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新しい理工学の地平を早稲田大学が拓きます。
Waseda University opens up a new horizon for Science and Engineering fields.
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1882（明治15）年
東京専門学校設立

1902（明治35）年
早稲田大学と改称

1908（明治41）年
日本最初の理工科として
機械科、電気科設置

1949（昭和24）年
国立大学よりも2年早く
新制大学に移行

1951（昭和26）年
新制早稲田大学に
大学院修士課程設置

1967（昭和42）年
大久保キャンパス
新校舎に移転
高度成長期のシンボルに
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2008（平成20）年
理工創設100周年

2010（平成22）年
国際コース設置

2032年
Waseda Vision 150 
早稲田大学創立150周年

2007（平成19）年
基幹理工、創造理工、
先進理工の
3学部・3研究科体制に

2009（平成21）年
理工学術院に3つの
独立研究科を包摂

竹内 淳

理工学術院長
応用物理学科 教授

　理工学術院へようこそ。理工学術院には、基幹理工学部、 

創造理工学部、先進理工学部の三つの学部があり、科学の最前線で、 

真理の発見と社会に貢献する応用を目指して教育と研究に邁
まい

進しています。

それぞれの学部の魅力はぜひこのパンフレットのページをめくって 

確かめてみてください。

　科学の魅力は、生物の一個体としての人間の知的能力や運動能力を 

はるかに超える可能性を私たちに与えてくれることです。 

「世界のいかなる場所にも瞬時に移動できたら」とか 

「人間の寿命を200歳にできたら」とか、空想する方もいることでしょう。 

その幻のような夢も科学の力はいつか実現してみせてくれることでしょう。

　早稲田の地に理工科が開設されたのは1908年のことでした。 

以来、100年を超える年月にわたって若者たちはこの地で 

初々しい志を抱いて科学を学び、探求し、巣立っていきました。 

その数多の卒業生は各界で活躍され、社会に多大な貢献をしています。 

あなたも新たなその一人としてここで学び、 

「科学の夢」の実現に挑戦してみませんか。 

英語による講義だけで卒業できる英語学位プログラムや 

国際的なリーダーを養成するための科目群、 

それに世界最先端の研究があなたを待っています。

早大理工で「科学の夢」を実現しましょう！
MESSAGE

2018（平成30）年
新英語学位プログラム
開始
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竹内 淳

理工学術院長
応用物理学科 教授

創造理工学部、先進理工学部の三つの学部があり、科学の最前線で、

進しています。

それぞれの学部の魅力はぜひこのパンフレットのページをめくって

　科学の魅力は、生物の一個体としての人間の知的能力や運動能力を

「人間の寿命を200歳にできたら」とか、空想する方もいることでしょう。

その幻のような夢も科学の力はいつか実現してみせてくれることでしょう。

　早稲田の地に理工科が開設されたのは1908年のことでした。

その数多の卒業生は各界で活躍され、社会に多大な貢献をしています。



　常に時代の最先端を行く科学技術の教育・研究

を行い、優れた技術者・研究者を数多く輩出してき

た早稲田大学。数学や物理学といった原理追求を

目指す「理学」（基礎）と、社会に貢献する技術に

結びつく「工学」（応用）を融合させた独自の教育・

研究プログラムにより、高い専門性を有し、かつ広

い視野で問題をとらえる能力を備えた人材の育成

に力を注いでいます。

　理工学術院では学部・大学院統合教育プログラ

ムを推進しています。これは学部から大学院修士

課程さらには博士後期課程修了まで効率的に学

ぶことを目的にしたプログラムです。大学院進学

者は4年次に大学院講義科目を先取りして履修す

ることができ、「飛び級」が認められた場合には、

博士の学位を入学から最短6年で取得することが

可能です。
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学部・大学院統合教育

独自の教育プログラムで高い専門性を養う

学部・大学院統合教育

国際社会で
リーダーとして活躍できる

高度な専門家

大学院 修士課程

課題探求能力の養成

◦発想力
◦分析力
◦論理構成力

世界のトップレベルで
研究ができる

創造性豊かな研究者

大学院 博士後期課程

専門的研究能力の養成

◦高度な専門知識
◦理論的構築力
◦手法開発、応用力

広い視野と深い洞察力を有し
十分な専門的素養を

持った人材

学部

基礎学力の養成

◦論理的思考力
◦実践的学力
◦幅広い教養

1年次 2年次 3年次 5年次 7年次4年次 6年次 8年次 9年次

学部 大学院 修士課程 大学院 博士後期課程

多様な能力を有し個性豊かで意欲ある学生を、学部・大学院（修士・博士後期課程）に、さまざまな入試で受け入れます。



　現在、基幹・創造・先進理工学部の約7割の学生

が大学院に進学しています。また、学部卒業後に

就職する学生も社会から高い評価を受けており、

一流企業などで活躍しています。

※学科・専攻ごとの進路は、各学科・専攻のページをご覧ください。
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卒業生の声

多彩な人材と議論を交わす
刺激的な環境

私は大学で空調の省エネに関する研究を

行い、現在はエネルギー管理システムの開

発等を行っております。社会人になり感じ

たことは、高い専門性に加えさまざまな分

野の知識が必要になるということでした。

多彩な人材がそろう早稲田大学では、多く

の学びの機会があります。先生や仲間と議

論を交わすことも多く、刺激的な環境でさ

まざまなことを学ぶことができて、今の私

の力になっていると感じています。

基幹理工学部・研究科

幅広い知識が
社会でも役立つ

薬理学の授業や病院実習を通して医薬品

に興味を持ち、製薬会社の学術職として入

社しました。学術職は患者さんにとって最

適な医療を提供するために、医療従事者に

対して科学的根拠に基づいた治療法を提

案します。したがって、業務を進める上では

薬学のみならず幅広い知識が必要です。生

命医科学科では、医学・薬学・理工学と多岐

にわたる分野を学ぶことができ、当時の知

識や経験は現在の業務に大いに役立って

い ると 感じて

おります。

先進理工学部・研究科

出会いを楽しむことで
積極的な挑戦ができる

大学で学び、興味を深めた分野にどっぷり

浸かり、鉱山廃水処理の研究、金属リサイク

ルに係わる新規事業支援、海外鉱山での勤

務を数年ずつ経験してきています。早稲田

での信じられないほど多くの出会いを楽し

めた経験から、社会に出てからも何にでも

積極的に挑戦できています。今後もさまざ

まな分野に挑戦し知識・経験を蓄え、資源

確保という面で日本を支える人材になりた

いと思っています。

創造理工学部・研究科

就職状況（2016年3月卒業・修了者）

学部卒業者の進路

その他

2.8%

大学院進学

69.5%

就職

27.7%

修士課程修了者の進路

博士後期課程進学

6.8%

その他

2.8%

就職

90.4%

独立行政法人
石油天然ガス・
金属鉱物資源機構（JOGMEC）

砂田 和也さん
地球・環境資源理工学専攻（修士課程）
2011年修了

大鵬薬品工業株式会社

土澤 美希さん
生命医科学専攻（修士課程）
2014年修了

株式会社NTTファシリティーズ

長田 智彦さん
機械科学専攻（修士課程）
2009年修了

社会で広く活躍する人材を輩出

就職状況



　学部のカリキュラムは、専門分野を一貫した教

育体系で学べるよう、A群（複合領域科目、外国語

科目）、B群（数学、自然科学、実験・実習・制作科目、

情報関連科目）、C群（専門教育科目）、D群（保健

体育科目、自主挑戦科目）の4群に分かれていま

す。4群は各学部・学科ごとに4年間の中で適切に

配置されており、基礎から専門までを無理なく学

習できます。

　また、これらの科目以外にも、Tutorial English

を含め全学的なオープン科目や他大学から交流

協定に基づいて提供される科目もあります。学生

の多様な学習意欲に応えるさまざまな授業によ

り、技術者・研究者に欠かすことのできない幅広

い知識を養います。
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科目体系 1年次 2年次 3年次 4年次

A群
20 ｰ 28単位

B群
21 ｰ 32単位

C群
65 ｰ 82単位

D群

社会文化領域コース

■複合領域科目

総合科目 学際的課題を総合的に把握できる科目
特論科目 人文・社会科学系科目や科学技術をめぐる諸問題に複合的な視点からアプローチする科目

■外国語科目

英語（アカデミックコース、コミュニケーションコース）

ドイツ語、フランス語、中国語、スペイン語、ロシア語

保健体育・自主挑戦科目（「理工文化論」「ボランティア」「インターンシップ」など）

専門教育科目─各学科がそれぞれ特徴を生かした科目で構成
◎専門の入門科目、基礎科目を中心に　◎専門基礎科目を中心に　◎専門応用科目を中心に　◎卒業研究を中心に

大学院講義科目先取り履修

卒業研究等

数学

自然科学（物理学、化学、生命科学）

実験、実習、制作、情報関連科目

演習・卒業論文基礎演習

徹底した語学教育で理工系の実践的な英語力を養成
　高度な英語運用能力を養成するために1年から大学院まで徹底
した英語教育を実施。体系化した独自のプログラムにより、技術
者・研究者に必要な語学力を養います。

体験型学習を重視し充実した実験・演習科目を設置
　学部教育では体験型学習を重視、多数の実験・演習科目を設置してい
ます。例えば理工学基礎実験では、1年生全員を対象に毎週1日かけて物
理・化学・生命科学実験を実施。実践的なスキルを養います。

研究室に所属し
幅広い視野と深い専門性を養う

　3年次（一部の学科では4年次より）から研究室に所属します。教員の指導を直接受けながら研究に取り組
むなかで、学生は知識の受け手から、新たな発見、発明を目指す創造者へと飛躍を目指します。

学部カリキュラム

一貫したカリキュラムで基礎から専門までを無理なく学習

学部の特徴



　現代の技術者・研究者にとって、研究内容を英

語で論文にまとめ、世界に向けて発信するスキル

はスタンダードになりつつあります。国際学会の

共通語は英語であり、卒業後の就職や進学・留学

の際には、専門知識に加えて高度な英語運用能力

を求められ、昇進の際の条件にもなっています。理

工学術院は高い国際性を持ち、将来世界を舞台に

活躍できる「理工系グローバル人材」を育成する

ため、国内外の意欲ある学生を受け入れています。

英語教育センターを設置しサポート体制を整備。

2018年度からは、英語で学び学位を取得できる

プログラムを刷新します。これらを活用すること

で、在学中から英語力の向上はもちろん、コミュニ

ケーション能力や国際理解など、グローバル人材

として必要な力をつけることができます。
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世界に先駆けた研究

理工学術院では最先端の研究が行われ、世界で認められる研

究成果が日々発表されています。ここでは、その一部をご紹

介します。

優れた研究環境を求め、世界中から集った外国人学生が、学

部生約540人、大学院生約360人在籍しています（2017年

4月現在）。

学部英語学位プログラム

理工学術院は英語による履修で学部学位を取得できる「国

際 コ ース」を 設 置して い ました が、2018年 度 より7つ の

Majorからなる英語学位プログラムに改組。科目・教員数を

増やし、9月入学に加えて4月入学も受け入れを始めます。日

本人学生と外国人学生がともに英語で専門知識を学ぶ中で、

日本にいながら世界を体感できる環境が整っています。

英語教育センター

国際レベルの技術者・研究者には、日常会話だけでなく、専

門科目の学術的な英語スキルが必要です。英語教育セン

ターでは、理工系学生に必要な理解・発表・意思疎通能力を

高めるために、教育プログラムや教材の開発をしています。

白黒写真に色付けする手法とは？ 
人工知能が 100 年前の情景も自然に再現
　石川博教授、飯塚里志研究院助教、シモセラ・エドガー研究院助教ら
の研究グループは、ディープラーニングと呼ばれる人工知能技術を応
用し、白黒写真を自然に彩色する「ディープネットワークを用いた大域
特徴と局所特徴の学習による色付け」の手法を確立しました。

基材が薄く柔らかい「皮膚貼付型エレクトロニクス」を開発
　藤枝俊宣講師、岩瀬英治准教授、武岡真司教授、岩田浩康教授の研
究グループは、高分子ナノシートの柔軟性と密着性を利用することで、
熱処理を用いない手法で電子素子を固定・通電させる封止技術を開発
しました。さらに皮膚のような柔軟な生体組織表面でも安定的に通電
させることに成功しました。

世界初・染色体の新しい構造ユニットの
特殊な立体構造を解明
　胡桃坂仁志教授の研究グループは、他大学・研究機構と共同で、染色
体の新規の構造ユニット「オーバーラッピングダイヌクレオソーム」の
特殊な立体構造を世界で初めて明らかにしました。今回の研究成果は、
がんをターゲットとした創薬研究に対しても、重要な基盤情報を提供
しています。

英語教育センターの教育目標

技術者・研究者として 国際人として

理解能力 発表能力 意思疎通能力

◦ 専門書や論文が
 理解できること

◦ プレゼンテーションや
 講演が理解できること

◦ 論文などが書けること

◦ プレゼンテーション
 や講演が行えること

◦ 双方向での
 コミュニケーションが
 行えること

◦グローバル社会の
 動向を理解できること

早稲田　理工　学部英語学位プログラム

世界を感じる環境で理工系グローバル人材に

英語教育／世界に先駆けた研究



　基幹・創造・先進理工学部は実際にものに触れ

現象を体験する「実験教育」を教育の原点として

重要視し、前身の理工学部創設当初から教育体制

を整え、充実してきました。実験・実習を中心とし

た体験型授業により、教室での講義をより理解す

るとともに技術の基礎を身につけます。新しい着

想は手と頭を動かすことで生まれます。試行錯誤

を繰り返し、議論を積み重ね、未来を切り拓く力を

養う「実験教育」は早稲田理工の大きな特徴です。
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視点を身につけセンスを磨く
豊富な基礎実験

