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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.

1882	 東京専門学校創立

1902	 早稲田大学と改称

1908	 日本最初の理工科として
	 機械科、電気科設置

1949	 国立大学よりも2年早く
	 新制大学に移行

1951	 新制早稲田大学に
	 大学院修士課程設置

1967	 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

2007	 基幹理工、創造理工、先進理工の
	 3学部・3研究科体制に
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2008	 理工創設100周年

2009	 理工学術院に3つの
	 独立研究科を包摂

2010	 国際コース設置

2018	 新英語学位プログラム開始

2032	 早稲田大学創立150周年

理工学術院へようこそ。 

理工学術院には、基幹、 創造、先進の3つの理工学部があり、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奮闘しています。 

各学部の魅力はぜひ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、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の人とも瞬時に会えたら」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。 

世界最先端の科学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

竹内	淳

理工学術院長
応用物理学科 教授
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　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。

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

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。



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

基礎から専門までを
無理なく学習

学部カリキュラムの
特徴
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　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、「複合領域科目、外国語科目」（A群）、「数学、

自然科学、実験・実習・制作、情報関連科目」（B群）、「専門

教育科目」（C群）、「保健体育科目、自主挑戦科目」（D群）

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。



　理工学術院は、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。2018年度には、英語で学び学位を取得で

きるプログラムを刷新しました。学内の英語学習サポートや、

多彩な海外留学プログラムを活用すれば、語学力の向上は

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が身につきます。

2年秋からアメリカでの交換留学に挑戦し、アイオワ州立大学で現

地の学生と肩を並べて、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

基幹理工学部
情報理工学科 4年
田島 有紗さん

理工系英語を
授業で学ぶ

研究室で留学生と
日常的な
コミュ二ケーション

短期留学
交換留学

国際学会で英語による
プレゼンテーション

世界で活躍する
理工系

グローバル
人材に!!
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海外留学
早稲田大学では、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。

2017年度より返済不要の学内奨学金「予約採用型　早稲田

の栄光奨学金」も設置され、経済的支援を見込んだ留学計画

を立てることが可能です。

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ています。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。

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

早稲田　留学センター

世界を感じる環境で
理工系グローバル人材に

英語教育／
海外留学
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　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、充実させてき

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。

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活かした
盤石なサポート体制

学部・学科の枠を超えて使える共通機器・装置が充実していま

す。共通化することにより機器・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教育支援体制

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

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



8:00
起床

8:00〜 9:00
朝食

9:00〜 10:00
通学

10:00〜 12:00
課題・�
アルバイト

12:00〜 13:00
昼食

13:00〜 17:00
授業・実験

17:00〜 21:00
部活

21:00〜 22:00
帰宅

22:00〜 23:00
夕食

23:00〜 24:00
課題

24:00〜 25:00
就寝準備

25:00
就寝

とある1日の
time schedule
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Q1	学科・研究室で学んでいることを教えてください。

　機械工学の基本となる材料力学や流体力学、熱力学、力学

を学び、3年次から配属されたゼミでは制御工学やプログラミ

ングなどを学んでいます。制御工学は乗り物の乗り心地や安

全性を高める上で不可欠であり、日常生活に特に溶け込んだ

技術であることが魅力です。

Q2		特徴的な学習方法（実験やフィールドワークなど）に

	 ついて教えてください。

　水位制御の実験では、高さが約5ｍもある大きな装置を

使って水槽に流れ込む水量を制御します。長いはしごを上って

水位目盛を読み取る時は少し怖いですが、楽しさも感じます。

Q3	先輩や教員からの指導、仲間との協力は学習で

	 どのように役立っていますか。

　ゼミでは、学生一人ひとりに常に問題に対する「考え」を持

つことが求められ、ゼミ生同士での意見交換の場を先生が設

けてくださるため、主体的に考え行

動する力が身に付きます。先輩との

つながりも大変深く、分からない箇

所があれば親身に教えてくれます。

Q4	今後の目標を教えてください。

　研究室に配属され、新しい環境で

の日々が始まります。環境に優しいエ

ネルギーシステムの研究を通して、持

続可能な未来を構築する一助となる

ことができればと思います。

OFF
課外活動の私

ON
学業の私

理工学術院で学ぶ学生の生活の様子を紹介します。

Q1		課外活動で力を入れていることは

	 何ですか。

　高校生の時からマーチングをした

いと思っていたので、応援部への入

部を決めました。学業との両立は時

に大変に思うこともありますが、日々

早稲田スポーツを応援する喜びや、

楽器を演奏する楽しさ、充実感を持っ

て取り組んでいます。部活動のある休

日には、両親をスポーツ応援に招待す

ることもあります。スクールカラーのえんじ色に染まった客席

で家族と味わう「早稲田スポーツ」の一体感は格別です。

Q2		課外活動から学んだことは何ですか。

　人と人とのつながりの大切さです。大学界隈の人々は大変

温かく、部活動では広報ポスターをお店に貼っていただくこと

などを通して活動を応援してくださいました。先輩や同期との

つながりも強く、さまざまな面で私を助けてくださいました。

勉強はもちろん、課外活動にも積極的に取り組むことで得られ

るものは非常に大きいです。

Q3	大学生活の中で気付いたことがあれば教えてください。

　大学は高校までとは異なり、驚くほど自由です。始めはその

大きな変化に戸惑い、足踏みしてしまうこともあるかもしれ

ません。しかしながら一歩前に踏み出せば、さまざまな知的

好奇心を満たしてくれる環境が待っています。ぜひ皆さんも

さまざまなことに果敢に挑戦し、主体的に学ぶ喜びを感じて

ください。

Campus Life
機械科学・航空学科	3年

和田	瑛里花さんの Campus Life基幹理工学部・研究科01

水槽の水位制御をする実験

東京六大学野球の
応援にて



4:00
起床

4:00〜 4:30
支度、朝食

4:30〜 5:00
通勤

5:00〜 9:00
アルバイト

9:00〜 10:40
通学

10:40〜 12:10
授業

12:10〜 13:00
昼食

13:00〜 14:00
友人と雑談

14:00〜 16:00
研究

16:00〜 18:00
意見交換

18:00〜 19:00
友人と雑談

19:00〜 20:30
帰宅

20:30〜 22:00
夕食、�
就寝準備

22:00〜 23:00
趣味

23:00
就寝

とある1日の
time schedule
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OFF
課外活動の私

ON
学業の私

Q1			課外活動で力を入れていることは何ですか。

　昨年まで早稲田大学文化推進学生アドバイザーという組織

に所属していました。早稲田文化をより充実させることを目的

としたイベントの企画や運営などが主な活動です。早稲田の

文化をはじめ、日本舞踊やギリシャ文化にも触れることができ

ました。また、普段は友人と雑談をしたりテニスをしたりして過

ごすことが多いです。博物館や劇場などの文化施設に行くこと

もあります。最近では学会などで海外に行く機会が増えたの

で、英語に触れることのできる課外活動を行ってみたいです。

Q2	課外活動から学んだことは何ですか。

　早稲田大学文化推進学生アドバイザーとして、どのようなイベ

ントを企画すれば学生の文化に対する関心を高められるか、仲

間と議論を重ねたことは良い経験になりました。また、演劇の題

材となった本を読む、日本芸能を初めて見るといったさまざまな

体験を通して、自分が知らなかったことを新しく知ることの楽し

さを改めて感じることができました。

Q3		大学生活の中で気付いたことが

	 あれば教えてください。

　大学は、自分が興味のあることを

とことんやらせてくれる場だと思い

ます。高校生の時は「受験勉強のた

めにあれもこれもやらないといけ

ない」という状況でしたが、大学には

「自分でこれをやりたい！」と思ったら、

それにとことん向き合える環境がそ

ろっています。

Q1		研究室で現在学んでいる

	 ことを教えてください。

　研究室では、スマートフォンの街歩

きアプリケーションを用いた都市空

間に関する研究を行っています。このアプリ

を用いてコンテンツを作成したり、さまざま

なログデータを分析することで、ユーザーの

行動法則や、店舗、観光資源を訪れる人の特

徴などを分析することができます。

Q2	特徴的な学習方法（実験やフィールドワークなど）に

	 ついて教えてください。

　街歩きアプリケーションの開発には、そのコンテンツとなる

フィールド（観光地や商店街など）での実地調査が必須となり

ます。その際、地域の方々とお話しする中で、新しい発見やアプ

リケーションの改善点などが見えてきます。

Q3	先輩や教員からの指導、仲間との協力は学習で

	 どのように役立っていますか。

　先輩や先生とともにさまざまな視点から議論しあうことで、

新しい発見が生まれました。また、研究の一環として街歩きア

プリケーションを使用したイベントを実施した時には、イベン

トを共に運営してくれる仲間の大切さを実感しました。

Q4		今後の目標を教えてください。

　最近は外国人でも利用できる街歩きアプリケーションを開

発しています。外国人がより快適に過ごせるような情報提供、街

づくりに貢献できるような研究を行ってみたいと思っています。

経営システム工学専攻
修士1年

家入	祐也さんの
Campus Life創造理工学部・研究科02

学会発表で訪れた
海外にて

学会発表の様子



とある1日の
time schedule
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7:30
起床

7:30〜 9:00
朝食・支度

10:00〜 10:30
通学

10:30〜 12:00
授業

12:00〜 13:00
昼食

13:00〜 16:30
授業

16:30〜 18:00
友人と雑談・
勉強会など
気分転換

18:00〜 19:30
夕食

19:30〜 21:00
勉強

21:00〜 21:30
帰宅

21:30〜 22:30
就寝準備

22:30
就寝

OFF
課外活動の私

ON
学業の私

Q1			課外活動で力を入れている

	 ことは何ですか。

　2年生までは学内で自由なも

のづくりができる「ものづくり工

房」の利用推進プロジェクトメン

バーとして、多くの学生に工房を

使ってもらうためのイベントなど

を企画していました。今でも時々

工房で陶芸をしており、箸置きや

急須などを作っています。他にも、

私は中国からの留学生なので、日本の文化を学ぶために、三味

線のサークルで長唄三味線にも取り組みました。長唄や歌舞

伎を通じて、日本文化への理解が深まったと思います。

Q2	課外活動から学んだことは何ですか。

　一番は「自分で考えて行動する」ということです。特に、町の

掃除や地域のイベントの手伝いなどのボランティア活動では、

現場に行っても自分で動かないと何もやることがありません。

最初の頃は、勝手に何かやったら迷惑ではないかと不安でし

たが、自分に何ができるか、何ができないかを判断して、自分か

ら行動できるようになりました。

Q3	大学生活の中で気付いたことがあれば教えてください。

　大学では、高校までと違って「何をしたいのか」「どういう目

標を持つのか」を自分で決めなくてはなりません。1年生の頃

からいろいろな活動に参加したり、他の人と話したりする中で、

やりたいことが見えてきました。自分で考えて積極的に行動す

ることが大切だと感じています。

Q1	学科・研究室で学んでいることを教えてください。

　力学、電磁気学、熱・統計力学や量子力学など、物理学の基

本法則を本格的に学びました。そして、それらに必要となる微

分方程式、複素関数論やフーリエ解析なども修得しました。

Q2		特徴的な学習方法（実験やフィールドワークなど）に

	 ついて教えてください。

　分からないことがあると学生読書室（図書室）でいろいろ

な教科書を手にとって勉強しました。解決すると達成感があり

ます。また、友人たちと一緒に勉強し、互いに分からないところ

を議論すれば、難しい問題でも楽しく解けるようになります。

Q3	先輩や教員からの指導、仲間との協力は

	 学習でどのように役立っていますか。

　一人で悩んで分からない時には、先生や友人に質問したり相

談したりします。答えだけではなく、答えに至る過程も大切な

ので、参考になる本をアドバイスしてもらったりします。

Q4		今後の目標を教えてください。

　春からいよいよ研究室に所属して宇宙物理学に関わる卒業

研究に取り組みます。それに向けて一般相対論やそれに関連

する幾何学を勉強してい

ます。重力理論に関心が

あり、それに関わる研究に

取り組みたいと考えていま

す。大学院にも進学して本

格的に研究に取り組みたい

です。

物理学科	3年

郭	凱華さんの先進理工学部・研究科03 Campus Life

学業の合間に
陶芸で息抜き

他大学の数物系学生とのゼミの様子



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。

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

焼きたてパンなど、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・物理ほか）	

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
悩みに先輩や若手教員らが対応。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

11
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※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。

就職状況（2017年3月卒業・修了者）

大学院進学 72.5%

就職 25.2%

その他 2.3%

修士課程
修了者の
進路

博士後期課程進学 6.6%

就職 89.9%

その他 3.5%

進路

竹中工務店勤務

山口 智世さん
創造理工学研究科 
建築学専攻（修士課程） 
2015年修了

interv iew

　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。

学部
卒業者の
進路

―現在、どんな仕事をされていますか。

　竹中工務店で、建築防災計画の設計に携わっ
ています。災害時に多くの人々が利用するアリー
ナや劇場からどのように人が避難できるかをシ
ミュレーションして、実際の建物の設計に生か
し、災害時にも安心して利用できる建物の実現
を目指しています。さらに3DのVRを用いること
で、一般のお客さまにも、火災時や地震時に、建
物がどのような状況になるのか、建物の安全性
やリスクがより分かりやすくなるような可視化
ツールの開発にも取り組んでいます。

