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Campus  
Scene

理工学術院の施設や学生生活を

写真で切り取ります。

写真で見る“理工らしさ”

普段見ることのできない研究室、実験室、図書館、カ
フェテリア、サークル活動など、西早稲田キャンパス
のさまざまなシーンを、約1分間の動画でご紹介しま
す。QRコードからWebサイトをご覧いただき、未来の
キャンパスライフを思い描いてみてください。

https://www.waseda.jp/fsci/about/brochure/
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理工学基礎実験室

学園祭「理工展」ステージ企画

建築設計スタジオ

理工学図書館
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工作実験室

高西研究室で開発された
WABIAN-2R

WASEDAものづくり工房

小中学生のための科学実験教室「ユニラブ」

核磁気共鳴装置
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学部・大学院・関連組織 一覧
51号館屋上から西新宿を望む

早稲田大学 理工学術院

学
部

先進理工学部 P.38

■	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	

基幹理工学部 P.32

■	数学科	

■	応用数理学科	

■	機械科学・航空宇宙学科	

■	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	

創造理工学部 P.35

■	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	

■	理工学術院総合研究所	

■	各務記念材料技術研究所	

■	国際情報通信研究センター

■	環境総合研究センター

■	情報生産システム研究センター

■	先端生命医科学センター
　	（TWIns）

■	環境保全センター

■	データ科学センター

■	総合研究機構
　	（プロジェクト研究所）

■	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	

■	オープンイノベーション
　	戦略研究機構

関
連
組
織

大
学
院
︵
修
士
課
程
・
博
士
後
期
課
程
︶

先進理工学研究科 P.38

■	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	

情報生産システム研究科 P.42

環境・エネルギー研究科 P.42

基幹理工学研究科 P.32

■	数学応用数理専攻	

■	機械科学・航空宇宙専攻	

■	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	
	

創造理工学研究科 P.35

■	建築学専攻	

■	総合機械工学専攻	

■	経営システム工学専攻	

■	建設工学専攻	

■	地球・環境資源理工学専攻	

■	経営デザイン専攻	

卒業式・学位授与式後の記念撮影
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Cutting Edge Lab

最先端の研究現場

理工学
術院の

多様な
研究室

は、学
内外を

舞台に
、世界

に先駆
ける研

究を行
ってい

ます。

ここで
は、各

学部か
ら最先

端の研
究現場

を紹介
します

。
01基幹理工学部 表現工学科 橋田朋子研究室

クリエイティブデザインと
工学が出会う場所

基幹理工学部
橋田 朋子准教授

Profile　2003年、東京藝術大学音
楽学部楽理科卒業。2009年、東京大
学大学院博士（学際情報学）取得。
東京大学特任研究員などを経て、
2013年に早稲田大学理工学術院専
任講師。2015年より現職。研究室は
フラットな雰囲気で、准教授も「メン
ターのように」学生に助言を行う。

インタラクションデザイン・メディアテクノロジー

　機械や装置などの技術を開発するとき、多くの場合は技術によって「人の生活を便利にしたい」と考

えるでしょう。効率性や利便性の追求は、昨今の技術革新を支えています。一方、私たちが研究で目的と

するのは、技術によって「人に何かを発見させ、考えさせること」です。例えば、絵画に使われる額縁が自

由に動き回り、しかも額縁に収まった景色に自動で機械の解釈に基づくタイトルを付けてしまう装置が

あったら、私たちは何を思うでしょうか。その装置によって人の暮らしは便利にならないかもしれません

が、人に考えさせ、時には人を動かしてしまう。そんなデバイスの研究・開発が私の研究分野です。

　研究室では表現工学の名の通り、電子工作や材料の物性の理解といった工学の知識・技術と同時に、

問題意識やデザイン性といった芸術の考え方の両方を生かして研究を進めます。異分野をかけ合わせ

ることでイノベーションが求められる時代において、一人で2つの分野を学べることも魅力の一つです。

皆さんの強い好奇心と、既存の枠組みにとらわれない自由な発想をお待ちしています。

橋田研究室HP　https://tomokohashida.tumblr.com/

Works

けさらんパパス

タンポポの冠毛（綿毛）が、静電気によって立ち上がったり

跳ねたりして、まるで生きているように振る舞う作品。米粒

が静電気によって米袋に吸い付く現象をヒントに、種子や

綿毛のような自然物が生き物のように見えるにはどうしたら

よいのか研究しました。この作品はInternational	Student	

Creative	Award	2019で佳作（2nd	Prize）を獲得しました。

1��工具や3Dプリンター、裁縫道具まで、
学生の研究内容に合わせてさまざまな
機材がそろう研究室

2��額縁が動き回り、収まった景色に自動で
タイトルを付ける「curatingframe」	

3���研究結果は、学会での発表はもちろん、
芸術作品としてアートコンペにも出品
するのが研究室の特徴。年に一度、ギャ
ラリーを借りた展示会も開いている

橋田研究室の紹介動画はこちら 製作者：	基幹理工学部	4年	フラハティ	陸さん

1

3

2
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Cutting Edge Lab

最先端の研究現場

02創造理工学部 総合機械工学科 滝沢研二研究室

　気体や液体といった流体は、流れることによって「旗が風にはためく」「心臓が拍動する」というよう

に他の構造物を変化させ、またその変化が流体の動きに変化をもたらします。この相互作用が生まれ

る現象のことを流体構造連成といいます。私たちは流体構造連成を数式で表し、それに基づいてコン

ピューター上でシミュレーションすることで、さまざまな現象のメカニズム解明を目指しています。流体構

造連成は、自動車のタイヤ・パラシュート・心臓や血管など応用範囲が広いので、取り組むテーマは多岐

にわたります。数式を扱う数学の知識、物体の現象について考える物理の知識を駆使しながら、自然界

で起きる現象の原理を知り、またその現象を自分の手で再現できるのが魅力的だと考えています。

　自動車、飛行機、心臓など、身の回りで当たり前に動いているものの中には、そのメカニズムがまだ完

全に解明されていないものがたくさんあります。実際のモノが好きな人も、コンピューターが好きな人も、

高校で習った数学と物理を応用して、「なぜ？」「どうなっているの？」を一緒に考えてみませんか。

原理を知り、現象を再現する
シミュレーションの世界

創造理工学部
滝沢 研二教授

Profile　2001年、東京工業大学工
学部機械宇宙学科卒業。2005年、
同大学大学院博士（理学）取得。
米国ライス大学リサーチサイエン
ティストなどを経て、2011年から現
職。研究室では歓迎会やクリスマス
パーティーなどの交流会を開くのが
恒例。

流体構造連成シミュレーション

滝沢研究室HP　http://www.jp.tafsm.org

Voice

　研究室では、心臓の中にある僧帽弁という弁が動く仕組みについて、3Dモデリング

によるシミュレーションを用いて研究しています。人の体の中でいつも動いている心

臓のメカニズムがどうなっているのか、自分で再現しながら探れるところに面白さを

感じています。研究を進めることで、将来的にはさまざまな人に対する心臓の病気の

予測・予防に役立てたいです。

　研究室には多様なテーマを研究する学生が集まり、刺激を与え合いながらも和や

かな雰囲気で自分の研究に打ち込んでいます。ぜひ、見学に来てみてください。

1��祝い事があれば、学生が選んだケーキ
をみんなで囲むのが定番

2��大型モニターでシミュレーション結果
を見ながら、活発に討論する

3��心臓の弁の動きをコンピューター上で
シミュレーション

4��博士課程のみんなでお寿司を食べる
5��ゼミ合宿のレクリエーション

滝沢研究室の紹介動画はこちら

3

3

5

1

2

4

創造理工学部 4年
南原 恵さん
早稲田実業学校高等部出身
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Voice

　研究室では、家庭の電力消費量を計測するスマートメーターからデータを取

得し、機械学習を用いて家電機器の消費電力を予測する研究をしています。教

授のサポートを受けながら、責任ある共同研究プロジェクトを任せてもらい、国

内外の学会発表にも挑戦しています。

　電力という生活に欠かせないものを研究することで、自分の生活を自分の手

でつくれるような気分を味わえるのが楽しいところです。次世代型の電力シス

テムを、私たちと一緒につくりましょう！

Cutting Edge Lab
最先端の研究現場

03先進理工学部 電気・情報生命工学科 林泰弘研究室

情報技術を駆使し
次世代の送電網をつくる

先進理工学部
林 泰弘教授

Profile　1989年、早稲田大学理工
学部電気工学科卒業。1994年、同大
学大学院理工学研究科博士（工学）
取得。福井大学工学部助教授などを
経て、2009年より早稲田大学先進
理工学部教授。先進グリッド技術研
究所長、スマート社会技術融合研究
機構(ACROSS）	機構長も兼任。