基幹・創造・先進理工学部の１年生全員が受講する「理工学基

礎実験」は特徴的な科目の一つです。物理・化学・生命科学系

と多岐にわたる実験をする中で、試行錯誤を経て解決する経

験を積み、幅広い視野や独創的な発想力、理工学的な視点を

身につけ、センスを磨きます。

技術者・研究者としての
素地を養う多彩な専門実験

学年が上がると分野に応じた専門実験科目・実習科目に軸足が

移ります。計測や観察、理論との比較などさまざまなアプロー

チにより、目の前で起きている現象を理解します。「知っている」

と「できる」が違うことを体感し、知識から知恵を生み出す中で

技術者・研究者としての素地を養い、実践力を体得します。

スケールメリットを生かした
盤石なサポート体制

学部・学科の枠を超えて共通的に利用できる機器・装置を組

織的に管理運営しています。これにより機器・装置の重複を

避け、より高度な機器・装置をより多く導入しています。また、

約100人からなる経験豊富な技術スタッフ組織（私立大学で

は最大規模）も特徴です。専門的な技術指導や計画的な機器

装置の導入、管理運営の効率化を図り、より質の高い実験教

育と研究支援体制を整えています。

　実験・実習科目では、大小さまざまな事象を、装置等を用
いて可視化することにより、科学として扱っています。それら
を通して、自分が科学の中で生活している面白さや不思議さ
に気づくでしょう。実験・実習は、将来技術者・研究者として
自らの疑問や世の中の不便を解消するため、また好奇心を
探求するための礎を作る場となっている
のです。自ら手を動かし、知見を得られる
喜びを感じましょう。私たちが万全のサ
ポートをします。

理工学術院統合事務・技術センター 
技術部教育研究支援課（四系）

海部 淑江

実験スタッフの声

探求するための礎を作る場となっている
のです。自ら手を動かし、知見を得られる
喜びを感じましょう。私たちが万全のサ

理工学術院統合事務・技術センター 

ものに触れ現象を体験する中で探求する力を養う

実験教育



目的に合わせた施設と充実したサポートにより、西早稲田キャンパスには学生が研究に打ち込める環境が整っています。
西早稲田キャンパスの他にもTWIns（先端生命医科学センター）、本庄キャンパス、北九州キャンパスがあります。
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WASEDAものづくり工房 61号館1階

新しい発想やアイデアをカタチにすることで、より
深く豊かな発想や独創性を生み出す場です。

ラーニングコモンズ 61号館1階ほか

学生同士の交流を促進し、多様な視点に触れるこ
とで新しい発想を生み出す場です。

63号館カフェテリア 63号館1階

2016年春にオープン。すべてのメニューがテイク
アウト可能です。

情報ギャラリー 63号館1階

3体のロボットやアトラス実験施設のレゴブロッ
クなどが展示されたホールです。

生協購買部・書籍部 57号館地階

学生生活に必要なものが揃います。

理工カフェテリア 56号館地階

さまざまなメニューをリーズナブルな価格で提供
しています。約400席。

理工学生読書室 52号館地階

授業内容に即した図書を所蔵しています。

理工学術院統合事務所 51号館1階

入試から学生生活まで事務全般を取り扱います。

学生ラウンジ 51号館2階

自習、サークルの打ち合わせなど、自由な時間を過
ごせます。パンショップも営業しています。

理工学図書館 51号館地階

広くて静かな閲覧室があり、研究・思索に集中する
ことができます。

学生生活施設

コンピュータルーム 63号館3階

約470台のコンピュータがあります。授業時間帯
以外でのオープン利用も可能です。

理工学基礎実験室（工学系） 63号館地階

実践的な技術を学び、工学的な考え方やセンスを
身につけます。

材料実験室 59号館1階

ものの強度や破壊のメカニズムなどを調査・研究
するための実験室です。

工作実験室 59号館1階

ものづくりの基礎や技術を学ぶ実験室です。

製図・CAD室 57号館1階

手書きによる製図とパソコンを使っての製図を学
べます。

理工学基礎実験室
（物理系・化学系・生命科学系） 56号館2・3階

1年次の必修科目である理工学基礎実験を行います。

教育関連施設

マイクロテクノロジーラボ 55号館地階

ナノの世界のものづくりをする施設です。

物性計測センターラボ 55号館地階

物質の構造や性質を調べるための施設です。

環境保全センター 55号館地階

教育・研究活動にともなう公害の発生を防止し、
生活環境の安全を図ります。

研究関連施設

ライティングセンター 

「自立した書き手を育てる」を理念に、授業レポートやプ
レゼンテーション原稿から論文まで、学術的な文章全
般について、文章指導の訓練を受けたチューターが個
別にサポートします。

Q&A（数学・情報・物理） 

多くの学生が経験する「授業の内容を理解できなく
なった」「勉強の進め方が分からない」「演習問題の解
き方のヒントがほしい」などの悩みに先輩や助教・助手
らが対応。理解のサポートを行います。

ヘルプデスク（ITサポート） 

情報環境・サービスについて困ったときのための利用者
サポートコーナーです。技術相談や、お問い合わせに対
応します。

学生サポート

研究に打ち込める充実した環境

施設／学生サポート



早稲田大学 理工学術院
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学
部

School of Fundamental Science and Engineering
     基幹理工学部 P.18

◦数学科 P.20

◦応用数理学科 P.21

◦機械科学・航空学科 P.22

◦電子物理システム学科 P.23

◦情報理工学科 P.24

◦情報通信学科 P.25

◦表現工学科 P.26

School of Creative Science and Engineering
     創造理工学部 P.28

◦建築学科 P.30

◦総合機械工学科 P.31

◦経営システム工学科 P.32

◦社会環境工学科 P.33

◦環境資源工学科 P.34

◦社会文化領域 P.35

School of Advanced Science and Engineering
     先進理工学部 P.36

◦物理学科 P.38

◦応用物理学科 P.39

◦化学・生命化学科 P.40

◦応用化学科 P.41

◦生命医科学科 P.42

◦電気・情報生命工学科 P.43

大
学
院

Graduate School of Information, Production and Systems
情報生産システム研究科  P.47

Graduate School of Environment and Energy Engineering
環境・エネルギー研究科  P.47

Graduate School of Fundamental Science and Engineering
     基幹理工学研究科 P.18

◦数学応用数理専攻 P.20

◦機械科学専攻 P.22

◦電子物理システム学専攻 P.23

◦情報理工・情報通信専攻 P.24

◦表現工学専攻 P.26

Graduate School of Creative Science and Engineering
     創造理工学研究科 P.28

◦建築学専攻 P.30

◦総合機械工学専攻 P.31

◦経営システム工学専攻 P.32

◦建設工学専攻 P.33

◦地球・環境資源理工学専攻 P.34

◦経営デザイン専攻 P.35

Graduate School of Advanced Science and Engineering
     先進理工学研究科 P.36

◦物理学及応用物理学専攻 P.38

◦化学・生命化学専攻 P.40

◦応用化学専攻 P.41

◦生命医科学専攻 P.42

◦電気・情報生命専攻 P.43

◦生命理工学専攻 P.44

◦ナノ理工学専攻 P.44

◦共同先端生命医科学専攻 P.45

◦共同先進健康科学専攻 P.45

◦共同原子力専攻 P.46

◦先進理工学専攻 P.46

◦理工学術院総合研究所 
◦理工学研究所
◦各務記念材料技術研究所 
◦情報生産システム研究センター
◦環境総合研究センター
◦国際情報通信研究センター

◦先端生命医科学センター（TWIns）
◦環境保全センター
◦総合研究機構（プロジェクト研究所）
◦重点領域研究機構
◦グリーン・コンピューティング・システム研究機構
◦スマート社会技術融合研究機構

◦次世代自動車研究機構
◦次世代ロボット研究機構
◦ナノ・ライフ創新研究機構 
◦先端科学・健康医療融合研究機構

関
連
組
織

理工学術院の組織全容

学部・大学院・関連組織 一覧
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学生 校友
座談会

理工学術院は創設から一貫して、

勉強から課外活動まで学生の意欲に応える場所で

あり続けています。学生生活の魅力や、

卒業後も生かせる理工での学びについて、

理工学部の卒業生でもある

株式会社資生堂の関根知子さんを招き、

学生と語り合っていただきました。

きわめる人に
なれる場所

座談会参加者

校友 株式会社資生堂
 基盤研究センター 化粧品基礎研究グループ

 関根 知子さん（右中）

学生 応用数理学科4年

 田中 大地さん（左）

 環境資源工学科4年

 鈴木 綾さん（左中）

 応用化学科4年

 住田 裕代さん（右）
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関根　私が在学していた頃、理工学部は1つの学部で

した。現在の理工学部は3学部に分かれているのです

ね。皆さんは今、どんなことを勉強していますか？

鈴木　私たちは全員4年生なので、研究室にちょうど

配属されたばかりです。私はエネルギー問題に興味が

あって環境資源工学科に進み、今は光触媒の研究を通

して、有機物の分解がどのように行われているのか学

んでいます。創造理工学部の中では化学系に近い分野

で、応用化学科にも詳しい先生がいると聞きました。

住田　応用化学科でも触媒は研究されていますね。

私が研究しているのは高分子化学で、特にブロック共

重合体を用いた機能膜への応用を研究しています。関

根さんとは研究室の担当教授が同じなので、直接の

先輩後輩です。今日は女性としても、先輩に聞きたい

ことがたくさんあります。

田中　私は応用数理を学んでいます。数理といっても

「1+1がなぜ2になるのか」といった哲学的な話では

なく、社会現象を数理モデル化しようと考えるのが応

用数理です。例えば車の渋滞のメカニズムのような、

世の中で起きているあらゆることを、数値化・定量化

して考えています。

関根　理工といっても多種多様ですね。配属された

研究室では、ポルフィリンという化合物を扱っていま

した。ポルフィリンは赤血球の中にあるヘモグロビン

と同じ骨格をしていて、ヘモグロビンと同じように、酸

素が多いところでは酸素とくっつき、酸素が少ないと

ころでは酸素を手離す性質を持っています。これを利

用して、酸素だけを透過する膜を作る研究を行ってい

ました。毎日実験や解析を続ける日々は楽しかったの

で、自然と研究職を目指すようになり、理系の女性なら

理工でできる多様な学び

Profile
1970年生まれ。1993年、早稲田大学理工
学部応用化学科卒業後、株式会社資生堂に
入社。入社後一貫して、スキンケア製品の新規
乳化技術開発に携わる。2000年、「マルチプ
ルエマルションの開発」で油脂工業論文賞受
賞。2013年、女性科学者奨励賞（日本油化学
会）受賞。2015年、東京理科大学大学院で博
士（工学）取得。家庭では2児の母でもある。

関根 知子さん
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ではの力を生かせる化粧品メーカーに入社しました。

関根　入社してからは、主に基礎研究を行う部署で、

水と油を乳化させる技術を研究してきました。これは

コロイド・界面科学が関係する分野です。最初に商品

化できた研究は、「マルチプルエマルション」という新

しい乳化技術で、肌に塗っている間に急にのびが軽く

なり、しばらく塗っていると今度はのびが重くなりこ

くが出る、という2段階の感触変化が感じられるマッ

サージクリームとして発売されました。基礎研究から

スムーズに商品化されることはまれで、せっかく研究

したのに日の目を見ないこともある一方で、15年も前

の研究が一気に商品化に向けて動き出したりもしま

す。研究する時は「絶対これを商品にするんだ」と考え

ていますが、その思いが形になるまでは根気がいる仕

事です。

田中　そんなに長い間、研究を続けられるモチベー

ションは何でしょうか。

関根　やっぱり、学生時代と同じように研究が楽しい

からですね。もちろん失敗も多いし、大変な仕事では

あるけれど、楽しいから頑張ろうと思えるんです。皆さ

んは今、頑張っていることはありますか？

住田　関根さんの学生時代と同じで、私は今、研究室

での学びに集中しています。研究室に入ると専門性が

一気に高まるので、自分の知識が足りないと痛感して

勉強しているところです。

鈴木　私はこれまで勉強に一 生 懸命になっていた

反面、早稲田大学らしい課外活動をあまりしていな

かったことに気づきました。そこで野球部やラグビー

部の試合の観戦や、アルバイトにも挑戦しています。も

ちろん勉強は大切ですが、早稲田だから、大学生だか

らこそできる経験が、このキャンパス内外にはたくさん

あると思っています。

田中　私は、大学の直営寮の寮長として寮運営を頑

張っています。近年、外国人留学生の寮生が増えてき

たので、日本人学生との交流を図るためのイベントも

理工学術院のここがいいところ

本当の
仲間ができる

住田　「理工の学生は実験や研究が多くて大

変そう」とよく言われますが、その分、繰り返し

会う仲間とはすぐに仲良くなれます。私はそこ

が理工のいいところだと思います。

関根　研究室のメンバーとは、当時家族より

はるかに長い時間を一緒に過ごしていますよ

ね。研究室にはほぼ毎日来ていたので、食事も

勉強も、月一の研究報告会の打ち上げも一緒

で、本当に苦楽を共にしました。

落ち着いた
雰囲気

田中　授業や研究で毎日を過ごすせいか、西

早稲田キャンパスがホームなんだと感じます

ね。雰囲気が落ち着いているので、キャンパス

に来ると「帰ってきた」という気がします。

関根　その落ち着いた雰囲気は、昔から変わり

ませんね。一方で、今は授業のためにノートPC

を持ち歩く学生が多いと聞いて、時代が違うな

と感じます。私の学生時代には、デスクトップ型

PCを担いでいる学生もいましたから（笑）。

キャンパスの
進化

関根　地下鉄西早稲田駅ができてアクセスが

良くなったり、中庭がすごくきれいになったり

と、キャンパスはどんどん進化していますね。

女子学生の増加に対応して、建物の各階に女

子トイレがあるのにも驚きました。

鈴木　多様な学生が集まるのに合わせて、今

のキャンパスが出来上がっているんだと思い

ます。さまざまな設備を目的に合わせて自由

に利用し、のびのびと過ごせる環境も強みだ

と思います。

楽しいからこそ一生懸命になれる

Profile
埼玉県出身。社会現象を
数理モデル化する応用数
理を研究する。数理の考
え方を生かして、企業で活
躍するのが目標。

田中 大地さん
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企画しました。異なる背景を持つ学生同士の交流から

