（高等学校調査書等）、

エントリーシート

［募集スケジュール］

数学、物理、英語など、これまで学んできたことがどの程
度身についているのか調査します。基礎学力が不足すると、大学での勉
学において、みなさんの豊かな力が発揮できなくなるからです。高校の
教科書の内容を十分に理解しておくことが必要です。

Q 基礎学力調査について教えてください。

Answer上手下手を評価するわけではないので安心してください。
たとえば建築学科では発想や表現する力をチェックしました。

Q
実験実技は苦手です。どんな点が
チェック項目になるのでしょうか。

Answer

Q&A AO入試編

Q AO入試の概要を教えてください。 Q 面接のポイントを教えてください。

学科によって異なりますが、過年度の場合、基礎学力の調
査、実験実技・レポート提出、プレゼンテーション、面接などが行われま
した。また、過年度に課せられた課題の情報については、理工学部ホー
ムページをご確認ください。

これまで学んできたこと、体験したことなどをベースに、入
学後の勉学の方向、将来の夢などを大いに語ってください。また、志望
動機や勉学に対する熱意を伝えるための表現力や質問に対し的確に答え
るためのコミュニケーション能力も大切です。

Answer Answer

自分の学力を冷静に見極めて挑んだことが功を奏しました
合格体験記全学部統一入試

全学部統一入学試験合格
機械工学科1年
五十嵐 巧
神奈川県立港北高等学校卒業

　全学部統一入試の合格最低点は高いと言われ
る中で、この入試を選んだのは、自分が得意な数
学や理科の配点が高いと知ったからでした。学部
別試験に加えてこの方式の受験も選択したのは、
入学したいという意志が強かったため、可能性を広
げたいという考えがありました。受験対策として重
視していたのは、過去の入試問題の分析です。どの

ような分野の設問が多いのか、出題傾向を調べて
計画的に対策を講じました。得意科目と苦手科目、
長所の強化か弱点の克服か。迷った末に、私は自
分が得意とする理科と数学の力をさらに高める勉
強に集中。自分の学力を冷静に見極めて臨んだこ
とが、結果につながりました。機械工学科の学びへ
の期待も、意欲を支える力になっていたと思います。

学科・専攻名
2022年度 2021年度

志願者数 合格者数 志願者数 合格者数

電気電子生命学科
電気電子工学専攻 25名 12名 32名 16名
生命理工学専攻 24名 9名 16名 10名

機械情報工学科 19名 6名 19名 7名
建築学科 17名 2名 17名 4名
応用化学科 26名 4名 24名 7名

［志願者数・合格者数］

学科・専攻名 募集人員

電気電子
生命学科

電気電子工学専攻   7名

生命理工学専攻   2名

機械情報工学科   4名

建築学科   5名

応用化学科   4名

［募集人員］
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学科の垣根を越えた授業も

理工学部の強み

学部～大学院
で連携

ハードとソフトで技術革新

機械情報工学科

未来を切り拓く
エンジニアへ

人を超えるコンピュータを

情報科学科

技術革新を
支える基盤を担う

電気と生命で未来を創る

電気電子生命学科

2専攻から選択

人と自然がいきる環境を創造

建築学科

3分野から
自由に授業選択

現代数学を学び、応用する

数学科

数学の専門職や
教員を多数輩出

ものづくりの底力をつける

機械工学科

創造的な技術者へ

フラスコからコンピュータまで

応用化学科

実験重視の
カリキュラム

宇宙から遺伝子まで

物理学科

40テーマ以上
の物理実験を味わう

https://www.meiji.ac.jp/stepinto/sst
● 受験生のための学部選択ガイド Step into Meiji University

明治大学理工学部がわかる  　つのポイント9

https://www.meiji.
ac.jp/exam/

● 明治大学入試総合サイト

詳しくはこちらを

CHECK!

School of  Science and Technology,  Graduate
School  of  Science and Technology,  Meij i  University

大学院理工学研究科

理工学部
「個」を強くする大学。

2023
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