―在学中の専攻分野は何でしたか。

　創造理工学部建築学科に入学し、学部4年生から
は長谷見雄二研究室に所属して建築防災を専攻しま
した。幼いころから理科の実験、美術や絵を描くこと
が好きで、将来は工学的な知識を生かしたものづくり
に関わりたいと考えていました。そこで工学とデザイ
ンの両方に関われる分野として、建築学科を選びまし
た。建築学科で学んでいくうちに、当時研究が始まっ
たばかりの大規模木造建築に興味を持ち、世界的に
も最先端を行く長谷見研究室に入りました。

―なぜ早稲田大学を選んだのでしょうか。

　早稲田大学の建築学科には、吉阪隆正先生や村野藤
吾先生など多くの著名な建築家が輩出された歴史があ
り、私もそこで学びたいと思ったからです。授業では、今
まさに社会で活躍している建築家が教鞭を取っていま
す。講義のほか、設計課題を通して、建築の最先端を学
べると考えたからです。また、第二外国語で中国語を学
んでいた縁で、上海万博の訪問団として大学から訪中す
る機会を得ることができました。自分の興味次第で、専
攻分野だけでなく、幅広い交流ができる環境が整って
いることも早稲田の魅力の一つです。

―	地元を離れ、大学生活を
	 東京で過ごしたことで得られたことは
	 ありましたか。

　同級生には地方出身者も多く、私も高校の
卒業を機に、名古屋から進学しました。東京は
首都であり、世界との距離も近く、グローバル
にチャレンジできる土壌があると感じます。2
年生のときにUIA（世界建築会議）が東京で開
催され、友人と共に学生コンペに応募して銅賞
をいただき自信につながりました。また、多く
の企業の本社がある東京は、就職活動にも有
益だと思います。東京を拠点に勤務していま
すが、出身地の名古屋城大天守閣の復元プロ
ジェクトにも関わることもできています。
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早稲田大学の卒業生による同窓会組織を「稲門会」といいます。稲門会は卒業年次によるものばかりでなく、地域・職域ごとなどさまざまな種

類のものがあります。国内外で1,300を超える稲門会が活動しており、母校・早稲田大学を中心としたネットワークを形成しています。理工学

術院においても学科・専攻、学問分野ごとの卒業生団体が存在し、会員相互の親睦や現役学生の支援などの活動を行っています。

理工学術院の主な卒業生団体…	数学会、機友会、電気工学会（EWE）、材料工学会、稲門建築会、経営システム工学会、稲土会、環境資源工学会、
	 物理会、応用物理会、稲化会、応用化学会　など

卒業後も続く母校とのつながり「稲門会」

国土交通省学校
キャラバンにて、

小学生に
防災VRをPR

―	就職活動で役に立った大学の制度や
	 サポートはありましたか。

　大学主催の就活セミナーは、文系・理系問わず多種多様な
会社を短期間で知ることができるので、就活の範囲を絞るス
タートとして効率的だと思います。私はそこで興味を持った会
社と連絡を取り、実際に職業体験をした上で、自分のやりたい
仕事について考えることができました。別の会社に行くことに
なっても、社会人になってつながりができることもあり、多くの
業種を知っておくことは卒業後にも役立つと思います。

―	理工学術院での学びが仕事に生きていると
	 感じるのはどんなときでしょうか。

　3年生までは、専攻の建築だけでなく理工に関す
る基礎的な知識を学べます。建築では関連がないと
思っていた熱力学の知識や、プログラミングの知識
など、ずっと後になってつながることもあります。
　4年生からの研究室では、実験から現象や原因を
探究する力、そこから分かったことを次の実験へ生
かす計画力を培うことができました。先生や仲間と
議論を交わすことも多く、刺激的な環境で学ぶこと
ができて、今の私の力になっていると感じています。

―	影響を受けた人物はいますか。

　研究室の指導教員である長谷見雄二先生です。大規模木
造建築の実現の他にも、現代社会のさまざまな防災的課題
に取り組んでおられます。
　建築の分野は、建物を建てるだけではなく、使っている
人々、住んでいる人々の生活をより良くし、安全を守る役目
を担っています。建築を考えることは、そのまま社会を考え
ることにつながっていくことを教えていただきました。
　今後も社会人としてこのことを忘れずに業務や研究に生
かしていきたいと思います。

―	社会人になって「早稲田」のつながりから
	 受けた影響はありますか。

　学友の中には、自ら起業したり、海外で働いた
りという人たちもいて、卒業後も異なる環境で
お互い刺激し合える関係にあると思います。思
わぬところで出身大学が早稲田大学だと知り、
コミュニケーションができることもあります。
理系はもちろん文系にも多くの校友を持ってい
るところは、早稲田大学の強みだと思います。

―	今後の目標は何でしょうか。

　3Dの防災可視化ツールの開発の一環
として、小学校に出張して防災VRのPR活
動（国土交通省学校キャラバン）も行って
います。今後も、最先端の技術を通して、
建設業の魅力を伝えていく活動にも取
り組んでいきたいと考えています。
　また、日々の業務を行いながら、社会
人ドクターとして長谷見研究室に通い、
高層木造ビルの設計法を研究していま
す。設計法だけでなく、コスト・生産・流通
の面でも、大規模木造建築のハードルが
下げられるように目指していきたいです。

―	現在の仕事をしようと考えられたのは
	 いつ頃からでしょうか。

　研究室での大規模木造建築の研究を通して、卒業後の進路を
考えるようになりました。大規模木造建築は、その活用が広く期
待されていますが、それ自体が可燃物であるため、防災上のジレ
ンマを抱えています。研究室では、木質部材の燃焼性状を研究し、
大規模木造建築の設計法の開発に取り組んできました。社会に
は、これら以外にも建築に関わる多様な安全性へのリスクが存在
します。研究への取り組みを通して、卒業後は専門を生かしつつ、
さらに広い防災設計に関わりたいと感じるようになりました。
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早稲田大学 理工学術院

学
部

School of Advanced Science and Engineering
     先進理工学部 P.40

◦物理学科� P.42

◦応用物理学科� P.43

◦化学・生命化学科� P.44

◦応用化学科� P.45

◦生命医科学科� P.46

◦電気・情報生命工学科� P.47

School of Fundamental Science and Engineering
基幹理工学部 P.22

◦数学科� P.24

◦応用数理学科� P.25

◦機械科学・航空学科� P.26

◦電子物理システム学科� P.27

◦情報理工学科� P.28

◦情報通信学科� P.29

◦表現工学科� P.30

School of Creative Science and Engineering
創造理工学部 P.32

◦建築学科� P.34

◦総合機械工学科� P.35

◦経営システム工学科� P.36

◦社会環境工学科� P.37

◦環境資源工学科� P.38

◦社会文化領域� P.39

Graduate School of Advanced Science and 
Engineering

     先進理工学研究科 P.40

◦物理学及応用物理学専攻� P.42

◦化学・生命化学専攻� P.44

◦応用化学専攻� P.45

◦生命医科学専攻� P.46

◦電気・情報生命専攻� P.47

◦生命理工学専攻� P.48

◦ナノ理工学専攻� P.48

◦共同先端生命医科学専攻� P.49

◦共同先進健康科学専攻� P.49

◦共同原子力専攻� P.50

◦先進理工学専攻� P.50

大
学
院

Graduate School of Information, Production and Systems
情報生産システム研究科  P.51

Graduate School of Environment and Energy Engineering
環境・エネルギー研究科  P.51

Graduate School of Fundamental Science and 
Engineering

基幹理工学研究科 P.22

◦数学応用数理専攻� P.24

◦機械科学専攻� P.26

◦電子物理システム学専攻� P.27

◦情報理工・情報通信専攻� P.28

◦表現工学専攻� P.30

◦�材料科学専攻※� P.31 
※2019年4月新設予定（文部科学省に設置届出予定）

Graduate School of Creative Science and 
Engineering

創造理工学研究科 P.32

◦建築学専攻� P.34

◦総合機械工学専攻� P.35

◦経営システム工学専攻� P.36

◦建設工学専攻� P.37

◦地球・環境資源理工学専攻� P.38

◦経営デザイン専攻� P.39

◦理工学術院総合研究所 
◦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 
◦データ科学総合研究教育センター

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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誰
も
解
い
た
こ
と
の
な
い

数
式
を
解
き
明
か
す

基幹理工学部
数学科 教授

小薗 英雄

食べ物から
「体にいい」物質を
見つけ出す

先進理工学部
化学・生命化学科 教授

中尾 洋一

環境に優しく
低コストの
資源循環技術を探る
創造理工学部
環境資源工学科 教授

所 千晴

理工学術院には、幅広い分野で

最先端の研究を進める教員がそろっています。

どの研究分野にも早稲田大学ならではの

魅力が詰まっており、

研究室には意欲ある学生が集まっています。

各学部の教員に、研究の概要と、

それを究める面白さを語っていただきました。

理工って
面白い !!

教員研究紹介
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　数学の世界には、未だ完全に解けていない問題が

いくつもあります。中でも2000年に米国の数学研究

所から発表され、懸賞金もかけられている7つの難問

「ミレニアム問題」（1問は解決済み）は、数学者にとっ

て大きな課題です。このミレニアム問題にも取り上げ

られている「ナビエ・ストークス方程式」が、私の大き

な研究テーマです。数学の代数学、幾何学、解析学、応

用一般の4分野のうち、解析学にあたる分野で、高校

数学でいえば微分や積分と深い関わりがあります。

　ナビエ・ストークス方程式は、風や水などの流体の

動きを捉える際に利用される方程式で、主に工学分

野ではこれを用いて流体の現象を予測します。しか

し、この方程式は一定の条件下で解を求める“部分解

答”はできるのですが、全ての場合において解を求め

る“完全解答”を出せた人はいません。私は完全解答

の追求を大きなテーマに設定し、それに付随する小さ

なテーマとともに研究しています。

　研究室には学部3年生から博士後期課程の学生が

おり、それぞれのテーマの下に自分の考えを持ち、仲

間と議論して、最終的に論文としてまとめています。と

はいっても、学部生のうちに未解決問題に挑戦できる

学生はほとんどいません。数学は積み上げの学問で

あり、過去に研究されてきた内容を理解した上でなけ

れば、自分の理論をクリエイトすることができないか

らです。実は、高校までに学ぶ三角関数や微分・積分

などの知識は、17世紀の古典力学の中で考えられた

ものに過ぎません。大学の数学では18世紀、19世紀

の研究成果を勉強し、学部を卒業する頃には20世紀

に足を踏み入れることができます。21世紀の最新の

研究に取り組むには、さらに時間が必要となります。

　また、数学の研究は他の学問と違って、論文を書い

ても、それが正しいと世間に認められるまでに最低で

も1年、長ければ10年の時間がかかります。2017年

12月、難問といわれる「ABC予想」を証明した論文

が審査によって認められ、学術誌に掲載される運びと

なりました。論文が執筆されたのは2012年の8月で、

実に5年越しの審査をクリアしました。これが物理学

の論文であれば、1カ月ほどで審査の速報が出ます。

数学はまだ誰も解き明かしていない理論を証明する

のですから、専門家の審査にも時間がかかるのです。

　数学は一朝一夕に成せない学問ではありますが、

その分、たくさんの魅力が詰まっているのも数学で

す。その一つが、「できない」ということをはっきり証

明できる唯一の学問だということ。例えば、定規とコ

ンパスだけを用いて角の二等分を作図することはで

きますが、角の三等分を作ることはできません。また、

2次方程式を勉強する時に解の公式を学びますが、5

数学者の大きな課題
「ミレニアム問題」

時間と知識の積み上げが必要

自分の進歩を実感できる学問

Profile
こぞの・ひでお
1958年生まれ。81年北海道大学理学部数学科卒。87年同大学院理学
研究科博士課程修了。理学博士。2012年から現職。専門は流体力学基礎
方程式を中心とする非線形偏微分方程式など。

数学は積み上げの学問。
学べば学ぶほど

人類の進歩を体感できます。
基幹理工学部

数学科 教授

小薗 英雄
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次以上の方程式では解の公式のような加減乗除、根