は、ものの考え方や話し方など、学べることが多いです。

関根　学生が思い思いの学生生活を過ごしているの

は、今も昔も変わりませんね。私の学生時代の思い出

のベースは研究室にありながらも、テニスサークルで

厳しい練習を経験したり、応用化学会に所属したりと、

振り返ればさまざまな経験をしました。

鈴木　多様さといえば、西早稲田キャンパスでは理工

系以外の授業も取れますよね。以前から気になって

いた経済学の授業を履修してみたら、想像以上に楽し

かった。興味に合わせて、幅広い授業群から選んで学

べるので、知識の幅が広げられたと思います。

住田　理工系の学生は、実験やその発表など、メイン

の「やるべきこと」がはっきりしていますよね。だから

こそ、それ以外の時間に学びたい授業を取ったり、息

抜きにアルバイトをしたりと、「やりたいこと」を大切

にできるようになりました。今は研究を軸にして自分

の生活をアレンジできるようになった気がします。

田中　そうですよね。研究を中心に毎日の予定を組み

立てるので、生活にリズムが生まれる気がします。

関根　研究以外の時間を何に使うのかは大切な考え

方ですね。私は入社してから、自由時間のかなりの割

合を勉強にあてていました。

住田　研究職でも仕事以外に勉強が必要なのですか。

関根　そうですね。乳化の研究には界面科学の基礎

知識が必要なのですが、私は入社時に全くその知識を

持っていなかったため、一から勉強をしなくてはなりま

せんでした。例えば、肌に化粧水をたらした時に濡れ広

がったり、水滴状のままだったりするのはなぜか。乳化

させるとき、薬剤を加えると状態が変化するのはなぜ

かということも分からなかったのです。自分一人での勉

強はもちろん、上司に専門書を紹介してもらって、研究

グループの有志8人で2年かけて読み解いたこともあり

ました。

田中　すごい。仕事に加えてさらに時間を取って、そう

いったキャッチアップの勉強をするのですか。

関根　仕事の前後に時間を取っていました。専門書を

読み解いた時は、章ごとに担当者を分けて予習した上

で、集まって解説し合っていました。

鈴木　まるでゼミみたいですね。

関根　勉強に終わりはないですよね。そのための基礎

体力は早稲田で培ったと思います。

関根　会社に入ると、自分の時間は必然的に少なく

なってしまいます。だからこそ、学生の皆さんにとって、

今は貴重な期間です。何か聞けば教えてくれる先生も

たくさんいるし、自分で自由に使える時間もある。今あ

る環境を生かして、自分の興味に合わせてどんどん勉

強してほしいです。共同研究など海外とのやりとりも

増えているので、英語もできるに越したことはありま

せん。また、プレゼンテーションなどで人に説明する

力も大切です。企業では、自分の研究内容を専門では

ない人に説明する場があるので、分かりやすく伝える

工夫が求められます。私も決して得意とはいえないの

で、上手な人の話し方や資料を参考にしています。

住田　ビジネススキルも大切なのですね。基礎実験

や英語の授業、研究室の発表会では、スライド資料を

作って説明する機会があるので、経験を積み重ねれば

Profile
広島県出身。ブロック共重
合体を用いた機能膜への
応用を研究している。化学
を通して商品開発に携わ
るのが夢。

住田 裕代さん

Profile
神奈川県出身。人工光合
成に関するニュースを見
たことでエネルギー問題
に興味を持ち、環境 資源
工学科に進んだ。

鈴木 綾さん

時間の使い方を自分でアレンジする

今はどんどん学べる「貴重な期間」
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力が付いていくのかもしれません。今学べることはた

くさんありますね。

関根　そうですね。興味を持ったことは、何でも学ん

でみた方がいいと思います。将来、何かに役立つかも

しれませんからね。

住田　勉強しなければと思いながらも、気づいたら1日

が経っていることが多いので、意識して学ぼうと思い

ます。そうして勉強を頑張ることで、将来、自分の子ど

もに「お母さんがこれを開発したんだよ」と言えるよう

になりたいです。

関根　私は開発した研究に関して大学で講義をする

機会があり、当時小学校低学年だった子どもたちを連

れて行ったら「ママすごいね」と喜んでくれました。私

が仕事に真剣に、かつ楽しく取り組んでいるのが分か

るのか、なかなか子どもとの時間が取れなくても、仕事

をやめてほしいと言われたことは一度もありません。

仕事に打ち込む姿を応援してくれているからだと信じ

ています。

田中　私は就職活動をしていて、学生生活はあと1年

です。まだ研究室には配属されたばかりですが、この

1年は自分の研究テーマを決めて、それを極めようと

思っています。いつでも手を動かして研究できる理工

の環境を生かして、一つの作品として卒業研究を残し

たい。1年で成し遂げるのは難しいけれど、楽しそうだ

と期待もしています。一生懸命、のめり込んでいきた

いです。

関根　研究をしていると、毎日新しいことが分かりま

すよね。それを進んでやっているという点で、理工系の

人は知的好奇心が旺盛なんだと思います。

鈴木　知らないことがあれば、知りたいと思う。だか

ら学んでみる。それは私たちの中では自然なことだ

し、楽しいことですよね。

座談会に参加した学生の感想

あと1年で卒業なんだと思うと、「学生生活は一瞬だったな」

と実感しています。自分の研究を通して専門的な知識を得

たり、物事を追及する力を付けたりするのはもちろん、課外

でも後悔のないよう、「貴重な期間」である学生生活を過ご

したいと思います。 （田中さん）

関根さんが社会人になっても仕事の前後の時間を使って勉

強されているお話を聞き、刺激になりました。私はこれから

大学院に進学するので、時間の使い方をもっと工夫する必

要があると思います。積極的に時間を見つけて勉強し、早く

専門知識を身に付けたいです。 （住田さん）

海外との共同研究もされている関根さんのお話を聞いて、

特に英語の勉強をもっと頑張らなければと感じました。今

の研究室には外国人留学生がいて、英語でプレゼンテー

ションする機会もあります。専門的な分野をさらに英語で

話すのは難しいですが、勉強のチャンスと思って挑戦しよう

と思います。 （鈴木さん）
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早稲田大学
だから
できること

充実した奨学金制度で
学生生活をサポート

早稲田　奨学課

大隈記念奨学金 年間1,000,000円

小野梓記念奨学金 年間400,000円

めざせ ! 都の西北奨学金 年間723,000円
（春学期授業料免除）

早稲田の栄光奨学金  1,100,000円
（1年間の留学の場合）

基幹・創造・先進理工学部生が受給できる
学内奨学金の例（金額は、2017 年度）

　早稲田大学には独自の給付型奨学金制度が整っ

ていますので、条件に合致し採用されれば、より充

実した学生生活を送る一助となります。

　一例ですが、入学前予約採用型奨学金「めざせ！

都の西北奨学金」は、半期授業料相当額が免除さ

れます。また、海外留学を支援するための予約採用

型奨学金「早稲田の栄光奨学金」も新設されました

（留学センター所管）。

奨
学
金

留
学

文理融合型の
実践的な学びの場

　ホンモノの発想力や実践力を身につけるには試

行錯誤を繰り返し、アイデアを実現する「ものづく

り」の経験が有効です。WASEDAものづくり工房

は「小さなやってみたい」から「本格的なものづく

り」まで、自分の手でものづくりに挑戦できる環境

です。工房には3Dプリンターや刺繍ミシン、超音

波カッターなど数多くの機材がそろっており、文

系・理系に関わらず学部の垣根を越えて早大生が

集っています。

学
生
の
ア
イ
デ
ア
を
形
に
す
る
　
W
A
S
E
D
A
も
の
づ
く
り
工
房

ものづくり工房はさまざまな学科・学年の人が利用

する場所です。異なる環境の人と同じ場所でものづく

りをすることで、今までにないアイデアを得ることが

できます。それは、制作技術の向上のみならず、自分

の専門分野に新たな発想・視点を与えてくれました。

学生の声

新たな発想・視点を
得られる場所

総合機械工学科 3年

藤本 香織さん

粘土を成型し焼き物を作ることもできます

多彩な海外留学プログラムと
日本一の外国人学生受け入れ数

　毎年4,000名以上の学生が海外留学を経験。異

文化体験や知見を広める目的でも参加できる1週

間からの短期プログラム、1年間の長期プログラム

など、幅広い留学プログラムが用意されています。

　また、外国人学生の受け入れ人数は5,400名を超

える、日本一の規模。学内でも異文化交流が盛んです。

2年秋からアメリカでの交換留学に挑戦し、現地の

学生と肩を並べ、コンピュータサイエンスの専門科

目を履修しました。課題が多く、仲間と徹夜でプログ

ラミングしたことは良い思い出です。アメリカ人との

ルームシェアや、各国からの留学生との交流を通し

て視野が大きく広がりました。

学生の声

各国の仲間との交流を通して
視野が大きく広がる

情報理工学科 4年

田島 有紗さん

留学中の国際交流キャンプにて

奨学金にはさまざまな種類と条件があります。詳しくは
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障がいを持つ学生の学びを
ピアサポート
　早稲田大学の学生は、幅広いフィールドでボラン

ティア活動に参加することができます。その一つ、

「障がい学生支援室」では、多くの学生がパソコン

通訳などの支援ボランティアとして活動していま

す。学生主体の交流会も定期的に開催され、毎回多

くの支援ボランティアと障がい学生が交流を深め

ています。ボランティア活動を通じて、学生はさま

ざまな気づきを得て自身の成長を実感することが

できます。

授業や研究の合間を有効活用して、障がい学生支援に

携わっています。支援を利用する学生の理解が深まっ

た様子を見るとうれしくなります。普段は履修しない

ような専門分野とは異なる授業の支援を行うことも

あり、自分自身も教養を深めることができました。

学生の声

支援を通して
自分自身の教養も深まる

建設工学専攻 修士1年

篠崎 由梨さん

地方活性化の活動を通じ他専攻の学生や地域の

方々と交流することで、人として成長すると同時に、

少子高齢化という社会課題に対し自身ができること

の小ささを痛感します。現在は自身がどのように社

会に貢献できるのかを意識しながら、研究に取り組

んでいます。

学生の声

社会への貢献を
意識するきっかけに

応用化学専攻 修士2年

園原 惇史さん

ビジネスを体感する
産学連携の実践型プログラム

　産学連携のプロジェクト型の実践科目で、プロ

フェッショナルと学生が一緒になって、企業・自治

体が実際に抱えている問題の解決に挑みます。学

生はプロフェッショナルからビジネススキルを学

び、協働を通して仕事の本質を体感することがで

きます。

幅広いジャンルのサークルは
総合大学ならでは

　早稲田大学には文化系からスポーツ系まで幅広

いジャンルのサークルがあり、活発に活動していま

す。公認サークルの数は、約600にも上ります。

私は研究室で音響工学を学んでいる傍ら、大学公認

のオーケストラサークル・早稲田大学交響楽団の幹

事長をしています。早稲田大学はサークル活動も非

常に活発です。そこでさまざまな学部の仲間たちと

出会うことで、授業や研究室だけでは得られない新

たな発見を得ることができました。

学生の声

仲間たちとの出会いが
新たな発見を生む

表現工学科 4年

大木 大夢さん

早稲田大学交響楽団
「ワ セ オケ」の 愛 称 で
親しまれる大学公認の
オーケストラ。団員は
本学学生のみで、総団
員数は約250名。年4
～ 5回の主催公演のほ
か、大学の各種行事における演奏、年20 ～ 30件の依頼演奏も
実施している。海外公演の実績も多数。

コントラバスを演奏する大木さん（手前から2番目）

パソコン通訳による聴覚障がい学生支援

課題解決のため、プロジェクト終了後も
地域活性化に取り組む



　理と工の一体化による先端研究とそれに基づく教
育を行うという早稲田大学理工学部の定評ある伝統
を継承し、基幹理工学部・研究科では、「理」の基盤と
なる数理科学、「工」の基盤となる基礎工学に重点を
置いた教育体制のもと、現代科学技術の基幹を担う
数理、機械、物質、材料、情報、 通信、表現などの専門
分野の教育を行います。幅広い教養の上に理工学の
基礎を修得し、 これをもとに地球規模で考え行動し、
新しい分野に創造的に取り組む意欲と能力を備えた
人材の育成を目指します。

基幹理工学部・研究科
School of / Graduate School of Fundamental Science and Engineering［ ］

早稲田　基幹理工

　基幹理工学部・研究科では、数学、応用数理のような理学の分野から、機械、航空、電

子、情報、通信のような工学分野に加えて、映像やメディアなどを扱う芸術、表現の分野

まで、所属する7つの学科、5つの専攻で専門知識を深く学習すると共に、世界最先端

の研究に触れることができます。それと同時に、「基幹共通科目」や「基幹副専攻制度」

により、専門分野外の幅広い基礎知識を学ぶ機会も与えられています。また、早稲田大

学内の他研究科と教育・研究連携や、海外提携大学への長期留学の推進にも積極的に

取り組んでおり、深く学ぶことも、広く学ぶことも、自由に選択できる多彩な教育プログ

ラムが人気です。

深く学ぶ・広く学ぶ

基幹理工学部長・研究科長からのメッセージ

基幹理工学部長・研究科長
機械科学・航空学科 教授

太田 有
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基幹理工学部の特色 大学院基幹理工学研究科の特色