エネルギーマネジメントシステム

　エネルギー自給率が低い日本にとって、太陽光や風力などの再生可能エネルギー源の利用拡大は不

可欠です。ただ、これらのエネルギー源を発電に使う場合、発電量が天候に左右されるため、安定に電気

を届けるには工夫が必要です。当研究室では、再生可能エネルギーを日本の主力電源にしていくために、

どうすればたくさん受け入れられるか、その電気を工場、ビルや家庭でどうすれば最も効率的に使えるか、

日々研究しています。目指すのは、「電力を創る・送る・使う」を情報通信技術（ICT）によって統合する「スマート

グリッド（次世代電力網）」の実現です。その鍵となるのは、時々刻々変化する再生可能エネルギーの発電

や電力の消費を予測しながら、最適に結び付ける「エネルギーマネジメント」の手法です。私たちは、街

レベルでのエネルギーマネジメントを研究できる、世界的にも数少ない研究環境を整えており、文部科

学省・経済産業省等の国家研究プロジェクトや企業との共同研究を精力的に進めています。

　研究室には、再生可能エネルギーや情報技術に関心を持つ学生が集まっています。人の暮らしを支える

スーパーエコな社会実現のため、情熱溢れる若い皆さんをお待ちしています。

林研究室HP　http://www.hayashilab.sci.waseda.ac.jp/hayashi/

1��研究の現場となるEMS実証センター。
街単位の電力ネットワークが再現され
ており、理論だけでなく体感しながら
研究を進める

2��実際の街の電力の流れを再現できる
配電系統シミュレータ

3��2020年の新年会。今年の漢字は「輝」
4��家電機器の電力消費量を把握し制御
できるスマートハウス

5��「明るく楽しく」をモットーとする研究室
では、スポーツイベントも盛ん

林研究室の紹介動画はこちら

先進理工学研究科 修士1年
藤田 恵さん
神奈川県立横浜翠嵐高校出身

3

12

4

5
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基礎から専門までを無理なく学習

Curriculum カリキュラムの特徴

Concept Building and Discussion 2

　理工学における諸問題を英語で解決する能力を養います。前半はグループワー

クを中心に、後半は学生一人一人が課題を選んで研究計画を立て、図書館やイン

ターネット等から情報を収集し、グループ・ディスカッションやデータ分析を行って

結論を導き出して英文レポートにまとめ上げます。最後の授業では、成果を英語で

プレゼンします。国際的な場において英語で研究成果を発信できる学生を育成す

る、理工必修英語の総仕上げとなる科目です。

科目紹介

理工学基礎実験1A・1B

　基幹・創造・先進理工学部の1年生全員が必修科目として受講する「理工学基

礎実験1A・1B」は、早稲田理工の特徴的な科目の一つです。各人の専門分野に

関わらず、物理系・化学系・生命科学系の多方面にわたる実験を行います。各分

野の基礎知識を習得するとともに、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。

科目体系 1年次 2年次 3年次 4年次

A群
10 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

　理工学術院の教育プログラムは、学部4年＋大学院（修士課程）

2年の計6年間の統合型カリキュラムです。学部では、学科目を「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群に配置しています。学生個人個

人が自らの興味・関心に応じてさまざまな授業を履修することが

でき、技術者・研究者として活躍するのに必要となる幅広い知識

や能力を身に付けることができます。

■複合領域科目

綜合科目 学際的課題を綜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

学部カリキュラム

1

2

3

技術者・研究者に必須の

実践的な語学力
理工系を網羅する

幅広いスキルの獲得
300以上の研究室で

究める専門性

　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。

　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。

　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。

1 2 3

A群

B群

卒業研究

　研究室に所属し、教員の指導の下で専門分野に関するテーマについて主体的

に研究を行い、その成果を論文にまとめます。研究計画の立て方や文献の調べ

方などの研究の進め方に関するスキル、成果発表を行うためのプレゼンテーショ

ンスキルなど、専門分野の知識だけではない、さまざまな能力が求められます。学

部における学びの集大成となる科目です。

C群

理工文化論

　各界のオピニオン・リーダーでもある理工学術院の教授陣、学外の著名な科

学者・文化人らが、それぞれの立場から「理工文化」への熱い思いを語ります。そ

のテーマは数学をはじめ、ロボット、環境技術、ナノテクノロジーなど多岐にわたり

ます。科学技術全般に関して自らの視野を広げ、幅広い知識を身に付けたいと考

える意欲のある学生に向けた自主挑戦科目です。

2019年度の講義テーマ（一部）

■宇宙開発と基礎工学

■21世紀における地球環境の岐路

■持続可能な社会に向けての
　環境エネルギー工学

■SDGs（維持可能な開発目標）と
　科学技術外交

■次世代エコカーとスマートモビリティ

■	AMEDのミッション：世界が直面する
　人口遷移に備える医療研究開発に
　向けて

D群

大
学
院 

修
士
課
程
・
大
学
院 

博
士
後
期
課
程
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理工で得られる4つのグローバルチャンス

世界を舞台に活躍するために、

キャンパスにはさまざまなチャンスが用意されています。

Globalization 世界に羽ばたく教育環境

　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。在

学中は留学だけでなく、国際的に活躍する教員

による授業、最新の施設を活用した最先端の

研究を通して、世界を体感しながら専門知識

を学べます。授業や研究室では外国人留学生

とともに英語で学ぶ環境も用意されており、彼

らとのコミュニケーションに必要な理工系英語

を学ぶ「英語教育センター」などのサポート体

制も万全です。国際的なキャンパスで学び、多

彩な海外留学プログラムを活用することで、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

な力が身に付きます。卒業後は、グローバル企

業や世界に先駆ける研究職など、語学力を活

用しながら専門性を発揮できる人材となること

が期待できます。

3
海外留学

　UC	Berkeley（カリフォルニア大学バークレー校）で、世界トップレベルの教授

と学生と共に、データサイエンスとビジネスを学びました。バークレーの自由で多

様性に富んだ環境の中で１年間過ごすことで、自分の価値観が大きく変化し、日

本でどれだけ時間をかけても得られないような経験ができたと感じています。

創造理工学部 経営システム工学科 4年
溝上 茉里子 さん
東京都千代田区立九段中等教育学校出身

2
国際色豊かな

キャンパス

先進理工学部 Major in Bioscience 1年
デアンショウヴェルカー ニコラ さん
フランス・Pierre-Gilles de Gennes High School出身

I was fascinated by traditional Japanese culture, and it was an unavoidable step for me to 
study in Japan post-graduation. Academic-wise, back in France, I was interested in biology 
and mathematics. The ASE Bioscience course was the "royal road” to combine my interests. 
Many times, have I been told that I wouldn’t feel comfortable in Japan, due to culture 
differences. Tokyo is a rich city. You will feel at home. The culture shock is certainly there, 
but not insurmountable. You can make friends in Waseda that will help you lessen the shock!

1
理工生のための

英語教育

The study of science and engineering is a lesson in the incredible value and importance of 

international peer review, collaboration, and knowledge sharing. To fully participate in this global 

activity, it is clear that "scientists and engineers need English skills to succeed". All courses in 

our English program are specifically designed and carefully integrated to address the needs of 

students of science and engineering, preparing them for study, research, and future presentations.

英語教育センター
アントニ ローレンス 教授

4
国際学会への

参加

基幹理工学部 機械科学専攻 修士2年
肥土 百絵 さん
早稲田大学本庄高等学院出身

　ポーランドで行われた微小エネルギーに関する学会で発表しました。国際

学会参加は研究を進めるモチベーションであったため、それを達成し各国

の研究者と意見交換ができたことは大きな自信になりました。空き時間には

ポーランドの歴史にも触れ、有意義な滞在でした。

理工系グローバル人材の育成を目指して設置された、英語による履修

だけで学部課程の学位を取得できるプログラムです。7つのMajor（主

専攻）に分かれ、日本人学生と外国人学生が少人数教育によってそれ

ぞれの専門分野を学びます。日本人学生には、理系英語を集中的に

学ぶ機会も用意されています。2018年度から、9月入学に加えて4月

入学の受け入れも始めました。

Major

Mathematical Sciences
あらわす、つなげる、うみだす―数理科学は未来への扉

Computer Science and Communications Engineering
社会を革新する情報通信エキスパートの育成

Mechanical Engineering
機械工学の新しいページを一緒に切り開こう

Civil and Environmental Engineering
調和ある社会基盤の充実により持続性のある新しい社会を作ろう

Chemistry
新しい化学が新しい世界を拓く

Physics
この混迷の時代を乗り切るための確かなもの

Bioscience
バイオサイエンスは生命の神秘を解き明かし医療への応用を目指す

Another chance 英語学位プログラム

世界で
活躍する

理工系人材に

　一般的に大学というと、大教室で授業を聞いて黙々と板書すると

いったイメージがあるかもしれませんが、英語学位プログラムではディ

スカッションやプレゼンなど学生が主体となった授業形式が主流で

す。また、留学生との交流を通じてさまざまな文化的背景を肌で感じ

られるのも、このプログラムの大きな魅力だと思います。

基幹理工学部 
Major in Computer Science and 
Communications Engineering 1年
青木 瞳子 さん
東京都・渋谷教育学園渋谷高校出身

国際性と専門性が両立した
貴重な学びの場
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川添さんのONとOFF

　大学では、これまでとは違って活動の自由度が高まるので、自分の時

間をどう使うかをしっかりと考える必要があります。また、大学には通常

の授業のほかにも、多くの人や情報と触れ合う機会がたくさんあるので、

さまざまなことに積極的に挑戦することで、自分の可能性を広げること

ができます。

先進理工学部 応用物理学科 1年
三浦 悠輔さん
東京都立小石川中等教育学校出身

時間の使い方を考え
多様な機会に挑戦

　英語学位プログラムは20人ほどの少人数の授業が多く、グループワー

クで進むものもあり、海外大学の授業を受けているかのようです。日本

語学位の学生との交流も深めたいと思い、サークル活動にも積極的に取

り組んでいます。大学生は自由時間が多いのでその時間を有効に使い、

充実した学生生活を送りたいと思っています。

先進理工学部 Major in Bioscience 2年
太田 青葉さん
神奈川県・洗足学園高校出身

授業やサークル活動で
多様な仲間と交流を

　3年次になると、より専門性の高い講義を受けることができるので楽

しいです。その分だけ自分で選択をする機会も増えるため、今後の研究

生活や進路を考えながら学生生活を送っています。また1・2年次と比

較すると時間に余裕ができるため、スケジュールを管理することの大切

さを感じています。

創造理工学部 環境資源工学科 3年
阿部 優香里さん
東京都立桜修館中等教育学校出身

自分で道を選び
より専門性を高める

三浦さんのONとOFF

応用物理学研究ゼミナー
ルでは、一人一人が研究室
に配属され、そこで提案さ
れるテーマの中から自分
に適したものを選び、12月
下旬に研究発表を行いま
す。教授や大学院生の方
に支えてもらいながら行
う研究は、非常に有意義
です。

