地球の未来を見つめて、
2030年までの達成をめざし、世界中で取り組みが進められている
持続可能な開発目標が「SDGs」
です。
日本大学生物資源科学部は、この SDGs に先駆けて、

そもそも生物資源科学とは、何でしょう？

持続可能な社会を実現するための活動を、学部を挙げて展開。

02

生物資源科学のフィールドは、
農学を基本に幅広い分野に広がっています。

その多彩な取り組みを、楽しく紹介する動画も公開していますので、
ぜひ、本案内書と併せてお楽しみください！
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ずっと前から
SDGsな学部です。

キミの悩みを解決する

しげまるの就活ファイル
Ⅰ. 準備編

ここ湘南キャンパスから、あなたのキャリアの第一歩が始まります。
II. 企業編

生物資源科学を学んだ人材に、多くの企業が期待を寄せています。
III. 公務員編

公務員に強い生物資源科学部、仕事の可能性は無限です。
IV.サポート編
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数字で見る日本大学

総合力だけじゃない。個別の分野でも強さを発揮するのが日本大学。 14
社長数は関東以外でも上位に。数字が物語る日本大学の全国での評価。16
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そもそも

日本で数少ない「生物資源科学」を学部名とする日本大学生物資源科学部。その学びの根本にあるのは、私たちのくら
しを古くから支えてきた「農学」という伝統ある学問です。もともと農学は、農林水畜産物の生産性を上げることを目指し

生 物 資 源 科 学 とは 、
何 で し ょ う？

02

ていました。ところが、持続的発展が求められる現在では、それだけではなく、生命、食、環境を総合的にとらえるこ
とが必要になり、わたしたちは「農学」を「生物資源科学」に進化させました。生物資源科学を学ぶわたしたちは、細胞
のはたらきを観察して解明するミクロな視点から個体や生態系を扱うマクロな視点、地域の特性や課題を洞察するロー
カルな視点から地球全体を見渡すグローバルな視点をバランスよく持ちながら、生命の本質を理解し、生物資源の利用
や開発・保全に取り組んでいます。21世紀の諸問題の解決に挑む生物資源科学の役割はますます重要になっています。
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生物資源科学のフィールドは、
幅広い分 野に広がっています。
水産学
魚介類の資源保護、養殖、加工など、海洋生物資
源の保全と利用を学ぶ分野。魚類をはじめ海洋に

農

学

生物資源科学部の学問体系のルーツとなる分野で、
作物学、植物育種学、植物病理学、園芸学などの基

生息する生物の生理・生態を解明する海洋生物学、
潮流や海水中の化学物質、プランクトンなどを調べ
て、水質環境や物質循環などを研究する海洋環境
学もあります。

盤的領域をはじめ、土壌学や植物栄養学などの農芸
化学的領域、農業機械学、農業土木学やスマート農
業などの農業工学領域から、農業経済学領域や国
際開発学領域などの社会科学系までをも含みます。

畜 産・ 獣 医 学
畜産学は、人々の生活に寄与する“家畜”を合理的に生
産するための家畜育種学、繁殖学、飼養学から成り、そ
の成果を畜産物の利用・加工・流通へ結びつける学問で
す。獣医学は、動物医療を根幹とする応用科学で、各種
疾病の予防、診断、治療を通じ、伴侶動物や家畜の健
康維持・増進を図るとともに野生動物の管理、さらには
ヒトの健康と福祉に貢献することをめざします。

環境学

自然環境や都市環境など私たちを取り巻く環境に
おいて、すべての生物と共存し、環境を保全するこ
とを考えます。そのために、生物学、物理学、化
視点から応用的視点までをアプローチの手段として

食品学

います。水資源や新エネルギー開発なども扱います。

さまざまな食品を研究対象として、食の安全を守る

学や、生態学、環境工学、社会科学など、基礎的

方法や、よりおいしく健康的な食品を作る方法など
を学習・研究する分野で、微生物学や発酵学など
のバイオテクノロジー関連の学問や、食の生産から
流通、消費までの諸課題に取り組む食品ビジネス
学も含まれます。
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的な
驚異
には
実績
就職
る！
があ
ワケ

1年生からのキャリア教育

しげまるの
就活ファイル

やっぱ大事！

入学した最初の年は、専門教育を学ぶ上で必要となる基礎知識を身に付け、大学での
人間関係を構築する大切な時期です。就職支援としては、主に社会人としての心構え
や コミュニケーション力の強化 など、就職に対する意識を高めるカリキュラムを用意。
学生一人ひとりが夢を実現するための基礎づくりをサポートします。

「自主創造の基礎Ⅰ
・Ⅱ」
大学での学びをより充実したものとするため、全学共通で行う初年次教育科
目です。1 年生前期の「自主創造の基礎Ⅰ」では、大学で学ぶ意義の理解、
レポート作成、プレゼンテーションなど、大学での学びに必要なスキルの習

Ⅰ. 準備編

ここ湘南キャンパスから、

得が中心となります。後期の「自主創造の基礎Ⅱ」では、
「Ⅰ」で培った能力
をチームワークやリーダーシップに発展させ、
「創造性」を育む内容としていま

あなたのキャ
リアの第一歩が始まります。

す。また、平成29年度からは同科目において、日本大学の他学部との交流
授業である「日本大学ワールド・カフェ」を開催しています。

そんなふうに軽く考えてはいませんか。今後あなたがどのようなキャリアを積み、

英語で就職に強くなる！

どのように人生を充実させていくか、そのスタートラインは、大学を選ぶ今の時点でもう始まっています。

就職活動において強力なスキルとなる英語力を磨くため、

就職や将来の仕事のことなんてまだ遠い話、大学卒業までにゆっくり決めればいい。

日本大学生物資源科学部が、社会から得ている揺るぎない信頼、
そして、在校生一人ひとりに寄り添った就職支援活動。これを読めば、本学部こそあなたのキャリアの

みんな真剣！

学内で英会話レッスンや英語講座を開講しています。キャ
ンパス内で受講できるため時間的なムダがなく、1 年生か

第一歩にふさわしい学び舎であることが、おわかりいただけるはずです。

ら受講できます。受講料金も一般に比べてお得。

「キャリアイングリッシュ講座（少人数レッスン）」

就職支援活動の概要

キャンパス内で 1 日 40 分の英会話！ 本学部の学生・教職

生物資源科学部では、日本大学全体で実施される就職支援に加え、ここ湘南キャンパスを
拠点として行われる学部独自の就職指導にも特に力を入れています。就職活動のノウハウを
伝授するもの、企業や社会の動向を知るためのもの、語学のスキルを磨くものなど、年間を

員であれば誰でも受講できる、ネイティブスピーカーによる英会
話レッスンです。講師は英語指導の有資格者または教授経験
を持つ専任講師。通年で約 100 回受講できます。

通してさまざまな就職支援行事があり、学生は個々のニーズに応じて参加することができます。
また、多くの行事が湘南キャンパスで開催される ため、授業や研究活動、学生生活との両
立も容易です。

「TOEIC®L＆R テスト対策講座」

うれしい！

生物資源科学部の就職状況・特徴
生物資源科学部では、幅広い分野の企業、団体・官公庁へ豊富な就職実績があります。平成31年3月卒業生
の 就職希望者に対する就職率は 97.5％ 、女子学生のみの就職率は98.8％を達成。また、国家公務員・
地方公務員の採用試験には、当該年度で168名が合格し、実際に117名が採用されています。これは就職した

学生の 7.7％に及んでいます。
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日大ならでは！

ココ注目！

TOEIC L&R テスト点数アップをめざす対策講座です。英語教
®

育に精通した日本人講師が日本人に特有の英語力の弱点を指
摘し、リスニングの強化、基本的な語彙・文法を習得すると同
時に自己学習法を紹介。春と秋の各コースで各９回（1 回 150
分）講義を行います。600 点以上のスコアは就職活動におい
ても大きな武器となります。

困った時はお気軽に〜
就活のコンシェルジュ
「就職支援センター」
12 号館にある就職支援センターは、就活のさまざまな悩
みに対応できるコンシェルジュ。就職関連行事の情報提
供はもちろん、テストやセミナーへの申し込み、さらには
専門カウンセラーによる個別指導なども受け付けています。
また求人票をはじめ、関連図書・資料、先輩の就活体験
記など、就職に関連する各種資料も豊富にご用意し、お
待ちしています。就職のことで困ったら、まずはお気軽に
足を運んでみてください。
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II. 企業編

生物資源科学を学んだ人材に、
多くの企業が期待を寄せています。
食・農・生物・環境など、多彩な専門分野をフィールドとする生物資源科学部は、
これまで幅広い分野の企業に数多くの優秀な人材を輩出し、
産業界との間に揺るぎない信頼関係を築いてきました。その期待や注目の大きさは、
本学部の就職関連イベントをご覧になれば一目瞭然。
業界を代表する数多くの有力企業・団体が、東京の会場ではなく、

いざ、就活！

ここ湘南キャンパスにまで足を運び、本学部のためだけにご参加 いただいています。

特別感アリ！

民間企業就職の概要

「ステップアップ講座」
「筆記試験対策講座」

豆知識参照！

外部講師や企業の人事採用担当者などを招き、

講座内容（令和元年度実績）

自己分析やビジネスマナー、エントリーシートの
書き方 や面接対策、就職活動のより実践的なノ

◎ステップアップ講座

◎筆記試験対策講座

ウハウを解説。また、模擬面接、個人面接レッ

◎自己分析・自己 PR 対策講座

◎ SPI 対策講座

スン、
SPI などの
「筆記試験対策講座」も実施し、

◎就職活動ビジネスマナー講座

◎ SPI 模擬試験

◎エントリーシート対策講座

◎ WEB テスト対策講座

◎面接対策講座

◎ WEB 型模擬試験 など

自信を持って就活に臨むための事前準備をサ
ポートします。

◎グループディスカッション対策講座 など

「業界・企業研究」
学生と企業の人事担当者が直接顔を合わせる前段階の準備活動として、業界の
全体像や仕事の概要などを知るイベントも豊富に実施しています。日経の現・元
記者らが食品・化学など業界について解説する「業界ガイダンス」
、企業の業務や

食品関連、医薬・化学系、建設・土木・造園系、農学系をはじめ、卒業後の進路と可
能性は多彩です。そこで生物資源科学部では、企業の人事採用担当者に直接話を聞ける

こんなに多い！

職種への理解を深める「企業研究講座」などがあります。

昨年は6つの
業界別に開催！

「学内合同企業セミナー」を毎年度実施。令和元年度は、計 5 回の開催で 約500もの
企業・団体に参加 いただきました。このセミナーは、さまざまな企業の特徴や仕事の内
容を理解して自分の希望進路を明確にし、その後の就職活動を成功へとつなげていく絶
好の機会になっています。

講座内容（令和元年度実績）

民間企業希望者への手厚いサポート

業界ガイダンス、業界職種勉強会（企業人事採用担当者による解説）
「食品業界（メーカー）
」
「化粧品業界」
「金融業界」
「IT 業界」

「就職ガイダンス」
「インターンシップ（IS）
ガイダンス」は 3 年次の学生に

「食品卸売業界（専門商社）
」
「公務員（国家・地方）
」
「その他（鉄道・

対し、就職活動に必要な基礎知識、具体的なエントリーの方法、面接

種苗）
」優良企業の見方・探し方講座、学内合同企業セミナー（個別

の受け方等、
「就活の基本」を専門講師がレクチャーします。通年開催で、

ブース形式による企業説明会） その他

その時期に合った内容のガイダンスが行われます。
また、「ISガイダンス」

憧れの仕事が
もっと理解できるよ！

では、エントリーの仕方や企業に向かう心構えなどを説明します。

豆知識参照！

外部講師による実践的な講座

支援活動のロードマップ（今年度の予定）

就活豆知識
エントリーシート
（ES）とは？
エントリーシート（ES）とは履歴書と同様に書類選考

講座内容（令和元年度実績）
就職ガイダンス

IS ガイダンス

第 1 回：2021 就活スタート講座

第 1 回：2021 夏 IS 対策

第 2 回：夏のインターンシップへエントリー

第 2 回：大手・人気企業に行きたい

自己分析・自己 PR
第 3 回：業界勉強会・企業研究の必要性
秋冬に準備すべきこと
第 4 回：解禁直前！就活総仕上げ
就活の重要ポイントや面接対策
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理系学生向けインターンシップ選考対策
第 3 回：2021 秋・冬 IS 対策

で用いられる応募書類です。履歴書が学生の基本的
なスキルを知るものであるのに対し、ES は企業側が知
りたい学生の人柄や個性、自己アピールなどを記した
資料で、選考においてとくに重視されます。

インターンシップ（IS）とは？
夏休みなどに企業や団体などで就業体験をすること。
本格的な就職活動を始める前に、自らの適性と仕事の
マッチングを図り、職業観を養うために大いに役立ち
ます。また企業側も優秀な学生を発掘する機会として、
近年重要視するようになっています。
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III.準備編
公務員編
Ⅰ.

公務員に強い
生物資源科学部、
仕事の可能性は無限です。
本学部のトクイ分野！
官公庁や地方自治体では、
獣医・食・農・環境 などの知識を持った人材 を
つねに必要としています。
生物資源科学部は、特に専門性の高い分野の公務員に強く、

公務員希望者への
手厚いサポート
「公務員試験対策講座」は公務員試験対策で実績のある
大手予備校から専任講師 を招き、各種公務員試験に共通す
る基本教養試験科目の対策に取り組む課外講座です。質の
高い講義を 手軽な料金負担 で受講することができます。

見逃すな！

学部の専任教員約 50 人が担当し、国家総合

ひと口に公務員といっても、さまざまな組織・業務が存在するため、

職、国家一般職、地方上級職、市区町村で

自分のスキルや興味などを考え、

の各種専門科目試験に対応した講義を開講し、

民間同様インターンシップなどの機会を利用し、

無料で受講できます。

昨年は168人
合格しました！

◎公務員試験入門講座（通年コース・集中コース）
◎国家一般職・地方上級職試験教養科目
（実践講座・合格完成講座・直前講座）
◎ 2 次試験講座（面接・政策課題討議対策講義）
◎国家総合職農学関連職実践講座
◎各種模擬試験（4 月、5 月、6 月、10 月、3 月）

「公務員試験専門科目講座」

これまで幅広い公的機関に優秀な卒業生を送り出してきました。

慎重に検討していく必要があります。

講座内容（令和元年度実績）

いいね！

公務員試験とは？
採用試験内容は筆記、適性、面接等で、筆記試験に
は教養試験と専門試験があります。教養試験は、公務
員として必要な一般的な知識及び知能についての筆記

公務員就職の概要

試験です（一般知能分野：数的処理・文章理解、一
般知識分野：自然科学・人文科学・社会科学）
。また
専門試験は、各試験の区分に応じた必要な専門的知

公務員には大きく分けて国の官庁などで働く国家公務員と、都

識、技術等の能力についての筆記試験です。

道府県や市区町村、警察や消防などで働く地方公務員があり
ます。国家公務員の試験（筆記試験・人物試験など）は主に人
事院が一括して行い、各省庁が採用します。地方公務員は、各
自治体が採用試験を行います。試験日程が異なる自治体もある
ので、複数受験することも可能 です。

チャンス！

支援活動（公務員）のロードマップ

「公務員・自治体等職員採用説明会」
毎年 5 月、全国の自治体や各種団体の採用担当者をお
招きし、湘南キャンパスにて開催される採用説明会です。
公務員志望者にとっては、将来の仕事内容などについて
知る貴重な機会となっています。令和元年は 51もの自
治体が参加。自治体からの本学部に対する期待の大き
さが実感できるイベントでもあります。
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Ⅰ.
準備編
IV.サポー
ト編

気軽においでよ！
セミナールーム

就職支援センター内のセミナールームでは、通常の就活ガイダンス

令和元年度業界勉強会

や講座とは一味違った「カジュアルな」就活イベントを開催していま

タカナシ乳業㈱ / ㈱ Mizkan Holdings/ ヤマサ醤油㈱ / 明星食品㈱ / 全国農業協同組合連合会（JA 全農）/ ㈱ニチレイフーズ /UCC 上島珈琲㈱ / 三菱食品㈱ / 横浜市

す。参加予約などは基本的に不要で、途中入室や退室も自由。リ

㈱ / ㈱アイネット / ㈱エイ・シー・ティ/ ジスクソフト㈱ / ㈱日本アクセス / ㈱髙山 / エノテカ㈱ / 江崎グリコ㈱ / ㈱帝国データバンク（順不同）

役所 / ㈱サカタのタネ / ニッポンハムグループ / ㈱ディーエイチシー /JR 東海（東海旅客鉄道㈱）/ 長谷川香料㈱ / 人事院関東事務局 / ㈱ソフテム / シンポー情報システム