号（√）を用いて解を示すことができません。他の理

工系の学問では、目の前に科学現象が存在しないか

らといって100%「できない」とは言えないのですが、

数学だけが数式という普遍的なものを扱うので、「で

きません」と断言することができます。

　さらに、一歩進んで新しい理論を学べば世界が開け

るのも、数学の魅力の一つです。私は小学校の頃、つ

るかめ算を習った時に苦労して問題を解いていまし

た。しかし、その後に連立方程式を学ぶと、同じ問題

をより簡単に解くことができて「なんだ、こんなに簡

単だったのか」と驚いたものです。数学を学ぶと、自分

の大きな進歩を実感できますし、中学校や高校で暗

記するように覚えた定理や法則も、自力で証明できる

ようになる。それが面白さだと思います。

　数学は、物が落下したり、熱を発したりする自然現

象を普遍的に表現する学問であり、物事の真理です。

「数学は何の役に立つの？」という声はよく聞きます

が、歴史を振り返るだけで身近なものに数学がつな

がっていることが分かります。

　例えば、「どんなに大きな数にも素数はあるのか」と

いう疑問から始まった素数分布の研究は、戦時中に

暗号技術として軍事利用され、現代ではさらに応用さ

れて携帯電話等のセキュリティシステムを支えるよう

になりました。しかし、数学者たちは技術への応用ま

で見越して研究を続けたわけではないでしょう。ただ

「知りたい、分かりたい」という一心だったはずです。

このように、数学の研究が直接、世のため人のために

なることは少ないかもしれませんが、研究によって見

つかった尊い真理は、必ず世界の役に立つのです。で

すから、疑問を突き詰め、真理を探求してみたいと思

う方は、ぜひ数学を勉強してみてください。数学は実

験を必要としないので、コストがかからない上に、実

験技術や経験のない若者でも成果を上げやすい学問

です。早稲田大学は学術誌などの文献が充実してい

るので、研究するのに恵まれた環境です。充実した環

境下で知的好奇心を満たし、数学者たちが何千年間

にわたる研究によって積み上げてきた学問の進歩を

体感してみませんか。

解析学を学ぶのに欠かせない定番の書籍

「知りたい」思いを突き詰めよう

18:00
下校

14:00　セミナー

先生の前で、研究内容やその進捗状況等
について黒板を用いて説明し、疑問点を
先生と一緒に考えます
※�セミナーは週一回で、他の日は研究に励んだ
り、ゆっくり休んだりなど、自由に時間を使うこ
とができます。

10:00
セミナーの準備等
セミナー（発表会）に
向け、発表する内容に
ついて最終チェックを
します。昼食は自分の
好きなときにとります

16:00
セミナーの反省

セミナーでの議
論をヒントに、自
分の研究をさら
に進めます

小薗研究室では、水や空気などの流れを記述する

流体数学に関する論文をじっくり読んで議論

し、「論文を一本読んでは一本書く」ことを目標にして

います。私はナビエ・ストークス方程式に関わる研究

をしており、高名な数学者たちが関わってきたこの分

野にわずかでも足跡を残せたらなと思っています。

　時間制限のある受験数学が苦手だった私でも、今で

は海外の雑誌に論文

を載せていただいて

います。時間に追わ

れずゆっくりと、新発

見を目指してみませ

んか？

学生が語る研究室の魅力

研究室の
1日

〜 10:00
登校

大学院 
基幹理工学研究科 

博士1年
鶴見 裕之さん
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　日本は電気電子機器の開発・生産で発展してきま

したが、機器の素材として欠かせないレアメタルなど

の金属資源は乏しい国といわれています。国内では、

海外から輸入された金属を使って携帯電話などの電

子機器が作られ、その中古品は東南アジアなどの海

外に渡って、再利用後に廃棄されています。

　では、この時廃棄される機器から金属資源を取り出

し、もう一度素材として利用する金属リサイクルがで

きれば、安定した資源の循環が成立するのではないで

しょうか？　実は、技術的にはこの課題の解決自体は

難しくありません。高熱でまるごと溶かし、分離しやす

い液体や気体の状態で必要な金属を取り出せばいい

からです。しかし、高熱で溶かすには大きなエネルギー

が必要なため、採算が合わず、環境にもかえって負荷

をかけてしまいます。このように、リサイクルのための

技術には、低エネルギー、低環境負荷という条件が欠

かせません。私の研究はこの条件を踏まえ、資源と地

球環境のために「有用なものを分離して濃縮する技

術」「有害なものを取り除く技術」を大きなテーマと

しています。

　研究の具体的な柱は3つあります。まずは先述した

ように、電気電子機器から「都市鉱山」といわれる有

用な金属資源を再度取り出すこと。高熱で溶かすので

はなく、電気パルスなどで砕いたりすることで、低コス

トで機器から金属を分離する技術を研究しています。

　2つ目は、鉱山や工場の廃水から有害物質を取り除

き、水をきれいにする「廃水処理」の研究です。従来

は「廃水からきれいな水を取り出し、残りを汚泥とし

て捨てる」技術が多く研究されてきました。それに対

して私は、「廃水から汚泥を取り出し、きれいな水を残

す」という手法を考えています。なるべく有害物質が

濃縮された少量の汚泥を取り出せれば、環境にも優

しいし、廃棄費用も抑えられるはずです。

　3つ目は、天然の鉱石から効率よく金属資源を取り

出す「天然鉱山」の分野です。世界の鉱山では、純度

の高い鉱石が概ね取り尽くされたために、純度が非常

に低いものや、ヒ素などの有害物質を含むものなど、

精製にコストがかかる鉱石を資源として開発せざる

を得ない状況にある場合が見受けられます。それらを

圧力を使って粉砕するなど、コストのかからない方法

で金属資源を取り出す方法を研究しています。実現す

れば、さまざまな鉱山をもっと活用でき、資源を安定

的に得ることができます。

　これらの研究は全て、最先端でハイレベルの技術だ

けを前提とはしていません。環境問題を解決するため

のものが、かえって環境に負荷をかけたり、資金力の

ある企業や国しか利用できなかったりしては意味が

ないからです。できるだけ安く、できるだけ環境に優

コストや環境負荷にも配慮する

金属資源の持続可能性を考える

全ての技術開発を支える研究

Profile
ところ・ちはる
1998年早稲田大学理工学部環境資源工学科卒。2003年東京大学大学
院工学系研究科地球システム工学専攻博士課程修了。工学博士。2015年
から現職。専門は金属資源を対象とした環境浄化やリサイクリング分野に
おける分離技術の高度化。

最先端技術だけでは、
環境問題は解決できない。

バランス感覚を持って臨みます。
創造理工学部

環境資源工学科 教授

所 千晴
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しい技術を追求する環境資源工学は、理工学の一分

野でありながら、経済や倫理面にも配慮しなければな

りません。あらゆる方面のニーズに応えるためには、

幅広い知識を持たなければならないし、バランスを取

ることが必要なので非常に難しいと常々感じていま

す。一方で、コスト面でも、環境面でもベストな解答を

導けたときは、パズルがはまったような感覚になるの

で、楽しく取り組める研究分野だと思います。

　また、現在は持続可能な社会について世界的に関

心が高まっていることから、資源循環のための技術は

企業や政府から注目されています。研究室は、企業や

政府関係者との接点も多くあります。学生はエンジニ

アとの議論や海外へのフィールドトリップなど、幅広

い体験を通してバランス感覚を養っています。人の未

知の世界を探るような、最先端の医療や情報技術の

研究ではないので、確かに「ちょっと地味」といえるか

もしれません。しかし、どんな技術開発にも必要な資

源に関わり、世界の産業全てを支えられる研究ともい

えるので、やりがいを感じられるはずです。

　私が研究を始めたのは、金属資源の循環を中心に

「持続可能な社会のために技術で貢献したい」という

思いからです。日本はものづくりの国として、これまで

資源を活用して高いレベルの製品を生み出してきま

した。そんな日本だからこそ、安定的な資源の確保を

国として考えなければなりませんし、資源の一方的な

消費ではなく循環のために知恵を絞らなければなり

ません。また、物の生産過程や生産後に生まれる廃棄

物など、環境問題への対処にも責任を負う必要があり

ます。時に地球環境にも思いを巡らせる必要があるの

で、環境資源工学は「環境を良くしたい」「人の役に立

ちたい」という思いや、責任感の強い人にはぴったり

の学問だと思います。

　資源や環境は私たちの暮らしに密接することなの

で、座学だけでは学べないことがたくさんあります。

私は学生の皆さんに多様な体験をしてほしいので、指

導する学生には、海外経験やインターンシップも推奨

しています。そうして世の中のさまざまなことに興味

を向けながら、自分の軸を1つ見つけ、社会のために学

びを深めてほしい。それが私の願いです。

責任感を持ち学びを深めよう

固体分離に適した装置をシミュレーションで考察している様子

所研究室は、フレックス制を採用しており、自分

の興味と世の中のニーズを重ねながらさまざ

まな研究テーマに関わることができます。私は小学生

から水処理技術に興味を持っていたため、現在は廃水

処理技術を学んでいます。マレーシアの鉱山廃水の評

価や有害元素の除去技術などを研究していて、将来的

にはこの専門性を生かす分野に携わりたいです。

　環境資源工学科は、

自分の研究が社会の

役に立つと強く実感

できる学科だと思い

ます。

学生が語る研究室の魅力

研究室の
1日

19:00
友人と会う

研究室の仲間と
ご飯を食べたり、
スポーツをしたり
する日もあります

18:30
実験終了、
片付け

12:30
データ解析・
ディスカッション
後輩や先生との議論の時間
を取りながら、その日の課
題に沿って研究を進めます

メールチェック後、
その日の実験準備や

会議のための
資料作成をします

09:30
登校

大学院 
創造理工学研究科 

修士2年
内田 丈博さん

11:30
早めの昼食
午前中にゼミがある日は、研究室の
みんなで昼食を食べています
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　「味
み そ

噌汁を毎日飲めば健康でいられる」「納豆は体

にいい」など、伝統的な発酵食品は体にいいとよくい

われていますが、それはなぜだか考えたことがありま

すか？　栄養素を基に考える食品化学の世界では、多

くの場合ミネラル、ビタミンなどの働きを根拠として

説明がなされています。最近では、カテキンやイソフ

ラボンなどの効能が「体にいい」ともいわれています。

しかし、本当にそれだけが「体にいい」原因なのでしょ

うか？　食品には、私たちの知らないものがもっと隠

れているのではないでしょうか？　私の研究室ではこ

の考えを基に、「体にいい」「健康を保てる」とされる

発酵食品の中に、生体に何らかの作用をもたらす（＝

生理活性を持つ）化学物質がないか探っています。

　もともと、研究室では海綿、軟体動物、ホヤなどの

海洋生物から薬のもとになる物質を探す研究をして

おり、今も発酵食品の研究と並行して研究を進めてい

ます。どちらの研究も「天然に存在するものから健康

に役立つ物質を探そう」という発想から始まっていま

すが、両者の研究には大きな違いがあります。つまり、

薬になるような物質の強く速効性のある作用は比較

的発見しやすいのですが、食品のように毎日摂取する

ことで効果が出てくるような、弱く遅効性の作用はな

かなか発見できません。食品中の弱い作用を見つける

ことは、薬の強い作用を見つけるよりもずっと難しい

ために、薬とは違うアプローチが必要になります。

　そこで私は、遺伝子のスイッチに着目して食品の作

用を探すことにしました。遺伝情報は細胞の中にある

DNAを構成する塩基の配列によって伝えられます。

その塩基配列がコードする遺伝子が使われるかどう

かは、DNAそのものやヌクレオソームを形成している

ヒストンタンパク質の化学修飾によって厳密にコント

ロールされており、これをいわゆる「遺伝子のスイッ

チ」といいます。約2万ある遺伝子について、それぞれ

のスイッチのON・OFFの組み合わせによって細胞の

性質は大きく変わり、細胞の分化、ガン化、老化などの

変化が引き起こされます。では、スイッチの変化を一つ

一つ分析していけば、食品にある未発見の作用も見つ

けられるのではないか。例えば、細胞をガン化させるス

イッチをOFFにする物質が味噌にあるならば、味噌を

毎日食べていれば、ガンになりにくい体になれるかも

しれない。つまり、化学の根拠をもって「味噌を食べて

いれば健康長寿でいられる」ことを証明できるのでは

ないか―。私はそう考えています。

　2017年3月まで行っていた農林水産省の研究プ

ロジェクトで、味噌から抗ストレス作用のある物質を

見つけることができました。味噌の発酵過程で作られ

発酵食品の機能性を見つける

スイッチのON・OFFが研究の鍵

味噌が示した抗ストレス作用

Profile
なかお・よういち
1964年生まれ。89年東京大学農学部水産学科卒。94年同大学院農学
系研究科博士課程修了。博士（農学）。2012年から現職。専門はケミカル
バイオロジー、天然物化学、エピジェネティクス、幹細胞生物学など。

「体にいい」とは化学的にいうと
どういうことなのか。
それを解明したいのです。
先進理工学部
化学・生命化学科 教授

中尾 洋一
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る物質が、ヒストンタンパク質の修飾を変化させるこ