技術の根幹にある数学をベースとした
基盤技術の教育・研究を展開し、

時代を切り拓き
世界で活躍できる人材を育成。

学部との強力な連携に基づき、
教育・研究を展開。

専門分野を体系的に学び、確実にレベル
アップできるカリキュラム。

　基幹理工学部では、次世代のキー・テクノロジーである物質・材料、エネルギー、航空宇

宙、情報、通信に関する科学技術の基礎と、その根幹にある数学およびこれらをつなぐ応

用数理を中心として教育・研究を展開します。

　その特徴として、2年進級時に志望の専門分野に応じて学科を決定し、3、4年次に研究

室に所属し、研究の楽しさに触れながら、専門分野について基礎から応用までを修得でき

ることが挙げられます。

　また、理工学の幅広い知識と見識を有する優秀な人材を育成するため、自分の専門分

野以外も選択できる「基幹副専攻制度」を設置しています。

　基幹理工学研究科は、数学応用数理、機械科学、電子物理システム学、情報理工・情報通

信、表現工学の5つの専攻からなり、学部・研究科における一貫教育の実践を理念とし、学

部教育と連携したカリキュラムを設置しています。

　また、工学・技術への応用に配慮した体験型学習を取り入れ、産業界との強力な連携を

保ちながら独自の研究・教育を行います。これらの研究・教育の中で、新しい時代に要請さ

れる研究領域を開拓し、先端研究に挑戦する能力を有する人材の養成を目指しています。

基幹理工学部・研究科の教育課程
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大学院 基幹理工学研究科
数学応用数理、機械科学、電子物理システム学、情報理工・情報通信、表現工学の5専攻

学系進学定員 学系Ⅰ
（80名）

学系Ⅱ
（350名）

学系Ⅲ
（120名）

数学科（50名） 50名

応用数理学科（60名） 30名 30名

機械科学・航空学科（140名） 140名

電子物理システム学科（80名） 80名

情報理工学科（80名） 50名 30名

情報通信学科（80名） 50名 30名

表現工学科（60名） 60名

（）内の数字は2年進級時の各学科の定員

副専攻
制度

基幹
共通科目

数学科 応用数理
学科

機械科学・
航空学科

電子物理
システム

学科

情報理工
学科

情報通信
学科

表現工学科

学部・大学院の6年一貫教育 数理科学の基礎と基礎工学を十分習得した上で、専門を学ぶ

大学院

4年

3年

1年

2年 2年生進級時に学科選択
（進級振り分け）

どの学科が自分に合っているか、1年間勉強してから
専門分野を決定

（50） （60） （140） （80） （80） （80） （60）

数学、物理学、情報、語学を中心とした統一カリキュラム 週1時間の学系別専門科目

学系Ⅰ 学系Ⅱ 学系Ⅲ

学系単位で入試を実施



　数学は人類の歴史と共に歩んできた学問であり、非常に高い普遍性と幅広い適用性をもっ

ています。数学における理論はひとたび正しく証明されれば、原理的にすべての人がその正し

さを確かめることができます。また自然科学の分野で時折起こるように一度認められた理論

がより新しい理論の出現によりのちに否定されることは決してなく、数学は最も信頼性の高い

学問であるといえます。数学はそれ自身魅力ある研究テーマとして発展を続けると同時に、あ

らゆる科学研究の理論的基礎となり、技術を支え、自然科学から社会科学に至る人間の文化

全般と関わり続けています。数学科では代数、幾何、解析、応用数学の4分野を教育の柱とし、

単に技術の修得にとどまらず、物事の根源的な構造を見抜き、分析を行う数理的思考力を持つ

学生を育てることを教育の目標としています。

学部学科・大学院専攻／専門分野の概要

数学と聞いて、どんな世界を思い浮かべ

ますか。何を土台として作られた世界で

しょうか。当たり前だと受け入れてきたも

のに疑問を感じたとき、見える世界は大き

く変わります。私にとって数学科は、そん

な疑問に気づかせてくれる、そして欲求の

まま存分に追究することが叶う、最高に

贅沢な場所でした。見たことない数学の

世界、覗いてみませんか。

学生からのメッセージ

　数学科で培われる論理的思考力・数学的分析力

は多くの企業がもとめている能力です。そのため、

情報・通信、金融・保険をはじめとする多業種への

就職実績があります。教職課程を履修し数学（中

学・高校）の教員を目指すこともできます。大学院

に残って数学の研究者を目指す者もいます。

進路の方向性

代数 解析幾何 応用

数学講究 A・B （セミナー）

代数系
選択科目

解析系
選択科目

幾何系
選択科目

応用系
選択科目

応用数理学科
設置科目

数学特別演習 （セミナーの練習）
代数学 B

代数学 C１・C2

幾何学 B1・B2

幾何学 C

測度論

関数解析 A

微分方程式論 A

保険数学

計算機概論

物理数学

確率統計概論

数学基礎論

代数学 A

代数学序論

ベクトル空間と幾何

集合と位相

解析学入門

多変数解析

現代数学演習

基礎の数学・数学 A（線形代数）・数学 B（微分積分学）

学系 1設置科目

基幹理工学部　共通科目

4年

3年

2年

1年

関数論 A・B

修士課程修了者の進路学部卒業者の進路

世界、覗いてみませんか。

数学科4年

潮谷 真奈さん

 数学科／数学応用数理専攻

［ ］基幹理工学部／数学科　大学院 基幹理工学研究科／数学応用数理専攻
Undergraduate Program in Mathematics / Graduate Program in Pure and Applied Mathematics

あらゆる自然科学の基礎を学ぶ
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早稲田　理工　数学科

疑問を出発点に



学部学科・大学院専攻／専門分野の概要

　21世紀は社会構造の大変革の時代であり、工学、自然科学、社会科学の分野で活躍しよう

とする人材には多様な学問的素養が求められています。また、これまでの即戦力養成のための

実践教育だけでは、急速に変化する産業界の技術動向を取り入れ独創的な新技術を創出でき

る人材は育てられません。そのためには理論的な基礎をしっかり身につけた上で応用研究が

できる人材の育成が必須のものとなります。そこで本学科・専攻では、数学を中心とする理学

的素養の修得から始め、それらを工学、自然科学、社会科学の現場に応用するための知識・技

術の獲得ができる教育を目指します。また、現場で遭遇する具体的な問題を掘り下げることで

新しい数学の創造にいたったという例は過去に非常に多く見られます。具体的な現象から新

しい数学を創造できる人材の育成も本学科・専攻の目標です。

応用数理学科の魅力は学べる分野の幅

広さです。数学はもちろん、物理・情報・確

率統計・ことばに至るまで一見数学が関

わらなさそうな分野も学ぶことができま

す。私はこの学科で幅広く学ぶことができ

たので、自分に合っている分野・学びたい

分野などが明確になっていきました。今

は学びたい分野も決まり充実した日々を

送っております。

学生からのメッセージ

　数学と工学に関する基礎教育に時間をかけるた

め、大学院進学を奨励しています。そこで培われた

幅広い知識と深い技術は産業全般に対応可能で

あり、情報・保険・金融・医薬・自動車・電気・電子・機械・

重工・金属・鉄鋼・化学・石油といった軽から重まで

の産業への就職が可能です。また、大学・研究所の

研究者、官公庁や教員への道筋も存在しています。

進路の方向性 修士課程修了者の進路学部卒業者の進路

送っております。

応用数理学科4年

城戸 真弥さん

 応用数理学科／数学応用数理専攻

［ ］基幹理工学部／応用数理学科　大学院 基幹理工学研究科／数学応用数理専攻
Undergraduate Program in Applied Mathematics / Graduate Program in Pure and Applied Mathematics

究め、拓き、創る—はてしない応用数理の環
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早稲田　理工　応用数理学科

本当に学びたいことが
見つかる



　地球環境、エネルギー問題を抱える現代社会においては、環境、エネルギー、情報、生命およ

び安全に関わる理工学の幅広い知識を体系的に理解し、その積極的な活用によって科学技術

のより一層の洗練化と技術革新が希求されています。機械科学・航空学科では、自然科学と工

学を融合した機械科学の基礎的な知識を幅広く修得し、それを積極的に活用することによっ

て問題の発見とそれに対する解決能力を身につけることを教育の目標としています。その上

で，機械科学の諸分野と航空宇宙工学に代表される総合的な理工学分野において、基礎およ

び応用最先端の研究や技術開発へ挑戦することによって、新たな科学的な価値の創造と技術

革新に寄与できる技術者および国際的に活躍できる真の人材を育成し、社会に貢献すること

を目的としています。

学部学科・大学院専攻／専門分野の概要

本学科の特長は、自分と同じような夢を

持つ仲間と一緒に幅広い研究ができるこ

とです。私の研究室のグループは、航空輸

送における斬新なアイデアを募集する国

際的なコンテスト、fly your ideas に出場

し、回転する滑走路を持つ空港の設計に

取り組んでいます。毎日が新鮮であり、充

実した日々を過ごしています。

学生からのメッセージ

　進路は就職と大学院の進学に分かれます。重工・

輸送機器（自動車・鉄道・航空機）、電機、材料（鉄鋼・

金属・繊維）、精密などの多方面にわたる製造業に大

半が就職すると思われます。学部・大学院教育の一

体化にともない、学部卒業生の多くは大学院への進

学を目指し、より専門性の高い研究職やメーカーで

の設計開発エンジニアになる事も可能となります。

進路の方向性 修士課程修了者の進路学部卒業者の進路

機械科学・
航空学科4年

菊池 航世さん

 機械科学・航空学科／機械科学専攻

［ ］基幹理工学部／機械科学・航空学科　大学院 基幹理工学研究科／機械科学専攻
Undergraduate Program in Applied Mechanics and Aerospace Engineering / Graduate Program in Applied Mechanics

力学を軸にさまざまな分野で活躍できる知識・方法を学ぶ
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早稲田　理工　機械科学・航空学科

斬新なアイデアで
世界を切り開く



学部学科・大学院専攻／専門分野の概要

　電子や光を利用するテクノロジーが現在の高度な情報化社会の基盤を支えています。次世

代の豊かな暮らしを支え、より一層高度化させるためには、物理学と電子工学を基礎として、そ

れを、材料物性、半導体工学、光エレクトロニクス、情報工学、ナノテクノロジー、バイオテクノロ

ジーとの間で連携し、システム化することが不可欠です。電子物理システム学科では、物理学と

電子工学を基礎として、原子・分子といったミクロなサイズから手に取ることのできる大きさ

までの各階層で研究を進めています。それは新しい機能を持つ材料や素子の開発に直結しま

す。そして、多様な機能集積システムとなって生活に役立てられます。材料、電気電子、情報通

信、光、生物などを分野分けするのではなく、基礎物理に基づいて21世紀にふさわしい統合的

な学術分野を作り出すことを目指しています。

電子物理システム学科の特徴は、理学と

工学にまたがった幅広い知識を得られる

ことです。私は回路の設計に興味があっ

て本学科を選択しましたが、デバイスの

本質的な理解には量子力学、電磁気学な

どの理学の知識が欠かせないことを実感

しました。また、さまざまな分野から研究

テーマを選択できることも本学科の魅力

の一つだと思います。

学生からのメッセージ

　物理学と電子工学を基礎として電子と光の科学

技術を学習し、それをシステム化できる専門性を

身につけます。電気・自動車・精密機器メーカー、

素材メーカー、情報通信サービスなどへの就職が

見込まれます。より高度で専門的な能力を身につ

けるために大学院修士課程への進学も推奨され

ます。

進路の方向性 修士課程修了者の進路学部卒業者の進路

の一つだと思います。

電子物理
システム学科4年

藤原 亜希子さん

 電子物理システム学科／電子物理システム学専攻

［ ］基幹理工学部／電子物理システム学科　大学院 基幹理工学研究科／電子物理システム学専攻
Undergraduate and Graduate Programs in Electronic and Physical Systems

電子と光を主役とした科学技術で豊かな社会を創ります
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早稲田　理工　電子物理システム学科

幅広い学びから
得られたもの



　ICT（Information and Communication Technology）は21世紀のキーテクノロジー

です。国内外では競争力強化のため、多様なICT技術を習得した優れた人材が求められていま

す。情報理工学科および情報理工・情報通信専攻では、ハードウェア（超高性能・低消費電力コ

ンピュータ等）、ソフトウェア（プログラミング言語、コンパイラ、OS、ソフトウェア工学、コン

ピュータビジョン、アルゴリズム、人工知能等）、ネットワーク（インターネット、マルチメディア、

セキュリティ、ユビキタスネットワーク等）、コンピュータ・ネットワーク応用（クラウド、バイオ

インフォマティクス、情報検索等）などの先端技術の教育・研究を総合的に進め、世界の科学技

術の発展に貢献できる人材を育成します。

学部学科・大学院専攻／専門分野の概要

僕は入学初年度に初めてプログラミング

を経験し、その面白さに魅了されて本学科

に進む決意をしました。ITについてのさま

ざまな授業や企業の方々による講義では

新しい発見が多くあります。また、グルー

プで協力してソフトウェア制作をするな

ど、本学科ならではの貴重な体験や仲間

との高め合いを通して得られる達成感と

充実感はとても魅力的です。

学生からのメッセージ

　学部卒業生の60% ～70%が大学院修士課程

に進学します。主な就職先には、情報通信事業者、

電気機器メーカー、ソフトウェアメーカー、シンク

タンク、国家公務員、金融機関などがあり、また、ベ

ンチャー等新しいビジネスチャンスにも恵まれ、幅

広い分野での活躍が可能です。

進路の方向性 修士課程修了者の進路学部卒業者の進路

充実感はとても魅力的です。

修士課程修了者の進路

情報理工学科4年

追分 滉大さん

 情報理工学科／情報理工・情報通信専攻

［ ］基幹理工学部／情報理工学科　大学院 基幹理工学研究科／情報理工・情報通信専攻
Undergraduate Program in Computer Science and Engineering / Graduate Program in Computer Science and Communications Engineering