ラックスした雰囲気の中、企業の採用担当者や諸先輩方と楽しく情
報交換できる貴重な機会です。

知る
Cafe

隠れた優良企業の魅力に触れる、就職支援センターお薦めの

語る
Cafe

就職戦線を見事勝ち抜いた内定者の先輩を招き、とっておきの

学ぶ
Cafe

専門家を招いての自己分析ワークショップ。進路や適性、

企業説明会。採用担当者に直接疑問をぶつけることもできます。

生の声が
いっぱい！

就活ノウハウやここだけの裏話などを赤裸々に語っていただきます。

「働くこと」に関する悩みを、仲間とともに解決します。

ひとりで悩まないで！就活戦線
就職活動報告書「後輩のために」

「就職相談コーナー」
就職やインターンシップに関しての個別相談を受け
付けています。業界・企業研究、ES・履歴書添削、

安心！

日本大学全学部に届いた 1 万件超の求人情報を閲覧でき
る「NU 就職ナビ」では、就職活動報告書「後輩のために」

面接練習などのサポー

も閲覧できます。こ

トはもちろん、就活前

れは先輩方が残し

の「いまのうちから準

てくれた宝物。さま

備できることは何だろ

ざまな業界に挑ん

う」
、
「そもそもやりた

だ、先輩方のリアル

いことが見つからない」

な体験を知ることに

といった不安・疑問に

より、就活の現実や

関する相談にもお応え

ノウハウを肌で感じ

します。

ることができます。

就職までサポート、卒業後もサポート
「4 年生フォロー講座」
就職戦線終盤になっても内定先が決まらない。そんな
場合も慌てる必要はありません。未内定学生向けに、
一次選考も兼ねた学内企業説明会を実施し、内定獲
得をサポート。さらに、キャリアカウンセラーによる個
別相談、求人情報の個別提供、合同企業説明会開
催など、卒業まで個別的・重点的な支援を継続します。

12

1 人じゃないから
心強い！

「卒業後の支援」
万一、未内定のまま卒業した方や、一度就職した
もののミスマッチで退職した方も、迷わず就職支
援センターへおいでください。卒業後 3 年間は、
学部が有する求人情報の提供など、新卒者と同じ
ように就職支援を継続し、公的な就職支援事業と
連携しながら、就職活動をサポートします。
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フィールド
サイエンス
教育

学びの基本は、生物と地球を肌で感じること。

FIEL D1

さまざまな生命の営みや、それを支える地球の環境や生態系をリアルに理解するために欠かせないのが、
“本物”
の対象に“現場”
で接すること。生物資源科学部は、独自の「総合的フィールドサイエンス教育」
を通じて、
生物と地球が抱える問題の本質にダイナミックに迫ります。

● 海洋生物資源科学科
大学近くの湘南海岸で地引網を体験。

● 海洋生物資源科学科
伊豆下田での乗船実習のひとコマ。
海が大好きな仲間が集まっています。

農場、
緑地、
森林、
海洋、
河川 など
キャンパス内の農場をはじめ、北海道ほか4か所にある
広大な演習林、伊豆半島の臨海実験所など、充実した
実習環境を舞台にして、さまざまな実践的学習を展開。
動植物の生命力を肌で感じながら、
多くの問題意識が芽生えていくはずです。

● 動物資源科学科
牧場での飼育体験。最初は怖かったウシも、慣れれば可愛い！

18

● 森林資源科学科
3・4年生の合同ゼミで新潟県の八海山に登山しました。

● 生命農学科
学生たちの手で、
こんなに美しくシクラメンが咲きました。

19

FIELD2

フィールド
サイエンス
教育
● 獣医学科
動物病院内の臨床検査室で
サンプルを調べる獣医学科の学生たち。

● 海洋生物資源科学科
水族館でイルカやアザラシ、ペンギンの世話を体験。

動物園、
水族館、
博物館、
動物病院など
稀少な野生動物に接することができる動物園や水族館での
活動に、本学部から多くの学生が参加しています。
また、キャンパスの一角にある
日本大学動物病院では、
動物医療の最先端の現場を
知ることができます。

教室での講義で知識を修得

フィールドでの実習で、
発見や感動とともに技術を修得
［現場体験施設］
農場、演習林、下田臨海実験所、富士自然教育センターほか
［連携機関］
学内の博物館や動物病院、各種研究センターほか
［海外提携大学］
米国、豪州、中国、台湾、タイなどの大学ほか

● 獣医学科
先生方の診療を間近で見学できるメリットは計り知れません。

20
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フィールドサイエンス教育を支える施設

フィールド
サイエンス
教育

FIELD3

● 食品生命学科
JASの認定を受けている本格的な
食肉加工施設でソーセージを製造。

大学という枠に収まらない数々の教育・研究環境が、
生物資源科学部の充実したフィールドサイエンス教育を根底から支えています。

実験・研究施設、
地域社会など

★

2

フィールドサイエンス教育を支えるのは、
野外施設だけではありません。キャンパス内の多彩な
研究・実習施設も、五感で学ぶ体験型学習をサポート。
さらに地域社会や海外にまで足をのばして
取り組む活動も、学生の視野と挑戦心を
大きく広げます。

3

2 演習林

富士自然教育センター

★

2

★★★
★

4

● 国際地域開発学科
バングラデシュにおける、地下水のヒ素の調査風景。

図書館

先端食機能研究センター

1

農 場

7

博物館

10 総合研究所

5

8

動物病院

動物医科学研究センター

11 国際地域研究所

● 生物環境工学科
シカの糞を数えて、生息密度を推定。
12 生命科学研究所

22

2

下田臨海実験所

6

9

2

13 食品加工実習センター

14 生物環境科学研究センター
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キャンパス
ライフ

未来へ飛び立つために、
大きく羽を伸ばせるビッグキャンパス。

クラブ＆
サークル

生物資源科学部は、広々とした環境に支えられクラブやサークル活動も盛んです。
他学科の学生との出会いや交流も、大きく広がります。

このキャンパスに初めて足を踏み入れたとき、
「未来的だな」
と驚く人もいれば、
「自然がいっぱい」
と心を和ませる人もいます。
都心から約1時間、東京ドーム12個分の広大な敷地を持つキャンパスには、未来都市を思わせる先端施設と緑豊かな自然が
バランスよく共存。学問や研究、クラブ＆サークル活動をはじめ、学生生活のすべてを快適にサポートする環境が整っています。

大講堂

学生ホール

キャンパスのシンボルでもある本館には、講義室、研究

約500名を収容する大講堂。講義はもちろん、講演会、

1号館地下1階の学生ホールは、種類の豊富な本格ピザやパ

室のほか、さまざまな機能を持つ最新施設を効率的に
配置。人と人の交流の場としての役割も備えています。

シンポジウムなど多目的に利用されています。

スタをはじめとした軽食コーナーなど開放感あふれるスペース
のほか、学生生活に必要なものがそろうショップや就活に便

本館

利な写真館もあります。

博物館

ガレリア

入学センター

哺乳類をはじめとする多彩な動物の骨格・剥製 標本、
世界の蝶、植物標本、農林業関連の展示などがある本

2つの建物にはさまれた大きなガラス屋根のある広場。さ
まざまなイベントにも対応します。

入学センターは、学部への入学相談はもちろんのこと、大
学院への進学相談まで多くの学生が利用します。生物資
源科学部に興味を持ったら、まずはここを訪ねてみましょう。

格的な博物館です。

〈生物資源科学部のクラブ＆サークル〉
体育部連盟
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スポーツジム

キャリアイングリッシュ講座

アトリウム

体育館に併設されているジムがリニューアルし、最新マシン
がそろう本格的トレーニング施設にグレードアップ。使い
方を指導するスタッフがいるので、安心して利用できます。

国際会議での発表、海外での研修など、学習・研究に欠かせない
英会話を、授業時間外に学内で学ぶことができます。ネイティブ

キャンパスを訪れた人にひときわ鮮烈な印象を与えるの
が、ガラスで囲まれた5層吹き抜けのアトリウム。明るい

講師と毎日40分×年間約100回のレッスンを格安で受講できます。

外光がたっぷりと降り注ぐ開放感あふれる空間です。

農場

グラウンド

図書館

面積は約28ヘクタールと広大。作物や野菜、花、果樹など
を栽培する農産部、乳牛、豚、羊、山羊などを飼育する畜産部、

400m の本格的な陸上トラックと人工芝を敷き詰めた
フィールドが自慢のグラウンド。春には満開の桜に囲ま

生物資源科学に関する国内外の主要な図書・雑誌を網

農業機械についての研究や指導を行う機械部があります。

れます。

羅しています。

合氣道部
陸上競技部
カッター部
ワンダーフォーゲル部
空手道部
弓道部
剣道部
ソフトボール部
硬式野球部
バドミントン部
柔道部
ローラーホッケー部
スキー部
少林寺拳法部
卓球部
女子ラクロス部
軟式庭球部
（テニス部）
アメリカン
フットボール部
排球部
（バレーボール部）
籠球部
（バスケットボール部）
サッカー部

文化部連盟
美術部
JAZZ 音楽研究会「羅刹」
海外研究部
農業問題研究会
自然保護研究会
バイコロジー同好会
写真研究部
将棋研究会
動植物研究会
漫画研究会
放送研究会
管弦楽団
落語研究会
文芸団体「扉」
ラ・サンテ・マンドリンクラブ
フォルクローレ合奏団
模型同好会
Student Divers Club
ロック研究会
吹奏楽サークルブレーメン
演劇部
マジック＆ジャグリング
サークル
JACK-BOX

一般サークル
環境教育ボランティアの会
キヲラ
インドアテニスサークルトマト
CookingStudio どんぐり
ESS 英語研究会
硬式テニス同好会 POTATO
硬式テニス同好会 Fiesta
釣り同好会
「TEAM CHARTREUSE」
アーチェリー同好会

,
茶房 S
NUWSF
（日本大学ウインドサーフィン）
とっとこカルガモ部隊
森友
軟式野球サークル
日大ビーチバレーサークル
水泳サークル AQUA
男女混合フットサル
「ラボーナ」

ハイキング同好会 わらじ
ボクシング同好会
HA5ITA
Moby-Dick 基礎スキークラブ
ふっとさる
Light Music Players
農業実習同好会
フォークソングクラブ
Classy
VBC

学術部連盟

獣医学科学術研究部 臨床班（V.C.C）
獣医学科学術研究部 臨床繁殖班（V.R.C）
獣医学科学術研究部 動物福祉班（V.A.C）
水産増殖学学術研究部
動物資源科学学術研究部
生物環境工学学術研究会

魚類病理学学術研究部
生命農学学術研究部
森林科学研究会
応用生物科学学術研究会
生命化学学術研究会
食品生命学学術研究会
食品ビジネス学学術研究会
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学科
INDEX

未来へのまなざしは、色とりどりです。
生物資源科学部には、生物や環境、食、資源などを取り巻く諸問題に、
多彩な視点でアプローチするユニークな学科がそろっています。
興味や好奇心に応え、未来の夢につながる、あなたにとってのオンリーワンの舞台がきっと見つかるはずです。
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生命農学科

動物資源科学科

海洋生物
資源科学科

P28

P40

P52

P64

生命化学科

食品ビジネス学科

生物環境工学科

応用生物科学科

P32

P44

P56

P68

獣医学科

森林資源科学科

食品生命学科

くらしの生物学科

P36

P48

P60

P72

国際地域開発学科
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Department of Agricultural Bioscience

生命農学科

生命農 学 科

学科の特長
食や生活に重要な植物を中心に生命 科学の技術を駆使して、農学の発展に貢献する
学科紹介ムービーは
こちらから！

生命農学は総合科学です。地球上にある多種多様な植物資源を対象に、生

可欠な植物資源の安定的な生産や新品種の創出、機能性の付与をめざしま

命科学の視点からアプローチし、実践型科目での体験も通して学習を進めま

す。また、生活に潤いをもたらす、環境の一部としての植物と人との関係をトー

食 料危 機 から人 類を救い、自然 環 境を保 全し、生物たちの 役に立つ。

す。私たちの食料となる作物、野菜、果樹のほか花き、微生物、昆虫のさま

タルにとらえ、自然と人とのより良い共生の方法を研究することによって、緑

そんな可能 性を秘めた夢のある学問 ― それが「農 学」です。生命農 学 科では、 植物や 微 生物の 分 子生物学 から

ざまな性質を分子・細胞、個体・集団レベルから解析し、人間の生存に不

の空間の創造をめざします。

生 態 学を含めた生命 現 象に関して、最 先 端の学 習体 制と研究 環 境のもとで体系的に学びます。
植物の
生産科学

植物の
生命科学

植物の
環境科学

世界の農業に貢献

共生生物を利用した効率的な植物栄養の補給、機能性食資源植物の導入や生産・利用技術の開発

ゲノム情報による新品種開発

分子マーカーを利用した高品質で病害抵抗性をもつ品種改良、テーラーメード分子育種

熱帯作物の収集と保全

熱帯・亜熱帯地域の作物・果樹の新規導入と遺伝資源としての保全や食資源としての利用

野生植物と栽培植物の遺伝的多様性

蛍光プローブを用いた DNA 診断、DNAの多型検出と遺伝的広がり、DNAマーカーを利用した量的形質の遺伝解析

試験管内での植物培養技術

組織培養によるクローン植物の作出、フラスコ内で花を咲かせる技術、植物の培養細胞を使った増殖

植物の形質転換による機能解析

成分の蓄積や代謝機構の解析、品質保持のための植物生理学、果実の香りや花の色を決める酵素や遺伝子の解析

環境に配慮した植物の生産技術

植物の病気、特にウイルス病の診断や防除、農薬を使わない害虫防除、有機栽培、スマート農業

緑の創造

ビオトープの復元や創出、都市域における緑の創出として屋上・屋内・壁面・芝生などの人工的緑化

自然と人との共生

歴史的公園緑地の保全、公園緑地の生活文化的利用、生態系における動物と植物の保全機能

農を肌で知り、リアルに学ぶ
●研究フィールドでは、農作物の試験栽培を行いながら生産技術を学び、ま

●学外実習として、
夏休みに国立中興大学（台湾）やメチョー大学（タイ王国）

た、緑地の施工技術を修得します。基礎実験や専門実験では、充実した

での海外研修を行います。また、富士山麓にある富士自然教育センターで

研究設備を使ってさまざまな植物の遺伝子分析や生理・生態について学び

は、自然環境を生かした緑地環境学の演習が行われます。

ます。

学 習の 流 れ
2年次

3年次

4年次
所属研究室ごとの専門分野で、卒業

植物生理学、分子生物学、植物遺伝

生命農学のコア科目である作物生産

希望する専門分野に分かれ、所属研

学、生物化学などの基礎科学を学習。

学、果樹園芸学、野菜園芸学、花き

究室ごとのゼミ、実験、実習、演習を

研究課題が 課せられます。4年次は

さらに生命農学概論やアグリバイオテ

園芸学、植物育種学、植物病理学、

行い、各自の専門に沿った科目の中で、

各研究室での活動が中心となり、通

クノロジー入門で、生命農学の研究が

応用昆虫学、造園緑地学などを履修

レポート作成やプレゼンテーションス

年にわたり一つのテーマについて学科

めざすものに触れます。

し、生命農学実験も始まります。

キルも身につけます。

教員から指導を受けます。

科目一 覧

ダリアさんも、末永くお幸せに。

専門 教 育 科目

結婚式の会場などを彩るダリア。大輪で華やか、色も豊富な花として、今やお祝いの席にはひっぱりだこです。しかし、困った

＜必修科目＞

ことにダリアは典型的な「美人薄命」
。切り花にしたときの寿命が短く、店頭で枯れかけていることもあるほど。どうしても用途が

生命農学概論／植物生態学／植物生理学／植物

食料 生産科学／植物形態・分 類学／景観 生態

植物医科学／昆虫ゲノム医科学／植物環境調節

遺伝学／生命農学実習Ⅰ／植物生命科学／作物

学／基礎細胞学／植物栄養学／土壌科学／アグ

学／農薬科学／アグリバイオテクノロジー実験法

生産学Ⅰ／果樹園芸学／野菜園芸学／花き園芸学

リバイオテクノロジー入門／農学原論／生物化学

／アグリバイオインフォマティクス論／緑地工学／

／植物育種学／植物病理学／応用昆虫学／造園

／分子生物学／作物生産学Ⅱ／果樹分子生理学

自然保護政策論／芝草学／農と緑のまちづくり

限られてしまいます。もし、ダリアが切り花として日持ちするなら、花を育てる農家や花屋さんなどの流通業者、花を楽しむ私たち
消費者にも、大きな福音となるでしょう。農業生産技術研究室の東未来助教は、こうした可能性に着目。これまでの研究で、ダリ
アの老化にエチレンが関与することや、活け水のバクテリア増殖を抑えれば、観賞期間を伸ばせることなどを明らかにしてきました。
さらに根本的な対策は、花の老化の進行に関わる遺伝子の特定です。その遺伝子の機能を抑えれば、より枯れにくいダリアの
開発に近づけるのではないか。東助教はそう考え、現在遺伝子の探索を進めています。「ダリアの老化メカニズムが解明できれば、
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1年次