早 稲 田 大 学フィン
スイミングサークル
「SIXBEAT」に所属し
ています。一時限目に
ある練習に参加するこ
とで、メリハリのある生
活を送ることができま
す。また、土日に開かれ
る試合やイベントなど
にも参加しています。

Student’s Life ONとOFFの過ごし方 理工学術院で学ぶ各学部の学生の、授業や課外活動など日常の様子を紹介します。

阿部さんのONとOFF

オンデマンドの授業やレ
ポートの作成などにPCは
手放せません。西早稲田
キャンパスには自習でき
るスペースが多くあるの
で、自分のお気に入りの
場所を見つけて勉強して
います。

早稲田理工の学園祭「理工展」の運営スタッフをしています。理工展以外に
もさまざまな地域のイベントの企画運営に携われるためとても楽しいです。

太田さんのONとOFF

2年生になり、Chemistry�and�
Bioscience�Laboratoryと
いうさらに専門的な実験
を行っています。留学生と
英語で協力して実験を行
い、レポートを毎週書いて
います。応用化学の実験
もあり、学際的な実験を行
えて、とても刺激を受けて
います。

テニスサークルの幹部
を務めています。理工
生のみのサークルなの
で勉強と両立がしや
すいです。普段接する
ことが少ない日本語
学位の学生と交流で
きるので視野も広がり
楽しいです。

放課後や試験前に、よく
63号館3階のコンピュー
タ室で課題や自習をして
います。全席に電源が完
備され、夜9時過ぎまで
静かに開放されているの
で、長時間快適に集中で
きます。

音楽サークルに所属
し、友達とバンドを組
みギターや歌を担当し
ました。3年次の早稲
田祭を最後に引退しま
したが、今や将来につ
いて一生語り合える仲
間ができました。

　3年次での授業は、2年次で学習し始めた専門分野をより深く掘り下

げるものが多く、コンピュータによるロボットの制御実験など、4年次で

の研究室配属を見据えた充実した学習ができます。またサークルから

の引退や、進学、就職の判断の時期でもあり、1、2年の時に比べ、より将

来を見つめた学生生活を送っています。

基幹理工学部 情報理工学科 3年
川添 宏介さん
千葉県・渋谷教育学園幕張高校出身

学業・課外活動ともに
将来を見つめる時期
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　WASEDAものづくり工房は、裁縫・電子工作・陶芸・

サンドブラストなど、さまざまな機材を使ったものづく

りができる場所です。ポイントは、利用目的が「授業以

外」であること。サークル活動はもちろん、個人の趣味の

ためにも開かれた場所なのです。

私も1年次から通っている愛用者

（？）の一人。家ではできない工作

にチャレンジしたいときはもちろ

ん、ちょっと服の裾がほつれてし

まったときにも立ち寄っています。

　理工学術院の学生が誰もが一度は

訪れる場所、通称「キソジ」。物理や化

学などさまざまな分野の実験とレポー

トを通して、基本的な研究の進め方を

学ぶ場所です。基礎実験の授業は、

ここで行った実験をもとに、得られた

データを分析してレポートにまとめ、

提出するまでが一連の流れです。レ

ポートの量も、1年次と2年次では段

違い！	レポートを通して、論文を書け

るほどの力をつけていきます。

　工作実験室では、旋盤加工や溶接作業などの実習ができま

す。実験室の中には、企業の生産現場でも使われている機械

が約70台ずらり。また隣接する材料実験室には500トン（車

500台分）の荷重をかけられる大型の機械もありますが、使い

方は技術職員が指導してくれるので安心です。高校ではなか

なか触れられない専門的な機械は、値段も高

額！授業を通して貴重なものに触れられるの

も、理工学術院ならではの魅力といえます。

2階の高さから見た
大型機械

早稲田キャンパス、戸山キャンパ
スなど他のキャンパスを回る「く
まバス」を使えば、移動はらくら
く。興味のある授業を他のキャ
ンパスで受講したり、他学部の
学生と交流したりすれば、視野
がどんどん広がります。

学食や焼き立てパンショッ
プ、キッチンカーをはじめ、
キャンパス内外には学生向
けの安くておいしいお店が
たくさん。空き時間を利用
して、池袋や渋谷へランチ
に行く学生もいます。

 誰でも自由にものづくり

WASEDAものづくり工房

ずらりと並んだ機械の壮観さ

工作実験室・材料実験室

 研 究の 基 礎を 学 ぶ「キソジ」

理 工学 基 礎 実 験 室  　   

レーザーカッターで作った
メガネケース

オリジナルの
パーカーも
作れます

レポートの提出期限は厳守！�
提出時刻を過ぎると提出窓を
閉められてしまいます

図書館のラーニングコ
モンズでは会話もOK。
活発な議論で学びを
深められます

創造理工学研究科 総合機械工学専攻 修士1年
藤本 香織さん

東京都・豊島岡女子学園高校出身

基幹理工学部 電子物理システム学科 3年
氏平 龍子さん

東京工業大学附属科学技術高校出身

西早稲田キャンパスの見学ツアーを

担当しているガイドの学生に、

とっておきのスポットやエピソードを

教えてもらいました。

Check This Out!
キャンパスツアーガイドのとっておきエピソード

大学の授業や研究に使う書籍は
分厚く、1万円以上するものも……
自分で買いそろえるのは大変です
が、学生読書室や図書館なら理工
系に特化した本がいっぱい！

大学で使う本は…

くまバス（連絡バス）

学生のランチ事情

先進理工学部 電気・情報生命工学科 2年
柳 天翔さん
早稲田大学高等学院出身

西早稲田駅まで徒歩0分！�
抜群のアクセス

お願いしまーす!!

実験で作った
凸レンズ

実習では硬い金属も
加工できます

ろくろや窯で陶芸も
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理工学術院では、未来の社会に貢献する研究が数多く行われています。

中でも世界的な社会課題の解決に貢献しうる研究について、

SDGsとの関連と合わせて紹介します。

Featured Research 
社会に貢献する理工の研究力 　狩猟社会にはじまり、情報社会へと進化し

てきた人間社会は、あらゆる情報が共有さ

れ、新技術によって人間の可能性が広がる

新たな社会「Society	5.0」を迎えつつあり

ます。この「Society	5.0」の実現には、膨大

なデータの高速で高精度な処理や解析が不

可欠で、次世代の高速計算機である量子コ

ンピュータの活用が期待されています。ただ、

研究が進んでいるさまざまな型の量子コン

ピュータには、それぞれ得意分野と不得意分

野があります。研究では、それらの得意・不得

意を補い合い、情報処理を高速化・高精度化

できる仕組みの構築を目指します。実現すれ

ば、工場、エネルギー、製薬などあらゆる産業

の効率化が図れます。

基幹理工学部
情報通信学科 

戸川 望教授

　不要となった電気電子機器から異なる材

料を取り出すには、高温で溶かしたり、精製し

たりとさまざまな方法がありますが、コストや

環境への負荷が高く、実用的でない場合もあ

ります。そこで、従来の方法より効率よく材料

を分離できる「新規電気パルス法」の技術開

発に取り組んでいます。これまでに、電気パル

スの放電経路を細かく制御することで、リチ

ウムイオン電池内部の物質を分けて外すこと

に成功しました。実用化すれば、さまざまな製

品の材料の再利用が進みます。また、技術開

発の過程でさまざまな材料の分離する仕組

みを理解することで、より分解しやすい製品

づくりや、資源の循環システムの構築にも役

立てられます。

創造理工学部
環境資源工学科 

所 千晴教授

　化学技術分野では、従来必要となる物質を

精製するために、高温での蒸留や、気体を低温

で液体にしてから蒸留など、大きなエネルギー

を使ってきました。世界的に脱炭素化が叫ば

れる今、化学技術における省エネルギー化を

進めるには、この分離のプロセスの革新が必

要です。私たちの研究室では、無機材料である

ゼオライトを薄い膜にすることで物質を分離で

きないか研究を進めています。1ナノメートル（10

億分の1メートル）以下の小さな穴が規則的に

並ぶ構造のゼオライトは、薄い膜にすると、さ

まざまな分子を選り分けることができます。従

来の方法に比べて圧倒的に省エネルギーな手

法であり、現在は産業界で実用化できるように

研究を進めています。

先進理工学部
応用化学科 

松方 正彦教授

SDGs（エス・ディー・ジーズ）とは?