とが分かったのです。同時にこの物質には、神経幹細

胞からアストロサイトという神経細胞への分化を促

進する効果も確認できました。アストロサイトは脳内

の海馬という組織にあり、うつ状態になるとその数が

減少してしまうことが知られています。そこで、この物

質を与えたマウスと、与えなかったマウスに、それぞれ

1週間ストレスを与えて比較してみたところ、この物質

を与えたマウスで抗うつ作用が認められました。

　これらの研究結果は、「毎朝、一杯の味噌汁がうつ

病を防ぐかもしれない」という期待を生みました。現

在は、食品メーカーと共同で商品化につなげられるか

模索しているところです。

　食品の機能性の解明は、国が進める予防医学の分

野とも関連するため、この先の研究では医学だけでな

く、スポーツ科学など関連の分野とも連携したいと考

えています。また、大学院情報生産システム研究科と

ともに、膨大な遺伝子データの解析にAIを利用するこ

とも考えています。早稲田には多様な研究をしている

教員がいるため、こうした学内のネットワークを強み

として研究に生かすことができます。

　私の研究分野は食品や生物に関わるので、現場第

一主義です。海洋生物の研究では、生物を採集するた

めに自ら海に潜り、生物がどのような環境にいたのか

など、目で見た記憶も研究に生かします。食品の機能

性の研究でも、味噌メーカーと連携して仕込みの現場

を見るなど、目で見て肌で感じることを基本にしてい

くつもりです。もちろん研究はうまくいくことばかり

ではなく、壁にぶつかることもありますが、味噌汁を

食べたり、海洋生物を飼育したりと、明るく楽しく研究

を進めています。「早稲田の理工」というと、ロボットや

建築といった、伝統的な理工学のイメージを持つ方も

多いと思います。もちろん、伝統ある研究分野を大切

に守ってゆくことは基本ですが、私は早稲田の学生の

特長である遊び心や明るさを生かして、勢いのある新

しい研究分野を切り拓いてゆきたいと考えています。

そこから人間の健康につながる成果が生まれれば、こ

んなすばらしいことはありません。

　私は、学生生活は「自分が何をしたいのか、何をしたら

楽しいと思うのか」を見つけられる場所だと思います。こ

れまではルールに従った勉強をしっかりと身に付けてこ

られた皆さんですから、大学では理工学術院の学生とし

て、研究でも運命の出会いをしてほしいと願っています。

出会いのヒントは、学内にたくさんあるはずです。

大学で運命の出会いをしよう

さまざまな海洋生物

機能性のある
味噌の試作品

中尾研究室では、主に海洋生物や食品からエピゲ

ノムに影響を与える化合物を探索しています。

さまざまなアプローチから化合物の探索を行ってお

り、これらのプロジェクトは他の研究機関とも協力し

て共同で研究を進めています。私は化合物の活性評価

法の構築に携わっており、人々の健康に役立つ化合物

を見つけたいと思っています。化学の力を駆使して生

命現象を解明し、人々に健康をもたらすことに興味の

ある方、ぜひ一緒に研究しましょう！

学生が語る研究室の魅力

研究室の
1日

15:30
実験・
資料作成
実験の合間には
研究の相談はもち
ろん、趣味などの
他愛もない話をし
たりしています。

14:30
ゼミ

13:30
昼食
研究室の同期と、
学食やお店が空い
てきた頃に遅めの
昼食をとります。

はじめに
その日の

スケジュールを
組み立てます。

10:00
登校

先進理工学部4年
田中 健太郎さん

10:00
実験・資料作成 
ゼミ準備
スケジュールに沿って実
験を行い、データの整理
をします。ゼミのある日
はその予習もします。

化学や生物に関す
る最新の論文や学
術書の内容をまと
め、発表します。

20:00
帰宅
研究室で飲み会
に行ったりする
こともあります。



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

　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・研究科では、数学、応用数理、物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の入試・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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専任教員一覧（学部）（2018年4月1日現在）※大学院各専攻の所属教員はWebサイト等でご確認ください

表現工学科
資格 氏名 専門分野

教授

及川　靖広 音コミュニケーション
尾形　哲也 動的知能表現システム 
河合　隆史 人間工学、先端メディア
菅野　由弘 作曲、音楽表現
郡司　幸夫 生命表現
是枝　裕和 映画・映像制作、脚本研究
坂井　滋和 デジタル映像表現
長　幾朗 メディアデザイン、メディアアート
渡邊　克巳 認知科学

准教授 橋田　朋子 メディア・コンテンツテクノロジー
専任講師 土田　環 映画・映像作品研究、映画映像マネジメント研究

数学科
資格 氏名 専門分野

教授

上野　喜三雄 代数解析学
尾崎　学 代数的整数論
楫　元 代数幾何学
ゲスト　
マーティン 幾何学

小薗　英雄 非線形偏微分方程式論
小松　啓一 整数論
柴田　良弘 偏微分方程式論
田中　和永 解析学、変分問題
永井　保成 代数幾何学
成田　宏秋 整数論
本間　泰史 幾何学
村上　順 トポロジー
山崎　昌男 偏微分方程式論
米田　元 相対性理論の数学

准教授 薄葉　季路 集合論
特任教授 舟木　直久 確率解析学
客員教授 藤田　隆夫 代数幾何学

応用数理学科
資格 氏名 専門分野

教授

伊藤　公久 数理物質工学
大石　進一 数値解析
柏木　雅英 数値解析
小山　晃 物質の数理構造
匂坂　芳典 マルチメディアサイエンス
清水　泰隆 確率統計解析、保険数理
高橋　大輔 非線形波動、可積分系
谷口　正信 数理統計、時系列、金融工学

豊泉　洋
システムのモデリング・性能評価、
応用確率、待ち行列

橋本　喜一朗 特殊関数論、整数論
松嶋　敏泰 情報理論
丸野　健一 数理物理、応用可積分系
山田　義雄 非線形解析

電子物理システム学科
資格 氏名 専門分野

教授

宇髙　勝之 フォトニクス、光通信
川西　哲也 光電波融合システム
川原田　洋 ナノエレクトロニクス、耐環境デバイス
木村　晋二 高位検証技術
小山　泰正 固体物理
史　又華 集積システム

庄子　習一
微細加工学、マイクロセンサ、
ナノ・マイクロシステム

谷井　孝至 分子ナノ工学 
柳澤　政生 情報通信システム LSI 設計、センサネットワーク
山中　由也 場の量子論、量子論基礎
山本　知之 量子物性科学
吉増　敏彦 無線通信回路技術研究
渡邉　孝信 電子材料工学、分子シミュレーション

情報理工学科
資格 氏名 専門分野

教授

石川　博 コンピュータービジョン

上田　和紀 プログラミング言語、高度計算機構、
知識情報処理

内田　真人 計算機システム・ネットワーク
笠原　博徳 スーパーコンピューティング、並列ソフトウェア
木村　啓二 プロセッサアーキテクチャ、並列ソフトウェア
後藤　滋樹 コンピュータ・ネットワーク

情報通信学科
資格 氏名 専門分野

教授

甲藤　二郎 画像処理、情報ネットワーク
亀山　渉 マルチメディア情報流通、情報共有・情報検索

小林　哲則 動画像認識、音声情報処理、
会話ロボット、loT

佐藤　拓朗 次世代インターネット、5G セルラシステム
嶋本　薫 無線通信、航空宇宙通信
髙畑　文雄 ワイヤレス・コミュニケーション
田中　良明 情報通信ネットワーク
戸川　望 情報通信システム、地図情報システム
中里　秀則 ネットワーク情報処理、未来のインターネット
前原　文明 無線通信ネットワーク、無線信号処理
森　達哉 情報セキュリティ・プライバシー
柳澤　政生 情報通信システム LSI 設計、センサネットワーク
渡辺　裕 映像・画像情報処理

准教授 小川　哲司 パターン認識、音情報処理、IoT

資格 氏名 専門分野

教授

酒井　哲也 情報アクセス、自然言語処理、
ヒューマン・コンピュータ・インタラクション

清水　佳奈 生体生命情報学

菅原　俊治 分散協調理論、マルチエージェントシステム、
知的ソフトウェア

寺内　多智弘 ソフトウェア
中島　達夫 分散システム、モバイルコンピューティング
深澤　良彰 ソフトウェア工学
山名　早人 並列分散処理、情報検索処理
鷲崎　弘宜 ソフトウェア工学、高信頼ソフトウェアシステム

機械科学・航空学科
資格 氏名 専門分野

教授

天野　嘉春
動力システム、エネルギー変換工学、
システム工学

太田　有 流体工学、流体機械
川田　宏之 材料力学、複合材料
川本　広行 精密工学
齋藤　潔 計測制御工学、熱力学
佐藤　哲也 航空宇宙推進工学、熱流体力学
鈴木　進補 加工プロセス、材料物性、宇宙環境利用工学
富岡　淳 潤滑工学、生体工学
内藤　健 熱流体科学、生命基礎科学
宮川　和芳 流体工学、流体機械

柳尾　朋洋
非線形科学、
応用数学（分子および生命システムの動力学）

吉村　浩明 応用数学、非線形力学

准教授

岩瀬　英治 微細加工学、マイクロマシン
手塚　亜聖 航空宇宙工学、空気力学
細井　厚志 材料強度学
武藤　寛 制御工学
山口　誠一 計測制御工学、伝熱工学

早稲田　研究者データベース

教員情報の詳細は「研究者データベース」をご覧ください。

※ 2019 年 4 月新設予定（文部科学省に設置届出予定）

学部
◦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

大学院
◦数学応用数理専攻　◦機械科学専攻　
◦電子物理システム学専攻　◦情報理工・情報通信専攻
◦表現工学専攻　◦材料科学専攻※
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数学科3年

新井 力帆さん

数学にはさまざまな分野や領域が幅

広く広がっていますが、それらをとこ

とん追究できるのが本学科の特徴で

あり魅力であると思います。ある分野

で新しく得た知識や思考を別の分野

の証明等で応用できた時や、学科の仲

間同士で疑問をぶつけあったり新しい

解法や証明を発見した時の喜びを味

わったりすることができるのは数学科

ならではの醍醐味です。

学生からのメッセージ

幅広く得た知識を
次なる疑問の解決へ

　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 学部卒業者の進路

その他 

34.3%
専門サービス業 

4.5%

鉄鋼業 6.0%
生命保険業 7.5%

電気機械器具製造業 

9.0%

教員 11.9%

博士後期課程進学 

11.9%

情報サービス業 

14.9%

その他 
20.0%

大学院進学 
56.0%

電気機械器具製造業 
4.0%

生命保険業 4.0%

証券業 4.0%

教員 4.0%

情報サービス業 8.0%

その他内訳：不動産業、普通銀行、制作業、その他金融業、
その他製造業　など

その他内訳：普通銀行、通信業

その他 

34.3%
専門サービス業 

4.5%

鉄鋼業 6.0%
生命保険業 7.5%

電気機械器具製造業 

9.0%

教員 11.9%

博士後期課程進学 

11.9%

情報サービス業 

14.9%

その他 
20.0%

大学院進学 
56.0%

電気機械器具製造業 
4.0%

生命保険業 4.0%

証券業 4.0%

教員 4.0%

情報サービス業 8.0%

修士課程修了者の進路

　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

NEC、NTTデータ、國學院大學（國學院大學久我山中学
高等学校）、JFEスチール、ソニー、大和証券、東京海上日動あんしん
生命保険、パナソニック、日立ソリューションズ、富士通、みずほフィナ
ンシャルグループ、ワークスアプリケーションズ　など

主な就職先

あらゆる自然科学の基礎を学ぶ

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

早稲田　理工　数学科
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応用数理学科では、日々私たちの身の

回りで起こっている現象を数学であら

わします。それは例えば、水の流れだっ

たり、経済だったり、ことばだったり。一

見、数学とは関係のなさそうな物事す

ら数学で表されていく過程を見るの

は、とても刺激的で今までにない体験

となるでしょう。みなさんも世界を支

える「数学」を学んでみませんか。

学生からのメッセージ

世界を支える「数学」を学ぶ

応用数理学科3年

桐生 さなさん

　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 学部卒業者の進路

その他 13.0%

損害保険業 3.2%

外国籍企業 3.2%

情報サービス業 

4.8%
生命保険業 4.8%

大学院進学 
71.0%

その他 
34.3%

専門サービス業 

4.5%

鉄鋼業 6.0%

生命保険業 7.5%

電気機械器具製造業 

9.0%

教員 11.9%

博士後期課程進学 

11.9%

情報サービス業 
14.9%

その他内訳：運輸業、鉄鋼業、食品製造業、普通銀行、
不動産業、政府系金融機関、教員　など

その他内訳：普通銀行、通信業　など

その他 13.0%

損害保険業 3.2%

外国籍企業 3.2%

情報サービス業 

4.8%
生命保険業 4.8%

大学院進学 
71.0%

その他 
34.3%

専門サービス業 

4.5%

鉄鋼業 6.0%

生命保険業 7.5%

電気機械器具製造業 

9.0%

教員 11.9%

博士後期課程進学 

11.9%

情報サービス業 
14.9%

修士課程修了者の進路

　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。

学部学科・大学院専攻／専門分野の概要

アメリカンファミリー生命保険会社、NEC、NTTデータ、JFE
スチール、新日鐵住金、ソニー、第一生命保険、日本ユニシス、パナソニッ
ク、日立ソリューションズ、富士通、みずほフィナンシャルグループ　など

主な就職先

究め、拓き、創る—はてしない応用数理の環

早稲田　理工　応用数理学科

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
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機械科学・航空学科3年