世界の科学技術の発展に貢献できる人材の育成
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早稲田　理工　情報理工学科

仲間との協力、
達成感と充実感のある毎日



学部学科・大学院専攻／専門分野の概要

　電車や街中で多くの人がスマートフォンを使っています。スマートフォンとインターネットは、

日常に無くてはならない存在になっています。人々の生活に大きな変革をもたらした情報通

信技術を探求し発展させること、それを担う人材を養成すること、それが情報通信学科／情報

理工・情報通信専攻の使命です。本学科／専攻では、情報通信システムの構成と動作の仕組み、

システムを構成する上での原理／原則、情報通信サービスを構築するアプリケーション技術、

システムの動作を可能にする物理法則を知識として身につけ、それらを活用する能力を養い

ます。さらに大学院では学部で養った能力を活用し、情報通信技術の発展に貢献できる能力

を身につけます。本学科／専攻ではまたグローバルに活躍できる人材を育成することを目指

し、一部の授業や研究では英語による指導が行われます。

私は、より豊かな情報サービスの実現を

目指し、通信技術に加え、画像・音情報処

理といったメディア・コンテンツ技術を学

んでいます。電波暗室で実際のアンテナ

を用いて行う無線通信実験等、充実した

実習環境で理解を深めることができるの

も本学科の魅力です。特に、画像認識の実

験を通し、精度を上げ実用化に至ること

の難しさを実感しました。

学生からのメッセージ

　情報通信学科に所属している研究室からのこれ

までの学部卒業生は、その6割が大学院修士課程

に進学しています。主な就職先は、通信・放送キャ

リア、電機・情報機器メーカー、情報通信サービス

業者、コンサルティング業者、などとなっています。

進路の方向性 修士課程修了者の進路学部卒業者の進路

情報通信学科4年

岡野 真由子さん

 情報通信学科／情報理工・情報通信専攻

［ ］基幹理工学部／情報通信学科　大学院 基幹理工学研究科／情報理工・情報通信専攻
Undergraduate Program in Communications and Computer Engineering / Graduate Program in Computer Science and Communications Engineering

スマートフォンとインターネット：通信ネットワークを科学する
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早稲田　理工　情報通信学科

私たちの生活をより豊かにする
情報サービスの実現



　近年のメディア技術の発達により新たな文化・産業の創出が期待されていますが、一方でそ

れに伴う諸問題、例えばコンテンツの質的低下、量的乱造や、人間の感性、生体への不適合など

が顕在化しています。それらの問題を解決するためには、科学技術を介した生体の諸特性、感

性やコミュニケーションの理解や表象研究の深化が必要です。表現工学科では、このような認

識に基づき、科学技術と芸術表現の融合による新たな社会ニーズヘの対応と価値、夢の創造へ

挑戦していくことのできる人材の養成、学問領域の確立を目的としています。また表現工学専

攻は、それらの融合領域からしか生まれ得ない表現形態の模索に挑戦し、新たな学術領域を

切り開くことをその理念として設立されました。学部と大学院修士課程の一貫した教育研究

体制を取り、教育・研究活動を推進しています。

学部学科・大学院専攻／専門分野の概要

私は中国から来た留学生です。表現工学

科では、ものづくりやプログラミングをし

てエンジニアのように過ごしながら、写真

を撮ったり、映画を作ったりと芸術家のよ

うな生活も体験できました。今は人工知

能の研究室に入っていますが、芸術に関し

ての経験も大切だと感じています。自分

のやりたいこと、本学科でいろいろと体験

して、はっきりとしました。

学生からのメッセージ

　科学・技術を理解し、その意味を問い、新しい価

値および芸術概念に挑戦するような複合的メディ

アの表現者（インターメディア芸術系）、表現・コ

ミュニケーション科学技術を開発する人材（イン

ターメディア工学系）、科学技術、表現者および生活

者を結ぶ人材（メディアマネージメント系）を養成

します。

進路の方向性 修士課程修了者の進路学部卒業者の進路

して、はっきりとしました。

表現工学科4年

孟 恬伊さん

 表現工学科／表現工学専攻

［ ］基幹理工学部／表現工学科　大学院 基幹理工学研究科／表現工学専攻
Undergraduate and Graduate Programs in Intermedia Art and Science

芸術表現と科学技術を融合する、理工学の新たな領域
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早稲田　理工　表現工学科

科学と芸術から
自分の学びたい物を探そう
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　各学科・専攻は、さらに専門分野ごとに、教員と学生（大学院生、学部生）が一つのグ

ループとなって日々の研究活動に取り組む「研究室」に分かれています。学部3 ～ 4

年次になると研究室に所属し、教員からアドバイスを受けたり、先輩・後輩と切磋琢磨

したりしながら、自らの専門をじっくりと追求していくことができます。

研究室とは？

大学院生より 　大学院生は後輩たちの一番身近な相談役です。テーマを深めたり、論理性

を磨いたり、手法に悩んだり。そんな場面で、一緒に考え、アドバイスします。

特に同じ研究班の後輩とは親密にやり取りをしながら研究を進めますね。

総合機械工学専攻修士2年 

菅野研究室

小林彩乃さん

　研究の主題は「人と共存できるロボットの実現」

です。家庭、福祉、オフィスなどのあらゆる場面で人

を支援できるロボットを作るためには、きわめ

て広い学問分野と技術が必要になります。

最も重要なことはロボットの身体を設計・製

作することです。これは菅野研が所属する機

械工学分野の得意とするところです。そこに、知能

を実現する情報学やコンピュータ、人を理解する心

理学や医学などを、研究室メンバー全員で探求し

組み込み、世界先端のオリジナルなロボットシステ

ムとして結実させます。それは多くの刺激に満ちた

「ものづくり」なのです。

研究室紹介

総合機械工学科 
教授

菅野 重樹

人間共存ロボット
TWENDY-ONE

　研究の主題は「人と共存できるロボットの実現」

です。家庭、福祉、オフィスなどのあらゆる場面で人

を支援できるロボットを作るためには、きわめ

械工学分野の得意とするところです。そこに、知能

を実現する情報学やコンピュータ、人を理解する心

理学や医学などを、研究室メンバー全員で探求し

組み込み、世界先端のオリジナルなロボットシステ

ムとして結実させます。それは多くの刺激に満ちた

学部生　森さんの1日

4年次は卒業研究が主体。
週に2コマ、大学院講義科目を
先取り履修している。

これまでの「学校」とは違う！ 学生主体の研究活動
　大学4年生になり研究活動がスタートして、私が最初に抱いた印象は、「研究室」という場は今
までの「学校」とは全く違うところなのだ、というものでした。
　研究室生活では、教室に座って先生の授業をただ受けるということはなくなり、教授や講師の
方々と一緒になって頻繁にディベートをするようになります。つまり、先生からの教えを一方的に
乞うだけの立場ではなくなり、教授陣と対等な一人の「研究者」として扱われるようになるという
ことです。それは同時に、研究課題をクリアする方法について自分の発想を展開していくことが
求められる、ということでもあります。
　研究室では、研究者としての自覚と責任を持って、自ら筋道を構築していかなければなりませ
ん。言い換えれば、テーマや手法などすべてを自分で決め、自由に研究していける、ということで
す。自分にしかできない、オリジナルな研究活動をしてみたいと思いませんか？

ロボットが人にもっと受け入れてもらえるよう
に、「便利で信頼できるロボット」ってどんなもの
だろう、ということを考えたり実験したりしてい
ます。

総合機械工学科4年 菅野研究室

森 大河さん

に、「便利で信頼できるロボット」ってどんなもの
だろう、ということを考えたり実験したりしてい
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9:00　起床

9:00-10:00　朝食・支度

10:00-11:00
通学

11:00-13:00　研究活動

13:00-14:00　昼食休憩

14:00-17:00
研究活動・ミーティング

17:00-18:00　帰宅

18:00-21:00　趣味・アルバイト

22:00-24:00
就寝準備

24:00
就寝

21:00-22:00　夕食

友人と雑談中

総合機械工学科 菅野研究室研究室ってどんなところ？



　創造理工学部は、多様な人間の価値に基づく豊か
さを創造するために、「人間の活動」を支援し、「地球
環境」に調和する空間・装置・コミュニティ創出技術
および環境システム技術に関する実践的教育と先導
的研究を展開します。
　創造理工学部は、この理念を源とし、特色ある分野
の自律と発展を図りつつ、理工系連携と異分野融合
による新教育・研究体制および新学問領域を創成し、
海外とのプロジェクト連携を強化して国際性の高い
人材教育と研究を実施します。

創造理工学部・研究科
School of / Graduate School of Creative Science and Engineering［ ］

早稲田　創造理工

　「創造」という言葉には、未知への好奇心、情熱、夢・希望、新しい世界といった前向き

の心躍る響きがあります。人は常に創造し続けることで未来を描き、強い生命力を発揮

できるのです。この「創造」を冠した創造理工学部・研究科は、創り、そして造り、さらに

作り続ける知の集団です。いつも新しい何かを追い求めています。夢の世界は、実行力

のある若い創造理工の諸君によって現実のものとなり、社会をけん引するさまざまな

技術が生み出されていきます。あらゆる実学を網羅している早稲田の創造理工で、真の

「創造」の喜びを共に楽しもうではありませんか。

創造する喜び

創造理工学部長・研究科長からのメッセージ

創造理工学部長・研究科長
総合機械工学科 教授

菅野 重樹
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創造理工学部の特色 大学院創造理工学研究科の特色

社会を変えられる「実学」の展開により、
真に豊かな社会の創造に貢献できる

人材を育成します

　創造理工学部では、「人間」「生活」「環境」という３つのキーワードに関連する社会の

諸問題に対し、科学技術の観点から解決策を提供し、多様で豊かな社会を創造すること

を目指しています。そのため建築やエンジニアリング、環境や社会基盤、社会システムに関

連する５学科が連携して教育・研究活動を展開しています。また１年次より専門教育を開

始し、社会の具体的な課題に取り組む実践的な実験や演習を通じ、グローバルに活躍す

る技術者・研究者を育成しています。

　多様な人間の価値観に基づく豊かな社会を創造するため、社会が直面するさまざまな

課題を断片的ではなく、総合的な視野を持って解決できる科学技術者を育成しています。

そのため、学部での学びを基盤としたより高度な専門科目と共に、高度なコミュニケー

ション能力や人文・社会学的教養の修得にも力を注いでいます。また、産業界や自治体、

国際機関との共同研究に学生が参加できる機会を提供することで、即戦力となる人材を

育成しています。

高度な知識と幅広い教養を備え、
社会の諸問題を解決できる
科学技術者を育成します

社
会
文
化
領
域

技
術
者
倫
理

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
能
力

人
文
・
社
会
学
的
教
養

建築学科　建築学専攻

「身近な空間デザインで人々を幸せに」

経営システム工学科　経営システム工学専攻・経営デザイン専攻

「仕組みとシステムで社会をより良く」

総合機械工学科　総合機械工学専攻

「新しい機械で世界を変える」

社会環境工学科　建設工学専攻

「災害に強く、環境と調和した社会を築く」

環境資源工学科　地球・環境資源理工学専攻

「環境や資源の問題解決から人類を救う」

　創造理工学部では、他学科・他

分野の学生と協働し、課題解決

に取り組むスキルを修得する科

目として、一年次に創造理工リテ

ラシー（必修科目）、二年次に共

創ワークショップ演習（選択科

目）を設けています。共創ワーク

ショップ演習では、本学OB・OG

や協力企業と連携し、企業から講

師を招いて社会と直結した課題

を設定し、ワークショップ形式で

課題解決の方法を考えます。

学科横断型授業
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　本学科・専攻を一貫する6年間の教育課程は日本初のUNESCO/UIAによる国際水準同等

性の認定を受けています。同課程は以下の2分野で構成されます。

建築芸術分野：建築史は各時代の建築と土地・生活・社会・技術の連関を学び、保存再生活用

も手がけます。建築計画は実践的な設計演習を中心に、国内外で活躍する建築家や建築企画

者を養成します。都市計画はフィールドワークを基礎に、都市デザインから市民参加のまちづ

くりまで実践的に研究します。

建築工学分野：環境工学は、建築設備、建築環境、都市環境、防災工学の研究により、環境エネ

ルギー問題への対応を目指します。建築構造は、構造解析、構造設計、装置開発により、安全な

建築物を実現する理論や技術を研究します。建築生産は材料、構法、施工技術の開発や生産管

理などの実務に直結する課題を研究します。

学部学科・大学院専攻／専門分野の概要

私は現在意匠系の研究室に所属し、歴史

と空間の研究をしています。早稲田建築

では、図面の引き方や建築論の他に、文化

や絵画、哲学など幅広い思想を学ぶため、

それが自身の製図や設計における柔軟な

発想の萌芽につながっていると感じます。

また強い建築観を持った学生たちと切磋

琢磨しながら課題に取り組む環境も早稲

田の魅力の一つだと思います。

学生からのメッセージ

　学部・大学院（修士）の6年一貫カリキュラムの

もと、学部学生の約7割が大学院へ進学していま

す。修士課程修了者の進路は、建設、設計、不動産、

広告、交通、公務員、証券など多彩です。博士課程へ

の進学者も増加しています。

進路の方向性 修士課程修了者の進路学部卒業者の進路

建築学科4年

真木 友哉さん

 建築学科／建築学専攻

［ ］創造理工学部／建築学科　大学院 創造理工学研究科／建築学専攻
Undergraduate and Graduate Programs in Architecture