　Sustainable	Development	Goals（持続可能な開発目標）の略。2015年9月

の国連サミットで採択され、国連加盟193カ国が2016年から2030年の15年間で、

持続的なよりよい世界を実現する目標として掲げられた。17のゴール・169のター

ゲットから構成されている。

製造や流通を効率化させる、
ものすごく速くて正確な
量子コンピュータの仕組みをつくります

この研究が進めば…

データの処理・解析の速度が
10 〜100倍速くなり、製造や物流の
生産性がアップ！

製品を素材レベルまで
効率よくバラバラにして、
資源の循環利用を促します

この研究が進めば…

より低コスト、省エネルギーで
製品を分解でき、
資源の再利用が進む！

ナノ素材の性質を利用して、
省エネルギーで物質を選り分ける
新しい分離膜を開発します

この研究が進めば…

従来に比べて、物質をより少ないエネルギーで
精製する方法が確立され、
環境に優しい化学技術が実現！

内閣府戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）の
課題研究委託先に選定
本研究を進める早稲田大学・株式会社フィックスターズ・株式会社QunaSysの研究グ
ループは、内閣府戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）の第2期課題「光・量子
を活用したSociety	5.0実現化技術：光電子情報処理」の研究課題に関わる委託先と
して選定されました。

計算に対して最適
なコンピュータを
判断し提案

入力

計算
A

計算
B 1

2

3

4

情
報
収
集
・
評
価提案A→2

B→1

令和元年度 未来社会創造事業（探索加速型）の
本格研究課題に選定
本研究は、そのアイデアと実現可能性が評価され、私立大学で初めて国立研究開発法
人科学技術振興機構（JST）の「令和元年度	未来社会創造事業（探索加速型）」「持
続可能な社会の実現」領域の本格研究課題に選定されました。

2019年度 早稲田大学リサーチアワードを受賞
早稲田大学では、大規模な研究を主導的に推進している研究者や国際発信力の高い
研究業績をあげている研究者を表彰する「早稲田大学リサーチアワード」を設けてい
ます。本研究を主宰する松方教授は、大型研究プロジェクトの推進者として2019年度
の受賞者となりました。

アルミ箔

正極活物質

正極

従来の電気パルス法で分離
混合粉砕され分離できない

アルミ箔と正極活物質を分離
新規電気パルス法で分離

リチウムイオン電池パック
リチウムイオン電池

ゼオライト膜の性質

小さな分子のみ通り抜けて
分離できる

特定の分子を吸着し
分離できる
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Round Talk 若手研究者座談会

理工学術院総合研究所が若手研究者を支援する「アーリーバードプログラム」。

同プログラムに採択されている若手研究者3名が、

研究の魅力やそれを支える理工学術院の魅力について語り合いました。

若手研究者が見る未来

中山　小さい頃から、人や動物の体の構造、進化について

考えるのが大好きで、理工学、生命科学、基礎医学を複合

的に学ぶ生命医科学科に進学しました。今は、乳がんの転

移の仕組みについて研究しています。「なんで、どうやって

私たちは生きているんだろう」ということを突き詰める、不

思議で面白い学問分野だと思っています。

田中　私は高校生の頃から先生になりたくて、いずれは大

学の運営に携われる教員を目指しています。そのために、ま

ずは得意な数学の分野で成果をあげるのが目標です。今

のテーマは、コンピュータサイエンスに用いられる精度保

証付き数値計算を、数学の証明に応用することです。

對馬　私のきっかけは幼稚園の頃にありました。周りの子

が将来の夢としてケーキ屋さんやスポーツ選手を挙げる中

で、友達が「設計士になりたい」と言ったのです。かっこい

いなあと思いましたね。もちろん、私自身もずっとものづくり

が好きだったためこの道に進みましたが、原点はこの記憶

かもしれません。大学では建築の中でも環境工学を学び、

現在は生体発散物質の臭気に着目し、良好な室内空気環

境を省エネルギーで実現するための原理と手法を追究し

ています。

皆さんはなぜ、研究の道に？

田中　まずは研究者として、アーリーバードプログラムには助

けられています。資金面はもちろん、他の大学と比べて良いと

思うのは、研究者同士の交流の機会が設けられていること。研

究者同士の交流によって、さまざまな研究分野を知ることがで

きるので勉強になりますし、人間形成に役立つと思います。

對馬　アーリーバードに限らず、多様な専門分野を持つ教

員や学生が周りにたくさんいるので、普段から有意義な意

見交換ができるのはいいところですよね。早稲田は建築分

野に関して、私立大学の中で最も歴史のある大学なので、

校友のネットワークが広いことも研究に役立っています。

研究を支える環境として、
理工学術院の良いところは？

對馬さんの研究テーマ 快適で省エネな室内環境制御法

「より少ないエネルギーでよ
り空間を快適にする」という
テーマのもと、人の皮膚から
発散される物質がどんなとき
に部屋の空気の快適性に影
響するのか調べています。工
学でありながら物質の化学
分析もするので、異分野の人
と共同研究できるのが面白
いところです。

アーリーバードプログラム
理工学術院総合研究所が実施する、若
手研究者育成・支援を目的とする事業。
2011年に始まって以来、毎年15名程度、
これまでにのべ148名が採択されていま
す。採択者には研究助成金が交付され、自
身の研究活動や、アーリーバードの活動を
通じて生まれた、異分野の研究者との融
合領域研究にも役立てることができます。

理工学術院総合研究所 
数理科学研究所 次席研究員
博士（工学）

田中 一成さん
基幹理工学部 応用数理学科卒業

理工学術院 創造理工学部 
建築学科 講師
博士（工学）・一級建築士　

對馬 聖菜さん
創造理工学部 建築学科卒業

理工学術院 先進理工学部 
生命医科学科 助教
博士（理学）

中山 淳さん
先進理工学部 生命医科学科卒業

鼻口を覆うマスクの装着により皮膚・呼
気からの生体発散物質を分離。皮膚由
来の生体発散物質が呼吸由来のものよ
りも知覚空気質を低下させることが明ら
かになった。

実験の様子
デンマークにて
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田中　早稲田は数学もすごいですよ。特に解析学では科

研費の採択件数が多く、教員にも世界的権威がそろってい

るので、最高レベルのアドバイスが受けられます。

中山　生命医科学については、伝統ある医学部を抱える大

学と比べれば、早稲田はまだまだ駆け出しの状態です。だ

からこそ、自分たちで道を切り開いていける面白さがあると

思います。それに、研究室のあるTWInsをはじめ、さまざま

田中　私は数学を武器として、最低3つは新しい概念をつ

くりたいと考えています。例えばコンピュータ黎明期から

あったディープラーニングは、長らく日の目を見なかった技

術ですが、今や最もホットな技術の一つです。私も同様に、

後の世に役立つものをつくりたいです。そのチャレンジした

経験を基に、学生を指導していきたいですね。

中山　自分が何もしなくても、「サイエンス」は日夜進歩して

います。その中で自分なりのサイエンスを突き詰めることで

足跡を残したいですね。そしていずれは、研究室を主宰す

る規模で研究を進めたいと思います。大変ですが、楽しみ

ながら研究の道を究めるつもりです。

な研究設備が充実しています。ここでしかできない研究も

たくさんあります。

對馬　一番成長したと感じるのは、研究室に入ってからで

す。与えられた課題ではなく、テーマを自分で設定して考え

る経験を通して、何事にも主体的に関わるようになりまし

た。また、田邉新一先生の後押しもあってデンマークへ留

学し、日本と異なる生活文化を体験したことは、建築環境

研究に対する視野を広げる大きな機会となりました。

中山　私も、研究室で仙波憲太郎先生に出会って研究に

対する姿勢が変わりました。世紀の大発見を夢見て研究の

道を志す私たちに、先生は「いきなり大発見はできない。で

も、小さな発見を積み重ねていけばそれが大発見につなが

る」と教えてくださいました。その言葉が、毎日地道な研究

を進めるモチベーションになっています。

田中　私は、授業の専門性が一段上がった3年次の頃か

ら、授業がグンと面白く感じるようになりました。その時に

出会ったのが大石進一先生です。先生の研究室で、がむ

しゃらに、でも自由に研究をさせてもらえたことで今の自

分があると思います。

中山　恩師との出会いは大きいですよね。学生の皆さんにも

たくさんの教員の中から「この先生の話を聞きたい」という

先生を見つけ、その先生を訪ねてほしいです。

中山さんの研究テーマ 乳がん転移の仕組み解明

乳がんは乳腺細胞が変
化してできるがんです
が、がん細胞は乳腺に留
まらず、肺や骨へ転移し
ていきます。その仕組み
を、最先端の遺伝子操作
技術を用いて明らかにし
ようとしています。がん細
胞にとって、最初に発生し
た場所が最適な環境のはずなのに、なぜ違う環境に転移するのか。
がん細胞の「生存戦略」がカギになるはずです。

田中さんの研究テーマ 計算機援用証明

数学の未解決問題の一つ、ナ
ビエ・ストークス方程式の解の
存在について、精度保証付き数
値計算を用いて解き明かそう
としています。数学の難問に対
して、異分野であるコンピュー
タサイエンスの考え方をもって
挑むのが、持てる武器を総動員
して戦う総合格闘技みたいで
面白いと感じています。

学生生活を通じて
成長したと思えることは？

對馬　国際的な活躍ができる女性理工学研究者として、自

身の研究・教育能力を高めていきたいと思っています。より良

い住環境の実現に向けて、まずは多くの人に認められる価値

ある論文を書くことが目標です。教員としては、まだ模索段階

ですね。将来の日本を担う学生を社会に送り出す責任ある

立場なので、何をどう教えるべきか日々試行錯誤しています。

今後の目標は何ですか？

田中　恐れずに、やりたいことを何でもやってみてほ

しいです。全力で何かをやった経験が成長につなが

ります！

中山　学生生活は長いようで短い時間。学業はもち

ろん、趣味や友達との交流も大切にして、何事も楽し

んでください！

對馬　早稲田に集まる人は、出身も専門もさまざま。

たくさんの人と仲良くなれば、きっと自分の助けにな

るはずです！

未来の学生へのメッセージ
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最先端の環境で
情報科学を
突き詰めた経験
仕事で課題に向かうときに「意地でもなん