齊藤 慧さん

ロケットや飛行機等の「飛びモノ」に

興味を持ち、本学科を志望しました。

飛びモノというと、空気等の流れを考

える流体力学や、エンジンを考える熱

力学を連想しますが、実際は運動を制

御する制御工学、機体構造を支える材

料力学等多くの学問に支えられてで

きています。その多くの学問に触れる

ことができることが本学科の最大の

魅力だと思います。

学生からのメッセージ

技術を支える学問を広く学ぶ

　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 学部卒業者の進路

その他 7.4%

建設・不動産 
0.7%

運輸 4.0%

機械・電気 

6.7%

大学院進学 
81.2%

その他 4.9%博士後期課程進学 2.5%

運輸 6.3%

電力・ガス・
水道・エネルギー 
10.0%

材料・鉄鋼・化学 
11.3%

電機・精密機器 15.0%

機械 

50.0%

その他 7.4%

建設・不動産 
0.7%

運輸 4.0%

機械・電気 

6.7%

大学院進学 
81.2%

その他 4.9%博士後期課程進学 2.5%

運輸 6.3%

電力・ガス・
水道・エネルギー 
10.0%

材料・鉄鋼・化学 
11.3%

電機・精密機器 15.0%

機械 

50.0%

修士課程修了者の進路

　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

IHI、キヤノン、JR東海、JFEスチール、新日鐵住金、全日
本空輸、東京ガス、トヨタ自動車、日立製作所、本田技研工業、三菱重
工業、三菱電機　など

主な就職先

その他内訳：公務員、金融、シンクタンク、マスコミ　など その他内訳：公務員、情報・通信、シンクタンク　など

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

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

早稲田　理工　機械科学・航空学科
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本学科での学びは、専門性が高まるに

つれて物理学・電子工学のさまざまな

分野のつながりを実感でき、ますます

興味深くなっていきます。毎週の演習

時間をはじめ、仲間と協力し合える環

境も魅力。僕の研究室の班では、ダイ

ヤモンドを用いて分子構造を解析しま

す。ナノデバイスやシステム設計等、幅

広い領域から興味ある分野を見つけ

て充実した学科生活を！

学生からのメッセージ

物理学・電子工学のつながり、
仲間とのつながり

電子物理システム学科3年

川勝 一斗さん

　物理を基礎とした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。より高度で

専門的な能力を身につけるために大学院への進学を推

奨されます。毎年、学部卒業生の8割以上が大学院修士

課程に進学しています。主な就職先は、電機・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

となっています。

進路の方向性 学部卒業者の進路

起業（ベンチャー企業）1.1%

航空・鉄道 2.3%
商社・コンサルタント 

3.4%
電機メーカー 3.4%

IT・メディア 5.7% 大学院進学 

84.1%

その他 6.9%
官公庁 1.7%

博士後期課程進学 

6.9%

重工業 8.6%

精密機器 10.3%

IT・コンサルティング 

25.9%

電機・自動車 

39.7%

その他内訳：金融・商社、電力、建設　など

起業（ベンチャー企業）1.1%

航空・鉄道 2.3%
商社・コンサルタント 

3.4%
電機メーカー 3.4%

IT・メディア 5.7% 大学院進学 

84.1%

その他 6.9%
官公庁 1.7%

博士後期課程進学 

6.9%

重工業 8.6%

精密機器 10.3%

IT・コンサルティング 

25.9%

電機・自動車 

39.7%

修士課程修了者の進路

　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。

さらなる豊かな未来を実現するためには、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、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、電子と光を活用するための技術や

学問を、物理を基礎として理解し、さらに新しい学術へ発展させることを目指しています。

学部学科・大学院専攻／専門分野の概要

NTTコムウェア、キヤノン、JFEスチール、ソニー、大日本
印刷、デンソー、トヨタ自動車、野村総研、日立製作所、富士通、三菱電
機、横河電機　など

主な就職先

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

早稲田　理工　電子物理システム学科

 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
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情報理工学科3年

加藤 陽子さん

私は生命と情報科学の関わりに興味

があり、情報理工学科に進学いたしま

した。本学科ではITについて基礎から

幅広く学ぶことにより、さまざまな分

野の専門家である教授のもと、自らの

テーマを選択できる環境が魅力的で

あると感じています。また、学びを深

め合うことができる友人に恵まれ、知

的好奇心を満たされる日々を過ごし

ています。

学生からのメッセージ

魅力的な学びの環境

　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

その他内訳：運輸業、輸送用機械器具製造業、証券業、卸
売業、放送業、その他の製造業、観光・興行・娯楽業、物品
賃貸業、生命保険業　ほか

学部卒業者の進路

大学院進学 
63.4%

情報サービス業 
15.9%

電気機械器具
製造業 3.7%

銀行 1.8%

通信業 1.8%

その他のサービス業 
1.8%

精密機械器具
製造業 1.2%

教員 1.2%
その他 9.2%

通信業 16.1%

電気機械器具
製造業 16.1%

博士後期課程進学 9.7%
その他のサービス業 
5.4%

専門サービス業 
5.4%

広告業 3.2%

放送業 3.2%

その他 
25.8%

情報サービス業 
15.1%

その他内訳：精密機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、
卸売業、外国籍企業、一般機械器具製造業、公務員　ほか

大学院進学 
63.4%

情報サービス業 
15.9%

電気機械器具
製造業 3.7%

銀行 1.8%

通信業 1.8%

その他のサービス業 
1.8%

精密機械器具
製造業 1.2%

教員 1.2%
その他 9.2%

通信業 16.1%

電気機械器具
製造業 16.1%

博士後期課程進学 9.7%
その他のサービス業 
5.4%

専門サービス業 
5.4%

広告業 3.2%

放送業 3.2%

その他 
25.8%

情報サービス業 
15.1%

修士課程修了者の進路

　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

NHK 、NTTグループ、キヤノン、クックパッド、 KDDI、ソ
ニーグループ、任天堂、野村総合研究所、富士通、三菱電機、ヤフー、リ
クルートホールディングス　など

主な就職先

世界の科学技術の発展に貢献できる人材の育成

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

早稲田　理工　情報理工学科
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情報通信学科の特徴は、多様な学問

を学ぶことができるという点にありま

す。画像や音声の処理や無線・光通信

の技術、プログラミングや機械学習な

どさまざまな授業があり、二つの分野

を跨ぐような多種多様な研究が可能

な学科です。IoTやインターネットなど

世界中から注目されている情報技術

に対し常に新しいものを探求し続け

創造する学科だと思います。

学生からのメッセージ

通信技術の未来に向けて
〜通信学科だから学べること〜

情報通信学科3年

石井 源太さん

　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、官公庁、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 学部卒業者の進路

大学院進学 
63.4%

電気機械器具
製造業 3.7%

情報サービス業 
15.9%銀行 1.8%

通信業 1.8%

その他のサービス業 
1.8%

精密機械器具
製造業 1.2%

教員 1.2% その他 9.2%

通信業 16.1%

電気機械器具
製造業 16.1%

情報サービス業 
15.1%その他のサービス業 5.4%

専門サービス業 
5.4%

広告業 3.2%

放送業 3.2%

その他 
25.8%

博士後期課程進学

9.7%

大学院進学 
63.4%

電気機械器具
製造業 3.7%

情報サービス業 
15.9%銀行 1.8%

通信業 1.8%

その他のサービス業 
1.8%

精密機械器具
製造業 1.2%

教員 1.2% その他 9.2%

通信業 16.1%

電気機械器具
製造業 16.1%

情報サービス業 
15.1%その他のサービス業 5.4%

専門サービス業 
5.4%

広告業 3.2%

放送業 3.2%

その他 
25.8%

博士後期課程進学

9.7%

修士課程修了者の進路

　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。

学部学科・大学院専攻／専門分野の概要

NHK 、NTTグループ、キヤノン、クックパッド、 KDDI、ソ
ニーグループ、任天堂、野村総合研究所、富士通、三菱電機、ヤフー、リ
クルートホールディングス　など

主な就職先

その他内訳：運輸業、輸送用機械器具製造業、証券業、卸
売業、放送業、その他の製造業、観光・興行・娯楽業、物品
賃貸業、生命保険業　ほか

その他内訳：精密機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、
卸売業、外国籍企業、一般機械器具製造業、公務員ほか

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

早稲田　理工　情報通信学科

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
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表現工学科4年

等力 桂さん

私はヒトとコンピュータの関係性につ

いて考える橋田研究室に所属し、今ま

でにない操作方法が可能な電子楽器

を創出する研究を行っています。多様

な背景を持つ教員がいることで、多様

な学生が集うことが表現工学科の魅

力です。本学科で学ぶことで、将来やっ

てみたいと思っていたことの多くに今

取り組めています。

学生からのメッセージ

多様性のある学科

　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 学部卒業者の進路

その他 13.2%

放送 6.7%

出版・広告・制作 
6.7%

博士後期課程進学 
6.7%

情報・通信 
30.0%

電気・機械・製造 
36.7%

その他 15.4%

放送 9.6%

情報・通信 
15.4%

出版・広告・制作 
7.7%

電気・機械・製造 
9.6%

大学院進学 
42.3%

その他 13.2%

放送 6.7%

出版・広告・制作 
6.7%

博士後期課程進学 
6.7%

情報・通信 
30.0%

電気・機械・製造 
36.7%

その他 15.4%

放送 9.6%

情報・通信 
15.4%

出版・広告・制作 
7.7%

電気・機械・製造 
9.6%

大学院進学 
42.3%

修士課程修了者の進路

　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

NEC、NHK、キヤノン、ソニー、電通、日経BP、パナソニッ
ク、日立製作所、富士通、三井住友信託銀行、ヤマハ、リンナイ　など
主な就職先

芸術表現と科学技術を融合する、
理工学の新たな領域

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

早稲田　理工　表現工学科
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2019年4月新設予定（文部科学省に設置届出予定）
記載の内容は予定であり変更となる場合があります。

大学院専攻／専門分野の概要

　鉄鋼、非鉄金属、素材、重工業、自動車、航空宇宙、電気、電子、医療分野をはじめとし、地球環

境保全、エネルギー、ナノテクノロジー、情報技術分野などの新しい産業の基幹を担うのも材

料です。材料科学専攻では、ミクロ材料学から大規模構造体に関わるマクロ材料学までトポロ

ジーに立脚した階層横断的な視点に立ち、計算ホモロジーなどを用いた数理計算材料学、次

世代スーパーコンピュータによる材料シ

ミュレーションの最適化やビッグデータ

解析を活用した情報材料学、宇宙などの

極限環境下における材料設計や開発を

可能にする数理情報的計算実験や革新

的な材料試験法など、材料学の先端的研

究開発能力を持つ人材を育成します。

　就職先としては、鉄鋼・非鉄金属・素材・重工業・自動車・航空宇宙・電気・電子・医療系にわたる広

範囲の企業および大学、官公庁が想定されます。

進路の方向性

材料科学専攻

数理的な視点を加え
材料産業分野のリーダーを育てる

早稲田　理工　材料科学専攻

学内奨学金って何？ COLUMN
進学や留学を経済面から支援する奨学金のうち、早稲田大学は学内で独自に設置して

いるものを「学内奨学金」と呼んでいます。学生の状況に合わせて多様なメニューをそ

ろえる学内奨学金の特徴や、種類についてピックアップして紹介します。

給付総額の年間予算は国内
トップクラス。学生生活を力
強く支えています。

約150種類 返済不要 年間給付総額（予算）

37億円学費の免除や留学渡航費用の
援助など、学部生から大学院
生まで、目的に合わせた多様な
奨学金が用意されています。

学内奨学金は全て、返済不要
の給付型。返済の負担を考え
なくてよいため、勉学に集中
することができます。

学内奨学金の3つのポイント

主な学内奨学金 タイプ別紹介
学内奨学金の一部をピックアップし、タイプ別に紹介します。

入試前予約採用型給付奨学金

例	◦めざせ！都の西北奨学金
	 　年間723,000円（春学期授業料免除）

受験生を対象に、入学後の経済的支援を
確約します。

報奨型奨学金

例	◦大隈記念奨学金
	 　年間400,000円〜640,000円

学生の学業などの成績を基に、
さらなる活躍を奨励します。

経済支援型奨学金

例	◦小野梓記念奨学金（在学生採用型）
	 　年間400,000円

経済的困難を抱える在学生を対象に、
経済的支援を行います。

留学支援奨学金（留学センター所管）

例	◦早稲田の栄光奨学金
	 　1,100,000円（1年間の留学の場合）

留学に挑戦する学生に対し、
経済的支援を行います。

◦環境資源工学会奨学金
◦大川功一般奨学金
◦照田喜美枝建築学奨学金	 等

理工系学部・研究科向けの奨学金
各タイプの奨学金の中には、理工系学部・研究科の学生を
特に支援するものもあります。

早稲田　奨学課

奨学金の案内や手続きに関する疑問は、奨学課がお答えしています。

※金額は2018年度のもの（理工系学部の場合）

大学院 基幹理工学研究科／材料科学専攻
Graduate Program in Materials Science
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創造理工学部・研究科
School of / Graduate School of Creative Science and Engineering［ ］

　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」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 重樹早稲田　創造理工
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建築学科
資格 氏名 専門分野

教授

有賀　隆 都市計画、まちづくり論、コミュニティ建築、
居住環境設計・計画

輿石　直幸 建築材料・施工
後藤　春彦 都市計画、都市・地域デザイン
小松　幸夫 建築構法、建築経済
高口　洋人 都市環境工学、環境マネジメント、環境メディア
田辺　新一 建築環境学
中谷　礼仁 建築表現史、歴史工学
西谷　章 建築構造学、構造制御
長谷見　雄二 建築防災、建築設備
早部　安弘 建築構造デザイン
古谷　誠章 建築計画、建築設計
前田　寿朗 建築構造学、地震工学
矢口　哲也 都市計画、市街地再生デザイン
山田　眞 地震工学研究