豊かな人間生活を支える芸術と技術の総合を学ぶ
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早稲田　理工　建築学科

早稲田建築で学ぶこと。
柔軟で強い芯。



学部学科・大学院専攻／専門分野の概要

　学部・大学院教育の一体化にともない、

学部卒業生の多くは大学院に進学し、より

専門性の高い研究職や製造業における設

計開発エンジニアになることも可能となり

ます。就職先は、自動車、重工、プラント、精

密機器、鉄鋼、運輸、その他サービス業など

多岐にわたっています。

進路の方向性 修士課程修了者の進路学部卒業者の進路

総合機械工学科4年

上本 詩織さん

 総合機械工学科／総合機械工学専攻

［ ］創造理工学部／総合機械工学科　大学院 創造理工学研究科／総合機械工学専攻
Undergraduate and Graduate Programs in Modern Mechanical Engineering

理工学的センスと論理的思考力を身につける

31

早稲田　理工　総合機械工学科

　機械工学の最先端分野である「医療福祉」「ロボティクス」「環境・エネルギー」「流体・シミュ

レーション」「デザイン」「インタフェース」という6つのフィールドを設置しています。従来の

機械工学分野における知識に加え、これら6つのフィールドでの研究活動を通じて、新しい学

術・産業分野で活躍できる創造的な研究者、エンジニア、プロジェクトリーダー、コーディネー

ターなどの育成を目指します。Project Based Learning（PBL）というプロジェクト創出型

のユニークな実習授業を通じて、創造力を養成します。

医療分野において、理論研究だけに留ま

らず臨床で使用される段階まで自ら開発

を行い、具体的な形にしたいとの思いか

ら本学科を志望しました。機械工学はさ

まざまな分野に通じており、実際に手を

動かしてものづくりの楽しさを味わいな

がら知識の幅を広げられる点が魅力だと

思います。今後は工学的な視点から再生

医療に携わっていきたいです。

学生からのメッセージ

工学の視点から医療を考える



　生産・物流・交通・情報通信・サービスなど、社会基盤となるシステムを設計・開発・改善・維

持運用する技術が経営システム工学です。現代社会において、これらシステムはグローバル化、

巨大複雑化し、その存立には経営システム工学が不可欠です。本学科では、これらシステムの

構成要素である人・物・設備・お金・情報の有効活用とベストミックスのための、課題発見、定式

化、解決に関する専門知識・技術について、最先端の研究と教育を行っています。当学科は、日

本国内における同分野の先駆け的な学科であり、経営システムをデザインできる人材を多数

輩出し、多様な業界や分野で卒業生達が活躍しています。また社会の期待に応えるべく、「経営

システム工学専攻」と「経営デザイン専攻」の2つの大学院専攻が設置されており、希望する

領域で専門性を高めることができます。

学部学科・大学院専攻／専門分野の概要

社会を支えているシステムを数理的に学

べる、というところに惹かれてこの学科を

選びました。実際、経シスでは、統計学や

数理的なモデリングを用いて、金融や生

産・物流、情報通信などのさまざまなシス

テムについて学ぶことができます。広い領

域のことを知ることができるので、自分の

視野を広げられ、柔軟な将来選択ができ

るところが魅力的です。

学生からのメッセージ

　学部卒業生の約半数が大学院に進学します。産

業横断技術である当学科の人材は、社会の各方面

で必要とされており、製造、情報通信、流通・運輸、

サービス、金融・保険、コンサルティングなど、多彩

な業界で卒業生が活躍しています。最近では、大規

模データの分析も手掛けるデータサイエンス分野

で活躍する卒業生の存在感も増しています。

進路の方向性 学部卒業者の進路 修士課程修了者の進路

経営システム工学科4年

増尾 彩夏さん

 経営システム工学科／経営システム工学専攻

［ ］創造理工学部／経営システム工学科　大学院 創造理工学研究科／経営システム工学専攻
Undergraduate and Graduate Programs in Industrial and Management Systems Engineering

信頼できる社会のシステムをデザインしマネジメントする
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早稲田　理工　経営システム工学科

たくさん学んで
視野を広げられる！



　社会環境工学は、地球的視点から、社会環境の向上、生活環境の安全・安心、自然環境の保全

を工学的に取り扱う学問です。英語でCivil and Environmental Engineeringと言うように

市民生活と自然環境とが密接に関係し合った工学です。安全で文化的な生活を送るために必

要な社会基盤の整備、自然と協調した生活の実現を、技術者倫理に基づいて実践する専門家の

育成を社会環境工学科は目指しています。具体的には橋やトンネル、河川などの計画・設計・建

設・維持管理のための技術、地震や津波といった災害に対応する技術、水質や土壌の改善など

の環境保全、また魅力ある都市や地域の計画・デザインを学びます。建設工学専攻においては、

社会環境工学と同様のコンセプトのもとで、より一層専門性を深めた研究を進めます。

学部学科・大学院専攻／専門分野の概要

授業や実験で学ぶ土木の技術や考え方

はどれも私達の暮らしを陰で確実に支え

ており、日々の生活やまちの中でそれを

実感できる所に面白さを感じています。

時には現場見学会や第一線で活躍する

方々のお話からリアルな社会基盤整備に

ついて知る機会も。自然と向き合い、より

良い生活を実現するためのさまざまな方

法を幅広く学べるのが魅力の学科です。

学生からのメッセージ

　例年学部卒業生の4 ～ 6割が大学院に進学しま

す。就職先については社会環境工学・建設工学の幅

の広さを反映して、近年ますます多様化しています。

とはいえ、中心となるのは、公務員、鉄道・道路、エネ

ルギーや通信、建設関係といった、まちづくりや社会

基盤をつくる仕事です。さらにITや金融などのソフ

ト分野から社会を支える仕事につく人もいます。

進路の方向性 学部卒業者の進路 修士課程修了者の進路

法を幅広く学べるのが魅力の学科です。

社会環境工学科4年

宮路 将人さん

 社会環境工学科／建設工学専攻

［ ］創造理工学部／社会環境工学科　大学院 創造理工学研究科／建設工学専攻
Undergraduate and Graduate Programs in Civil and Environmental Engineering

環境と人々の活動が調和した社会基盤の充実に向けて
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早稲田　理工　社会環境工学科

自然と向き合い、人々の生活を
確かに支える工学の魅力



学部学科・大学院専攻／専門分野の概要

　本学科／専攻卒業生は、金属、セラミックス、石油、

鉱業、機械、電気、化学、食品などの各種製造業や、情

報通信、建設、商社、官公庁、各種行政法人、運輸など

さまざまな分野で活躍しています。学部卒業生の約

7割が大学院に進学しており、修士課程修了者では石

油・エネルギー関連企業への就職が多く、最近では環

境・リサイクル関連企業への就職が増えています。

進路の方向性 学部卒業者の進路 修士課程修了者の進路

環境資源工学科4年

鈴木 綾さん

 環境資源工学科／地球・環境資源理工学専攻

［ ］創造理工学部／環境資源工学科　大学院 創造理工学研究科／地球・環境資源理工学専攻
Undergraduate Program in Resources and Environmental Engineering / Graduate Program in Earth Science, Resources and Environmental Engineering

資源循環型社会の構築と地球環境保全を目指して
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早稲田　理工　環境資源工学科

　本学科は、環境保全工学、資源循環工学、素材プロセス工学、開発環境工学、地殻情報工学、

資源科学の6つの専門分野で構成されています。大学院では岩石学と地質学が加わり、地球

科学を基礎としたグローバルな視点から資源・環境・エネルギー問題を教育・研究します。そ

の対象は、地球・太陽系物質循環、資源形成過程解析、石像文化財保全などの理学分野、資源の

探査・開発、未利用鉱物資源の利用技術、環境調和型素材、環境調和型リサイクリング、廃棄物

の適正管理・処分、環境低負荷型エネルギー開発、地域・地球大気環境の汚染実態、環境およ

び健康リスク評価、自然災害とその予測・防災などの工学分野など多岐にわたっています。こ

うした幅広い知識や経験を総合することにより、現実の環境調和・資源循環に関する新たな問

題を発見し、それらを解決する能力を養います。

私は紫外線で物質を分解できる光触媒

に関心があり、この分野の研究ができる

環境資源工学科を目指しました。本学科

では環境問題とエネルギー・資源問題と

いう一見相反関係にある問題を同時解決

できるように、これらを総合的に学んでい

ます。私は今後、工場などの建物内におけ

る空気浄化を光触媒により行う研究に携

わっていきたいと考えています。

学生からのメッセージ

二兎追うものが二兎を得る



事業経営リーダー育成・企業経営者の講義・ビジネス模擬体験・社会人学生との切磋琢磨：

これからの事業経営には、日本の競争力の源泉である「モノづくり」を基盤に、先端技術を基

礎とする新事業開発、経営環境の変化への素早い対応力／構築力が必要です。そのために、

「製品・サービスの開発、サプライチェーンの構築・運営等の価値創造プロセスの理解」などに

ついて、アカデミックな背景を有する教員と企業経営経験豊富な教員による「問題発見／解

決の能力向上を狙ったケース演習・ビジネスを疑似体験」を中心とした“理論・実践”融合教育、

研究指導を行います。社会人学生と一緒の講義も魅力です。

大学院専攻／専門分野の概要

　世界トップレベルのエンジニアに求められる教養を提供すべく設置された創造理工学部

独自の、5学科の基盤となる組織です。人文社会科学系の教員が担当し、情報の発信・受信双

方に感性の高い人材の育成を目指しています。

リベラル・アーツ教育：社会や生活に大きな影響を及ぼす力を秘めた科学や技術を扱う理工

系出身者には、豊かな人間性や高い見識、的確な判断力が求められています。そこで本領域

では、理工3学部を対象とした語学・教養関連の教育研究を通して、理工系出身者が備えるべ

き幅広い教養や知識を提供しています。 

社会文化領域コース：各専門学科から毎年3年次に若干名の学生を受け入れ、少人数の演習

および卒業論文の指導を行うコースです。卒業生のおおよそ3分の2が就職し、残りが学内外

の文科系・ 理科系の大学院に進学しています。
※社会文化領域コースへの進入には条件があります。

領域の概要

［ ］大学院 創造理工学研究科／経営デザイン専攻
Graduate Program in Business Design and Management［ ］創造理工学部／社会文化領域

Division of Socio-Cultural Studies

　経営デザイン専攻で学ぶ経営工学は、事

業経営に欠かせない専門性を持つため、

業種を問わずさまざまな企業から希求さ

れています。図のように、メーカー、IT構築

運用、コンサルティング、商社、コンテンツ・

教育、金融と幅広い分野に進んでいます。

進路の方向性

 経営デザイン専攻 社会文化領域

ねりあげた教育システムで、
価値創造産業のリーダーを育てる

人文社会科学的素養をもった
理工系人材の育成を目指して

早稲田　理工　社会文化領域
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修士課程修了者の進路

早稲田　理工　経営デザイン専攻



　自然科学を基礎として、最先端の理学・工学・医学の融合領域まで、
世界最高水準の研究・教育および社会への実践的な貢献を実行する
先進的な学部・大学院です。
　低学年時には各学科の基礎となる学問体系を着実に修得すると共
に、高学年・大学院では学科・専攻の壁を越えた最新の学術分野にお
ける知識を修得し、各自の可能性にチャレンジしながら、幅広い分野で
リーダーとして世界的に活躍できる研究者・技術者を養成します。
　「ナノマテリアル」、「システムインテグレーション・ロボティクス」、「エ
ネルギー・環境」、「創薬科学」、「医工学」、「High QOL エンジニアリン
グ」、「遺伝子機能と情報」、「細胞機能：計測と制御」などの研究領域へ
の人材輩出を目指します。

先進理工学部・研究科
School of / Graduate School of Advanced Science and Engineering［ ］

　先進理工学部・研究科は、多様な学問領域において真理の探究から社会実装まで

を網羅する6学科と、学際型専攻や他大学との共同専攻なども含む11の専攻で構成

されています。先進理工では、「教育」と「研究」が切れ目なく密に統合されているこ

とが最大の特長です。学部の早い段階から専門科目が設置され、大学院進学内定者

への大学院科目先取り履修制度、国内外での大学院生の研究成果発表の推奨など、

先進的な科学技術領域で真に活躍できる人材育成を目指した教育研究活動が、学

部・大学院を通じて展開されています。早稲田大学には充実した奨学金制度が整備

されていますが、これに加え、先進理工独自の奨学金の充実にも力を入れています。

「研究」と「教育」とが密接にかかわる
先進の場で挑戦しよう！

先進理工学部長・研究科長からのメッセージ

先進理工学部長・研究科長
電気・情報生命工学科 教授

若尾 真治

早稲田　先進理工
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先進理工学部の特色 大学院先進理工学研究科の特色