とかする」と思えるのは、「誰にも負けない強

い基礎を学部時代に築いた」という自信が

あるからです。

さまざまな分野に
幅広く触れられる環境

富士ゼロックス株式会社�
（ソフトウェア開発領域）
新田�真奈美さん
（2014年�基幹理工学研究科�
数学応用数理専攻卒）

現在の職場では、論理的思考が重視されてお

り、学生時代に培った筋道を立てて考え、説

明するプロセスが役立っています。

日立製作所�研究開発グループ
東京社会イノベーション協創センタ
大石�諸兄さん
（2017年�基幹理工学研究科�
表現工学専攻卒）

株式会社SUBARU�
エンジン設計部�
エンジン設計第一課
白鳥�早紀さん
（2017年�基幹理工学研究科�機械科学専攻卒）

座学の授業から学ぶことも多いですが、実験

の授業で自分の手を動かして解き明かす体験

をしたことで、「持っている知識」が「使える知

識」になりました。大学は専門分野だけでな

く、広い分野の知識を深められる環境でした。

専門にとらわれず知識を実体験する

株式会社IHI�
技術開発本部�技術基盤センター�
ロボット開発グループ
小椋�優さん
（2006年�理工学研究科�機械工学専攻卒）

授業や研究で一から
ものをつくった経験
大学在学中には電気回路を作った

り、ヒューマノイドロボットを開発し

たりといったものづくりを経験しま

した。自ら手を動かした経験があっ

たからこそ、今、ロボットを机上で設

計できるんだと実感しています。

共同研究で身に付けた
発想手法の基礎
授業も課外活動も多彩なので、一つの

大学に属しているだけなのに、文系の学

生や留学生、他大生や企業の人など、そ

れまでに経験したことがないほどいろ

いろな人と出会い、多様な世界を知るこ

とができます。

数多くの「学びの機会」が
社会に通用する能力を養う
大学には、ティーチングアシスタントや留学、

インターンシップなど、さまざまな学びの機

会があるので、積極的に挑戦することをお勧

めします。私はそれらの機会を十二分に活用

し、社会に飛び出すことができました。

Facebook,�Inc�/�
Enterprise�Engineering,�People�Products�/
Software�Engineer
鈴木�浩章さん
（2012年�先進理工学研究科�電気・情報生命専攻卒）

Data

進路

　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。

就職状況（2019年3月卒業・修了者）

大学院進学	

68.8 %

博士後期
課程進学

6.1 %

就職	

28.0 %

就職	

89.9 %

その他	

3.2 %

その他	

4.0 %

旭化成ファーマ株式会社�
医薬研究センター�創薬研究部
下田�嵩央さん
（2016年�先進理工学部�化学・生命化学科卒）

「化学」を軸に
実践的方法論を
修得

実験で使用する共通機器が充実しており、研究に十分

活用できました。現在、職場では生命科学研究に携わっ

ていますが、「化学」の視点で現象を捉え、自分なりの仮

説を立てて検証する考え方が役立っています。

学部
卒業者の

進路

修士課程
修了者の

進路

Seniors’ Message 
卒業生より

理工学術院を卒業し、多様な道に進んだ先輩に

「今の自分に生きている理工での学び」を

お聞きしました。

3130

外の環境に目を向け
新たな「気づき」を得る
建築の専門的な技術の習得に加え、専門外の領域にも目を向けて

知見を深めることを意識していました。こうした姿勢は、社会に出て

からも周囲から信頼を得るための糧になったと感じています。

建築家
ALTEMY
代表
津川�恵理さん
（2015年�創造理工学研究科�建築学専攻卒）

日本電信電話株式会社�
NTT先端集積デバイス研究所
里�紗弓さん
（2016年�
先進理工学研究科　
物理学及応用物理学専攻卒）

1、2年生で学ぶ基礎実験を通して、事

前の勉強から測定、考察まで、実験の

進め方を学びました。この手法は、研

究職として勤務する今も役に立ってい

ます。

卒業後まで役に立つ
実験の進め方を習得

明治大学�総合数理学部�
ネットワークデザイン学科�教授
秋岡�明香さん
（2004年�理工学研究科
（博士後期課程）�
情報科学専攻卒）

大学では材料物性からプログラミングまで、幅広

い分野を学べました。今も幅広い分野の製品を

扱う会社で働いているので、大学時代に学んだこ

とがそのまま役に立っています。

富士フイルム株式会社�
R&D統括本部�画像技術センター
臼田�稔宏さん
（2017年�基幹理工学部�
電子物理システム学科卒）

専門知識を深めながら
幅広く学んだ経験

自分たちで考えて行動する
「自主性」を育てる研究室
研究室では、研究だけでなくゼミや研究室におけ

るルールづくりなど、自分たちで考えて行動する

機会が多かったため、自主性が身に付きました。

株式会社三菱総合研究所�
社会ICTソリューション本部
井上�尚紀さん
（2013年�創造理工学研究科　
経営システム工学専攻卒）

総務省�国際戦略局�技術政策課
守屋�潤一さん
（2017年�基幹理工学研究科�情報理工・情報通信専攻卒）

研究室で身に付けた「議論の作法」
研究室のゼミを通じて、意図を明確にしつつも角を立て

ずに質問する方法や、明快な説明の組み立て方などを

実践しながら学ぶことができました。

発表の中で培った
理論を構築する力

システム開発において問題にぶつかっ

た時に必要なのが、事象を整理し、前に

進む道筋をつくる力。ここに、大学で学

んだ経験が生きていると感じます。

株式会社NTTデータ�金融グローバルITサービス事業部
中山�幸宣さん
（2007年�理工学研究科�数理科学専攻卒）

JXTGエネルギー株式会社�
機能材カンパニー�
機能材研究開発部フィルム技術グループ
髙橋�麻登香さん
（2009年�先進理工学研究科�応用化学専攻卒）

あらゆる分野を網羅的に学んだ基礎実験が役立ってい

ます。今でも専門外のことを取り扱うときは、当時まとめ

たレポートを見返しています。

基礎実験のプログラムで
幅広い分野に触れたこと

データや周囲の意見を
形にする難しさを学ぶ
データを一つの論文にまとめ、限られた時間で分

かりやすくプレゼンをするという経験が、仕事を

行う上での下地となっています。

国土交通省
藤澤�奈緒さん
（2012年�創造理工学研究科�
建設工学専攻卒）

物理学を用いて自然現象を
解明する考え方

時代とともに変化する金融サービ

スの追求と、それを実現するシステ

ム開発を行う中で、大学時代の経

験が「思考の骨子をもとに柔軟に

対応する力」として生きています。

株式会社野村総合研究所�
金融ITイノベーション事業本部
ビジネスIT推進部
前谷�紘生さん
（2015年�先進理工学研究科�
物理学及応用物理学専攻卒）

研究の成果や新しい技術を
社会に実装する
一つの分野を突き詰めること、民間企業の方など外部の

方と関わる機会を通じて、研究や技術を社会に実装す

る難しさや楽しさを知りました。その経験は、環境政策

を立案する今の仕事に生かせています。

環境省�環境再生・資源循環局�
リサイクル推進室
佐川�龍郎さん
（2009年�理工学部�環境資源工学科卒）

一人の研究者として
考え実践すること
実験のティーチングアシスタントとし

て、教員・職員・学生と協働し新たな

実験を立ち上げた経験が現在の仕事

に生きています。いかに目的を相手に

分かりやすく、的確に伝えられるかを

考えるようになりました。

早稲田大学�
理工センター技術部�
教育研究支援課（一系）
塩井�菜穂さん
（2016年�先進理工学研究科
生命医科学専攻卒）



基幹理工学部・研究科

　数学は、人類の歴史と共に歩んできた学問

です。数学における理論は、世界中の人が検

証することができますし、一度認められた理

論が新たな理論に否定されることはありませ

ん。非常に高い普遍性と幅広い適用性をもつ

数学は、理論の研究によって発展しているの

と同時に、あらゆる科学研究の基礎として、世

界中の技術や文化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、技術の修得だけでなく、物

事の根源的な構造を見抜き、分析を行う数理

的思考力を養います。

数学科／
数学応用数理専攻

　学系制度のため、1年次での数学の進度はゆっく

りめです。はじめは物足りないかもしれませんが、2年

生、3年生になるにつれどんどん面白くなっていきま

す。数学科には、疑問をぶつけあって「わかんないー」

と悩んだり議論したりすることのできる仲間がいま

す。教員になりたいから教育学部数学科に行くとい

う方、ちょっと待ってください！	理工学部でも免許取

得が可能です。早稲田キャンパスと

西早稲田キャンパスを行き来する

道中での会話・議論・おしゃべり、

とてもいい思い出です。

数学科 3年
島田 一寛さん
早稲田大学高等学院出身

　社会構造が大きく変革する21世紀におい

て、工学、自然科学、社会科学の分野で活躍

するためには、多様な学問的素養と理論的な

基礎を身に付けた上で、現場で応用する力が

必要です。本学科／専攻では、数学を中心と

する理学的素養の習得、それらを各分野の現

場に応用するための知識・技術の獲得を目指

しています。また、現場で遭遇する具体的な問

題を掘り下げることで、新しい数学の理論創

造につながることもあります。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／
数学応用数理専攻

　例えば自然現象と数学、社会と数学。全く異なる分

野同士の架け橋となる存在が「応用数理学科」です。

本学科では2年次に基礎、3年次に応用を学び、現象

数理や統計数理、情報数理などの幅広い分野と、そ

れを応用し生かす力を学べます。その中で、自分が興

味のある分野を見つけ、4年次に研究室で研究するこ

とができます。この世の事象を数式で表すことで、そ

の後の動向や変化など普段見え

ない違った世界が見えてきます。

みなさんも「数学」の目でこの世

界を見てみませんか。

応用数理学科 3年
折原 ひなのさん
早稲田実業学校高等部出身

　現代の高度な情報化社会の基盤は、電子

や光を利用するテクノロジーに支えられていま

す。電子物理システム学科では、電子と光を活

用するための基礎として物理学と電子工学を

理解し、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させて、新しい

学術へ発展させることを目指しています。さら

なる豊かな社会の実現のために、電子と光の

科学技術をどの分野においてもシステム化で

きる専門性を身に付けた人材を育成していき

ます。

電子物理システム学科／
電子物理システム学専攻

　本学科では、物理学を土台として、エレクトロニク

ス、フォトニクス、物性物理、システム設計といった

幅広い分野を学ぶことができます。また、学科の先

生方の研究分野も多岐にわたるため、授業で学んだ

上で自分に合った専攻を選択できることがこの学

科の魅力だと思います。その中で私は特に、半導体

技術に興味を持ち、この学科を選びました。物理が

好きという方には、ぜひこの学科

でいろいろな学問に触れ、自分に

合った研究分野を見つけてほしい

です。

電子物理システム学科 3年
片田 光さん
茨城県立水戸第一高校出身

　機械科学・航空宇宙学科では、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、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付ける