准教授

小岩　正樹 建築史、文化遺産学
小林　恵吾 建築計画、建築設計
藤井　由理 建築計画、建築設計
渡邊　大志 建築計画、建築設計

専任講師
石田　航星 建築施工、建築生産管理学
山村　健 建築計画、建築設計

総合機械工学科
資格 氏名 専門分野

教授

石村　康生 機械力学・制御
岩崎　清隆 医療技術評価学、医用生体工学・生体材料学
岩田　浩康 ニューロ・ロボティクス、救急医工学
上杉　繁 ヒューマン・インタフェース工学
梅津　光生 医用生体工学
大谷　淳 情報学、知覚情報処理・知能ロボティクス
勝田　正文 熱工学、伝熱工学
草鹿　仁 熱工学、内燃機関、燃料電池
菅野　重樹 知能機械学（ロボット、生産の自動化 ）
関谷　弘志 エネルギー学
高西　淳夫 ロボット工学
滝沢　研二 流体工学
中垣　隆雄 エクセルギー工学
宮下　朋之 構造システム解析、設計工学
吉田　誠 機会材料設計学、融解加工学

社会環境工学科
資格 氏名 専門分野

教授

赤木　寛一 土質力学、地盤工学
秋山　充良 耐震工学
岩波　基 構造工学、地下構造物
小野　潔 構造力学
小峯　秀雄 地盤工学
榊原　豊 水環境工学
佐々木　葉 景観・デザイン、まちづくり
佐藤　靖彦 設計工学
柴山　知也 海岸工学、沿岸防災
関根　正人 河川工学、水理学、都市水防災
中川　義英 都市計画、地域計画
森本　章倫 交通計画

環境資源工学科
資格 氏名 専門分野

教授

内田　悦生 資源地球化学、文化財科学
大河内　博 大気・生物圏環境化学、分析化学
大和田　秀二 リサイクル工学、資源分離工学
香村　一夫 地圏環境学
栗原　正典 石油工学、貯留層工学
所　千晴 資源処理工学、環境浄化工学
山口　勉功 金属生産工学、高温物理化学
山㟢　淳司 応用鉱物学、素材物質科学

准教授
上田　匠 物理探査工学（主に電気・電磁探査）
古井　健二 数値岩盤工学、石油生産工学
村田　克 労働衛生工学、曝露科学

社会文化領域
資格 氏名 専門分野

教授

綾部　広則 科学技術政策、科学技術史、科学社会学
石井　道子 中世ドイツ語学・文学、文化思想史
石倉　義博 社会学（社会意識論・言説分析）
篠﨑　武久 経済学、労働経済学
但田　栄 フランス 18 世紀思想・文学
永冨　青地 中国思想・文化
森　康晃 知的財産、産業政策
熊　遠報 近現代中国歴史社会研究
W・Schlecht 比較文学

准教授

岡田　敦美 メキシコ近代史、中南米地域研究
渋谷　裕子 中国史、中国語教授法
膳場　百合子 社会心理学
内藤　順子 文化人類学

専任教員一覧（学部） （2018年4月1日現在）※大学院各専攻の所属教員はWebサイト等でご確認ください

英語教育センター
資格 氏名 専門分野

教授

上野　義雄 言語学
片田　房 言語学
酒井　弘 言語学、認知脳科学
藤井　正嗣 グローバル経営、マネジメント・コミュニケーション
Laurence Anthony 応用言語学、教育工学、コーパス言語学
Nilson Kunioshi 理工系言語教育、コーパス言語学

准教授
Chris Sheppard 応用言語学、認知言語学
Ralph Rose 心理言語学、自然言語処理

国際理工学センター
資格 氏名 専門分野

准教授

Andrew Domondon History and Philosophy of Science
Holger Motz Astroparticle Physics
Jiang Liu Information Security
Kyalo-Stephen 
Kanyiva Organic Chemistry

Mark Bowen Applied Mathematics
Sergey Mikhailenko Applied Physics
WeiWei Lin Structural Engineering

講師

Kanami Orihara Molecular Biology
Kazuaki Yoda Philosophy of Education
Soichi Tsuchiya Japanese History
Xiaoling Dou Probability and Statistics

経営システム工学科
資格 氏名 専門分野

教授

大野　髙裕 プロフィットデザイン
岸　知二 ソフトウェア工学
後藤　正幸 情報数理応用、経営情報分析
小松原　明哲 人間生活工学
椎名　孝之 オペレーションズ・リサーチ、数理計画法
髙田　祥三 製品・設備ライフサイクル工学
高橋　真吾 システム論、システム科学
谷水　義隆 生産システム工学、生産管理
永田　靖 統計科学
菱山　玲子 人工知能、知識情報処理
棟近　雅彦 品質マネジメント
吉本　一穂 施設・ロジスティクス設計

准教授
鬼頭　朋見 経営戦略、ネットワーク科学
蓮池　隆 最適化理論、意思決定

早稲田　研究者データベース

教員情報の詳細は「研究者データベース」をご覧ください。

学部 ◦建築学科　◦総合機械工学科　◦経営システム工学科
◦社会環境工学科　◦環境資源工学科　◦社会文化領域

大学院
◦建築学専攻　◦総合機械工学専攻　
◦経営システム工学専攻　◦経営デザイン専攻
◦建設工学専攻　◦地球・環境資源理工学専攻

資格 氏名 専門分野

准教授
石井　裕之 知能機械学・機械システム
梅津　信二郎 生産工学・加工学
小野田　弘士 熱工学

※  社会文化領域、英語教育センター、国際理工学センターは、
 基幹・創造・先進理工学部共通の教育を担っています
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早稲田建築では1年次から、建築に関

する多くの授業に加え、教授陣との直

接的なやり取りができる時間があり、

非常に早いうちから建築と向き合っ

ていくための姿勢を作ることができ

ます。また、強い建築観を持った仲間

と切磋琢磨しながら、6年間の多岐に

わたる授業を受けることで、より豊か

で柔軟な発想力を得ることができる

と感じています。

学生からのメッセージ

建築と向き合う姿勢と
柔軟な発想力の獲得

建築学科3年

金子 柚那さん

　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

その他内訳：エネルギー、製造業　など

学部卒業者の進路

その他 9.3%ハウスメーカー 1.2%

不動産・ディベロッパー 
1.9%

官公庁・地方公共団体 
2.5%

メディア・IT・通信 
3.7%

建設会社 5.0%

大学院進学 
76.4%

その他 21.3%

ハウスメーカー 
4.6%

メディア・IT･通信 
5.6%

博士後期課程進学 
5.6% 不動産・ディベロッパー 10.2%

設計事務所・
設計コンサル 
17.6%

建設会社 
35.2%

その他

ハウスメーカー

メディア・IT・通信

博士後期課程進学

不動産・ディベロッパー

設計会社・設計コンサル

建設会社

その他 9.3%ハウスメーカー 1.2%

不動産・ディベロッパー 
1.9%

官公庁・地方公共団体 
2.5%

メディア・IT・通信 
3.7%

建設会社 5.0%

大学院進学 
76.4%

その他 21.3%

ハウスメーカー 
4.6%

メディア・IT･通信 
5.6%

博士後期課程進学 
5.6% 不動産・ディベロッパー 10.2%

設計事務所・
設計コンサル 
17.6%

建設会社 
35.2%

その他

ハウスメーカー

メディア・IT・通信

博士後期課程進学

不動産・ディベロッパー

設計会社・設計コンサル

建設会社

その他内訳：エネルギー、官公庁・地方公共団体、シンクタ
ンク・コンサルタント、金融・保険・商社、内装・インテリア・
デザイン　など

修士課程修了者の進路

　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

大林組、鹿島建設、JR東日本、清水建設、ソフトバンク、
大成建設、大和ハウス工業、竹中工務店、電通、日建設計、博報堂、三井
不動産　など

主な就職先

豊かな人間生活を支える芸術と技術の総合を学ぶ

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

早稲田　理工　建築学科
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本学科の魅力は、実習が多く、「もの」

を作るという経験を多く積めること

です。1年次から数学や物理以外にも

機械工学に関する専門的な授業があ

り、ロボットの製作を行います。また、

実習を通して、技術以外にもグループ

で設計・製作を行うノウハウが学べま

す。座学での理論学習と実習により実

践的な「ものづくり」の力を養うこと

ができます。

学生からのメッセージ

理論学習と実践により養う
「ものづくり」の力

総合機械工学科4年

石橋 啓太郎さん

　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

その他内訳：情報サービス業、精密機械器具製造業、電気
機械器具製造業、専門サービス業、地方公務員　など

学部卒業者の進路

その他 

16.8%

その他 10.7%一般機械器具製造業 
2.1%

輸送用機械器具製造業 
5.1%

大学院進学 82.1%

電気機械器具
製造業 
19.6%

輸送用機械器具
製造業 
17.6%

精密機械器具製造業  
11.8%

情報サービス業  9.8%

博士後期課程進学  
8.8%

一般機械器具製造業 
7.8%

運輸業 3.9%

鉄鋼業 3.9%

その他内訳：電気・ガス・水道業、化学工業、木材・木製品
製造業、放送業、その他のサービス業　など

その他 

16.8%

その他 10.7%一般機械器具製造業 
2.1%

輸送用機械器具製造業 
5.1%

大学院進学 82.1%

電気機械器具
製造業 
19.6%

輸送用機械器具
製造業 
17.6%

精密機械器具製造業  
11.8%

情報サービス業  9.8%

博士後期課程進学  
8.8%

一般機械器具製造業 
7.8%

運輸業 3.9%

鉄鋼業 3.9%

修士課程修了者の進路

　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。

学部学科・大学院専攻／専門分野の概要

IHI、いすゞ自動車、キヤノン、小松製作所、JFEスチール、
トヨタ自動車、日産自動車、パナソニック、日立製作所、本田技研工業、
三菱重工業、三菱電機　など

主な就職先

理工学的センスと論理的思考力を身につける

早稲田　理工　総合機械工学科

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
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経営システム工学科3年

西村 祐樹さん

本学科にはさまざまなことに興味を

持つ学生が集まるため、とても刺激的

な大学生活を送れます。また、多様な

分野で活躍できる教養を身に付けら

れるところも魅力です。私は情報分野

を学びつつ視野を広げたかったため、

本学科を志望しました。現在は情報

数理の研究室に所属しており、将来は

データサイエンスの分野で社会に貢

献したいと考えています。

学生からのメッセージ

さまざまな分野に
応用できる学び

　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

その他内訳：建設、広告・メディア、運輸・物流 、生活用品、
食品・医療・化粧品、資源・エネルギー・素材、不動産　など

学部卒業者の進路

その他 10.0%生活・公共サービス 3.4%

エレクトロニクス機器 
3.4%

機械・自動車 5.0%

金融・保険・証券 11.8%

情報通信・インターネット 30.3%

大学院進学 
36.1%

出版・印刷 3.7%生活用品、食品、医療、化粧品 
7.4%

生活・公共サービス 7.4%

資源・エネルギー・素材 
7.4%

金融・保険・証券 7.4%

エレクトロニクス機器 11.1%

広告・メディア 14.8%

情報通信・
インターネット 
40.8%

その他 10.0%生活・公共サービス 3.4%

エレクトロニクス機器 
3.4%

機械・自動車 5.0%

金融・保険・証券 11.8%

情報通信・インターネット 30.3%

大学院進学 
36.1%

出版・印刷 3.7%生活用品、食品、医療、化粧品 
7.4%

生活・公共サービス 7.4%

資源・エネルギー・素材 
7.4%

金融・保険・証券 7.4%

エレクトロニクス機器 11.1%

広告・メディア 14.8%

情報通信・
インターネット 
40.8%

修士課程修了者の進路

　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

アクセンチュア、 NHK、NTTデータ、新日鐵住金、新日鉄住
金ソリューションズ、住友商事、日産自動車、野村総合研究所、日立製作
所、三菱電機、三菱東京UFJ銀行、リクルートホールディングス　など

主な就職先

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

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

早稲田　理工　経営システム工学科
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私は工業系の高校で建築を勉強しまし

たが、構造・環境・計画といった幅広い観

点からまちづくりを総合的に学べる社

会環境工学科への進学を志望しました。

座学だけではなく、実験や現場見学、土

木の道で活躍されている方々の授業な

どを通して、まちづくりという壮大なモノ

づくりを広範に学べることに魅力を感じ

ています。

学生からのメッセージ

壮大なモノづくりを
広範に学べる魅力

社会環境工学科3年

田中 万琳さん

　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

その他 16.7%

道路 2.0%

コンサル 2.0%
電力・通信 4.9%

不動産住宅 4.9%

公務員 7.8%

建設 12.7%

大学院進学 
49.0%

その他 23.7%

不動産住宅 8.5%

道路 8.5%

鉄鋼・重工 10.2% コンサル 10.2%

公務員 10.2%

鉄道 13.6%

建設 15.3%

その他内訳：電力、セメント、シンクタンク　など

その他 16.7%

道路 2.0%

コンサル 2.0%
電力・通信 4.9%

不動産住宅 4.9%

公務員 7.8%

建設 12.7%

大学院進学 
49.0%

その他 23.7%

不動産住宅 8.5%

道路 8.5%

鉄鋼・重工 10.2% コンサル 10.2%

公務員 10.2%

鉄道 13.6%

建設 15.3%

修士課程修了者の進路

　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

大林組、鹿島建設、国土交通省、JR東日本、清水建設、西
武鉄道、竹中土木、東京電力ホールディングス、東京都、NEXCO中日
本、NEXCO東日本、日立製作所　など