農業 生産技 術
研究 室

＜選択科目＞

緑地学／生命農学実験Ⅰ／生命農学実習Ⅱ／生命

／野菜生理機能科学／花き分 子生理学／植物

論／エコロジカル・デザイン論／園芸福祉論／園

農学実験Ⅱ／生命農学実験Ⅲ／生命農学演習Ⅰ／

遺伝工学／植物病原微生物学／害虫制御論／都

芸デザイン演習／生命農学特別講義／学外実習

生命農学演習Ⅱ／卒業研究

市緑化技術論／緑地環境計画学／ランドスケー

観賞期間を延長する薬剤や栽培技術の開発につながり、他の花にも応用できるかもしれません」と、東助教は期待を込めて語りま

プ演習／実 験情報解 析演習／作物生理機能科

す。「花の命は短い」なんて言葉が死語になる、そんな時代は意外に近いのではないでしょうか。

学／分 子植物育種学／分 子植物成長制御論／
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生命農学科

小林 智也さん

学生生活のメインステージ

緑豊かなキャンパスで、植物を育てる
難しさと楽しさの両方を学んでいます。

タイの農業研修で日本との違いにビックリ

サークルでつくる花壇は学部のシンボルに

街のスーパーには普通きれいな野菜しか並んでいませんよね。農家
出身ではない私は、植物も実は病気にかかるということを、大学の
授業や実習を通じて初めて知りました。その点にとても興味を持ち、
今は植物医科学研究室で、
「タバコ」を使った植物の病気に関する
研究に取り組んでいます。また、生命農学学術研究部というサーク

研 究 室 へ よう こ そ！

作物科学研究室

農業生産技術研究室

日本、そして世界の

フィールドから学び、

食糧生産に貢献する。

植物の姿を解き明かす。

21世紀は農学の時代といわれています。本研究室では、これからの食糧生産のあ

農業生産は自然と対峙し、不都合な環境を克服して発展してきました。今日的農

るべき姿を考えながら、イネ、コムギ、ダイズ、雑穀などの穀類を中心に、以下の

業では、より積極的に栽培環境を調節し、高付加価値生産・省力生産に取り組む

テーマで研究を進めています。①日本国内における飼料用トウモロコシの生理・生

ことが求められ、その実現に向けた研究を進めています。①携帯端末を利用した

態的特性と乾物生産に関する研究、②食生活に欠かせないダイズの自給率を高め

非破壊栄養診断法の開発② LED 光源による光質制御や新規農業資材導入による

るための品質および収量向上に貢献できる栽培技術効果の解明、③根粒菌や菌

栽培方法の改善③作物生産における植物成長調整物質の利用と消長④植物の形

根菌などの土壌微生物を活用して化学肥料に頼らない栽培技術の開発、④機能性

態形成と遺伝子発現の解明⑤花の模様形成メカニズム解明と花模様の改変などに

に優れた成分を多く含む雑穀キノアの安定多収栽培技術の開発。

ついて取り組んでいます。

花の科学研究室

植物医科学研究室

生命農学科

在校生インタビュー

ルでは、キャンパスの小田急線沿線の土地を借り、この学部のこと
をアピールする花文字の花壇などを管理しています。こうした植物
は、ただ育てるだけならともかく、自分の望むように花を咲かせた
りするのはとても大変で、そこが面白いとも感じています。このキャ
ンパスは緑豊かで農場なども近く、植物を育て、学ぶには最高の
環境ではないでしょうか。

卒業生インタビュー

農林水産省 政策統括官付 地域作物課

髙橋 翔さん 2009年 植物資源科学科（現・生命農学科）卒業

研究で培った説明スキルや、
サークルの
農業経験は、仕事に直結する財産です。

花の栽培から

病気の仕組みを

遺伝子までを網羅する。

解明する植物医科学。

花の生育・開花制御機構の解明や新しい生育・開花調節技術の開発と花の色に

私たち人間と同じように、植物もカビや細菌、ウイルスなどの病原体の感染によって病気に

関わる研究を行っています。①次世代シーケンサーを使用して､ コチョウランのジ

なります。病気の原因を突き止め、病気に強い植物を作製することをめざして、次の研究

ベレリン生合成とその関連遺伝子および花成誘導遺伝子との関係を調べ、開花制

を進めています。①アブラナ科作物に被害を及ぼす白斑病菌の病原性と発生生態の解明

御機構を解明しています。②根域を加温・冷却できる装置（N.RECS）を開発し

に取り組んでいます。②ウリ類うどんこ病菌の薬剤感受性の年次変動を解析し、環境にや

､ 冬季の暖房コストの省エネルギー化と夏季の高温対策に貢献する技術の開発を

さしい防除システムを構築するための研究に取り組んでいます。③遺伝子に変異や組み換

行っています。③花色が多様化したツツジ等に含まれる色素の分析やそれに関わ

えをさせたウイルスを用いて、病気の原因物質を特定しています。④ウイルス病に対する抵

る遺伝子の発現解析を行っています。

抗性遺伝子および病気の発生に関するタンパク質を特定し、その機能を解析しています。

園芸科学研究室

応用昆虫科学研究室

フルーツ バイオサイエンス
フィールドでの農業調査も重要な仕事

担当作物の蕎麦は北海道が一大産地

（果実の生命科学）
。

環境にやさしい
害虫防除をめざして。

大学院の修士課程を修了後、農林水産省に入省しました。これま
では地方農政局の仕事や、発展途上国の農業支援や国際農業研
究の仕事などを経験。現在は地域作物課で、主に甜菜（砂糖大
根）
、菜種、蕎麦などの生産振興を担当しています。仕事の多くは
東京で施策立案や予算取りをすることですが、現地での情報収集
も欠かせません。上記3品目の産地は北海道が多く、毎月産地訪
問することもあります。もちろん現地農家の要望などを伺うこともあ
り、
コミュニケーション力や説明スキルは重要です。そうした能力は、
学生時代に研究室のディスカッションなどでずいぶん鍛えられまし

野菜や果物、特に果実の品質を決定する甘さや酸味、食感、フレーバーなど、そ

人間生活に関わりの深い多様な植物資源を保護・管理するため、昆虫に病気を引

れらに関わる酵素や遺伝子について生命科学の技術を応用して研究し、新しいフ

き起こす病原微生物の有効活用をめざしています。有用昆虫（カイコ）を病気から

ルーツの開発を試みています。①形質転換（遺伝子組換え）により、果実の品質を

保護したり、逆に害虫に病気を流行させて防除する研究を行っています。①植物に

制御する遺伝子の働きを改変し、その影響や植物体内における生理的役割を調べ

被害を与える昆虫個体群における流行病の発生や、感染・伝播メカニズムの研究。

て、品質向上に役立てます。②熱帯果樹類の栄養成分や果実の品質保持に重要な

②農作物害虫から分離した昆虫病原性微胞子虫（原虫）株の生物学的特性や有用

成熟・追熟生理についても研究しています。③野菜や果樹を研究圃場（畑や果樹園）

性についての検討（性フェロモンを用いた害虫の捕獲調査、天敵微生物の観察な

で育て、体験し、学ぶことで、植物の生理・生態学的特性の理解を深めます。

ど）。③各種の昆虫病原微生物による感染症の早期簡易診断手法の開発など。

遺伝育種科学研究室

緑地環境科学研究室

た。また、農業関係のサークルに所属し、農業体験や農家さんと
の付き合いが多かったことも役に立っていると思います。

将来の活躍分野
国家公務員の農業職、各都道
府県庁や市役所などの農業に
関する技術職や普及指導員等
として活躍する卒業生が多数
います。また、食品・流通や種
苗・生産、農林業界等の幅広
い分野に就職しています。その
他、農業を営む道もあります。
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資格
【取得できる免許・資格】
高等学校教諭1種免許（理科、農業）
、中学校教諭1種
免許（理科）
、樹木医補、自然再生士補
】
【任用資格（卒業後の実務経験により取得できる資格）
学芸員、環境衛生監視員、環境衛生指導員
【受験資格】
園芸装飾技能士（2級）
、造園技能士（2級）
、登録ラン
ドスケープアーキテクト（RLA）
、バイオ技術者認定試験
（中級・
上級）
、
日本農業技術検定
（試験科目の一部免除）
、
ビオトープ管理士（2級）
（試験科目の一部免除）
※一部変更になる場合があります
※環境衛生指導員は各自治体により取扱いが異なります

就職

ゲノム情報を利用して

緑地の保全・創出・

品種開発を加速させる。

管理を考える。

イネや果樹を取り上げて、遺伝的多様性や重要な特性の遺伝解析を進め、形質

より良い緑空間づくりや環境共生デザインをテーマに、庭園・公園緑地・街路樹・

と連鎖した DNAマーカーによる選抜により品種開発を加速させることを目的に研

屋上緑地・史跡庭園などの都市の緑や、農村・自然地域の緑の保護・保全・創出・

究を進めています。①イネの葉の養分を種子（コメ）に転流する能力や種子休眠

管理などをテーマに研究を進めています。①名勝庭園や歴史・文化財施設の空間・

性を支配する遺伝子の解明、②果樹の品質等の遺伝様式の解明と表現型および

景観特性。②公園緑地の利用実態と利用者意識。③里地・里山における緑地構

DNAマーカーによる効率的な選抜、③大量のゲノム配列情報によるDNAマーカー

造と生物（小動物・鳥類・昆虫類など）の関係。④絶滅危惧植物の生態と保全・

連鎖地図の作成と有用遺伝子の探索、④熱帯アジア野生イネ集団における遺伝的

再生手法。⑤屋上、壁面、日陰地などの特殊環境緑化手法。⑥文化的景観とま

多様性の分子生態学的解析などに取り組んでいます。

ちづくり。⑦緑地空間の設計デザインなど。

平成31年3月
卒業生の
主な就職分野

【主な就職先】 神奈川県庁／福島県庁／茨城県庁／カネコ種苗（株）／

石原産業（株）／みかど協和（株）／住化農業資材（株）／（株）日比谷
花壇／ＪＡ全農青果センター（株）／第一園芸（株）／はごろもフーズ（株）
／ヤンマーアグリジャパン（株）／全農物流（株）／全国農業（協組連）／
ホクト
（株）／横須賀市／相模原市／
（株）
ロック・フィールド／ミヨシ油脂（株）
／大和ハウス工業（株）
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Department of Chemistry and Life Science
学 科 紹 介ムービーは
こちらから！

生命化 学 科では、先 端生命 科 学の基 礎 から応用までを学 習し、 生命・食・環 境の各 分 野の知 識 や技 術を修 得。
現代の 社会で 活 躍できる優れた人 材の育成を行っています。

生命化学科

生命化学 科

学科の特長
生命化学で学ぶ：生命・食・環 境

社会で求められる資格の取得

生命化学科では、
「生命」・
「食」・
「環境」に関わる諸問題を生命科学の手法

生命化学科では、食品衛生コースを選択し所定の単位を修得すると「食品衛

によって解析し、把握（理解）して、得られた成果を機能性食品、発酵食品、

生管理者」・
「食品衛生監視員」の任用資格が取得可能です。
「教員免許」や

医薬品、化粧品、香料、環境修復など生活に密着した分野に応用すること

「学芸員資格」も取得できます。また、所定科目を履修すると在学中でも「自

を目的にしています。そのため本学科では、講義・実験、実習・演習からな

然再生士補」の資格や「甲種危険物取扱者」の受験資格を取得でき、卒業後

る独自のカリキユラムを組んでおり、それらを通して、課題を把握する創造力

は
「毒物劇物取扱責任者」
の資格が得られます。様々な資格取得を通じて、
キャ

（独創力）とその解決策を導き出す実践力を養います。

リアアップをすることができます。

社会での活躍の場：卒業後の進 路

社会で求められる生命 科学の知識と技術
生命化学科では、主に実験・実習により生命科学の知識と技術を身につけ

生命化学科を卒業した多くの皆さんは、大学で学んだ知識や経験を活かし

ることができます。1年次では、生命化学に関わる実験の基礎を習得し、2・

て、医薬系・化学系（化粧品、香料などの化学品）
・食品系の研究開発や製

3年次では、より先端的な専門知識や実験技術の修得を目指します。3年次

造品質管理、バイオ系・環境系のエンジニア、農産資源・化学系の商社、医

後半から卒業研究の準備を始め、4年次には研究室に所属し、卒業研究を

療系・環境系・食品系

通じて実践的な知識と技術力を身に付けます。また、国内外で活躍する企

の検査分析などの会社

業人・研究者から、社会で求められる研究開発・商品企画などを直接聞くこ

で活躍しています。ま

とができます。さらに、食品、発酵、化粧品、医薬品、農薬等の企業や研

た、中学校、高等学校

究所等を訪問することができます。

の先生や公務員として

先端生命 科学を支える充実した設備

たくさんいます。大学

生命化学科では、最先端の充実した設備を備えています。これらの設備を

性を高める学生も多く

活用して、実験と研究を行うことができます。

います。

活躍している卒業生も

植物栄養生理学
生物化学

発酵化学

先端的な
生命科学
食
環境

栄養生理化学

院へ進学し、より専門

生命

食品化学

環境微生物学

土壌圏科学

生命化学の樹

学 習の 流 れ

ごはんで上がった血糖値は、お米の力で抑えましょう。

1年次

2年次

3年次

4年次

生命化学を学ぶ上で土台となる化学

生命・食・環境に関わる科目の講義を

生命化学分野における最先端の研究

研究室に所属して卒業研究を行いま

の基礎と実験の基礎を身につけます。

通じて、専門の知識と技術を身につけ

手法や専門英語の講義を通じ、より

す。3年次までに身につけた専門的な

また、生命化学分野の研究の歴史や

ます。また、社会人講義、企業見学、

高い専門性を身につけます。さらに後

知識と技術をフルに活用して、卒業論

研究成果、社会での応用例を学び、

研究所見学などを通じて幅広い視野

期から卒業研究の準備を開始します。

文を完成させます。

この分野に関する理解を深めます。

と国際性を身につけます。

科目一 覧

専門 教 育 科目

炊き立てのほかほかごはん。おいしそうですよね。これまで日本人は、ごはんをお腹いっぱい食べることを夢みて新田を開墾し、

＜必修科目＞

農業を発展させてきました。しかし今、美味しいごはんを思うように食べられない人が増えています。糖尿病予備軍である血糖値

有機化学／物理化学／無機化学／生命化学概論

実験法Ⅰ／生命化学実験法Ⅱ／環境微生物学／

／生物化学Ⅰ／土壌科学／微生物学／生命化学基

栄養生化学／食品化学実験／食品機能化学／栄

化学フィールド実習／応用生物化学／植物細胞科

礎実験／生物化学Ⅱ／生物有機化学／酵素化学

養生理化学実験／分子生物学／発酵化学／食品

学／生物統計学／土壌生産化学／肥料動態学／

の高い人たちです。こうした問題を、食品の力で解決することはできないでしょうか。例えば、小麦に含まれるタンパク質「小麦
アルブミン」には、デンプンの摂取による血糖値の上昇を抑える効果があることがわかっています。ただし糖類の摂取には効果が
なく、アレルギーによるアナフィラキシーショックを起こしやすいなどの問題点もありました。そこで食品化学研究室の熊谷日登美
教授は、同じ穀物由来のタンパク質「米アルブミン」に着目。これまで知られていなかったメカニズムにより、デンプンだけでなく
グルコース（ブドウ糖）摂取時の血糖値抑制効果もあることを明らかにしたのです。さらに小麦と違ってアナフィラキシーショックも

食品 化学 研究 室

＜選択科目＞
動物細胞科学／農薬科学／専門基礎英語／生命

／環境化学／植物栄養学／土壌化学実験／微生

保蔵学／栄養化学／生命化学実験法Ⅲ／生命化

バイオインフォマティクス／専門英語Ⅰ／専門英語Ⅱ

物学実験／植物生理学／動物生理学／食品化学

学実験法Ⅳ／食品衛生学／微生物生化学／植物

／植物病理学／生物化学工学／飼料学／作物学

／生物有機化学実験／発酵化学実験／生命化学

栄養生理学実験／卒業研究

／サイエンスプレゼンテーション

起こりにくく、無味無臭で加熱にも強いなど、食品に添加しやすい特性も備えています。熊谷教授も「将来、お米に加えるだけで
血糖値を気にせず食べられる、そんな商品がつくれるかもしれません」と、その可能性に期待を寄せています。
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生命化学科