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、基礎から応用・最先端

までの研究や技術開発へ挑戦していきます。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。

機械科学・航空宇宙学科／
機械科学・航空宇宙専攻

　機械科学・航空宇宙学科では、2、3年次を通じ

てエンジニアの考え方の基礎となる材料力学、熱力

学、流体力学から、専門性の高い科目までをじっくり

学ぶことができます。加工実習や実験など、機械に

触れる機会が多いのも特徴です。幅広い分野につい

て学べるので、将来への選択肢も広がります。私は、

幼いころから宇宙や空に対する憧れが強く、将来は

航空機の開発に携わりたいと考

えています。興味のある分野に関

する勉強ができる本学科での勉

強はとても充実しています。

機械科学・航空宇宙学科 3年
島 桃花さん
東京都・雙葉高校出身

　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学、応用数

理、機械、航空宇宙、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

基幹理工学部・研究科の
Webサイトはこちらから

Departments 
学科・専攻紹介

理工学術院の学部・研究科には、

多様な学科・専攻が用意されています。

それぞれの学科・専攻では、

最前線で活躍する教員や、

高い専門性を養う

研究・教育体制によって

学生の学ぶ意欲に応えます。

ここでは各学科・専攻の特色や、

所属学生・教員からの

メッセージを紹介します。

基幹理工学部・研究科 P.32

創造理工学部・研究科 P.35

先進理工学部・研究科 P.38

情報生産システム研究科 P.42

環境・エネルギー研究科 P.42
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基幹理工学部・研究科 創造理工学部・研究科

Departments 学科・専攻紹介

　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る一方、コンテンツの

質的低下や、人間の感性、生体への不適合な

どが顕在化しています。問題の解決には、科

学技術を介した生体の特性、感性やコミュニ

ケーションの理解、表象研究の深化が必要で

す。表現工学科では、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

値や夢の創造へ挑戦できる人材の養成、学問

領域の確立を目的としています。大学院では、

この学問領域ならではの表現形態を模索し、

新たな学術領域を開拓します。

表現工学科／
表現工学専攻

　科学に限らず芸術や哲学などの学問に開かれてい

て、学ぶにつれ興味関心が新たに生まれ、研究室も

それに応えてくれるという柔軟な学科だと感じます。

私は、情報処理技術や認知心理学、理論生物学を勉

強する一方で、映画や絵画における表象について考

えたり、写真やCG作品を制作したりしています。合目

的的に閉じた環境ではないからこそ、自分や社会、他

者との向き合い方を探ってこられま

した。問いに対する答え、を超える

「表現」への取り組みは、とても楽

しく思えます。

表現工学科 3年
大澤 慶彦さん
静岡県・浜松日体高校出身

　鉄鋼、素材、自動車、電気、医療などの分野

をはじめ、地球環境保全、情報技術などの新

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を扱います。数理

計算はもちろん、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

データ解析の活用、宇宙などの極限環境下に

おける材料設計・開発を可能にする計算実験

や革新的な材料試験など、さまざまな学びを

通して材料学の先端的研究開発能力を持つ

人材を育成します。

材料科学専攻

　私は応用数理学科から材料科学専攻に進学しま

した。これまで学んできた数理を、産業の基幹であ

る材料に応用したいと考えたからです。材料科学専

攻には機械系、物理系、数理系と、それぞれ異なる

分野の専門である先生方や学生がいます。異なる分

野出身の方との交流の中で、私自身新たな知識や視

点が得られることに日々刺激を感じています。探求

心と挑戦心があれば、バックグラウ

ンドは問われません。新しいことへ

のチャレンジが好きな方は、ぜひ

材料科学専攻に来てください。

材料科学専攻 修士1年
古賀 彬さん
早稲田大学本庄高等学院出身

　建築史、建築計画、都市計画などを研究す

る建築芸術分野と、環境工学、建築構造、建

築生産などを研究する建築工学分野に分か

れ、学科／専攻を一貫する6年間の教育課程

で学ぶことができます。同課程は、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。フィールドワークなどの実践

的な演習を交え、一棟の家の設計から都市デ

ザインまで、建築に関する多様な分野に挑戦

できます。現場の実務に直結する課題解決能

力を養い、国内外で活躍できる建築家や技術

者、研究者を養成します。

建築学科／
建築学専攻

　私は入学当初、絵にも発想力にも自信がなく、周り

の友達や先輩方に圧倒されていました。ところが、

早稲田建築、通称「わせけん」の先生方はていねい

にご指導くださり、個性を生かせる方向へ導いてく

ださいました。また、個性豊かな友達とは毎日多くの

時間を共に過ごし、お互いに意見を出し合って成長

し、家族のように仲良くなることができました。わせ

けんで素敵な先生や優しい先輩、

気の合う後輩、最高の仲間たちと

過ごしながら、自分の良さを見つ

けてみませんか。

建築学科 3年
服部 ほの花さん
早稲田大学本庄高等学院出身

　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・研究科の
Webサイトはこちらから

創造理工学部・
研究科

スマートフォンやインターネットなど、生活を大

きく変革させ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が本

学科／専攻の使命です。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付け、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、世界を舞台に情報

通信技術の発展に貢献できる能力を身に付

けます。

情報通信学科／
情報理工・情報通信専攻

I	am	majoring	in	computer	science	and	communications	
engineering	at	Waseda.	I	was	lucky	to	have	had	great	
relationships	with	my	professor	and	motivating	friends.	
The	friendly	atmosphere	of	the	lab	members	made	
it	easier	for	us	to	communicate	freely.	Waseda,	for	
me,	is	the	place	that	showed	me	the	challenge	and	
an	enormous	amount	of	opportunities.	This	year	I	am	
honored	to	participate	in	the	international	conference	

in	 US;	 it 	 was	 an	 ex traordinar y	
experience	that	ultimately	motivates	
me	to	research	further.

情報理工・情報通信専攻 修士1年
チン ヨウ（Chen Yang）さん
中国・The Affiliated High School 
of Shanxi University出身

　21世 紀 のキーテクノロジーであるICT

（Information	and	Communication	Technology）。

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。本

学科／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など）、ソフトウェア（プロ

グラミング言語、アルゴリズム、人工知能など）、

ネットワーク（インターネット、セキュリティな

ど）、コンピュータ・ネットワーク応用（バイオイ

ンフォマティクス、情報検索など）といった先端

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。

情報理工学科／
情報理工・情報通信専攻

　情報化が進む現代における最先端技術を学んで

みたいという思いで本学科に進学しました。大学か

らプログラミングを始めましたが、本学科で学ぶこ

とで自然と力がつき、自分のスキルが高まっている

と実感できることは魅力的です。また、ハードウェア

からソフトウェアまで幅広く学ぶ中で自分の興味の

ある分野を見つけ、専門の教授のもとで仲間と共に

深く研究できる環境が整っていま

す。目で見ることのできないスマート

フォンやパソコンの中の世界を覗い

てみませんか？

情報理工学科 3年
森井 菜奈子さん
岐阜県立岐阜高校出身
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創造理工学部・研究科

Departments 学科・専攻紹介

　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。

本学科では、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

を図るため、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。国内における

経営システム工学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輩出して

います。経営システム工学専攻では、経営シス

テム工学の各分野について高度な専門性を身

に付けます。

経営システム工学科／
経営システム工学専攻

　生産管理技術から経営管理に必要なITシステムの

技術など、幅広く体系的に学ぶことができると考え入

学しました。本学科の授業は、実践を通して知識や技

術を学ぶ演習形式が多いです。演習は数人1組のグ

ループで行うことが多く、学生同士連携し助け合いな

がら学ぶことができます。本専攻では、学科の授業内

容の掘り下げや新たな内容を通じて、課題設定能力と

問題解決能力の2つを実践的に深く

学ぶことができます。本学科・専攻で

得た知見や技術を今後、社会で生

かしたいです。

経営システム工学専攻 修士1年
佐藤 洋介さん
千葉県・昭和学院秀英高校出身

　社会環境工学は、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とし

て取り扱う学問です。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や、自然と

協調した生活を、技術者倫理に基づいて実現

できる専門家の育成を目指します。具体的に

は橋やトンネル、河川や海岸などの計画・設

計・建設・維持管理のための技術、災害に対

応する技術、環境保全に加えて、魅力ある地

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

プトの下で専門性を深めます。

社会環境工学科／
建設工学専攻

　本学科で学ぶ土木分野では、橋や街などスケール

の大きいものを相手にします。この分野で相互に関

わりのある設計や解析、防災、計画・マネジメントと

いった幅広い視点から学べることは大きな魅力だ

と感じます。座学に加えて実験や現場見学など多様

な形態の学びを通し、暮らしている街において実に

多くの土木技術が役に立っていることに気が付きま

した。今後は街に関するさらに専門

的な知識を深めていき、将来は人々

の快適な暮らしを支える街づくり

をする仕事に携わりたいです。

社会環境工学科 3年
伊藤 夏歩さん
東京都・吉祥女子高校出身

　本学科は、「地球・資源系」「素材・循環系」「人

間・環境系」の3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、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。研究の対象は、地質学、