「物質」「生命」「システム」を
キーワードに最先端の研究を展開。

新たな価値の創造へ貢献する人材の育成

　先進理工学部では、自然科学を基礎として「物質」「生命」「システム」をキーワードに

先進的な研究・教育を展開します。具体的には、1年次から学科ごとに専門分野を学習し、

それぞれの分野のスペシャリストに成長するための基礎知識をしっかりと身につけます。

　一方、学部共通のカリキュラムで専門知識の修得を支える基礎学力を徹底して養いま

す。学部入試は、学科毎の募集ですが、理科科目選択パターンが同じであれば、第2志望学

科の選択が可能です。

　先進理工学研究科では、社会的貢献と新たな学問領域の開拓を目的に、物理学及応用

物理学、化学・生命化学、応用化学、生命医科学、電気・情報生命、生命理工学、ナノ理工学

の専攻を設置しています。最高水準の研究拠点として、最先端テクノロジーやエンジニア

リングの開発、新物質の創製など高度な研究を推進するとともに、国際的な大学院として

の地位の確立を目指しています。さらに、2010年より３つの共同専攻を、2014年には、

一貫制博士課程の先進理工学専攻を設置しました。

国内外の研究をリードする教員とともに、
世界の研究拠点として

新しい科学技術の創生を目指す

先進理工学部・研究科の教育課程

3理工学部共通の基盤

充実した基礎科目・実験
（物理、化学、生命科学、数学、情報）

徹底した語学教育
（スキルとしての技術英語）

教養教育の重視
（倫理、知財、技術政策など）

大学院 学際型を含む
先進的な大学院専攻

物理学及応用物理学専攻、化学・生命化学専攻、応用化学専攻、生命医科学専攻、
電気・情報生命専攻、生命理工学専攻、ナノ理工学専攻、共同先端生命医科学専攻、
共同先進健康科学専攻、共同原子力専攻、先進理工学専攻

学部 特色ある学科専門教育
プログラム、カリキュラム

物理学科、応用物理学科、化学・生命化学科
応用化学科、生命医科学科、電気・情報生命工学科

最先端の研究領域
素粒子・宇宙 ケミカル・バイオサイエンス光・量子エレクトロニクス 有機・無機デバイス

持続可能社会 細胞・組織工学エネルギーネクスト 疾患生物学 情報科学
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　物理学は自然現象を理論と実験の両面から研究し、現象の本質を見通すとともに普遍的な

法則を探ろうとする学問です。本学科は、ミクロからマクロに至るあらゆる階層の自然現象を

理解するために不可欠な物理法則に関する研究・教育を行っています。応用物理学科とは教育・

研究の両面にわたって密接な協力関係にあり、理学から工学までの広範な教育・研究の機会を

提供しています。大学院では、物理学と応用物理学は一つの選考にまとめられ、現代物理学の

重要な課題とその工学的応用の研究および現代の先端技術の基礎的研究を行います。研究分

野としては、素粒子・宇宙物理学、物性物理学、生物物理学の3分野を柱として、現代物理学の

重要な課題に取り組んでいます。応用物理学科に掲載されている研究を行うことも可能です

し、学術的な研究も行っています。

学部学科・大学院専攻／専門分野の概要

物理を基礎からしっかりと学びたいと思

い物理学科を選びました。物理学のカ

バーする幅広い分野の講義や友人との議

論など、充実した大学生活を送っていま

す。研究したいことがはっきりとしている

人が学びを深めるだけでなく、物理のど

の分野に興味があるかわからない人も自

然と自分の方向性が見えるような環境が

この学科の魅力だと思います。

学生からのメッセージ

　本学科の卒業生の約8割が大学院へ進学しま

す。修士課程修了性の約1割が博士課程に進学しま

す。2016年度の物理応物専攻では、20名の博士

学位取得者が誕生しました。卒業生の進路は、通

信・情報・電気、機械など多岐にわたっています。就

職した人の多かった企業は年によって異なります。

進路の方向性 学部卒業者の進路 修士課程修了者の進路

物理学科4年

山岸 奏実さん

 物理学科／物理学及応用物理学専攻

［ ］先進理工学部／物理学科　大学院 先進理工学研究科／物理学及応用物理学専攻
Undergraduate Program in Physics / Graduate Program in Pure and Applied Physics

素粒子・宇宙から生物までの自然現象を解明する
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早稲田　理工　物理学科

物理学と向き合う学科



学部学科・大学院専攻／専門分野の概要

　応用物理学科は、物理学を基礎として、理学から工学にわたる幅広い分野をカバーする特色

ある学科です。物理学は自然の基本原理を追究する学問です。応用物理学科は、最新の物理学

を駆使して時代を切り拓く科学技術を創造する人材の育成を目的としています。既存技術の

維持だけでは、大変革時代の諸問題を解決することはできません。常識にとらわれない着想

を論理的に発展させてはじめて独創的な技術が生まれます。また、新しい技術は基礎研究の

発展を促す原動力になります。これは、理学の成果を工学へ応用し、逆に実問題を通して根本

原理を振り返るという理工学の精神そのものであり、その意味で、本学科は最も理工学部らし

い学科と言えるでしょう。大学院は物理学科と共通の物理学及応用物理学専攻で組織されて

おり、さらに幅広い研究分野を選択することができます。

応用物理学科では物理現象の解明、物理

学の技術への応用といった、物理学の理

学と工学の両面を広く学びます。私は物

理で扱われる数学を研究する数理物理の

分野に進みますが、さまざまな分野に興

味を持つ友人たちと学び、物理学が扱う

分野の広さにいつも驚かされています。

高校で学ぶ物理よりもずっと広大な世界

が皆さんを待っていますよ！

学生からのメッセージ

　卒業生の約8割が大学院へ進学します。修士課

程修了後には、約1～ 2割が博士課程に進学しま

す。多くの卒業生が、企業や国公立の研究機関、大

学などで研究活動を行っています。2016年度は

20人の博士が誕生しました。究極の研究者を志す

もよし、物理学を武器に企業で活躍するもよし。い

かなる将来ビジョンにも対応可能です。

進路の方向性 学部卒業者の進路 修士課程修了者の進路

が皆さんを待っていますよ！

応用物理学科4年

香川 渓一郎さん

 応用物理学科／物理学及応用物理学専攻

［ ］先進理工学部／応用物理学科　大学院 先進理工学研究科／物理学及応用物理学専攻
Undergraduate Program in Applied Physics / Graduate Program in Pure and Applied Physics

次世代技術の芽と新しい物理をつくる
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広大無辺な「理工学」の学び



　「化学」は物質の合成、物質の機能を分子レベルで追及する学問であり、数多くの化学製品を

生みだし近代社会の発展と人類の福祉に大いに貢献してきました。21世紀の「化学」には、地

球環境への影響を考慮した上で世の中の役に立つ物質を作り出す高度な技術が求められま

す。これを実現するためには、従来の知識や技術を踏襲するだけではなく、物質世界を解明す

る新たな方法論の確立とそれに基づく新しい技術の開発が不可欠です。化学・生命化学科／

専攻では、先進社会の発展を支える基礎学問としての「化学」を体系的に教育するカリキュラ

ムを提供し、化学的な基礎力を多様な分野において使いこなす柔軟な思考力と豊かな創造力

を養う教育を行います。そして先端的な研究教育プログラムを通じて、現代社会の安定と発展

に貢献する卓越した人材を育てます。

学部学科・大学院専攻／専門分野の概要

小学生の時に行った実験をきっかけに化

学に興味をもち、化学について本格的に学

べる化学・生命化学科に進学しました。化

学の幅広い部門を網羅し、さまざまな授業

や実験を通して化学の奥深さを実感でき

るのが、この学科の大きな魅力です。今後

は専門的な知識をさらに深め、化合物の新

しい合成経路を見つける研究に取り組み

たいと考えています。

学生からのメッセージ

　学部生の大部分は大学院に進学します。修士修

了生の約1～2割が博士課程に進学します。卒業生

は、医薬・製薬、化学・食品、電気・機械、情報・通信

等多岐にわたっています。多くの卒業生が、企業や

大学で研究者として活躍しています。

進路の方向性 学部卒業者の進路 修士課程修了者の進路

主な就職先： 旭化成、キヤノン、JXエネルギー、武田薬品工業、 
富士フイルム、ブリジストン、三菱化学など

しい合成経路を見つける研究に取り組み

たいと考えています。

化学・生命化学科4年

小野田 早穂子さん

 化学・生命化学科／化学・生命化学専攻

［ ］先進理工学部／化学・生命化学科　大学院 先進理工学研究科／化学・生命化学専攻
Undergraduate and Graduate Programs in Chemistry and Biochemistry

原子・分子レベルで見た先端的機能性物質の創造
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早稲田　理工　化学・生命化学科

多種多様な化合物の
合成経路の解明を目指して



学部学科・大学院専攻／専門分野の概要

　応用化学科・応用化学専攻では、「役立つ化学」と「役立てる化学」のために、驚異に満ちた

化学の世界を楽しみながら最先端の研究を進めています。化学は物質の変化を扱う学問です

から、その変化の仕方（反応）や変化を調べる方法（分析法）を熟知すれば、新しい反応を見つ

け、新しい物質を新しい方法で創りだすことができます。学部の4年間では、知識や実験技術

の習得と、その関連知識を柔軟に使いこなす応用力を養います。また、大学院・修士課程では、

問題を発見し解決する能力を養い、研究者として自立できる実践力を身に付けます。さらに博

士後期課程では、研究グループを率いることができるリーダー化学者としての能力を養いま

す。1917年創立以来100年の間に8,000名余の有為な卒業生を産官学に送りだし、多様な

研究分野から社会へ貢献しています。

高校時代から化学が大好きで、人々の生

活に役立つような化学を学びたいと思い

応用化学科を志望しました。特殊な実験

装置や種々の薬品たちに実際に触れ合う

機会は多く、先生方の熱意あふれる講義

とあわせて、化学に親しむことができま

す。将来は、教育の現場で化学の有用性や

面白さを次世代に伝え、未来を担う化学

者の卵を育てたいと思います。

学生からのメッセージ

　応用化学科・応用化学専攻では学部・大学院一

貫教育を基本としています。例年、学部卒の8～ 9

割が大学院に進学し、さらに修士修了生の1～2割

が博士後期課程に進学して博士（工学）を取得し

ます。卒業生の大部分は研究者として先端化学の

研究開発に当たるか、技術者として広く生産に携

わる分野で活躍しています。

進路の方向性 学部卒業者の進路 修士課程修了者の進路

者の卵を育てたいと思います。

応用化学科4年

宇田川 裕多郎さん

 応用化学科／応用化学専攻

［ ］先進理工学部／応用化学科　大学院 先進理工学研究科／応用化学専攻
Undergraduate and Graduate Programs in Applied Chemistry

役立つ化学・役立てる化学
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化学への熱意が高まる
最高の環境



　生命医科学科・専攻は、早稲田大学における生命科学の教育と研究の中核を担っています。

生命医科学は、疾病や傷害の対策、少子高齢化や食の安全などさまざまな問題に対して、理工

学の基礎と最新の医学知識を積み重ねながら最先端の予防・診断・治療技術を開発して、健康

寿命の延伸と充実した生活を実現するための学問です。学部・大学院の6年一貫教育を基本と

して、アカデミア・企業・官公庁においても活躍する、グローバルリーダーの育成に取り組んで

います。学部4年間で、生命医科学の基礎知識を系統立てて学びかつ、複雑な生命現象を理解

するための基礎的な実験手技を身につけます。修士課程では、多様な学問分野の真の融合を

目指し開かれた研究施設で、新しい視点から独創的で実学的な研究に取り組みます。さらに、

世界をけん引する研究者を目指す博士後期課程へと続きます。

学部学科・大学院専攻／専門分野の概要

私は医療分野に興味があり当学科を志望

しました。当学科の最大の魅力は、あらゆ

る専門の学生がオープンラボで互いに刺

激を受け学べることです。新たな視点に

日々感動し、ますます生命医科学の奥深

さに惹きつけられます。将来は先端医療

に携わる新たな研究にチャレンジしたい

です。

学生からのメッセージ

　本学科は2011年3月に初めて卒業生を出し、以

降ほとんどの学生が大学院に進学しています。学科

と同時にスタートした修士課程からは博士課程進

学者、および製薬・医療機器系（臨床試験関連も含

む）、化学・化粧品系、バイオ・食品系、IT・機械系など

広い分野の企業や官公庁に進み活躍しています。

進路の方向性 修士課程修了者の進路学部卒業者の進路

生命医科学科4年

末松 良隆さん

 生命医科学科／生命医科学専攻

［ ］先進理工学部／生命医科学科　大学院 先進理工学研究科／生命医科学専攻
Undergraduate and Graduate Programs in Life Science and Medical Bioscience

病気のメカニズムを理解して予防・診断・治療方法の開発を担う
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早稲田　理工　生命医科学科

理工と生命医科学の融合で見える
新たな未来へ



学部学科・大学院専攻／専門分野の概要

　今、時代を支えている基盤分野には、生命科学、環境エネルギー、ナノテクノロジー、情報通

信があります。これらの分野はいくつもの科学技術が密接に絡みあい、相互に高めあって発展

しています。こうした傾向は今後、ますます加速するでしょう。本学科・専攻は上記各領域を深

く極めるテーマだけでなく、これらの分野を融合したテーマにも挑戦しています。学ぶ目標が

はっきりと見えている人にも、これから学びたいことを探し始める人にも、複数の領域が立体

的におりなす教育プログラムは、先端研究との出会いをさまざまな角度から可能にしていま

す。皆さんの夢を実現するために、異なる分野の最先端で活躍する21名の教授陣がお手伝い

します。学部から大学院への進学や就職における推薦制度も充実しており、医・薬・理・工にわ

たり、卒業生が活躍する場は無限に広がっています。

この学科は電気も情報も生命もその最

先端を学べる他にないユニークな特徴が

あります。このように分野を広げ学べるこ

とは将来の選択肢を広くし、さらに自分

の視野を広げ、将来必ず役に立つと思い

受験しました。実際に、さまざまな分野の

授業の話が関連し合うことに気づかされ

日々面白いなと感じます。将来はこうした

経験を生かした研究がしたいです。

学生からのメッセージ

　学部卒業生の約7割が大学院修士課程に進学

し、修了後は電気・情報通信、電力・エネルギー関連、

化学・医薬・医療機器、バイオテクノロジー、マスメ

ディア・放送、鉄道、航空、商社、教育・研究など多岐

にわたる分野で活躍しています。さらに進んだ研究

者を目指す人は、博士後期課程に進学します。進路

は、国内外の大学や企業の研究所などです。

進路の方向性

電気・情報
生命工学科2年

一色 梨衣さん

学部卒業者の進路 修士課程修了者の進路

 電気・情報生命工学科／電気・情報生命専攻

［ ］先進理工学部／電気・情報生命工学科　大学院 先進理工学研究科／電気・情報生命専攻
Undergraduate and Graduate Programs in Electrical Engineering and Bioscience