斎藤 啓吾さん

学生生活のメインステージ

生命化学について広く学ぶうちに、
食と人体との関わりに興味を持ちました。

環境微生物学研究室
小さな生命が
地球を救う！
ミクロな世界の
大きなパワー。

大好きな実験に打ち込める研究室

研 究 室 へ よう こ そ！

地球は、地球温暖化や、作物生産に適さない土

これらの微生物を環境中から見つけ出し、その

壌の不良化、海や河川の水質悪化など深刻な環

生理・生化学的、生態学的なしくみや遺伝子を

境問題を抱えています。私たちが研究している硝

調べることにより、高濃度のアンモニアに耐性を

化細菌やアンモニア酸化アーキアは、地球上で

持つといった高機能を備えた微生物を地球環境

窒素循環に関わり、アンモニアや亜硝酸を酸化

の再生に役立てることをめざして研究を行ってい

することにより地球を守る役割を果たしています。

ます。

食品のおいしさにかかわる働き（二次機能）や

中のコレステロールや血糖値が上がりすぎるのを

食品がもつ病気を予防する働き（三次機能）に

防ぐ効果をもった食品素材を探したり、血栓に

ついての研究を行っています。たとえば、泡立ち

なりにくいコク味や香り成分の働きを調べたりす

がよく、アレルギーになりにくい小麦タンパク質

る研究です。これらの研究から新たな嗜好性の

や、ゲル化性に優れ、カルシウムの吸収を助け

高い機能性食品を作り、人々の豊かな食生活と

る働きをもった大豆タンパク質を作ったり、血液

健康の維持に役立てることを願っています。

生物は働き（機能）と形（構造）の違う多種多様

開発と利用、酵素反応を利用したバイオマス分

な分子の力で生き続けています。当研究室では、

解および有用物質の製造とその生理機能性の評

それらの分子を解析することによって得られた知

価、新しい生理活性物質の探索と合成およびそ

識を、生命・資源・食料・環境などの諸問題の

れらの医薬品リード化合物への展開など、最先

解決に活用する研究を行っています。例えば、遺

端の研究テーマに取り組んでいます。

生命化学科

在校生インタビュー

ハイキングサークルで緑を満喫

中学高校を通じて化学に興味があり、実験も好きでした。この学科

食品化学研究室

を選んだのは、オープンキャンパスに来たときの印象や先輩の話など
から、化学に関することが幅広く学べるのではと考えたからです。大

おいしさと

学の授業では、栄養化学や栄養生化学などの授業が面白かったで

生体調節機能を改善し、

すね。ある栄養素が、体にどんな影響を及ぼすのか、それは自分自

新たな機能性食品を作る。

身にも関わることであり、人間と食というのは生命化学の中でも一番
興味深い分野ではないかと感じたのです。そこで研究室も、栄養生
理化学研究室を選びました。食品について研究できるのはもちろん、
最先端の機器を使用した実験にも関心があったからです。将来はこ

生物化学研究室

こで学んだことを生かし、健康食品などの会社で研究開発の仕事が
できたらと思っています。

生物分子の
機能を解析し

卒業生インタビュー

株式会社ヤクルト本社 開発部 商品研究二課 勤務

野﨑 宮香さん

さまざまな分野に
2014年 生命化学科 卒業

役立てよう！

若手社員でも一から商品を担当し、
責任を持って開発に取り組んでいます。

発酵化学研究室
発酵技術が
世の中を変える！

ジョアの期間限定品を開発しています

伝子操作技術を駆使した新機能性タンパク質の

微生物・酵素がもつ様々な物質生産、変換機能（発

行っています。さらに、醸造産物（発酵飲料・食

酵）を最大限に活用することを念頭に研究を行っ

品）への応用を目指して麹菌が生産する香気成分

ています。例えば、化成品、バイオ樹脂などへの

の分析とその生合成経路に関する解析を進めてい

変換を目指してポリオールの発酵生産技術を開発

ます。それらの基盤として、物質生産・変換に関

しています。また、安全な食用色素生産を目的に、

連する酵素、タンパク質、遺伝子の機能を、様々

糸状菌の色素生成経路と生産能について解析を

な先端技術を駆使して解明しています。

私たちのからだの機能は、食物を介して体内に

は生活習慣病の発症メカニズムやその予防法に

取り入れる栄養素によって維持されています。が

ついて、栄養学や生理学の視点で研究していま

ん、糖尿病、心臓病などの生活習慣病は、栄養

す。また、食品や栄養成分を利用した血栓症、

バランスの悪い食事、運動不足、喫煙、過度の

アルツハイマー病、糖尿病、脂肪肝などの生活

飲酒やストレスなど、好ましくない生活習慣が積

習慣病の予防を目指しています。

果汁や香料の配合を考え新商品を開発中

この会社の「予防医学」という考え方に共感し、学科の学びが
生かせるのではないかと考え入社しました。配属先は開発部で、

栄養生理化学研究室

発酵乳の「ジョア」
という商品を担当しています。思い出深いのは、

食と栄養について研究し、

入社3年目にメインで担当した期間限定「ジョア 手摘みキウイ」の

生活習慣病の

開発です。まだ新人同然の私に、味や材料の検討から製造工程

予防・改善を目指す。

まで、先輩の助言を受けつつも、一から任せていただくことがで

み重なっておこる病気です。私たちの研究室で

きました。商品開発は大勢でやるものと思っていた私には驚きの
ことで、大変勉強になりました。売り上げが好調だと聞いた時は、
本当に嬉しくホッとしたものです。現在は育児のため時短勤務中。
どうしたら効率よく、やりがいを持って働くことができるか、自分
なりに模索しています。

植物栄養生理学研究室
植物の力を使って
世界を救う。

将来の活躍分野
食品、醸 造、化 粧品、香料、
医薬品、肥料、飼料、環境科学、
工業化学、電機、国家･地方
公務員、教員などの幅広い分
野で多くの卒業生が活躍してい
ます。また、卒業生のうち毎年
多くの学生が大学院に進学して
います。
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資格
【取得できる免許・資格】
高等学校教諭1種免許（理科、
農業）
、
中学校教諭1種免許（理
科）
、
食品衛生責任者、
自然再生士補、
毒物劇物取扱責任者
【任用資格（卒業後の実務経験により取得できる資格）
】
食品衛生管理者、食品衛生監視員、学芸員、飼料製
造管理者、環境衛生監視員、家庭用品衛生監視員、
環境衛生指導員
【受験資格】
甲種危険物取扱者、化学分析技能士（2級）
、バイオ
技術者認定試験（中級・上級）
※一部変更になる場合があります
※環境衛生指導員は各自治体により取扱いが異なります

就職

平成31年3月
卒業生の
主な就職分野

土壌圏科学研究室
生命を育む
【主な就職先】 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ（株）／キユーピー
（株）
／ミヨシ油脂（株）
／ＥＡファーマ（株）／わかもと製薬（株）／（株）
エスアールエル／（株）
ビー・エム・
エル／ニチレキ（株）／テーブルマーク
（株）／第一屋製パン
（株）／ジャルロイヤルケー
タリング（株）／ケンコーマヨネーズ（株）／はごろもフーズ（株）／
（株）
メリーチョコレー
トカムパニー／（株）
ミスターマックス・ホールディングス／（株）
サティス製薬／油研工
業（株）／ＪＦＥ環境（株）／警視庁／佐野日本大学高等学校

土壌の機能を理解し、
継続的な利用と
保全を目指す！

世界を見渡すと、十分な食料を得ることのできな

としています。例えば、汚染土壌や劣悪環境で

い人たちがまだまだ存在します。わたしたちはそ

も生育できる植物を見出してその生存機能を解析

のような状況をなくし、誰もが安全な食料を安定

し、それを利用して環境を修復したり、空気中の

的に得られるような世界を目指しています。その

窒素成分を自身の養分として利用できるマメ科植

ために、
「植物を用いた地球環境の浄化・修復」

物の戦略を徹底解明し、それを食料増産に結び

と「持続可能で安全な食料生産」を大きなテーマ

付けたりする研究などに取り組んでいます。

土壌圏は生物圏・大気圏・水圏・岩石圏の接点

物質循環を評価する研究に取り組んでいます。ま

として、多様な物質循環を担っています。また土

た、土壌有機物中の緑色色素（ペリレンキノン）の

壌圏は植物が育つための基盤であるだけでなく、

分布、存在形態を解析し、古環境の推定、土壌

微生物から土壌動物に至る多種多様な生物の棲

有機体炭素の安定化機構の解明を試みています。

み家として、地球上で重要な役割を果たしていま

地球上にだけ存在する土壌資源の機能解明とその

す。研究室では、広域な農林生態系を対象とした

有効利用を目指して研究を遂行しています。
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獣 医学 科

学科の特長
設備の充実した動物病院で行う臨床実習
学 科 紹 介ムービーは
こちらから！

動 物医 療を通して、動 物とヒトの 福 祉に貢献 する獣 医師を育成しています。
生命 活 動のメカニズムや、疾 病の診 断・治 療・予防、公 衆 衛生、 野生 動 物の 保 護と
環 境 保 全など広範 囲な領域を、最 先 端の学 習環 境 ･ 体 制のもとで 学びます。

研究をサポートする充実した設備と環 境

付属動物病院（ANMEC）では、一般の動物病院で診断や治療が困難な患

グローバル化が進展した現代社会では、
“One Health”の概念に基づき“ヒト−動物

者（イヌやネコ）の診療を、日々行っています。院内には診断のためのMRI、

−環境”の健康をトータルマネジメントすることが求められ、獣医師の果たす役割が

CT 装置、超音波 検 査 装置、内 視 鏡

一層増しています。動物医科学研究センターは人獣共通感染症制御の国際的な研

をはじめ、治療のための手 術用顕微

究拠点の形成を目的として設立・運営され、

鏡 装置、放 射線治療 装置、リハビリ

多彩な研究に対応する解析機器、高度なバ

システムなどを備えています。学生は、

イオセキュリティー環境を確保するBSL（Bio

ANMEC での総合参加型臨床実習を

Safety Level）3の感染症実験施設など、充

通して、教員の指導のもとで、高度な

実した研究環境が整備されています。学生・

獣医療を体験することができます。

大学院生による最先端の感性症研究課題

獣医学科

Department of Veterinary Medicine

への挑戦を積極的に支援し、独創性に富ん
だ優秀な若手研究者を育成しています。

イルカの環 境適 応能力を解明する

動物医療における再生医療の確立を目指す
動物医療の高度化とともに、疾患により失われた臓器を取り戻す「再生医療」

野生動物、あるいは展示動物としてのイルカに関する獣医学的情報は大変少

に対する期待が高まっています。動物医療において再生医療を確立するため

なく、教科書もありません。ヒトやイヌ・ネコと同じ哺乳類でありながら、特

に、複数の研究室が手を組んで、基礎から臨床まで幅広い最先端の研究が

殊環境に適応して生活しているイルカ

行われています。これらの研究は、獣

の様々な環 境 適 応能力について生理

医学がヒトの医療にも貢献することが

学的および免疫学的研究を行っていま

できる重要な分野でもあります。現在

す。研究によって得られる貴重な成果

までに、神経、運動器の一部を再生さ

は、
獣医学や医学に還元されます。また、

せる試みがなされており、国内外で多く

展示施設のイルカの健康管理や疾病予

の研究発表が行われ高い評価を受け

防に役立てることができます。

ています。

学 習の 流 れ
1・2年次

3・4年次

動物の体の構造や生理機能について学びます。
また、 内科・外科など、動物の疾病に関する実践的な診断・

付属動物病院での総合参加型臨床実習、所属研究

動物に病気を引き起こすウイルス、細菌、寄生虫や

治療・予防の講義が始まります。さらに、人獣共通

室での卒業論文・臨床研究が中心となります。6年

感染症学や食品衛生学といった応用獣医学を学び

間の課程を修了すると獣医師国家試験の受験資格

ます。

が得られます。

その病態について学びます。

お乳は一杯出るけれど、なかなか妊娠できない。どうしてだろう？

科目一 覧

専門 教 育 科目

牛たちがのんびり草を食む、のどかな風景。案外知られていませんが、牛のエサはこのような牧草だけではありません。最近の

＜必修科目＞

病学Ｂ／獣医寄生虫病学実習／毒性学／毒性学実習／獣医公衆衛生学総論

学Ｂ／野生動物学／獣医泌尿生殖器病学／総合参加型臨床実習／産業動物

乳牛はお乳がたくさん出るため、栄養豊富なトウモロコシなどの濃厚飼料が与えられています。こうした濃厚飼料は与えすぎると、

獣医学概論／獣医倫理・動物福祉学／獣医解剖学Ａ／獣医解剖学Ｂ／動物

／人獣共通感染症学／疫学／獣医画像診断学Ａ／獣医臨床繁殖学Ａ／獣医

臨床実習／獣医眼科学／獣医神経病学／獣医臨床薬理学／獣医臨床栄養

牛のルーメン（牛の一番目の胃）内でエンドトキシン（内毒素）が増加し、血中に吸収されることで、繁殖能力に悪影響を与える

遺伝育種学／獣医生理学Ａ／獣医生理学Ｂ／獣医生化学Ａ／獣医生化学Ｂ

外科学総論／獣医手術学総論／馬臨床学／産業動物臨床学Ａ／獣医内科

学／小動物内科学実習Ｂ／小動物外科学実習Ｂ／獣医画像診断学実習／総

と考えられています。しかし、獣医臨床繁殖学研究室の大滝忠利准教授は、この説には懐疑的です。「私の研究によると、仮に

／基礎獣医学演習／放射線生物学／獣医解剖学実習Ａ／獣医解剖学実習Ｂ

学総論／獣医内分泌代謝病学／獣医臨床病理学／獣医血液免疫病学／獣

合獣医学演習Ａ／総合獣医学演習Ｂ／専門獣医学演習Ａ／専門獣医学演習

／獣医組織・発生学／獣医組織学実習／獣医生理学実習／獣医生化学実

医皮膚病学／魚病学実習／動物感染症学Ｂ／動物感染症学実習／獣医公衆

Ｂ／獣医事法規／総合獣医学演習Ｃ／総合獣医学演習Ｄ／専門獣医学演習

習／獣医薬理学Ａ／実験動物学Ａ／動物行動学／獣医微生物学Ａ／獣医微

衛生学実習／食品衛生学／食品衛生学実習／動物衛生学／動物衛生学実習

Ｃ/臨床研究/卒業論文

生物学Ｂ／獣医微生物学実習Ａ／獣医微生物学実習Ｂ／獣医免疫学／獣医

／環境衛生学／獣医臨床繁殖学Ｂ／獣医臨床繁殖学実習／獣医軟部組織

＜選択科目＞

栄養改善など、きめ細かく考えていくしかないんでしょうね」見た目はのんきでも、意外にデリケートな乳牛。こうした丹念な研究が、

病理学Ａ／獣医寄生虫病学Ａ／獣医薬理学Ｂ／獣医薬理学実習／実験動物

外科学／産業動物臨床学Ｂ／獣医呼吸循環器病学／獣医運動器病学／獣

分子生物学／動物品種論／生物統計学／牧場実習／獣医臨床解剖学演習／

安全でおいしい食品の安定供給を今日も支えています。

学Ｂ／実験動物学実習／魚病学Ａ／魚病学Ｂ／動物感染症学Ａ／獣医病理

医麻酔学／獣医臨床行動学／小動物内科学実習Ａ／小動物外科学実習Ａ／

エキゾチックアニマル学演習／獣医応用免疫学演習／展示動物学演習／獣医

学Ｂ／獣医病理学Ｃ／獣医病理学実習Ａ／獣医病理学実習Ｂ／獣医寄生虫

獣医臨床病理学実習／獣医消化器病学／獣医臨床腫瘍学／獣医画像診断

再生医療学演習

ルーメン内のエンドトキシン濃度が上がっても、ルーメンやその他の消化管が炎症を起こしていなければ、それほど血中に吸収さ

獣 医臨 床繁殖学

れることはありません。エンドトキシンは肝臓で解毒されるため、肝臓の健康度も重要で、濃厚飼料だから必ず繁殖に悪いとい

研究 室

うほど、話は単純ではないのです」と、大滝准教授は強調します。
「結局、解決策は畜産農家それぞれで異なり、エサの与え方や
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獣医学科

菅原 健人さん

学生生活のメインステージ

座学で学んだことを実習で体得し、
臨床の現場で活躍したい。

研究室では魚の免疫について研究中

細胞を観察するなど顕微鏡は研究の基本

オープンキャンパスで付属の動物病院を訪問した時に、CTや放射線
治療の部屋などを見て、動物のためにこれだけの設備が用意されて
いることに驚き、ここで学びたいと思うようになりました。大学の授業
すね。小動物外科学実習では、オペの基本や手技などを経験する