地球・太陽系物質循環、石造文化財保全など

の地球科学分野から、資源の探査・開発、廃棄

物の適正管理・処分、環境低負荷型エネルギー

開発、環境計測・保全などの資源・環境工学分

野まで多岐にわたります。幅広い知識や経験

を総合して、環境調和・資源循環に関する問題

を発見し、解決する能力を養います。

環境資源工学科／
地球・環境資源理工学専攻

　地球環境に関心があり、詳細について学びたく本

学科に入学しました。本学科では資源開発、資源循

環、環境保全などについて学びますが、各分野には

関連する部分も多く、分野をまたいだ新たな視点や

考え方も得られます。実験や演習ではプログラミン

グや装置にも触れられ、社会で活躍している方々に

よる講義では最先端の技術や情報も学べます。幅

広く学べるので、興味に沿った選択

ができるのが魅力だと思います。将

来は、環境と気象の関連の解明に

努めたいと思っています。

環境資源工学科 3年
三原 直之さん
神奈川県立柏陽高校出身

　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。本専攻

では、次世代のリーダーに必要な「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持つ教員と企業経営経験

豊富な教員によるケース演習・ビジネスの疑似

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。

経営デザイン専攻

　この専攻の魅力は何よりも、理論を学ぶと同時

に、実践する場が用意されていることだと感じます。

私たちが学んでいる理論は、実際の現場でどう役に

立つのかを学ぶことも、逆に実践を通して、新しく学

ぶべきものに気づくこともあります。「ビジネスって、

どういうものだろう」「リーダーになるためには何が

必要なのか」と感じているあなたに、ぴったりの専攻

です。例えば私はサービス開発に

興味があり、将来は学んだ知識を

生かして、新しいサービスを作りた

いと思っています。

経営デザイン専攻 修士1年
山極 綾子さん
神奈川県・桐蔭学園高校出身

　世界トップレベルのエンジニアに求められる

豊かな人間性や高い見識、的確な判断力を身

に付けるため設置された、創造理工学部5学

科の基盤となる組織です。本領域では、社会や

生活に影響を及ぼす力を秘めた科学や技術を

扱う理工系出身者のために、理工3学部を対象

とした語学・教養関連のリベラル・アーツ教育

を通して、幅広い教養や知識を提供していま

す。また各学科から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

導を行う社会文化領域コースも設けています。
※社会文化領域コースへの進入には条件があります。

社会文化領域

　物理学者のアルヴィン・ワインバーグが「科学に

よって問うことはできるが、科学によって答えること

のできない問題がある」と述べたように、社会的課

題は、科学や技術だけで解決できるものばかりでは

ありません。また科学的・技術的には優れていても、

それだけでは社会に受け入れられるとは限りませ

ん。こうした点を考える際のヒントとなるのが人文・

社会科学系の知見です。国内でも

類をみない充実したカリキュラム

を備える本学で、ぜひ、積極的に

学びとってください。

社会文化領域
綾部 広則 教授

　機械工学は、ものづくりを対象とした技術

の学問体系と考えられてきました。本学科は、

これまでの機械工学をさらに発展させ、価値

観や背景が異なる多様な人間の生活の場に

調和した共創の技術を目指す研究者やエン

ジニアを育成します。これをふまえ、環境、エ

ネルギー、医療福祉、高齢者介助、といった現

代社会が抱える諸問題を、個々の人間に則し

て解決していくための機械の設計原理、なら

びにそれらの研究開発と社会的評価につい

てプロジェクト的研究を展開しています。

総合機械工学科／
総合機械工学専攻

　総合機械工学科では、力学などの基本的な座学

と並行して、1年生の最初から、モノを作り上げ、動か

すという経験をすることができます。そのため、勉強

していることがモノづくりの現場でどのように役立っ

ているのかを肌で感じることができるということが

大きな魅力です。さらにさまざまな分野の先生の

授業を受けることができ、自分がどの分野のエキス

パートになりたいかをじっくり考え

ることもできます。皆さんもこの学

科でモノづくりについて理解を深

めませんか？

総合機械工学科 3年
井上 智輝さん
神奈川県・聖光学院高校出身

36 37



　「役立つ化学」と「役立てる化学」をテーマ

に、物質の変化の仕方（反応）や変化を調べ

る方法（分析法）を熟知し、新しい物質を新

しい方法で創り出すことを目指しています。

1917年創立以来、9,000名あまりの卒業生

を輩出し、多様な研究分野から社会へ貢献し

ています。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。大学院・修士課程では、

問題の発見・解決能力を養い、研究者として

の実践力を身に付け、博士後期課程ではリー

ダー化学者としての能力を養います。

応用化学科／
応用化学専攻

　身近な現象にも深く結びつくさまざまな化学現象

を本質的に理解したいと考え、本学科に入学しまし

た。本学科は実験環境が整っているので座学に加

えて多くの実験をすることができ、身に付けた知識

をより深く理解することができます。また無機化学・

有機化学・物理化学・化学工学の4分野を中心に幅

広く学ぶため、自分がより興味を持つ分野や目標を

自然と見つけられる点が魅力です。

将来は本学科で得られた知識を生

かし、新しい材料の研究に携わり

たいと考えています。

応用化学科 3年
鈴木 舞さん
東京都・桜蔭高校出身

　本学科／専攻は、疾病、傷害や食の安全へ

の対策、健康寿命の延伸などの課題に対し

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、グローバルリーダーを育成します。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、基礎的な実験手技を身に付けま

す。修士課程では新しい視点から独創的で実

学的な研究に取り組み、博士後期課程では世

界をけん引する研究者を目指します。

生命医科学科／
生命医科学専攻

　生命医科学科では、医学・理学・工学の知識を幅

広く学ぶことで自分がより深く学びたい分野をみつ

けることができます。私は高校まで遺伝に興味があ

り、医療に関わる研究をしたいという漠然とした思

いで入学しましたが、医学・理学・工学の多くの講義

を通して高校までとは違った分野に強く興味を抱く

ようになりました。将来は疾患の原因となるメカニズ

ムを解明する研究に携わり、世に

貢献できる成果を出せたらと思い

ます。

生命医科学科 3年
曽場 友理奈さん
早稲田実業学校高等部出身

先進理工学部・研究科

Departments 学科・専攻紹介

　未来の化学には、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

には、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。本学科／専攻では、先進社会の発展

を支える学問としての化学を体系的に教育す

ることで、化学力を使いこなす柔軟な思考力と

豊かな創造力を養います。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。

化学・生命化学科／
化学・生命化学専攻

　本学科は物理・有機・無機・分析・生命化学を原

理や理論から理解・解明することを目的としていま

す。講義では原理や理論を中心に学び、実験ではそ

れを確かめることで深く理解できるようなカリキュラ

ムになっています。そのため、多種多様な化学反応が

原理や理論から説明できるようになり、化学の面白

さがわかるようになってきます。原理や理論から説

明するのは大変ではありますが、

化学が面白そうかも、と思ってい

る人におすすめしたい学科です。

化学・生命化学科 3年
小林 千騎さん
東京都立戸山高校出身

　物理学は素粒子、物質、生物、そして宇宙に

至るまで、広大な時空間スケールの自然を相

手にし、そこに潜む普遍法則を見出し、人類

の未知の領域を開拓する学問です。本学科

は、この広大な時空間スケールの自然を相手

にすべく、素粒子･宇宙物理、物性物理、生物

物理を3本の柱として教育と研究を行ってい

ます。物理学を体系的に学ぶ過程で、ぜひ「科

学的思考法」を身につけてください。そして、

研究の最前線で、まだ一度も開かれたことが

ない扉を押してみましょう。

物理学科／
物理学及応用物理学専攻

　物理学科には、ミクロからマクロ、宇宙から生体ま

でさまざまな領域を扱う研究室があります。通年科

目である「物理学研究ゼミナール」では、1年次から

これらの研究室に配属されて研究を行うことができ

ます。この科目を通して、物理学の奥深さや勉強と

は大きく異なる“研究”を体感することができまし

た。また、実験事実と理論をともに重要視する物理

学は、数学と不可分の関係にあり

ます。確かな数学の力を養うこと

のできるカリキュラムも物理学科

の魅力のひとつです。

物理学科 1年
荒川 航輝さん
早稲田大学本庄高等学院出身

　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

学科です。最新の物理学を駆使して時代を切

り開き、科学技術を創造する人材の育成を目

的としています。変化の激しい現代では、常識

にとらわれない着想を発展させることで独創

的な技術が生まれます。同時に、新しい技術

は基礎研究の発展を促します。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

部らしい学科といえるでしょう。

応用物理学科／
物理学及応用物理学専攻

　応用物理学科には、あなたの努力次第で、非常に

充実した学びと経験が得られる環境が整っていま

す。例えば、3年次の実験では、興味のある実験項目

を自ら選択し、3週間かけて深く学ぶことができま

す。また、サークル活動やアルバイトとの両立を実現

している友人も多く、大学生ならではの楽しみも経

験することができます。私自身は、学問の専門性や、

実験で培った論理的思考、探求力

を生かし、分野を問わず活躍でき

る女性を目指しています。

応用物理学科 3年
磯口 燿子さん
千葉県立千葉高校出身

　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

先進理工学部・研究科の
Webサイトはこちらから
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Departments 学科・専攻紹介