主な就職先

環境と人々の活動が調和した
社会基盤の充実に向けて

早稲田　理工　社会環境工学科

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
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環境資源工学科3年

長澤 真さん

「環境問題の解決に貢献したい」とい

う思いから、私はこの学科を選びまし

た。本学科では資源開発や資源循環、

環境保全といった幅広い分野を学ぶ

ことができ、現場見学や世界で活躍す

るOB・OGの話を聞く機会もあります。

私は今後、岩石・鉱物資源に関する研

究をし、石造文化財保護等にも応用す

ることで、国際協力にも携わりたいと

考えています。

学生からのメッセージ

可能性は無限大

　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

その他 3.0%

就職 
26.0%

大学院進学 
71.0%

その他 15.7%

情報・通信 5.9%

金融・証券・保険 
7.8%
商社・コンサルディング 
11.8%

電気機器 13.7%

機械・エンジニアリング 
13.7%

鉄鋼・金属・鉱業 
15.7%

石油・エネルギー 
15.7%

その他 3.0%

就職 
26.0%

大学院進学 
71.0%

その他 15.7%

情報・通信 5.9%

金融・証券・保険 
7.8%
商社・コンサルディング 
11.8%

電気機器 13.7%

機械・エンジニアリング 
13.7%

鉄鋼・金属・鉱業 
15.7%

石油・エネルギー 
15.7%

修士課程修了者の進路

　本学科は、「地球・資源」系、「素材・循環」系、「人間・環境」系の大きく3つの系（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、石造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。

学部学科・大学院専攻／専門分野の概要

エクソンモービル・ジャパン、 JFEスチール、石油資源開発、
石油天然ガス・金属鉱物資源機構、東京都、東洋エンジニアリング、トヨタ
自動車、本田技研工業、三菱マテリアル、雪印メグミルク、横河電機　など

主な就職先

その他内訳：環境・リサイクル、化学・食品・製薬、官公庁・
教育、運輸・交通　など

資源循環型社会の構築と
地球環境保全を目指して

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

早稲田　理工　環境資源工学科
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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

　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。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 早稲田　理工　経営デザイン専攻

アクセンチュア、エーザイ、NTTデータ、
カゴメ、キヤノン、新日鐵住金、大和証券、電通、日産
自動車、PwCコンサルティング、三菱電機、YKKAP
など

主な就職先

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
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製造業 
51.9%

情報サービス業 
13.8%

専門サービス業
17.2%

証券業・保険業
10.3%

総合商社 3.4% 外国企業 3.4%

修士課程修了者の進路



　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。
　学部1年次から学科ごとに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。
　「物質」「生命」「システム」をキーワードに、「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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専任教員一覧（学部）（2018年4月1日現在）※大学院各専攻の所属教員はWebサイト等でご確認ください

物理学科
資格 氏名 専門分野

教授

安倍　博之 素粒子論、場の理論、超対称理論、
（現象論的）弦理論

上田　太郎 生物物理学
勝藤　拓郎 物性物理学
鷹野　正利 理論核物理学
髙野　光則 理論生物物理学
鳥居　祥二 高エネルギー宇宙物理学
中里　弘道 量子力学基礎論、場の理論
長谷部　信行 放射線物理学、宇宙線物理学、月・惑星科学
前田　惠一 宇宙物理学、一般相対性理論
松田　梓 低温物性物理学
安田　賢二 生物物理学
山崎　義弘 パターン形成の物理、統計物理
山田　章一 高エネルギー天体物理学
湯浅　一哉 量子物理学、量子情報（理論）
寄田　浩平 高エネルギー素粒子実験

専任講師 高山　あかり 薄膜・表面界面物性

応用物理学科
資格 氏名 専門分野

教授

青木　隆朗 量子光学
大谷　光春 非線形偏微分方程式、非線形関数解析
小澤　徹 数理物理学
片岡　淳 放射線科学、宇宙物理実験、粒子物理、核医学
小松　進一 光物理工学、情報フォトニクス
澤田　秀之 知覚情報処理・知能ロボティクス
竹内　淳 半導体デバイス工学
多辺　由佳 ソフトマター物理学
新倉　弘倫 原子・分子物理、超短レーザー物理
長谷川　剛 表面・界面物理
原山　卓久 統計物理学
溝川　貴司 電子相関物理
望月　維人 理論物性物理学
森島　繁生 画像情報処理、画像センシング、感性工学
鷲尾　方一 ビーム物理、放射線科学

准教授 北　智洋 光エレクトロニクス

応用化学科

資格 氏名 専門分野

教授

小柳津　研一 高分子化学
木野　邦器 発酵工学、微生物代謝工学、応用生物化学
桐村　光太郎 応用生物化学、微生物機能の開発
黒田　一幸 無機材料化学、無機合成化学
下嶋　敦 無機固体化学、無機合成化学
菅原　義之 無機材料化学
関根　泰 触媒化学、物質変換化学
野田　優 反応工学・材料プロセス
平沢　泉 化学工学、分離プロセス工学、環境工学
本間　敬之 機能表面化学、界面電気化学
松方　正彦 触媒化学、物質変換化学
門間　聰之 応用電気化学、エネルギー材料化学
山口　潤一郎 有機化学
和田　宏明 無機固体化学、無機合成化学

准教授 細川　誠二郎 有機合成化学

専任講師
小堀　深 化学工学、界面化学
須賀　健雄 高分子化学
花田　信子 材料科学・化学工学

化学・生命化学科

資格 氏名 専門分野

教授

石原　浩二 無機反応化学
井村　考平 光物理化学
鹿又　宣弘 機能有機化学
小出　隆規 生物分子化学
柴田　高範 反応有機化学
寺田　泰比古 分子生物学
中井　浩巳 電子状態理論
中尾　洋一 ケミカルバイオロジー
中田　雅久 化学合成法
古川　行夫 構造化学
山口　正 錯体化学

電気・情報生命工学科

資格 氏名 専門分野

教授

石山　敦士 超電導応用、バイオマグネティクス
井上　真郷 確率的情報処理
岩崎　秀雄 細胞分子生理学、分子遺伝学
内田　健康 システム制御理論
大木　義路 誘電体材料、絶縁材料
岡野　俊行 生化学、分子細胞生物学、光生物学
木賀　大介 応用ゲノム科学、生命・健康・医療情報学
小林　正和 電子・光子材料学
近藤　圭一郎 電力工学・電気機器工学
柴田　重信 薬理学
宗田　孝之 超高速分光、生体・医療光学
高松　敦子 システム生物学、複雑系の生物学
武田　京三郎 量子材料学
浜田　道昭 バイオインフォマティクス、生命情報科学
林　泰弘 先進電気エネルギーシステム
牧本　俊樹 電子・電気材料工学、半導体デバイス
村田　昇 情報学習システム
若尾　真治 コンピュータシミュレーション、自然エネルギー
渡邊　亮 電子制御機械工学

准教授 柳谷　隆彦 分子センサデバイス

生命医科学科

資格 氏名 専門分野

教授

朝日　透 生物物性科学
井上　貴文 神経生理学
大島　登志男 分子脳神経科学
合田　亘人 分子病態医化学
佐藤　政充 細胞骨格制御学
仙波　憲太郎 細胞情報学
武岡　真司 生体分子集合科学
武田　直也 生命機能材料科学
竹山　春子 生命分子工学
常田　聡 環境生命科学

早稲田　研究者データベース

教員情報の詳細は「研究者データベース」をご覧ください。

学部
◦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

大学院

◦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
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物理学科3年

清水 宏太郎さん

物理学科では現代を支える物理学・

数学の基盤を学習します。基礎的な

理論だけでなく、電子デバイスや生物

学にどのように応用されているかも

学ぶことができ、至る所に驚きと興奮

が満ち溢れています。そんな多種多様

な物理学を、研究最前線で活躍する

教授陣から学べます。ぜひこの学科で

物理学の奥深さを体験してください。

学生からのメッセージ

尽きることのない
物理学の面白さ

　本学科の卒業生の約8割が大学院へ進学します。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）。また、修士課程修了生の約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名の博士が

誕生し、国内外の大学、研究機関、民間企業で活躍して

います。

進路の方向性 学部卒業者の進路

その他 2.2%

就職 
19.1%

大学院進学 
78.7%

その他 
27.9%

専門サービス業 6.3%

精密機械器具製造業 
6.3%
一般機械器具製造業  
6.3%

輸送用機械器具製造業 
7.6%

通信業 8.9%

電気機械
器具製造業 
25.3%

博士後期
課程進学 
11.4%

その他 2.2%

就職 
19.1%

大学院進学 
78.7%

その他 
27.9%

専門サービス業 6.3%

精密機械器具製造業 
6.3%
一般機械器具製造業  
6.3%

輸送用機械器具製造業 
7.6%

通信業 8.9%

電気機械
器具製造業 
25.3%

博士後期
課程進学 
11.4%

修士課程修了者の進路

　物理学は素粒子、原子、物質、生物、そして宇宙に至るまで、1060にもわたるスケールの自然現

象を対象とし、私たちの「知」の最前線を切り開く学問です。本学科は、「素粒子・宇宙物理」、「物

性物理」、「生物物理」を3つの柱として、最先端物理学の研究と教育を行っています。教育面で

は、高校で学んだ力学と電磁気学をより体系的、数理的に学ぶためのカリキュラムを整備してお

り、極微の世界を記述する量子力学、複雑な世界を記述する統計力学の授業も完備しています。

本学科のもう一つの特徴は、応用物理学科と密に連携をとって研究と教育を行っていることで

す。そのため学生らは純粋物理に加え、応用物理の素養も身につけることができます。大学院の

専攻では両学科が一つになり、最先端サイエンスと最先端テクノロジーを両輪にして研究を進め

ています。

学部学科・大学院専攻／専門分野の概要

NTT、NTTコミュニケーションズ 、JFEスチ ール、ソ
ニー、ソフトバンク、トヨタ自動車、日本IBM、野村総合研究所、富士ゼ
ロックス、本田技研工業、三菱電機、ヤフー　など

主な就職先

その他内訳：鉄鋼業、情報サービス業、その他サービス業　など

素粒子・宇宙から生物までの自然現象を解明する

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

早稲田　理工　物理学科
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応用物理学科では、学年ごとに物理学

を統括的に理解できるよう物理・数学

の授業が構成されており、それに沿っ

て演習、実験を履修することができま

す。全ての講義が少しずつ関連して一つ

の学問の基礎を掴むことができるの

で、物理学の面白さを実感できると思

います。大学に通うなら真面目に講義

を受け、本気で学ぶ気持ちが大切です。

学生からのメッセージ

応用物理学科で学べること

応用物理学科3年

齋藤 柚里さん

　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

その他 
5.7%

情報サービス業 
1.2%

建設業 1.2%

電気機械器具製造業 
1.2%
専門商社 1.2%

普通銀行 1.2%

化学工業 1.2%

不動産業 1.2%

放送業 1.2%

輸送用機械器具製造業 1.2%

大学院進学 83.5%

その他 
27.9%

専門サービス業 6.3%

精密機械器具製造業 
6.3%
一般機械器具製造業  
6.3%

輸送用機械器具製造業 
7.6%

通信業 8.9%

電気機械
器具製造業 
25.3%

博士後期
課程進学 
11.4%

その他 
5.7%

情報サービス業 
1.2%

建設業 1.2%

電気機械器具製造業 
1.2%
専門商社 1.2%

普通銀行 1.2%

化学工業 1.2%

不動産業 1.2%

放送業 1.2%

輸送用機械器具製造業 1.2%

大学院進学 83.5%

その他 
27.9%

専門サービス業 6.3%

精密機械器具製造業 
6.3%
一般機械器具製造業  
6.3%

輸送用機械器具製造業 
7.6%

通信業 8.9%

電気機械
器具製造業 
25.3%

博士後期
課程進学 
11.4%

修士課程修了者の進路

　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開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。

学部学科・大学院専攻／専門分野の概要

NTT、NTTコミュニケ ー ション ズ、JFEス チ ール、ソ
ニー、ソフトバンク、トヨタ自動車、日本IBM、日本原子力研究開発機
構、野村総合研究所、浜松ホトニクス、富士ゼロックス、ヤフー　など

主な就職先

その他内訳：鉄鋼業、情報サービス業、その他サービス業　など

次世代技術の芽と新しい物理をつくる

早稲田　理工　応用物理学科

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
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化学・生命化学科3年