比べれば、さらにわかる、
動物の体のしくみ。

構造レベルまで、比較研究しています。

獣医生理学研究室 /
獣医病態生理学研究室

動物の恒常性とそれが破綻した状態の疾病と

哺乳類の器官や
組織の機能について
研究しています。

ています。

総合参加型臨床実習では、動物病院で実際の治療を見学すること
ができ、非常にためになったと思います。私は人と話をするのが好き
なので、将来は研究職より臨床で働きたいと考えています。爬虫類の
レオパルドゲッコーを飼っているので、エキゾチックアニマルの獣医師
にも興味があります。

鎌田 柚さん 2016年 獣医学科 卒業

世界でもレベルの高い日本の公衆衛生と、
動物たちの健康を「水際」で守ります。

学的レベルから電子顕微鏡による細胞の微 細

の関係について取り組んでいます。主に動物の
基礎生理学分野と循環器分野を中心に研究し

豚の血液から検査のための標本を作成

学生の頃はバイトでお金を貯め、バックパッカーとして海外を旅してい
ました。その時気になったのは、途上国の家畜が置かれた劣悪な環
境です。そこから、日本の優れた衛生状態や家畜を守る動物検疫
の仕事に興味を持つようになりました。私たち動物検疫所の使命は、
水際防疫の最前線で家畜の健康を守ること。私も横浜の本所で動
物の輸出入検査に携わり、伝染病の侵入を防ぐために働いています。
まさに日本の安全に直結するやりがいのある仕事ですが、ペットや
家畜は誰かの大切な家族や財産であり、そうした気持ちを忘れずに、
取り組まなければならないとも考えています。獣医師をめざす人には、
全国民のために自分の技術や経験を活かすことのできるこういった
職場に、ぜひ目を向けてほしいですね。

将来の活躍分野
臨床獣医師をはじめ、国家公
務員（行政職、検 疫官など）
、
地方公務員（家畜保健衛生所、
食肉衛生検査所など）
、研究者
（動物衛生研究所、民間企業、
大学など）
、農業団体や動物園
の獣医師などがあります。

資格
【取得できる免許・資格】
高等学校教諭1種免許（理科）
、中学校教諭1種免許
（理科）
、家畜人工授精師、食品衛生責任者
【任用資格（卒業後の実務経験により取得できる資格）
】
学芸員、
飼料製造管理者、
食品衛生管理者、
食品衛生
監視員、
薬事監視員、
環境衛生監視員、
と畜検査員、
狂犬病予防員、
家庭用品衛生監視員、
種畜検査員、
環
境衛生指導員
【受験資格】
獣医師、バイオ技術者認定試験（中級・上級）
※一部変更になる場合があります
※環境衛生指導員は各自治体により取扱いが異なります
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就職

平成31年3月
卒業生の
主な就職分野

病気を正しく予防し治療するために、動物に見

的確な予防と治療は、
多くの情報を
キャッチすることから。

特に微生物と病気の関わりや、免疫やがんに関

獣医麻酔・
呼吸器学研究室

犬や猫を中心に呼吸・循環器 疾患をもつ患者

人と共に暮らす動物の
麻酔科学と呼吸器学の
教育・研究をしています。

この分野における具体的な提言や技術の提案

られる変化を調べ、病気の起こるしくみを解明。
わる遺伝子を明らかにして、病気の診断や治療
に役立てることをめざします。

の病型分類・重症度判定・治療戦略・麻酔疼
痛管理・救急救命に関する教育・研究を行い、
ができる人材を養成しています。

付属動物病院で、犬や猫の神経内科・外科疾
ています。特に脳腫瘍と水頭症の診断治療や

細胞機能を分子レベルで解明します。

動物の神経疾患に対する
診断治療法を、
様々な角度から研究する。

獣医病理学研究室

牛、馬、豚などの産業動物、犬、猫などの伴

獣医産業動物臨床学研究室

牛、豚など産業動物の疾病に係る診断、治療

動物の病気の原因を、
病理解剖などで
明らかにします。

の原因や経過、結果を病理解剖や病理組織学

家畜の健康と食の安全を
守る産業動物臨床獣医師の
育成をめざします。

す。また、皆が安心して消費できる畜産物の生

獣医微生物学研究室

獣医学が対象とするウイルスは種類が多く、宿

獣医衛生学研究室

家畜、伴侶動物、野生動物や展示動物にとって脅

動物に感染するウイルスが
病気を起こすしくみを
研究しています。

スの進化と病原性発現機構の解明を目的とし

獣医薬理学研究室

イオン電流、Ca 濃度のリアルタイム計測によって、

生体 機能はたくさんの細胞機能が 統合され、
維持されています。本研究室では、細胞生物学、
分子生物学、免疫組織学などの手法を駆使し、

侶動物、また、野生動物などに発生する病気
的検査、免疫組織化学的検査、および分子生
物学的手法で解明します。

主となる動物も多様です。本研究室ではウイル
て、新規ウイルスの検索並びにウイルスと宿主と
の相互作用の研究をしています。

イオン透過タンパク（イオンチャネル）を分子標的

とした新たな薬物療法を探求しています。さらに、
分子から細胞、
組織レベルの機能解析により がん細胞の生存、増殖、転移を促進する細胞外マ
新しい薬物標的を探索します。 トリックスを制御する抗がん薬を探求しています。
動物の病気や寄生虫などをチェック

獣医臨床病理学研究室

獣医神経病学研究室

細胞機能の
分子レベルでの
解明をめざします。

うちに、臨床の仕事を具体的にイメージできるようになりました。また

農林水産省 動物検疫所 検疫部 動物検疫課 勤務

さまざまな動物の体のしくみ（構造）
を肉眼解剖

獣医生化学研究室 /
分子生物学研究室

では、座学で勉強したことを自分の手で確認できる実習が面白いで

卒業生インタビュー

獣医解剖学研究室

研 究 室 へ よう こ そ！

医動物学研究室

産業動物からエキゾチックアニマルまで多岐に

寄生虫病の診断や、
人や動物に共通する
寄生虫病が主なテーマ。

寄生虫病の診断や予防に役立つ知見を追究す

獣医内科学研究室 /
獣医消化器病学研究室

付属動物病院の内科を担当し、超音波、CT、

動物の病気の原因を調べ、
診断・治療に役立つ
研究をしています。

わたる動物の寄生虫と、寄生虫病が研究対象。
るとともに、新しい検査法の開発、応用などに
ついて研究しています。

内視鏡や腹腔鏡を用いて動物の消化器疾患を
中心に教育、研究を行っています。

患の診療を担当し、神経病の研究、教育を行っ
脊髄再生医療に関する研究を行っています。

および予防対策の開発や臨床研究を行っていま
産に貢献する獣医師の育成をめざしています。

威となる狂犬病などの新興・再興感染症の疫学的解

動物の免疫や病原体進化の 明、診断、予防法を検討。さらに、動物の生体防
研究から、動物の疾病予防や 御やウイルス進化のメカニズムの解明をつうじて、疾
病予防や健康管理に関する研究にも取り組みます。
健康増進に貢献。

獣医公衆衛生学研究室 /
獣医食品衛生学研究室

獣医学の中でも最も人との関わりの深い学問分

人も動物も健康に
安心して生活できるよう
研究を展開しています。

性大腸菌などの細菌性食中毒の疫学とそれら

野です。ペットや家畜、野生動物から感染する
バルトネラ症などの人獣共通感染症、腸管出血
の病態について研究しています。

獣医伝染病学研究室

動物の慢性ウイルス病を主な研究テーマにして、

家畜やペットの脅威と
なっているウイルス性の
伝染病を研究しています。

法の開発や、野生動物を対象に動物種を超え

魚病/比較免疫学研究室

獣医学は、様々な動物種が対象です。魚病/比較免疫学研究室で

イヌ・ネコ〜魚類まで、
様々な動物の免疫の
しくみを調べています。

要組織適合複合体（MHC）などの研究を行っています。また、クロー

実験動物学研究室

野生動物が持っている病原体を対象に、フィー

発病機序の解明、病原体の遺伝子解析、診断
て感染する疾病の疾学調査などを行っていま
す。

はこれらの動物の健康増進のため、細胞性免疫・造血幹細胞・主
ンギンブナやゼブラフィッシュなどの魚類を題材に、新たな再生医
療モデルの構築や自己免疫疾患の解明にも取り組んでいます。

獣医外科学研究室

付属動物病院での外科手術や診療を担当し、

明日の外科臨床に
役立つ高度医療を
研究しています。

に、がんに対する高度医療、神経や骨の再生
医療、内視鏡外科などを中心に研究しています。

化をとらえ、自然環境の保全に貢献する獣医学
野生動物の生態に対する
環境変化の影響を感染症を の新たな可能性に挑戦しています。
指標に研究しています。

獣医臨床繁殖学研究室

繁殖の目的は次世代の優良な子畜を得ることで

獣医皮膚病学研究室

家畜の繁殖性向上や
そのメカニズムの解明に
ついて研究しています。

代謝病が繁殖機能に及ぼす影響の解明、子宮

獣医放射線学研究室

エックス線検査、CT 検査、MRI 検査を利用し

画像を利用した診断と
腫瘍の放射線治療を
行います。

治療装置を用いて、腫瘍の治療を行ったりしま

外科臨床の研究や教育を実践しています。特

す。本研究室では繁殖性向上のため、乳牛の
疾患と卵巣機能、豚の凍結精液作製技術や馬
の潜在精巣の研究に取り組んでいます。

獣医学科

在校生インタビュー

ルド調査や分子レベルの解析を行い環境の変

動物の皮膚病は、獣医診療で頻繁に遭遇しや
すい病気です。付属動物病院での皮膚科診療

動物の皮膚病およびその原因 を行うとともに、病気の原因となる真菌および
藻類について、遺伝子診断、薬剤耐性機構の
となる病原微生物について
解明について研究を行っています。
研究しています。

【主な就職先】 東京都庁／神奈川県庁／千葉県庁／北海道庁／日本大学

動物病院／イオンペット（株）／（株）日本動物高度医療センター／埼玉動物
医療センター／（株）ファニメディック／どうぶつの総合病院／北海道ひがし農
業共済組合／オホーツク農業共済組合／千葉県農業共済組合連合会／群馬
県農業共済組合／兵庫県農業共済組合連合会／アステラス製薬（株）／ＪＡ
東日本くみあい飼料（株）／一般財団法人沖縄美ら島財団／一般社団法人予
防衛生協会／花王グループカスタマーマーケティング（株）

て、からだの内部の異常を診断したり、放射線
す。付属動物病院での診療に携わりつつ、腫
瘍の基礎的研究も進めています。
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動物資源科学科

Department of Animal Science and Resources

学科の特長

動物資源科学科

❶ 動物の生命科学に関する分野
学 科 紹 介ムービーは
こちらから！

人 類は古代 から乳や卵、肉、毛 皮といった動 物の生 産 物を利用してきました。

動物が生きていくための生命の営みはどのような仕組み

3つの学問領域をカバー

でできているかを追究します。動物の生理学、生殖学、
遺伝学、栄養生理学、免疫生物学、細胞・発生生物学、
分子生物学などを中心に学びます。

動 物資源 科 学 科では、 家 畜はもとより、伴 侶動 物や野生 動 物などの動 物 全 般を対 象として、
これからのヒトと動 物の関 係を幅 広く考えていきます。

❷ 人の健康と福祉に貢献する

❸ 野生動物の保全など

産業動物・伴侶動物に関する分野

環境科学に関する分野

家畜を健康に飼育して、安全でおいしい肉

自然環境を守り、そこに生息する野生動物

やミルク、卵を生産、加工し、販売する知

を保全すること、あるいは絶滅の危機にあ

動物資源
科学科

識を身につけるために、動物育種学、動物
生命工学、飼養学、畜産経営学やミルク
科学及び肉と卵の科学などを学びます。ま

る希少種を人工的に増殖することなどを学
びます。家畜を対象にしたバイオテクノロ
ジーは、この分野にも徐々に応用されつつ
あります。学問内容は、動物生態学や動

た、医学や家畜生産に役立つ実験動物や、

物行動学、保全生物学や動物園学などで

人の伴侶である動物の栄養や行動・心理

構成されています。

などについても学びます。

動物をより総合的に学べる学 科
動物資源科学科と獣医学科は、どちらも動物の生命科学を基礎としている

生動物を対象に基礎的・応用的な研究を行い、動物をより総合的に理解す

点は同じですが、
獣医学科は基本的に獣医師養成を目的としているのに対し、

ることを目的としています。またその成果は、様々なかたちで多方面に貢献し

本学科では哺乳類・鳥類を主体とした実験動物、畜産動物、伴侶動物、野

ています。

学 習の 流 れ
1年次

2年次

3年次

動物資源科学の導入として動物資源

専門分野の授業と実験・実習が本格

学科の柱である動物生命科学、生産科

学生の希望に応じて3年次から所属し

科学概論および牧場実習を開講しま

的にスタートします。また学外におい

学、環境科学、資源利用科学、資源経

た各研究室において、学生生活の集

す。また、動物に関する初歩的な基

て様々な分野で実習（インターンシッ

済学の5分野の科目を開講しますが、す

大成となる卒業研究に打ち込みます。

礎知識を学び、動物資源科学に関す

プ）を行います。

べてを選択科目とし、将来の進路や卒業

る興味を育みます。

ヨー グルトの 乳 酸 菌 で、食 品 の
“ロス”
を 減 ら そ う。

科目一 覧

4年次

研究のテーマに応じて選択可能とします。

専門 教 育 科目

食品の消費期限をうっかり切らしてしまい、処分したことはありませんか。もったいないけど捨てるしかない、食品ロスの問題は

＜必修科目＞

＜選択科目＞

全国のコンビニなどでも発生しています。農水省の推計によると、日本全体の食品ロスは一年で約643万トン（平成28年度）。一人

動物資源科学概論／動物遺伝学／化学概論／動

牧場実習／実験動物学／免疫生物学／動物生態

学／動物心理学／動物行動学／動物園学／動物

当たり約51kg にも達します。解決には「もったいない精神」も必要ですが、食品をもっと長持ちさせるための技術開発も欠かせま

物形態学／動物生理学／動物生殖学／野生動物

学／化学実験の基礎／動物生理学実験／分子生

育種学実習／食品衛生学／動物形態学実習／保

せん。援軍は思わぬ分野から姿を現しました。ヨーグルトに添加されている機能性乳酸菌のガセリ菌です。ミルク科学研究室の

学／動物資源経済学／基礎生化学／生物統計学

物学／畜産マーケティング論／微生物学実習／動

全生物学／細胞・発生生物学／家禽学／野生動

川井泰教授は、ガセリ菌が生産する抗菌ペプチド（ガセリシン）が、グラム陽性の食中毒細菌に対して抗菌効果を示すことを明ら

／生殖生理学／飼料資源学／微生物学／ミルク科

物資源科学インターンシップ／草地・飼料作物学／

物学実習／アニマルセラピー・動物福祉論／犬と

学／動物資源科学実験／動物育種学／動物衛生

情報処理論／産乳科学／動物疾病学／資源動物

猫の科学

学／肉と卵の科学／畜産経営学／栄養生理学／

論／動物性食品機能学／動物関連法規・政策／

かにし、安全性の高い抗菌剤・食品保存剤として利用するための研究を進めています。またガセリシンは、原理的に耐性菌が
出にくいため、
「第二の抗生物質」として医療分野への応用も期待できるそうです。「今ある世界中のガセリシンは、すべて私たち

ミルク科学 研究 室

の研究室で発見しました。そのため、研究の自由度が大きいというのも私たちの強みになっています」と、川井教授は頼もしい

伴侶動物学／動物応用栄養学／動物資源科学演

動物生殖学実験／動物栄養学実験／伴侶動物学

言葉を口にします。将来、日本発の画期的な保存剤が世界を食品ロスから救う、大きな力になるかもしれません。

習／卒業研究

実習／草地・飼料資源学実習／動物資源経済学
演習／動物性食品科学実験／産肉科学／生命工
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動物資源科学科