　本専攻は、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。今日、理系の大学院教育には、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

する人材の養成が求められています。本専攻

は、理学・工学・農学の領域が融合した先端

的な教育により、多様な課題に対する解決・

探究能力を発揮し、産業界で高く評価される

人材を育成します。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。

共同先進健康科学専攻

　人間とそこに住み着く微生物の相互関係について

研究しています。研究分野としては生物学に分類され

ますが、実際の研究活動では細胞培養、DNAシーク

エンス、ゲノム配列の情報解析、微生物分離デバイス

の開発、生態学的解析などさまざまな技術と知識を

動員する必要があります。本専攻は共同専攻という

性質上、さまざまな専門性を持った研究室が集結し

ているため、多様な技術を学べる

だけでなく、研究現場を通してさまざ

まな生物学の分野を体感できます。

共同先進健康科学専攻 
博士後期課程1年
木口 悠也さん
長崎県立五島高校出身

　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、

新たなエネルギー利用、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。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

知識を身に付けるための教育プログラムを構

成しています。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、倫理観を育てます。

共同原子力専攻

　原子力について多角的に学ぶことができるのが共

同原子力専攻です。私は中学2年生の時に起こった

福島第一原子力発電所の事故をきっかけに、原子力

発電の安全性や原子力利用の是非について学びた

いと思い、共同原子力専攻に進学することにしまし

た。今では、当初学びたいと思っていた事柄について

はもちろん、それに加え次世代炉の可能性や日本の

エネルギー供給の現状についてな

ど、共同原子力専攻だからこそ得

られる学びを日々楽しんでいます。

共同原子力専攻 修士1年
レガラド 真理子さん
埼玉県立所沢北高校出身

先進理工学部・研究科

　世界最高水準の医薬品・医療機器産業を

日本の成長戦略として医療イノベーションを

推進するには、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」の確立が重要課題です。本専攻は、

東京女子医科大学との研究教育連携施設

「TWIns」で多くの研究成果をあげ、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

います。2019年3月末で、博士学位（生命医科

学）が48名に授与されました。

共同先端生命医科学専攻

　私はJapan	Biodesignフェローを経験後、そこで開

発したい新規医療機器を具体的に形にしようとしたと

きに、漠然とした海に飛び込んだように感じたことが

きっかけで、レギュラトリーサイエンスの門を叩きまし

た。本専攻では医薬品医療機器や再生医療品等の有

効性、安全性、品質をどのように評価すべきか？という

問題が、評価の科学に加え人間の倫理を問われるもの

だということを、経験豊かで個性的

な先生方、そして素晴らしい学友

たちから学んでいます。

共同先端生命医科学専攻
博士後期課程1年
山本 綾さん
岡山県・岡山白陵高校出身

　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。本学科／専攻はそれぞれを

深く極めるだけでなく、分野を融合したテーマ

にも挑戦しています。複数の領域が立体的に

おりなす教育プログラムは、学ぶ目標が見えて

いる人にも、これから学びたいことを探す人に

も、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。医・薬・理・工にわたって無

限に広がる活躍の場に向けて、異なる分野の

最先端で活躍する21名の教授陣がサポート

します。

電気・情報生命工学科／
電気・情報生命専攻

　電気・情報生命工学科では、電気、電子、情報、生

命という各々の領域のみで研究しているだけでな

く、電気電子情報や、生命科学などの融合領域での

研究も盛んに行われており、非常に幅広い分野につ

いて学ぶことができます。そのため、受験の段階で

将来何を学びたいかはっきりと決まっていない学生

は多くの分野を学ぶうちに自分の興味に気づくこと

ができ、決まっている学生は他分

野からの視点も学べるので、非常

に魅力的な学科だと思います。

電気・情報生命工学科 3年
山田 唯人さん
東京学芸大学附属高校出身

　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、さま

ざまな学科からの推薦や一般入試で入学で

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の基礎教育を受

けてから入学しています。異なる学問を修得し

た学生が、大学院でともに研究に臨むことで、

高度な専門能力、視野の広さを備えた次世代

リーダーが輩出されます。

生命理工学専攻

　機械工学を学ぶ中で医療機器開発に興味を持

ち、医療と工学の融合した学際的な研究を行ってい

る本専攻を志望しました。本専攻の大きな特徴は機

械系学生と生物系学生が混在していることです。両

者の学生がさまざまな研究や授業を通じて、意見交

換し視野を拡大できることが最大の魅力だと感じま

す。特に、異なるバックグラウンドの学生とグループを

組んで新規融合研究を考案する授

業では、自分の専門分野と異分野

知識を融合させる難しさとその可

能性を学ぶことができました。

生命理工学専攻 修士1年
山﨑 快さん
広島県・広島城北高校出身

　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育

成しています。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。本専攻の修了者は、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。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。

ナノ理工学専攻

　本専攻の共通講義では、ナノテクノロジーおよびナ

ノサイエンスを物理・化学・バイオという多方面から

のアプローチで学ぶことができ、これらが我々の身

の回りのものに、いかに密接に関わっているかを学

ぶことができます。また、充実した指導体制や研究

設備のある環境の中で、学内にとどまらず多くの企

業や研究機関との共同研究を行う学生も多く、その

中で将来の豊かな生活を目指した

最先端の研究に携わることができ

る点が魅力だと感じています。

ナノ理工学専攻 修士1年
手塚 彩水さん
神奈川県・横浜共立学園高校出身
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　社会の抱える問題が複雑化・高度化する現

代には、豊かな教養と専門性を持ち、国際的

視野でリーダーシップを発揮できる人材が求

められます。本専攻は、修士課程と博士課程

を区分しない5年一貫制です。産官学連携の

下、物理、化学、生命科学、電気・電子にまた

が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を行います。こ

れらの教育を通して、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

見渡す「俯瞰力」、新しい領域や国際的な舞

台へ果敢に挑戦する「進取力」を養います。

先進理工学専攻

　一貫制博士課程という環境を生かし、博士号取得

に向けて高い志で研究するさまざまな学生と活発に

交流・議論できるところが魅力です。グローバルな課

題をテーマとした講義・実習が多く、研究機関で最先

端の材料開発を見学した際は多くの刺激を受けまし

た。私の開発している、光や熱で動く有機結晶はまだ

実用化には至っていませんが、本専攻で培われる専

門力・進取力・俯瞰力を生かし、実

用化に向けて邁進していきたいで

す。

先進理工学専攻 
博士1年（5年一貫制）
萩原 佑紀さん
早稲田実業学校高等部出身

　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。研究領域は、情報通信、言語・メディ

ア情報、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・

製造・制御・物流・経営までモノづくりに関わ

る「生産システム分野」、最先端LSIの設計・

検証や次世代応用システムなど、ハード／ソフ

ト両面から研究する「集積システム分野」の3

分野に分かれます。北九州に位置し、留学生

が数多く国際性豊かな環境も特徴です。

情報生産システム研究科

　多様性に富んだ環境と、充実した研究環境を求めて

本研究科へ入学しました。現在、本研究科に在籍してい

る学生の9割は留学生です。そのため、自身の専門性を

深めつつ実践的な英語力を鍛えることができます。また、

産学官連携による共同研究が充実しているため、研究

の中で社会人基礎力を養うことができます。以上より、私

は本研究科には世界を舞台に活躍するための環境が

整っていると考えます。将来は、自

身の専門性を生かして社会問題の

解決に寄与したいと考えています。

情報生産システム研究科 
修士1年
児玉 大空さん
広島県立呉宮原高校出身

　本研究科は、「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。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。

環境・エネルギー研究科

　環境・エネルギー研究科の魅力は、豊かな自然に囲

まれた本庄キャンパスで、専攻分野や国籍を超えてさ

まざまなバックグラウンドの学生と議論できることで

す。学部時代では関わることがなかったような学生と

交流することで、視野が広がりました。また、研究や授

業が現場に根付いている点も魅力に感じています。工

学や社会科学などを総合し、俯瞰することが大切だと

学びました。専攻分野にとらわれず、

エネルギーや環境問題に興味があ

る方にお勧めです。

環境・エネルギー研究科 
修士1年
田籠 尚子さん
東京都・晃華学園高校出身

先進理工学部・研究科 情報生産システム研究科 環境・エネルギー研究科 From the Senior Dean
学術院長より

理工学術院長
応用物理学科 教授

竹内 淳

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

魅力はぜひこのパンフレットで確かめてください。

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！
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※		本誌に掲載されている人物の所属・学年等は、すべて取材時のものです。
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早稲田大学 理工学術院

	西早稲田キャンパス	理工学術院統合事務所
アドミッションズオフィス

〒169-8555　東京都新宿区大久保3-4-1
TEL	03-5286-3808　FAX	03-5286-1689
e-mail：fse-admission@list.waseda.jp
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理工学術院をもっと知ろう！
動画公開中

理工学術院Webサイトでは、キャンパスライフ

やイベントの様子などを動画でご紹介していま

す。ぜひご覧ください。

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