21世紀を担う最先端テクノロジーを極める
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早稲田　理工　電気・情報生命工学科

分野の融合という
規格にとらわれない面白さ



　本専攻は、学際型専攻という新しいタイプの専攻で、“バイオ”をキーワードとして、いろいろ

な学科からこの大学院に推薦や一般の入試で入学することができます。多くの研究室は、東京

女子医科大学との研究教育連携施設（TWIns）にあり、研究がしやすい環境が整っています。

教育・生物出身者は生物・生命分野、創造理工の総合機械出身者は機械工学分野といった、そ

れぞれの学科での基礎教育を受けてから入学しています。その異なった学問を修得した学生

群が、大学院で集学的な教育を受けることで、高度な専門能力と視野の広い、修士号、博士号

をもつ次世代リーダーが輩出されます。

　本専攻は「ナノ基礎物性」「ナノケミストリー」「ナノエレクトロニクス」の３分野で構成され、

物理・化学・電気の学際領域の人材を、最先端の研究環境で育成しています。本学は世界に先

駆けて「ナノ」を標榜し、COE（センター・オブ・エクセレンス）研究拠点設置を背景に充実した

研究・教育の環境を整えてきました。すでに本専攻の修士修了者は、電気・情報通信、自動車、

精密機器、化学、バイオ産業など広範な分野で活躍しています。博士課程でも外国人留学生を

含め多くの学生を擁しています。現在、多くの企業がナノ・ライフ関連事業への展開を進めてお

り、人材ニーズはますます拡大しています。

大学院専攻／専門分野の概要 大学院専攻／専門分野の概要

［ ］大学院 先進理工学研究科／生命理工学専攻
Graduate Program in Integrative Bioscience and Biomedical Engineering ［ ］大学院 先進理工学研究科／ナノ理工学専攻

Graduate Program in Nanoscience and Nanoengineering

　バイオ・ヒューマンサイエンス産業で

は、多様な職種の需要が国際的に拡大

し、視野の広い人材が求められています。

また、教育・研究機関への就業機会も増

えています。本専攻では、理・工・医を共

存させた新しい概念の研究教育環境を

提供しており、国際的視野をもつ博士後

期課程修了者を期待する社会からの要

請にも応えています。

進路の方向性 修士課程修了者の進路

　本専攻の修士修了者の多くが、電気・

情報通信関連、精密機器、自動車、化学産

業などの幅広い分野で活躍しています。

また、本専攻の博士課程に他大学や企業

から進学される方が増えています。現在、

多くの企業がナノテクノロジー、ライフサ

イエンス関連事業への展開を図ってお

り、人材ニーズはますます大きな広がり

を見せています。

進路の方向性 修士課程修了者の進路

 生命理工学専攻  ナノ理工学専攻

世界レベルに挑戦する理・工・医が
融合した新学際領域専攻

豊かなくらしのために新しい学問領域を
開拓し新産業創出に貢献

早稲田　理工　生命理工学専攻 早稲田　理工　ナノ理工学専攻
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　世界最高水準の医薬品・医療機器を国民に提供し、その産業を日本の成長戦略として医療イ

ノベーションを強力に推進する中で、革新的医療技術と人と社会との新たな関係を構築するた

めの評価・予測・決断科学である「医療レギュラトリーサイエンス」の確立が重要課題となって

います。2008年に東京女子医科大学と早大は医理工融合による研究教育施設（通称TWIns）

を設立し、多くの研究成果をあげるとともに、本専攻では、自然科学と人文社会科学を融合した

「医療レギュラトリーサイエンス」を学んだリーダーを養成しており、2013年3月には第一期生

9名の博士（生命医科学）を輩出し、現在までに36名の博士号取得者がおります。

　本共同専攻は、国内初の国立（東京農工大学）と私立（早稲田大学）との連携による共同大

学院です。世界でグローバル化が急速に進展している今日、理系の大学院教育において養成

される人材は、国際的に通用する研究開発力と多視点により学問領域を超えたリーダーとし

ての総合力を有することが求められています。本共同専攻においては、理学・工学・農学の領

域融合型で先端的な教育により、産業界で高く評価される教育実現に向けて、多様な課題に

対する解決・探究能力を発揮しうる人材の育成を主眼とし、豊かな教養と広い国際感覚およ

び高い倫理観を有する人材を養成することを教育理念としています。

大学院専攻／専門分野の概要 大学院専攻／専門分野の概要

［ ］大学院 先進理工学研究科／共同先端生命医科学専攻
Cooperative Major in Advanced Biomedical Sciences ［ ］大学院 先進理工学研究科／共同先進健康科学専攻

Cooperative Major in Advanced Health Science

　今まですべて社会人入学で、産官学の出身割合は、官（含、医薬品医療機器総合機構）12％、

学（含、病院）23％、企業55％（含、ベンチャー企業9％）です。異なる視点経験を有する者が

集い、アンケート調査では、博士学位取得後、医療レギュラトリーサイエンスの専門家として活

躍し、仕事の展開、人脈形成、自己実現の3点で変化があります。

進路の方向性

　本共同専攻では、理学・工学・農学の領域融合型で先端的な大学院教育により、多様な課題に

解決能力と探究能力発揮しうる人材の育成を主眼とし、豊かな教養と広い国際感覚および高い

倫理観を有する人材を養成することを目指しています。医薬・食・環境・ヘルスケア関連の企業

の研究部門はもとより、大学・研究機関への就職を推進します。

進路の方向性

 共同先端生命医科学専攻  共同先進健康科学専攻

世界で活躍する医療レギュラトリー
サイエンスのリーダーの養成

国内初の国立大学と私立大学との
連携による共同大学院

早稲田　理工　共同先端生命医科学専攻 早稲田　理工　共同先進健康科学専攻
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　エネルギー安全保障問題そして福島第一原子力発電所事故を踏まえて、原子力発電と新た

なエネルギー利用と放射線利用としての加速器・放射線応用に従事する幅広い専門的な知識

を有する人材の育成が、本専攻の目的です。本専攻の特色は、以下の2つです。

幅広い分野の知識を習得できる教育プログラム：幅広い分野の教員による系統的な学習、時

代に即した関連分野知識の修得、基礎知識を身につけるための教育プログラムを構成してい

ます。

倫理感のある即戦力として活躍できる人材育成：企業や研究機

関と連携をとり、現場での実習を取り入れ、即戦力となる人材

育成を目指します。加えて、徹底した研究倫理教育を行います。

　世界が抱える問題が複雑化・高度化する中、豊かな教養と専門性を併せ持ち国際的視野か

らのリーダーシップを発揮できる人材が求められています。この要請に応えるべく、修士課程

と博士課程を区分しない5年一貫制の本専攻を2014年に開設しました。物理、化学、生命科

学、電気・電子に跨る横断的な教育に

加えて、国内外でのインターンシップ

や共同研究実習、文理融合教育など

を通して、産官学連携のもと、これか

らの博士人材に求められる、深い「専

門力」、大局的に将来や社会課題を見

渡せる広い視野「俯瞰力」、そして新し

い領域や国際的な舞台へ果敢に挑戦

する意欲や志「進取力」を養います。

大学院専攻／専門分野の概要 大学院専攻／専門分野の概要

［ ］大学院 先進理工学研究科／共同原子力専攻
Cooperative Major in Nuclear Energy ［ ］大学院 先進理工学研究科／先進理工学専攻

Graduate Program in Advanced Science and Engineering

　本専攻ではエネルギーや環境保全、健康医療などの課題を解決する担い手として、科学技術

に関わる卓越した専門能力と国際的な舞台でリーダーとして活躍できる実行力をあわせ持っ

た理工系博士人材の養成を目指しています。修了後は60～70%が産業界に就職する見込み

となっており、分野は材料からデバイス、システムまで多岐にわたっています。

進路の方向性

 共同原子力専攻  先進理工学専攻

グリーンエネルギーの創生
大学教育と原子力産業の架け橋を目指して

５年一貫制のカリキュラムで
グローバルに活躍する博士人材を養成

早稲田　理工　共同原子力専攻 早稲田　理工　先進理工学専攻

　本専攻では、原子力に関する教育研究を行い、新エ

ネルギー創生を担う人材育成を行います。トップレベ

ルの専門家の指導のもと、原子力学、加速器理工学を

中心とした分野の教育、研究を行います。原子力が有

する特性上、技術面のみならず、安全面、倫理面、リス

ク管理の指導にも力を入れ、技術的にも人間的にも

高い能力を有する人材を育成します。

進路の方向性 修士課程修了者の進路
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研究科／専門分野の概要 研究科／専門分野の概要

　本研究科は、アジアにおける知の発信拠点を目指し、世界を舞台に活躍できる高度な研究

者・技術者の育成と研究開発を推進しています。情報通信、計算知能、言語・メディア情報、メカ

トロニクス、光、経営情報などICT分野を網羅する「情報アーキテクチャ分野」、開発から材料・

組立・製造・計測・制御・診断・物流・経営までモノ造りに不可欠な領域をカバーする「生産シス

テム分野」、最先端LSIの設計・検証と次世代応用システムまで、ハード／ソフト両面から研究

する「集積システム分野」の3分野を研究領域としています。また、留学生が数多く国際性豊か

な環境も特徴です。

　環境・エネルギー研究科は、「学問領域統合型アプローチによる対応」、「現場・現物・現実主

義での実践」、「4つの市民（産官民学）の共創による展開」、「大学の主体性・自律性を堅持した

社会との協働」、「社会のための技術・手法の開発・提案・実践」の5つの基本コンセプトのもと、

「知の創造・伝達・実現」に関するさまざまな活動を展開しています。

　研究指導は専任教員10名、客員教員1名が担当していますが、授業科目は社会科学系研究

科の教員も多数担当しています。学内外の文系学部、社会人、留学生も多数入学しており、多様

な背景を持った学生が活発な活動を展開しています。

［ ］大学院 情報生産システム研究科
Graduate School of Information, Production and Systems ［ ］大学院 環境・エネルギー研究科

Graduate School of Environment and Energy Engineering

　本研究科では、環境・エネルギー問題に

高い見識を持ち、実践的・戦略的な行動・活

動のできる人材の育成を目指しています。

修士課程修了生は、さまざまな分野にそれ

ぞれの活躍の場を定めており、とくに自動

車関連企業、機械・電気関連企業、エネル

ギー関連企業に就職する割合が高くなっ

ています。

進路の方向性

　本研究科は、国際的に活躍できる人材の

育成を目指しており、修了生は情報、電気・

電子、機械などの分野でグローバルに活躍

しています。就職先としては、電気機器メー

カー、情報・通信 業界に加え、カーエレクト

ロニクスコース、インテリジェントカー・ロ

ボティクスコース開講後は自動車関連メー

カーも増加しています。

進路の方向性 修士課程修了者の進路 修士課程修了者の進路

 情報生産システム研究科  環境・エネルギー研究科

アジアおよび世界への
知の発信拠点を目指して

環境・エネルギーに関わる
持続可能性の実現を目指して
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早稲田　理工　情報生産システム研究科 早稲田　理工　環境・エネルギー研究科



　理工学術院Webサイトで公

開中の動画『映像エッセイ～

ただの理工じゃつまらない』

では、4人の学生が登場し、日

夜、理 工 系 の 研 究に励む 彼・

彼女たちがどんなことを考え

ているのか、理工系の研究を

通じて見えた世界観、その頭

の中に広がる未来のビジョン

を語っています。ぜひご覧く

ださい。

『映像エッセイ
～ただの理工じゃつまらない』公開中

発行：2017年6月

※本誌に掲載されている学生の所属・学年は、すべて取材時のものです。
 西早稲田キャンパス

［理工学術院統合事務所］
〒169-8555　東京都新宿区大久保3-4-1
TEL 03-5286-3808　FAX 03-5286-3500
e-mail：info@sci.waseda.ac.jp

https://www.waseda.jp/fsci/about/brochure/URL

キャンパス周辺図

基幹理工学部・研究科 創造理工学部・研究科
先進理工学部・研究科

早稲田大学 理工学術院 https://www.waseda.jp/fsci/

●東京メトロ副都心線 西早稲田駅下車　出口3より直結

●JR山手線
●東京メトロ東西線 高田馬場駅下車　徒歩15分
●西武新宿線

●JR山手線 新大久保駅下車　徒歩12分
●都営地下鉄大江戸線 東新宿駅下車　徒歩15分

都バス

●（池86）池袋駅東口-渋谷駅東口
●（早77）新宿駅西口-早稲田 早大理工前下車　徒歩3分
●（高71）高田馬場駅前-九段下

※先端生命医科学センター（TWIns）へは、（高71）系統の都バスを
　ご利用ください。（東京女子医大前下車　徒歩2分）

至池袋 至所沢
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