中山 詠文さん

学生生活のメインステージ

初めての大型動物との触れ合いは、
とても楽しく考えることも多かったです。

ミルク科学研究室の川井先生と実験中

サークルでは馬やヒツジを飼育しました

動物育種学研究室

ミルク科学研究室

ヒトはどのようにして

ミルクの不思議と

家畜を作り出したのか？

乳酸菌に秘められた力。

人類は「成長が早い」、「おいしい」といった作物や

皆さんが毎日食べている米や麦は種子であり、肉や

家畜を生み出してきました。野生のイノシシを豚へ

魚は身体の構成成分ですが、ミルクは食糧として

と改良し、熱帯や寒冷地に適した牛を作り出しました。小型犬のチワワも巨大なセン

作り出された唯一の天然物です。また、種々の発酵食品と古来から密接に関わる乳酸菌

ト・バーナード犬も育種の成果です。
「ヒトはどうやってこんな動物を作り出したのか？」、

には、有用な多数の機能性が秘められています。当研究室では、ミルクと乳酸菌の特性

「どうやればもっと優れた家畜を作り出せるのか？」。この研究室では計測データやゲノ

東京出身ですが、当初は酪農に憧れがあり、この学科を選びまし
た。授業で一番インパクトがあったのは、一年生の時の牧場実習で

研 究 室 へ よう こ そ！

動物資源科学科

在校生インタビュー

を生かして、ヒトの健康維持に有用で風味良好な発酵乳製品の創製と、乳酸菌の作る

ム情報を基にコンピュータを使い動物の遺伝に関わる幅広い研究をしています。

抗菌ペプチド（バクテリオシン）を用いた天然食品保存剤の開発を目指しています。

動物生殖学研究室

畜産マーケティング研究室

す。初めて見た牛は、思った以上に大きくて驚きました。家畜の世話
や搾乳なども体験したのですが、ほんのわずかとはいえ、酪農家の
ご苦労が理解できたように思います。また、動物資源科学学術研究
部というサークルでも、馬やヒツジなどの飼育管理を行っていました。
すでに引退しましたが、当時は馬（ポニー）の担当でした。賢い動物
なので、毎日見ていると表情の違いや性格なども分かり、とても愛着
が湧いたものです。
この学科に入り、
動物に触れたり学んだりする中で、
食に対する感謝の気持ちがずっと強くなってきたような気がします。

卒業生インタビュー

ファロスファーム株式会社 北広島農場 勤務

佐藤 はるなさん 2018年 動物資源科学科 卒業

毎日変化する豚の飼育には、鋭い観察力と、
臨機応変の対応力が求められます。

人工授精用の精子は肉眼と機械でチェック

離乳前の子豚に異常がないか観察中

神秘的で奥の深い

おいしく安全な

動物の生殖現象を解明します。

畜産物の流通を考える。

ブタは、生理学的、解剖学的にヒトとの類似性が

BSEや口蹄疫等、畜産物の安全性に不安感を抱かせる

高く、食用以外に実験動物としても利用されていま

問題の発生や、畜産物の自給率低迷などの中、健康によ

す。実験動物としてブタの利用性を増すには、疾患モデルに代表されるモデルブタの開

い、安全な畜産物を消費者に提供するためにはどうしたら良いか。畜産物の生産、流通、消費を

発が欠かせません。さらに、関連する様々な発生工学的手法を開発する必要がありま

一つのシステムとして捉え、畜産業を取り巻く多角化、グローバル化の流れの中で、畜産物の需要

す。また、これらの技術開発のためには、基礎的なブタの繁殖生理学を追究することも

拡大や畜産物を軸とした地域活性化の方策、畜産物の消費者行動、食品安全性などについて、経

欠かせません。本研究室では、マウスとブタを中心に、幅広い研究に取り組みます。

済学的な手法だけでなく、自然科学的、行動学的な手法などを用いて多面的な研究を行います。

動物組織機能学研究室

野生動物学研究室

「動物の行動」って、

アニマルサイエンスを基礎として、

それなりに意味があるんです。

野生動物の不思議に迫る！

動物の行動は、個体が持つ遺伝的要因とそれを取り巻く環

これまで農学分野で築かれてきた各種技術や理

境的要因が複雑に影響して形作られます。我々は、遺伝的

論を応用し、まだまだ未知の部分が多い野生動

背景が最も解明されている実験動物であるマウスを用いて、成熟後の動物が示す行動形質に影響を及

物を科学的に理解していくことをめざしています。そのために、実験室や野外で生

ぼす環境因子について研究を進めています。これまでに、成熟後の行動形質に対する食餌中脂肪酸や

理や生態に関する研究を行っています。また、現在の野生動物がどのように進化し

社会的隔離の影響について明らかにしてきました。それら以外にも、社会形成の神経科学的基盤の解

てきたのかについても、形態や分子から探求しています。この研究室で得られた

明や中枢神経系の発達を促す乳汁中生理活性物質の探索など多角的な研究を展開しています。

成果が、生物の相互作用や生態系の正しい理解に役立つことを望んでいます。

飼養学研究室

伴侶動物学研究室

学科では動物生殖学研究室で、豚について勉強してきました。現
在は中国地方にある養豚会社に勤務し、繁殖農場の分娩舎で、
母豚の分娩介助や子豚の世話などを担当しています。この仕事
の難しさは、生き物相手の仕事であり、毎日の変化に応じて臨機
応変な対応が求められることでしょう。また、母豚の性格ものん
びり屋から神経質まで個体ごとに違います。豚はこうだろうという
先入観を持っていてはダメで、
見た目や音、
匂いなど五感を駆使し、

ウシやヤギなどの草食動物の消化・栄養生理に

ヒトは身近に暮らす動物と密接な関係を築きま

豚の出すシグナルを正確に読みとらないと、絶対にうまくいきませ

関する研究がメインテーマです。植物性繊維や

した。コンパニオンアニマルとよりよい関係を築

蛋白質の消化特性を中心とした栄養素の利用をはじめ、飼料に関する問題に幅広

くためには、彼らの送る信号を理解し、適切に対応しなければなりません。当研

く取り組んでいます。例えば、反芻動物（ウシやヤギなど）と後腸発酵動物（ウマ

究室ではコンパニオンアニマルを総合的・科学的に研究して彼らを理解することを

やゾウなど）では、繊維の利用性にどのような違いがあるのでしょうか。さらに消

目指します。特にイヌの行動や感覚能力について研究し、その成果を問題行動修

化管内における飼料の発酵といった微生物の働きも含めて追求していきます。

正プログラムへ応用することや訓練効率向上に結びつけることを考えています。

乳をむかえると、
とても嬉しく思いますし、
やりがいも感じます。眠っ
ている子豚は本当にかわいくて癒やされますよ。

食品や飼料の製造・加工・流
通関連、医薬品の製造･販売
関連、公務員、教員などのほか、
動物園飼育員、警察犬訓練所、
博物館、動物保護団体などで
活躍している卒業生もいます。
大学院へ進み、研究職に就く
者も増えています。
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資格
【取得できる免許・資格】
高等学校教諭1種免許（理科、農業）
、中学校教諭1
種免許（理科）
、家畜人工授精師、食品衛生責任者、
全国乗馬倶楽部振興協会技能認定5・4級
【任用資格（卒業後の実務経験により取得できる資格）
】
学芸員、飼料製造管理者、食品衛生管理者、食品衛
生監視員、環境衛生監視員、家庭用品衛生監視員、
酪農教育ファームファシリテーター
【受験資格】
バイオ技術者認定試験（中級・上級）
※一部変更になる場合があります

コンパニオンアニマル
（伴侶動物）
を正しく理解する。

利用しているのだろう。

ん。もちろん、そうして手をかけた子豚が無事に大きくなって離

将来の活躍分野

草食動物は食物をどのように消化し、

就職

平成31年3月
卒業生の
主な就職分野

草地学研究室
地球にやさしい
動物生産のあり方を探っています。
人は土の養分を吸収して育った植物を家畜に食
べさせて、食料などを得るとともに、家畜の糞

【主な就職先】 独立行政法人家畜改良センター／愛知県庁／千葉県庁

／栃木県庁／藤沢市役所／全国農業（協組連）／全国酪農業（協組連）
／ＪＲＡシステムサービス（株）／フィード・ワン（株）／日清丸紅飼料（株）
／雪印メグミルク（株）／森永乳業（株）／高梨乳業（株）／雪印種苗（株）
／森久保薬品
（株）
／スターゼン
（株）
／清水港飼料（株）
／ケンコーマヨネー
ズ（株）／ＪＡ東日本くみあい飼料（株）／イセファーム（株）

などを肥料として利用してきました。当研究室ではこのような流れを重視し、環境
にやさしい動物生産をめざしています。例えば、生態系に配慮した飼料作物の栽
培や加工食品の製造に伴って発生する各種の有機物を安定して貯蔵し、飼料とし
て利用するための技術開発などに取り組んでいます。
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食 品ビジネス 学 科

食品ビジネス学科

Department of Food Business

学科の特長
「食」の未来を創造する学 科です
学 科 紹 介ムービーは
こちらから！

持続可能な「食と農」

「幅広く・深い」学びを通じて「食」の安全を守り、

＿

地球規模での食料問題の解決に貢献し、
「食」の

多様でアクティブな「 食 」の世界を、経 済 学・経 営学・社会 学・食 品 科 学などの文 理 双方の 視 点から掘り下げ、

新しい未来を創造することが食品ビジネス学科の

実体 験を踏まえて、食に関する「 幅 広く・深い」学びを実 現する― それが 食 品ビジネス学 科です。

テーマです。
食に関する
多角的ビジネス
＿食品産業＿

食品ビジネスを肌で知るカリキュラム

食料資源・環境

＿

「幅広く・深い」
学び

実践的な
食創造・資格取得

＿食文化・食品科学＿

注目企業のトップから直接、話を聞く

カリキュラムは、1年次での基礎知識、2、3年次での専門知識の習得、4年

3年次の食品ビジネス特別講義では、わが国を代表する企業のトップによる

次での専門知識の応用を中心に組まれています。少人数のゼミを1年次から

集中講義を実施しています。これまで講師として教壇にお立ちいただいたの

必修で配置し、食品ビジネスの理論と実践を習得すると同時に、フィールド

は、日清食品、日本製粉、キッコーマン、すかいらーく、サミット、三菱食品、

リサーチ、食料生産実習、海外フードシステム現地研修などのフィールド教

モスフードサービス、ニチレイ、アサヒビール、明治、サイゼリヤ、カルビー、

育や、食物学実験及び調理学実習などの実践的な科目によって、文理双方

ライフコーポレーション、カゴメ、ハウス食品などの社長、会長、役員の方々

の視点から国内外における食品ビジネスやリアルな食の実態、農業・環境問

です。食品製造業、流通業、外食産業などのトップから、直接レクチャーを

題の現実など、私たちの生活に直結する食と農をめぐる最新の動きを、体験

受け、それぞれの企業の課題やビジョンを理解することは、学生一人ひとりに、

的に学ぶことができます。

他では得られない大きな収穫をもたらしています。

学 習の 流 れ
1年次

4年次

専門分野の学習・実習がスタート。国

「食品ビジネス演習」
「食品ビジネスイ

ス基礎演習」など食品ビジネスを学ぶ

内外の農業・食品産業・流通・消費・

ンターンシップ」などの実践的科目で学

学生生活の集大成である卒業研究に
取り組みます。また、より専門的な知

ための入門的科目を中心に、食の問

食品科学などをグローバルな視点から

びつつ、
「食品マーケティング論」
「食

識を深めたい人のために食の領域を掘

題を理解するための社会科学的なア

専門的に学び、
「フィールドリサーチ」
な

品ビジネス特別講義」などで専門性を

り下げた専門科目も用意されています。

プローチを学びます。

どで調査・体験活動を行います。

深めていきます。

専門 教 育 科目

1万2万は当たり前。報道では1玉250万円で落札された高級メロンもあるとか。その他にもイチゴ、サクランボ、牛肉など、日本の

＜必修科目＞

＜選択科目＞

農畜産物はまるで手作りの工芸品のよう。価格では輸入品に太刀打ちできないため、ひたすら高付加価値化の道を突き進んでき

食品ビジネス学入門／調査論／食品ビジネス基礎

食の経済学／食と農の経済史／食品栄養学／消

者行政／食品ビジネスインターンシップ／経営分析

ました。しかし、バブル経済の頃ならともかく、日本でも所得格差が広がり、食料品にも価格志向・節約志向が強まっています。

演習／食品産業論／食品企業経営学／資源と環

費者と企業の経済学／食生活論／プレゼンテー

論／食品安全論／食品ビジネス特別講義／食料
政策／食品衛生管理学／フードコーディネート実習

果たして農業の高付加価値化という戦略に、今後も不安はないのでしょうか。地域食品企業論研究室の友田滋夫准教授は、農
家や企業へのヒアリングや、統計資料の分析などを通じ、低所得層の増加と食料消費の関係、それが農業生産に及ぼす影響に
ついて研究しています。
「では低所得者のために低コストで生産すればいいかというと、賃金を切り下げ、負の循環を招きます」と、

ルドリサーチ特別演習／フードサービス論／消費

地 域食品 企業 論

境の経済学／現代農業論／フィールドリサーチ／

ション入門／マクロ経済学／食と素材／食品産業の

食品マーケティング論／アグリビジネス論／世界の

歴史／調理学／産業組織論／国際貿易・投資論

／地域経済論／食品デザイン論／食物学実験／グ

研究 室

フードシステム／食と農の社会学／食品ビジネス演

／食品加工論／食品経済統計学／農村資源の保

リーン・ツーリズム論／食品の企画と開発／食品ビ

全と活用／食料生産実習／簿記入門／スローフー

ジネス特別演習Ⅰ／日本と世界の食文化／フードス

まくいかないでしょうね。農産品の加工など地元密着型の小さな仕事を増やしていくことが、地域の所得を底上げする上で大切に

ド論／海外フードシステム現地研修／会計学の基

ペシャリスト論／食品関係法／人材マネジメント論

なるのではないでしょうか」難しい問題ですが、こうした研究から解決の糸口が見つかることが期待されています。

礎／フードコーディネート論／調理学実習／食品ビ

／ロジスティクス論／食品企業と社会的責任／ＮＧ

ジネス戦略論／食品の官能評価・鑑別論／フィー

Ｏ・ＮＰＯ論／食品ビジネス特別演習Ⅱ

友田准教授はいいます。
「高度成長期は農村に下請け工場が入り、農家の収入を支えていました。しかし今後はそういう方法はう
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3年次

「食品ビジネス学入門」や「食品ビジネ

科目一 覧

そして 誰も買 えなくな った？

2年次

習Ⅰ／食品ビジネス演習Ⅱ／卒業研究
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食品ビジネス学科

渡邉 栞さん

学生生活のメインステージ

実習でもサークルでも、
食に関する新しい体験ができます。

国際フードシステム研究室

今日のフードシステムはグローバルにつながっ

国内外のフードシステムを
探究する。

研 究 室 へ よう こ そ！

食品開発学研究室

次々に発売される食品の新製品は、どのよう

政策や環境の変化は、特定の地域だけでな

食品開発の

ことは、消費者のニーズをつかむことと、食

く、国内外の経済・社会に影響をもたらします。

しくみを知ろう。

品製造のしくみを知ることです。文系・理系

ているため、貿易自由化や気候変動といった

食品ビジネス学科

在校生インタビュー

に開発されているか知っていますか？大切な

ゼミでは、地域経済学や新経済地理学をベー

の学びを融合させ、新しい食品の開発提案

スに定量分析の手法を用いて、問題の要因や

に取り組みます。

メカニズムを明らかにすることに取り組みます。
調理学実習では伝統的なおせちにも挑戦

高校生と一緒にレトルトスープの下準備

食品産業構造研究室

将来食に関わる仕事に就きたくて、この学科を選びました。本学部

食品産業の世界を

食品を提供し続けているのは、食品メーカー
などで構成される食品産業です。このような

資源・環境経済学研究室

環境問題は私たちの生活全般に大きな影響
を及ぼします。どのような農産物の栽培方法

食品産業のなかから元気のある食品企業を取

「土」
と「水」の

が環境負荷を小さくするかは、イメージと異

り上げて、どうして元気のある食品企業にな

最適利用で、

なることがあります。
当ゼミでは、
経済学のツー

れたのか。その“元気の源”
を探っています。

環境改善をめざす。

ルを用いて環境問題を多面的にとらえます。

マーケティング研究室

食品ビジネスのマーケティングは食品開発、

地域食品企業論研究室

地域で活躍する食品関連中小企業の役割や

と共同で、しかも授業で学んだ PDCAサイクルなどの管理手法を取

マーケティングと

食を軸にした

り入れて行ったものです。とても楽しく有意義な経験ができたと思っ

社会の変化や多様化した顧客のライフスタイ

の生産者との関係、加工技術の開発や習得

市場創造を考える。

ルに対応した方法を展開しています。そこで、

地域と企業の

上の課題、従業員の働き方、消費者との結

これからのフード・マーケティングのあり方

連携を考える。

びつき、地域活性化に対する企業の役割な

は、実習系に強いという特徴がありますが、食品ビジネス学科も同

探究しよう。

じです。例えば2年生のフィールドリサーチでは、長野県の企業や
郷土食などを見学。調理学実習では、先生のつくる料理をお手本
に、さまざまな国の料理を体験し、食に関する見聞を深めることが
できました。サークルは、食品ビジネス学学術研究会（Highers ☆）
に所属。塩だれチキンサンドや、レトルトスープの企画開発などに挑
戦しました。特に後者は私が責任者となり、日大付属高校の料理部