千葉 勇太さん

私は高校時代にケミカルバイオロジー

に興味を持ち、化学と生命科学の両方

を学べる化学・生命化学科に進学しま

した。当学科の魅力は、比較的少人数

の学科なので、学生同士、また教員と

の距離が近いことです。有機、生命、物

理、無機化学を基礎から先端研究まで

幅広く学んで、食品や医薬品などの生

体中での働きを化学の視点で解き明

かしたいです。

学生からのメッセージ

生命の謎を
化学の力で解き明かす

　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。昨年は5名の博士

が誕生しました。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。また多くの卒

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

その他 3.1%大学職員・銀行 2.9%

機械・建築 2.9%

情報・通信 4.4%

化学・製造 4.4%

大学院進学 82.3%

銀行 2.5%公務員 5.0%

情報・コンサルタント 10.0%

製薬・食品 12.5%

博士後期課程進学 15.0%

化学・石油 
55.0%

その他 3.1%大学職員・銀行 2.9%

機械・建築 2.9%

情報・通信 4.4%

化学・製造 4.4%

大学院進学 82.3%

銀行 2.5%公務員 5.0%

情報・コンサルタント 10.0%

製薬・食品 12.5%

博士後期課程進学 15.0%

化学・石油 
55.0%

修士課程修了者の進路

　「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

旭化成、クラレ、コーセー、JXエネルギー、シオノギ製薬、
信越化学工業、住友化学、積水化学工業、武田薬品工業、デンカ、東レ、
三菱ケミカル　など

主な就職先

原子・分子レベルで見た先端的機能性物質の創造

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

早稲田　理工　化学・生命化学科
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応用化学科の魅力は、化学の深い学び

はもちろん、社会に役立てるという応

用的視点や、生産プロセスなどの工業

的視点から化学を学べることにある

と思います。化学は私達にとって身近

な存在であり、化学製品が生活を支え

ていることを一人暮らしの中でもよく

実感します。将来は、化学の力を生か

し、社会に貢献する研究をしたいと考

えています。

学生からのメッセージ

「応用」できる化学

応用化学科3年

小松 礼佳さん

　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、さらに研究者を目指す学生には、修士修了後

に博士後期課程に進学して博士（工学）を取得すること

を推奨しています。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

その他 2.0%公務員 1.0%

商社・金融・
コンサルティング 3.0%

化学・材料・食品 3.0%

自動車・機械・
エンジニアリング 4.0%

大学院進学 87.0%

その他 11.0%
博士後期課程進学 

3.0%

電気電子・情報通信 8.0%

エネルギー・エンジニアリング 
10.0%

自動車・機械 12.0%

医薬・化粧品・食品 18.0%

化学・材料・
印刷 
38.0%

その他 2.0%公務員 1.0%

商社・金融・
コンサルティング 3.0%

化学・材料・食品 3.0%

自動車・機械・
エンジニアリング 4.0%

大学院進学 87.0%

その他 11.0%
博士後期課程進学 

3.0%

電気電子・情報通信 8.0%

エネルギー・エンジニアリング 
10.0%

自動車・機械 12.0%

医薬・化粧品・食品 18.0%

化学・材料・
印刷 
38.0%

修士課程修了者の進路

　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9,000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。

学部学科・大学院専攻／専門分野の概要

旭化成、 旭硝子、花王、JXTGエネルギー、資生堂、信越
化学工業、大日本印刷、中外製薬、東レ、トヨタ自動車、ブリヂストン、
三菱ケミカル　など

主な就職先

役立つ化学・役立てる化学

早稲田　理工　応用化学科

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
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生命医科学科3年

川西 可菜子さん

本学科の特徴は理工学と医学の双方

を学べることです。私は医療分野に

興味があり本学科を志望しましたが、

日々学ぶ中で理工学と医学両方の知

識の必要性を実感し、幅広い視点を得

ることができました。また、教授との

距離が近いことも本学科の魅力の一

つです。今後は病気の原因解明、創薬

につながるような研究に取り組みた

いと考えています。

学生からのメッセージ

理工学と医学の融合で
得られる独創的な視点

　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 学部卒業者の進路

その他 6.0%

就職 7.8%

大学院進学 86.2%

その他 11.0%

バイオ・食品 
8.9%

コンサルティング・
報道・広告 
6.7%

IT・機械・医療機器 17.8%

化学・化粧品 
15.6%

製薬 
26.7%

博士後期
課程進学 
13.3%

その他 6.0%

就職 7.8%

大学院進学 86.2%

その他 11.0%

バイオ・食品 
8.9%

コンサルティング・
報道・広告 
6.7%

IT・機械・医療機器 17.8%

化学・化粧品 
15.6%

製薬 
26.7%

博士後期
課程進学 
13.3%

修士課程修了者の進路

　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い、疾病や傷害

ならびに少子高齢化や食の安全への対策、健康寿命の延伸と充実した生活の実現などさまざま

な課題に対して、最新の理工学および医学の基礎研究と、最先端の予防・診断・治療方法の開発に

取り組んでいます。学部・大学院の6年一貫教育を基本として、海外の大学や研究機関とも連携し、

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を育成しています。学部4年間

では、生命医科学の基礎知識を系統立てて学びかつ、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、新しい視点から独創

的で実学的な研究に取り組みます。博士後期課程では、世界をけん引する研究者を目指して、よ

り深い専門的な研究を進めます。

学部学科・大学院専攻／専門分野の概要

ロジスティクス

旭化成、味の素、エーザイ、オリンパス、 NHK、花王、グラ
クソスミスクライン、シミック、第一三共ヘルスケア、中外製薬、日本光
電、ファイザー製薬　など

主な就職先

その他内訳：医学部編入試験準備　など その他内訳：大学職員、運輸　など

病気のメカニズムを理解する基礎研究と
予防・診断・治療方法の開発を担う

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

早稲田　理工　生命医科学科
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電気・情報生命工学科の一番の魅力

は、幅広い視点から勉強ができること

です。生物の構造をプログラミングに

よって再現したり、工業機械の動作を

数学的なアプローチで解析したり、高

校までの「科目」の域を越えた研究が

行われています。さまざまな視点から

物事を考えることによって、新たな発

見が得られることもあります。

学生からのメッセージ

既存の枠組みにとらわれない

電気・情報生命工学科1年

大石 空さん

　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

その他内訳：普通銀行、化学工業、百貨店・スーパー、輸
送用機械器具製造業、広告業、卸売業、新聞業、その他の
金融業、その他のサービス業　など

学部卒業者の進路

その他 7.4%電気・ガス・水道業 1.4%

通信業 2.1%

精密機械器具製造業 
2.1%

公務員 2.1%

情報サービス業 2.8%

電気機械器具製造業 
5.5%

大学院進学 76.6%

その他 38.8%

その他の
サービス業 
5.6%

輸送用機械器具製造業 
7.4%

精密機械器具製造業 
7.4%

情報サービス業 
9.3%

専門サービス業 
9.3%

電気機械器具製造業 
11.1%

電気・ガス・水道業 
11.1%

その他内訳：建設業、運輸業、鉄鋼業、広告業、化学工業　など

その他 
18.5%

その他の
サービス業 5.6%

博士後期課程進学 
3.7%

通信業 4.6%

放送業 4.6%

その他製造業 7.4%

輸送用機械器具製造業 7.4%

精密機械器具
製造業 7.4%

情報サービス業 9.3%

専門サービス業 
9.3%

電気機械器具
製造業 11.1%

電気・ガス・水道業 
11.1%

その他 
5.7%

修士課程修了者の進路

　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。

学部学科・大学院専攻／専門分野の概要

NHK、NTT東日本、オリンパス、キヤノン、ソニー、東京ガ
ス、東京電力ホールディングス、トヨタ自動車、野村総合研究所、日立
製作所、富士通、リクルートホールディングス　など

主な就職先

21世紀を担う最先端テクノロジーを極める

早稲田　理工　電気・情報生命工学科

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
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　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

　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

ナノ理工学専攻生命理工学専攻

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

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

早稲田　理工　生命理工学専攻 早稲田　理工　ナノ理工学専攻

花王、キヤノン、ソニー、東京ガス、トヨタ自動車、
パナソニック、富士フイルム、本田技研工業、三菱電機、三菱マ
テリアル、リコー、ローム　など

主な就職先

　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

大学院 先進理工学研究科／ナノ理工学専攻
Graduate Program in Nanoscience and Nanoengineering

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
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その他 5.4%

エネルギー・インフラ  
5.6%

化学・バイオ  
16.7%

自動車・精密機械  
27.8%

電気電子 
38.9%

博士後期課程進学
5.6%

修士課程修了者の進路



　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44名の博士号取得者がおります。

共同先端生命医科学専攻

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

早稲田　理工　共同先端生命医科学専攻

　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

共同先進健康科学専攻

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　共同先進健康科学専攻

　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

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

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
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　社会の抱える問題が複雑化・高度化する中、スマー

ト社会の実現に貢献しうる、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。修士課程と博士課程とを

区分しない5年一貫制の本専攻では産官学連携のも

と、物理、化学、生命科学、電気・電子に跨る横断的な専

門教育、国内外企業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、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」、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

　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。

先進理工学専攻共同原子力専攻

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

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

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

NTT、国家公務員、電力各社、東芝、トヨタ
自動車、日立製作所、三菱重工、三菱電機　など
主な就職先

運輸 7.0%

国家公務員 7.0%

軽電 26.0%

電力・エネルギー 
7.0%

重電 
40.0%

その他 13.0%

修士課程修了者の進路

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

大学院 先進理工学研究科／共同原子力専攻
Cooperative Major in Nuclear Energy
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　修了者の半数が材料系、デバイス系、シス

テム系など多様な分野の研究開発職として

産業界に就職しています。2017年度修了者

は7割が産業界に就職する見込みです。

進路の方向性

産業総合技術研究所、長岡技術科学大
学、名古屋大学、日立製作所、堀場製作所、三井化学、
三菱ケミカル、三菱電機、早稲田大学　など

主な就職先

公的研究機関 
10.0%

大学教員 
40.0%

産業界
（研究開発職）
 50.0%

博士課程修了者の進路



　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在籍しています。

大学院専攻／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。

大学院専攻／専門分野の概要

　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

環境・エネルギー研究科情報生産システム研究科

環境・エネルギーに関わる
持続可能性の実現を目指して

アジアおよび世界への
知の発信拠点を目指して

その他内訳：官公庁、システム・サービス、マスコミ、サービ
ス業、観光調査、鉱業、情報・通信、空運業、建設業、機械ガ
ラス・土石製品、金融　など

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

いすゞ自動車、NHK、 JR東 海、 JX日鉱
日石エネルギー、 JFEエンジニアリング、JFEスチー
ル、大成建設、デンソー、東京ガス、日産自動車、パナソ
ニック、三菱電機　など

主な就職先

　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

その他内訳：エネルギー関連、建設・エンジニアリング、化学
関連、運輸・鉄道・航空・船舶、金融・メディア・官公庁　など

アズビル、カカクコム、キヤノン、ケーヒン、コ
ニカミノルタ、JX金属、デンソー、パナソニックシステムデ
ザイン、日立ビルシステム、富士通ゼネラル、三菱電機、ル
ネサスエレクトロニクス　など

主な就職先

その他 12.1%

機械・鉄鋼・金属 
4.1%

自動車 6.6%

半導体 10.6%

博士後期課程進学 16.8%
情報・
通信サービス 
18.6%

電気・
情報機器 
31.2%

修士課程修了者の進路

大学院 環境・エネルギー研究科
Graduate School of Environment and Energy Engineering

大学院 情報生産システム研究科
Graduate School of Information, Production and Systems
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機械・電気 10.0%

エネルギー 8.0%

その他 
24.0%

博士後期課程
進学 4.0%

電気機器 4.0%

保険業 4.0%

学校法人 4.0%

運輸 4.0%

自動車 
26.0%

エンジニアリング 
12.0%

修士課程修了者の進路
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※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。

 理工学術院統合事務所
アドミッションオフィス

〒169-8555　東京都新宿区大久保3-4-1
TEL 03-5286-3808　FAX 03-5286-3500
e-mail：fse-admission@list.waseda.jp

学生のキャンパスライフ紹介ビデオを続々公開予定

『映像エッセイ
〜ただの理工じゃつまらない』公開中

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

新目白通り

都電荒川線 早稲田大学総合学術情報センター（中央図書館）

面影橋駅 早稲田駅

早稲田駅

喜久井町キャンパス

東京女子医科大学

先端生命医科学センター
（TWIns）

牛込柳町駅

若松河田駅

戸山
キャンパス

大隈会館

大隈庭園

大隈講堂

研究開発センター

早稲田中・高

早稲田キャンパス

西早稲田
キャンパス

東京メトロ東西線

早稲田通り

各務記念材料技術研究所

西早稲田駅
早稲田キャンパスへ

都営地下鉄大江戸線

早大理工前停留所

明
治
通
り

東新宿駅

新宿区立
中央図書館

高田馬場駅

諏訪通り

戸山公園

大久保通り

新大久保駅

J
R
山
手
線

東
京
メ
ト
ロ
副
都
心
線

西
武
新
宿
線

「研究者データベース」を学部・学科選びに役立てよう！
　「研究者データベース」は、早稲田大学に
在籍する専任教員等の教育・研究活動に関
するデータベースです。専門分野や著書・論
文などの研究業績を公開していますので、
興味のある分野などでキーワード検索して
ください。ヒットした教員情報から研究室
のWebサイトにアクセスすれば、在学生の
活動の様子なども含めたより詳しい情報が

得られます。学部・学科選
びに役立ててください。

早稲田大学および理工学術院
Webサイトからもアクセスで
きます。PC・モバイルともに右
上のメニュー「データ集」から
「研究者データベース」を選択
してください

http://researchers.waseda.jpURL