ています。

流通、価格設定、販売方法を基 本として、

を考えています。

卒業生インタビュー

株式会社中村屋 菓子・食品営業本部 営業第一部 市販営業第一課 勤務

石原 広大さん 2011年 食品経済学科（現・食品ビジネス学科）卒業

ビジネスには誠意とスピード感が大切、
そこから生まれる信頼が成功の秘訣です。

ど、多様な視角から考えていきます。

食コミュニティ論研究室

食生活の変化は、その時代の背景を映し出

に社会や環境を変革して来ました。
「豊かさ」

豊かさと食と農の

学ぶと共に、
「食」とは何かとの視点に立っ

と、私たちを育んできた環境との望ましいあ

乖離を考える。

て、多様化する現代のライフスタイルや地域

地域環境経済学研究室

地域に根差した風土、環境によって育まれ

豊かさは
どこにある？

抱える課題について、原料となる農水産物

て来た私たち人類は、より豊かに生きるため

します。食生活や食文化についての知識を

社会における食の豊かさについて考えていき

り方とは何かを考えていきます。

ます。

産業社会学研究室
メンバーの知恵を集め販促のアイデアを立案

高品質・高価格帯の商品をどう売るかが腕の見せ所

「食卓の向こう側」である農林漁業・農山漁
村の現場に着目しつつ、社会的に大きく乖

フードコーディネート研究室

ライフスタイルの変化や高齢 社会に対して、
食について改めて考える必要があります。
「お

食卓の向こう側を

離してしまっている食と農、都市と農村の関

新しい食創造を

いしい笑顔」をテーマに、望ましい食生活の

考える。

係を今後いかにつくり直すべきかなどの問題

探究します。

実現に向けて、食卓から人々の食生活をより

全国の小売店に向け、レトルトカレーなど家庭用商品の営業活動を

について、暮らしの視点に立ち研究を進め

行っています。当社は歴史の長い会社で、商品を愛してくださるお客

ます。

豊かにする方法について考えていきます。

様も多く、誇りを持って働ける点が一番の魅力です。一方で若手にも
仕事を任せ、新しいことにチャレンジする機会も多く、楽しく仕事がで

フードツーリズム論研究室

風土や生活、人々の嗜好にあった調理方法

きます。最近の経験としては、あるお取引先様で、競合とのコンペを

地域経済論研究室

私たちの身近な問題である“農と食”の問題

勝ち抜き、自分が開発から携わった商品を導入することができました。

地域の視点で

源環境・エネルギーなど社会構造問題、協

地域の食文化を対 象とした観

文化。当研究室では、観光活動により食文

食と農を考える。

同組合・非営利協同組織などの分析を通じ

光活動に着目。

化を探究するフードツーリズム等に着目し、現

先方からも高い評価をいただき、社長直々に表彰していただいたのは
嬉しい出来事でした。こうした仕事で一番大切なのは、やはり信頼関

を中心に、その背景にある少子高齢化や資

場に足を運び調査しながら学んでいきます。

て、様々な地域経済・地域社会の問題を考

係です。相手が求めていることを察し、誠意とスピード感を持って対

や保存方法が工夫された、豊かな日本の食

えます。

応することを忘れずに、今後も仕事に取り組みたいと思っています。

将来の活躍分野
多くの学生が、食品・飲料・菓
子などの製造業、小売・卸売業、
外食産業などの食品関連産業
や金融・情報産業に就職して
います。企画開発や営業部門、
さらには食品製造・加工会社
の後継者として活躍している卒
業生も少なくありません。
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資格
【取得できる免許・資格】
高等学校教諭1種免許（公民、農業）、中学校教諭
1種免許（社会）
、社会調査士、フードコーディネー
ター（3級）
、食の6次産業化プロデューサー（レベル
1、レベル2）
【任用資格（卒業後の実務経験により取得できる資格）
】
学芸員
【受験資格】
フードスペシャリスト・専門フードスペシャリスト
※一部変更になる場合があります

就職

食品企業の

ります。とくに企業家の経営構想力に基づく

農業・農村の

づくりや農村資源を生かした事業化や農村

多面的機能と役割。

活性化戦略づくりについて調査研究してい

イノベーションの

ます。

源泉を探る。

タビュー調査などを通して、農村散策マップ

造する食品企業のイノベーションの源泉を探
戦略的意思決定・行動に注目し、経 営史・
組織論的視点から、調査・研究を進めてい
ます。

食品産業論研究室

マキ㈱／㈱ローソン／中部飼料㈱／モランボン㈱／キーコーヒー㈱／正栄
食品工業㈱／㈱久世／㈱ライフコーポレーション／㈱ロック・フィールド／
コープ食品㈱／横浜冷凍㈱／全日本食品㈱／サンヨー食品㈱／㈱メリー
チョコレートカムパニー／横浜農業（協）／横浜丸中青果㈱／日本酒類販
売㈱

私たちの食生活を支え、新たな食文化を創

農村地域での田舎歩きや現地の方へのイン

平成31年3月
卒業生の
主な就職分野

【主な就職先】 ソントン食品工業㈱／三幸製菓㈱／㈱日本アクセス／ヤ

食品企業組織論研究室

農村資源開発論研究室

食と食品産業の
本質を探究する。

食品産業（食品製造業、
食品流通、
外食産業）
を対象に、統計的手法やマーケティングリ
サーチの技法を使って、その組織構造や参

食品調理学研究室
おいしさの秘密を探そう。

私たちは調理操作によって食品の嗜好性を向
上させています。調理過程における食品の化
学的・物理的変化などの諸現象を科学的に

加者の行動を分析・評価し、豊かな食への

分析する機器測定と、人間の感覚を用いる官

理論的・実証的な基礎を与えることをめざし

能評価でおいしさの秘密を解明します。

ています。
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森 林資源科学科

学科の特長
森林圏生物多様性科学
学 科 紹 介ムービーは
こちらから！

地 球 環 境問題や資源問題 が 注目されている今、森 林を扱う研究の重 要性が 高まっています。

森林圏環境システム学
持続可能な森林経営・利用

森 林資源 科 学 科は、 森 林をより良く利用しながら守っていくことをテーマに、
豊富な野 外 活 動を交えた実 践 的な教 育、研究を進めています。

森林資源利用の工学・
バイオテクノロジー

森林動物学
森林植物・微生物学
森林生態学
森林環境保全学
森林共生学
森林利用学
木造建築学
木材工学
バイオマス資源化学

森林の植物・野生動物・昆虫・微生物の生理・生態や森林生態系の保全・多様性などについて
調査・研究し、森林の自然環境を維持・管理できる人材を育成する。

森林資源科学科

Department of Forest Science and Resources

水資源の保全や温暖化防止など森林の多様な機能を学び、将来にわたって森林生態系を
適切に管理・利用する技術の研究や森林環境保全のあり方などを研究する。
低炭素社会実現のために森林が果たすべき役割と森林における生物多様性の保全の考え方を学び、
持続可能な森林資源の管理・生産に携わることのできる技術者・技能者の育成を目指す。
木材の特質・長所及び木造住宅の構造・設計などを学び、木材・住宅建築産業などで活躍できる
人材を育てる。木材などの生産されるバイオマスエネルギーや新素材について研究し、
生態系と調和した新産業を担う人材を育成する。

フォレスターの育成をめざして
森林資源科学科では、森林環境や森林資源に関する課題をグローバルな視点

で生産されるバイオマス資源の有効利用や、自然環境の保全ならびに土砂災

で理解した上で、持続可能な森林環境や社会の実現に貢献できる「フォレス

害からの国土保全など、多様な森林の機能を持続的に発揮させるのに必要な

ター」の育成をめざしています。カリキュラムでは、木材の生産をはじめ、森林

知識を学習します。また、実習や演習を通じて実践的能力の修得をめざします。

四季 折々の森 林を体 験 する「演習林実習」
本学部には全国4か所に演習林があり、さまざまな実習や研究の舞台となります。

2年次には「森林計測学実習」
で森林の成長量や蓄積を計測します。3年次には

1年次には森林の生態と管理法について北海道の八雲演習林で実習を実施しま

「造林学実習」
で海岸クロマツ林やブナ林の生態研究を行います。4年次には
「森

す。また冷温帯林の生態や雪上の動物観察を、群馬県水上演習林で行います。

林生物多様性実習」
で野生動物の生態や、昆虫の種の多様性などを学びます。

生態系・野生 動物保 全の仕事や、樹木医もめざせます
近年、
「森林生態系や樹木を守る仕事に就きたい」という学生の声が増えてい

こうした志望に応える教育を展開しています。
「森林資源科学インターンシップ」

ます。特に注目されているのが、
森林生態系の保全や、
森林の野生動物の保護・

では、北海道知床から西表島までさまざまな森林を体験して将来の進路決定

管理に関わる仕事、緑を健全な状態に保つ樹木医の仕事です。本学科では、

に役立てます。また、
指定科目の履修により
「樹木医補」
の資格取得も可能です。

学 習の 流 れ
1年次

3年次

4年次

「森林資源科学概論Ⅰ、Ⅱ」
「森林資

幅広い専門分野の授業と実習が本格

これまでの学習をもとに９研究室のい

４年間の集大成として「卒業研究」を

源科学実習」で本学科で扱う分野の

的にスタート。
「森林資源科学インター

ずれかに所属します。
「特別演習Ⅰ」で

行います。
「特別演習Ⅱ」では、卒業研

概要を学ぶとともに、専門分野に関す

ンシップ」
「実践森林資源科学」
「森

は各研究室の扱うテーマに沿って学

究を進めるための議論や情報処理の

る基礎も学習。また、フィールド学習

林海外実習」など、森林を肌で知る学

習を重ね、問題点や課題を解決する

方法を学習、最後に卒業研究発表会

の醍醐味も実感します。

習がめじろ押しです。

ための方法を学びます。

で成果を発表します。

科目一 覧

森はボクらの学 校だ。

専門 教 育 科目

皆さんの通った学校の校庭には、どんな樹木があったか覚えていますか。うーん、気にしたこともないなぁ、それ以前に樹木

＜必修科目＞

林政策学／材料としての木材／森林基礎有機化

学演習／建設材料学／森林リモートセンシング／

の種類なんて知らないよ、そういう人も多いかもしれませんね。日本は国土面積の7割以上が森林という、世界有数の森林大国。

森林資源科学概論Ⅰ
（生物環境系）／森林資源科

学／森林基礎力学／森林統計学／夏季演習林実

森林航測学実習／森林・木材・環境ビジネス論／

それにしては、若い世代の森や緑に対する関心は、なんともお寒い限りです。今後、日本の森林資源を持続的に活用していく

学概論Ⅱ（資源系）／森林資源科学実習／樹木学

習／冬季演習林実習／造林学／環境緑化工学／

森林土木学／森林利用学実習／建築史・保存活

ためには、林業に直接かかわる人材だけでなく、一般人や未来を担う子どもたちの関心も育てていく必要がある。森林共生学

／森林動物学／森林昆虫学／森林微生物学／森

森林計測学／森林計測学実習／森林 GIS ／森林

用論／木造建築構法／建築設計製図Ⅰ／建築設

林土壌科学／森林生態学／自然災害論／森林水

機械学／建築計画論／木材物理学実験／バイオ

計製図Ⅱ／木材加工学／木材計測学実験／木質

文気象学／森林計画学／森林利用学／木造住宅

マス資源利用学／森林資源化学実験／実践森林

材料学／バイオマス資源利用学実験／森林環境

論／木材物理学／森林資源化学／特別演習Ⅰ／

資源科学／森林測量学／森林測量学実習／森林

教育論／森林レクリエーション／森林生物多様性

方が多く、動かない樹木に子どもは興味を持ちません。そこは樹木に集まる虫や動物などとの関係性を入口にして興味を喚起し、

特別演習Ⅱ／卒業研究

海外実習／森林資源科学インターンシップ／樹病

実習／森林生物多様性実験／木材防腐防虫学／

最終的には森林に目を向けてほしいですね」
と、話す杉浦准教授。研究成果が将来の人材育成に繋がることを心から期待しています。

＜選択科目＞

学／風致造園学／造林学実習／森林生態学実習

風致造園学実習／建築施工論／建築法規／ＣＡ

森林生物の多様性と進化／森林圏基礎科学／森

／山地保全学／山地保全学演習／森林水文気象

Ｄ製図／専門英語

研究室の杉浦克明准教授は、そのような考えから、森林科学分野では珍しい教育学的な研究（森林環境教育）に取り組んでいます。

森 林共 生学

具体的には、小学生の樹木に対する意識調査や、森林環境教育プログラムである「子ども樹木博士」の実施傾向に関する調査な

研究 室

どを通じ、森林環境教育の実態や問題点などを考察しています。
「公園などに行けば分かりますが、樹木を見ているのは年配の
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2年次
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森林資源科学科

中里 めいさん

学生生活のメインステージ

将来は、大好きな子供相手に、
森や自然の楽しさを伝えていきたい。

研 究 室 へ よう こ そ！

森林動物学研究室

森林に生息するすべての脊椎動物および無脊椎動

（イノシシ、ツキノワグマ、タヌキ、キツネ、種子散

森林に生きるすべての

物について、それらの多様性、行動、生態、生理、

布する鳥類）についての調査・研究に取り組んでい

相互関係を多面的に研究しています。特に森林内や

ます。対象となる生物種類は、おそらく本学部で最

公園などの樹木や木造建築物を食害する木材食害

多です。

動物が対象です。

森林資源科学科

在校生インタビュー

昆虫（カミキリムシやシロアリなど）
、森林棲鳥獣類

造林学実習では長野の縞枯山へ行きました

森林植物・
微生物学研究室

子供たちを連れて楽しい自然教育活動

この学科を選んだきっかけは、テレビで見た明治神宮の森のお話で
す。全くの荒れ地から、100年計画で美しい森をつくりあげた方々が

樹木･土壌･微生物の

いたことを知り、自分も森林について学んでみたいと思うようになりま

研究をしています。

森林生態系は樹木などの植物、動物、微生物とそれらを

環と微生物などに関しては未解明の部分が多く残されてい

取り巻く森林環境により構成されています。特に樹木と微

ます。本研究室では森林生態系の機能解明の一環として、

生物は広義の共生関係にあり、森林生態系において重要

ブナ林の世代交替、森林植物と土壌の関係、きのこ類の

な役割を果たしています。しかし、個々の樹木や微生物の

生理生態、樹木病害の発生機構、その被害軽減法などに

生理生態、樹木と微生物の相互関係、土壌中の物質循

ついて研究し、豊かな森林づくりを目指しています。

森林生態学研究室

森林は人間が健康で快適に生活するために必要な広

県水上地方の冷温帯林や中部地方の亜高山帯林、神

森林生態系の解明を通じて

大な環境資源です。その森林が移り変わっていく仕

奈川県の里山や人工林、海岸林などで調査を行って

組みを明らかにし、森林という貴重な資源を将来にわ

います。現地では山に棲む動物やそこに暮らす人々と

たって維持管理するための研究を行っています。森林

出会い、今まで知らなかったことを学んだり教えて貰っ

研究を行っています。

生態学の研究はフィールドワークが基本であり、群馬

たりすることができるのが予期せぬ楽しみです。

森林環境保全学研究室

森林には人々を取り巻く環境を安全で、豊かにする働きが

するため、学生には藤沢演習林や群馬県にある水上演習

数多くあります。大雨が降っても洪水を防ぐ働き、水質を

林を使った渓流谷底部の水質に関する研究や、森林流域

森林・土・水を通して

浄化する働き、太陽からの熱を吸収して気温が上昇する

からの流出量・溶存イオンの研究、森林地帯における熱・

環境保全機能の研究を

のを抑止する働き、二酸化炭素を吸収して地球の温暖化

水・炭素循環に関する研究（左の写真）等に取り組んでも

行っています。

を抑止する働き等々です。これらの森林の働きを明らかに

らい、自分で考え・行動できる力を修得してもらいます。

森林共生学研究室

森林を資源として考えるとき、使うだけの一方的な

方策の研究を行っています。森林政策・森林計画を

森林に求められている

関係ではなく、使う立場の人間と使われる立場の森

主軸として木材生産、自然環境の保全、環境教育、

林が共存できるような姿が望ましいといえます。本

合意形成などの側面から、長期的・広域的な視点

研究 室では、自然環 境と社会 環 境を調和させて、

で研究に取り組んでいます。

した。所属する森林共生学研究室は、森林の利用や環境教育に
関する勉強がしたくて入りました。というのも、母が栃木県の職員で、
農業に関する地域イベントなどを担当することが多く、私も将来は森
林や環境教育などに携わる公務員になりたいと考えているからです。
サークルの自然保護研究会でも、近くの小学生などを連れて森や里

森林を適切に維持管理する

山を探索する、自然教育活動を行っています。田舎育ちの私は、子
供たちに森の遊びを教えるのが嬉しく、また喜んで遊んでいる姿を
見るのも大好きなんです。

卒業生インタビュー

国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林整備センター 長野水源林整備事務所 勤務

田野中 大さん 1997年 林学科（現・森林資源科学科）卒業

緑のダム「水源林」をつくり、
未来へと手渡すやりがいのある仕事です。

役割実現のために長期的・
広域的な視点で考えます。

将来にわたって健全で豊かな森林を管理するための

森林利用学研究室

わが国の森林・林業の再生を図るためには、国産材

対象とします。そのために必要となる林業機械の開

地域の木材生産活動を通じて

の生産、加工流通体制の確立強化が求められていま

発改良や機械作業の効率化、林道などを計画・設

す。本 研究室では、林業経営技術の高度化のため

計する森林土木、労働負担を評価する森林作業学

日本の森林と山村とを

路網整備や資源生産管理に関わる高性能林業機械

分野などを中心とする研究テーマに取り組み、森林・

元気にする研究を行います。

作業システムの確立、バイオマス資源の有効利用を

林業に関する専門技術者の育成を目指しています。

低気圧の影響で町有林などが見渡す限り倒れてしまうという大災害

木造建築学研究室

古民家の知恵や技術を生かした長寿命型のエコロ

を知り、古民家の再生により実現する木の家の持続

がありました。この時は関係機関の尽力もあり、2年程度で復旧計画

古民家の知恵や技術を生かした

ジーな木の家づくりを考えます。森林の恵みと人の

可能性を考えます。野外で木造住宅を記録する基本

暮らしを持続的に保つために、循環型の資源利用

スキルを修め、コンピュータを用いた作画により建

長寿命型のエコロジーな

のお手本ともいえる古民家の家づくりを現代に生か

築的な理解とプレゼン能力を身につけることにより、

木の家づくりを考えます。

す手法を学びます。地域色豊かな木造住宅の実態

建築士の資格取得のための基礎力を養います。

木材工学研究室

木 材は太古の昔から使われている材料であり、現

し、その特性を活用して無駄なエネルギーを使うこ

木材を有効利用するために、

在でもなお、われわれの生活を様々な形で支える重

となく、快適で健康で安全な生活空間を実現するた

要な資源です。先人達は、経験的に木材の特性を

めの材料開発、施工法の改良および特性の評価法

木材の特性の活用法と

巧みに使いこなしてきました。そこで当研究室では、

の確立を行っています。

評価法を研究します。

木材をはじめとする自然素材の特性を科学的に解析

バイオマス資源化学研究室

石油や石炭などの化石資源に依存した20世紀の科学

バイオテクノロジーや化学から

源を利用する「地球の生態系と調和した高度な科学

（2）バイオテクノロジーや化学を活用して、森林資源

森林資源利用の新しい

技術」への移行が、21世紀の世界の共通課題となっ

から石油化学に匹敵する新しい工業原料（プラスチッ

可能性を開拓しています。

ています。研究室では、その実現に向けて（1）樹木

クス原料など）を生産する事に挑戦しています。

新たな水源林造成のための資料を作成

豊かな水源林を造成しています

森林には水を貯える機能があり、こうした森林は「水源林」と呼ば
れています。当センターでは、土地所有者や森林組合の方と協力し、
水源林を整備・造成する事業を行っています。私の担当は造林作
業の指導や検査などで、県内全域を飛び回っています。この仕事は
転勤があるため、私も北海道から九州の事務所を巡ってきました。と
くに印象深いのは、札幌時代の足寄町での出来事です。平成18年、

を終えることができましたが、本当に感激したものです。将来は、若
い頃自分たちが植えた森林の成長ぶりを見て回りたいと、楽しみにし
ています。

将来の活躍分野
国家公務員（農林水産省）や
地方公務員として、多くの卒業
生が活躍しています。民間企業
では、造園、住宅、木材加工・
販売、土木、建設、森林関係
のコンサルタント、環境アセス
メント、測量関係などが主な進
路です。
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資格
【取得できる免許・資格】
高等学校教諭1種免許（理科、農業）
、中学校教諭1
種免許（理科）
、測量士補、樹木医補、森林情報士（2
級）
、自然再生士補
【任用資格（卒業後の実務経験により取得できる資格）
】
環境衛生指導員、学芸員、林業架線作業主任者、造
園施工管理技士
【受験資格】
造園技能士、二級建築士、木造建築士、林業普及指
導員、バイオ技術者認定試験（中級・上級）
※一部変更になる場合があります
※環境衛生指導員は各自治体により取扱いが異なります

就職

平成31年3月
卒業生の
主な就職分野

【主な就職先】 農林水産省 林野庁／神奈川県庁／山梨県庁／千葉県

庁／群馬県庁／茨城県庁／富山県庁／岐阜県庁／国土防災技術（株）／
アジア航測（株）／（株）ヒノキヤグループ／（株）一条工務店／大和ハウス
工業（株）／旭化成ホームズ（株）／古河林業（株）／ニチハ（株）／（株）
日比谷アメニス／イビデングリーンテック（株）／タカラスタンダード（株）／
（株）
森林テクニクス

技術に代わって、森林資源など植物のバイオマス資

の成長能力を細胞レベルで高めることにより、森林
資源の生産量を増加させる事（森林資源の確保）や、
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海洋生物資源 科学 科

学科の特長
3つの基 本コンセプト
学 科 紹 介ムービーは
こちらから！

本学科では、
「資源生産・利用科学」
「環境科

3つの科学を複合して
多彩な活動を展開

学」
「生命科学」
の3つを柱として、海洋や汽水、

豊かで調 和のとれた海洋 環 境と人間生活との共 生に貢献できる人 材の育成をめざします。

■ 水生生物の育成を研究する

資源生産・ 生命科学
利用科学

広く研究対象としています。

資源 生 産・利用科 学 、 環 境 科 学分 野の知 識を広く修め、

■ 水生生物の生理・生態を研究する
■ 水生生物の生命現象を

淡水域に生息する生物と、それら水圏環境を

海洋 生物資源の永 続 的な維 持と効 率的な生 産・利用に関連する生命 科 学や

環境科学

独自の先進的カリキュラム

分子生物学的に解明する

■ 水生生物を食料資源として
とらえ効率的に利用する
■ 水生生物の機能的な成分を

海洋生物資源科学科

Department of Marine Science and Resources

ヒトに応用する
■ 水圏の環境保全と修復を考える

学科では進路の選択肢を広げるためにも、
在学生に資格取得を奨励しており、

海洋生物資源の永続的な維持、効果的な生産・利用を目的にした海洋環境
の保全、人間生活との調和を実践できる人材育成のために、以下の4点を特
徴とするカリキュラムを用意しています。
①基礎的な生物学、化学および物理学と広範な専門基礎学を必修とする
②各専門分野の高度な教育を強化するために、積極的に外部の専門家の協
力を得る

決められた科目の単位を修得することで多彩な資格を手に入れられます（54
ページの「資格と就職」欄参照）
。さらに、海洋生物資源応用コースを修了す
ると日本の技術者資格である「技術士」の一次試験が免除され、
「修習技術
者」となることができます。

伊豆下田に実 験 所と生物採集船も

③専門技術教育の充実のために、多様な実験や実習およびインターンシップ

充実した施設や設備は、本学科の大きな特色です。研究室が集まる10号館

制度を取り入れる

の隣に「海洋生物実験センター」があり、魚類の飼育をはじめ、遺伝子解析

④ 実 践 的人 材の育 成をめざし、3年 次 から日本 技 術 者 教 育 認 定 機 構
（JABEE）にもとづく教育コースを設置する

や化学成分分析なども行える設備がそろっています。また、静岡県下田市に
は、多彩な実験・実習・研究に活用される「下田臨海実験所」を設置。生物
採集船「すざき2世（9.1トン）
」を保有するほか、水槽室、実験棟には軟 X 線

資格さまざま、進 路いろいろ

装置、顕微鏡の他、各種の実験装置が備わっています。さらに、静岡県富

卒業生の進路は、多彩な分野にわたっています。これは本学科の教育内容
が、幅広い分野に応用できる多面的・総合的なものであることの証です。就

士宮市にある「富士自然教育センター」では、淡水域の実習・研究活動も可
能です。

職先としては、食品関連企業をはじめ、国や県、市町村などの公務員、水族館、
博物館、各種研究所・試験場、環境調査会社などが挙げられます。また、

学 習の 流 れ
1年次

4年次

多くの専門科目を学ぶことができます。

技術を身につけるため、下田臨海実

また、全ての研究室の学生実験が開講

前期に研究室入室希望調査を行い、 「卒業研究」が活動の中心となり、研
所属研究室を決定します。
「インターン

究室ごとのゼミ発表で研究への理解

験所にて3泊4日の実習を実施。また、

されます。後期終了時期には、
「海洋生

シップ／学外研修」で、水族館や一般

を深めます。また、研究室の関連企

生物学、化学、物理学の専門基礎学

物資源応用コース」または「海洋生物資

企業を含む学外の事業団体において

業などでの実習も実施。1月末〜 2月

を幅広く学習します。

源広域コース」のいずれかを選択します。

研修を行い単位を取得できます。

上旬に研究成果の発表会を行います。

専門 教 育 科目

日本の内水面（川や湖）漁業で、もっとも生産金額の多い貴重な魚はアユ。確かにキャンプや旅館の料理にアユが登場すると、

＜必修科目＞

＜選択科目＞

ぐっと豪華になった気がしますよね。そのため日本の河川では、漁業関係者によるアユの放流が盛んに行われてきました。しかし

海洋環境学／無脊椎動物学／水族育成学／海洋

海生ほ乳類学／海洋基礎生物／海洋基礎物理／

実習／技術者の倫理入門／水族の統計解析／潮

今、この放流アユを横取りする連中が現れ、大きな被害が発生しています。容疑者はカワウという鳥。1日500gもの川魚を食べる

生物資源科学概論／魚類学／海洋基礎実習Ⅰ／

海洋基礎化学／水族栄養学／水族館論／プラン

間帯の生態学／水産食品化学／食品加工学／公

海洋基礎実習Ⅱ／生化学／漁業生産システム学／

クトン学／生物統計学／魚類生態学／水族発生学

衆衛生学／分子生態学／魚群行動学／魚類繁殖

水産利用学／増殖環境学／海洋生物資源科学演

／水族病理学／食品微生物学／細胞生物学／水

行動学／生物海洋学／深海生物学／海洋環境保

習Ⅰ／海洋生物資源科学実習Ⅰ／海洋生物資源科

族生理学／遺伝育種学／海洋微生物学／行動生

全・修復学／特別講義／海洋気象学／海洋法規

学演習Ⅱ／海洋生物資源科学実習Ⅱ／卒業研究

態学／海洋環境化学／海洋環境学実験／海洋生

／フードビジネス論／インターンシップ／学外研修／

大食漢です。水族生態学研究室の髙井則之准教授は、繁殖期のカワウの胃の内容物を入手し、構成元素の安定同位体比を分析
することで、実際にカワウが食べていたアユがどこからやってきたのかを調べてみました。その結果、カワウが食べていたアユの
成分は、外国産海水魚を食べる魚の成分と同じであることが判明。つまりカワウが天然のアユではなく、魚粉の配合飼料で育った
放流アユを大量に食べている事実が実証されたのです。
「放流直後のアユは密集状態でいることが多く、カワウにも捕りやすいの
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3年次

海洋生物資源科学の基本的な知識・

科目一 覧

アユ とカワウ、 人 が つくった 食 物 連 鎖 。

2年次

水 族 生 態学
研究 室

でしょうね」と、髙井准教授。実際、1970年代には環境破壊で絶滅の危機にあったカワウが、なぜか増加に転じたのは、アユの

産学実験／増殖環境学実験／水産利用学実験／

水族生体防御学／基礎有機化学／分析化学／生

放流という人間の営みも大きく影響していると考えられています。魚粉、アユ、カワウと続く人為的な食物連鎖。人と環境の関係

水族育成病理学実験／水族生態学実験／水族生

理生化学／食品衛生学

を見直す上でも、大変に興味深いケースといえそうです。

理学実験／生物機能化学実験／小型船舶操縦法
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海洋生物資源科学科

佐藤 琴音さん

学生生活のメインステージ

魚や海が大好きな友人たちとの、
今までにない体験が待っています。

サークルでは奄美大島へ合宿に行きました

スキューバダイビングにも初挑戦

小さい頃から水族館の飼育員になることが夢で、この学科を選びま
した。この学科の魅力は、
今までにない新しい経験ができることです。

海洋生物生理学研究室

水族生態学研究室

海洋生物の繁殖や

人間社会と

ストレスと環境との

水圏生物の

関わりを研究。

共存を目指します。

我々は、イルカ・クジラ類や魚類を主な対象として、生物が周りの環境や状況の変

私たちは水界の生き物の分布・生態特性や水圏生態系の仕組みを研究しています。

化にどのように対応しているのかについて、分子レベルから生体レベルまで、幅広

海、川、湖など、様々な水域から得られた知識に基づいて、人間社会と水圏生物

いアプローチ方法を使って、体内の仕組みという視点から明らかにしていくことを

の永続的共存関係の在り方を模索します。近年の主要課題は、
（1）底生植物から

目指しています。また、DNAマーカーを使った魚類の遺伝育種研究にも取り組み、

動物群集への栄養供給、
（2）磯魚の繁殖戦略、
（3）河川の魚類相と食物網、
（4）

成長が良く病気に強い養殖魚の開発や、養殖魚で発生する遺伝病の研究を行なっ

例えば1年生の海洋基礎実習では、実習船に乗って釣りをしたり、磯

ています。

で生物採集をしたりしました。今でこそよく行きますが、当時は釣りな

研 究 室 へ よう こ そ！

海洋生物資源科学科

在校生インタビュー

魚食性鳥類によるアユの食害、
（5）湖沼の魚類における放射性物質の蓄積機構、
（6）潮間帯の群集維持機構など、多岐にわたっています。

んて一度も経験なかったので、
とても印象的だったことを覚えています。
また、大学でダイビングのライセンスが取れるのですが、これも初め
て挑戦し、下田で潜ったりしていました。魚や海に興味のある仲間

生物機能化学研究室

が多い点もいいですね。高校の頃は友人と水族館に行っても、魚が
かわいいねくらいの話で終わっていましたが、学科の友人とは展示や
見せ方に関する突っ込んだ議論までできるので、すごく楽しいですよ。

卒業生インタビュー

神奈川県水産技術センター 栽培推進部

鈴木 将平さん 2014年 海洋生物資源科学科 卒業

稚魚を育成し、放流することで、
豊かな海をつくるお手伝いをしています。

トラフグの種苗放流も自分の手で行います

稚魚のエサなどとなるプランクトンを培養

水生生物の生命の

養殖環境を

探求から人の生命現象

浄化する微生物は、

まで研究展開する。

小さくてもとてもパワフル。

水圏は多様な生物が陸上動物とは異なる独自の生体システムを有して環境に適応して生活していま

予想される食料危機に対処して、海洋のタンパク質の増大をはかるためには、環

す。本研究室では海洋だけでなく、水圏環境全体に視野を広げて生物独自の生体分子適応や環境

境と調和した増養殖が欠かせません。当研究室では、海洋の環境を浄化して動植

適応システムなどに関する研究に取り組んでいます。現在、我々は主に遺伝子組換えサケを用いた

物の成長を助ける働き者の海洋微生物を使って、環境にやさしい養殖システムの

高成長メカニズムや深海の熱水口付近に生息するマリアナイトエラゴカイの耐熱機構に関する研究

研究を行っています。とくに魚類に生理作用をもつプロバイオティクスの開発は注

を分子のレベルから行っています。また、オタマジャクシがサンショウウオやヤゴなどの捕食者に対

目されています。また、機能面に不明な点が多いフグ毒の謎を解くため分子生態

して体の構造を大きく変えて適応する、表現形の可塑性に関する研究も行っています。この分子変

学的研究を進めています。さらに、海洋生物が生きていくために生産する様々な

化の中にはヒトの病気に関係するものも多く、「小さなオタマで大きな夢」が私達の合言葉です。

化学物質の中から医薬品となり得る成分の探索を進めています。

水圏生物病理学研究室

海洋生物資源利用学研究室

水の生物の病気を

おいしい機能性食品の

診断しています。

卒業年度に水産職の募集がなく、一度は民間企業へ就職。しか
し夢を捨てきれず、募集のあった2018年度職員採用試験に挑み、
入庁を果たすことができました。現在、三浦市城ヶ島で、トラフグ、
カサゴ等の放流用稚魚（種苗）を育成する技術開発の研究を担
当しています。私たちが育てた稚魚は、水産資源を増やすために

研究・開発に
取り組んでいます。

神奈川県水産技術センターには、学生時代から卒業研究等でお
世話になっていました。将来もここで働きたいと考えていたものの、

増殖環境学研究室

魚類、貝類、エビ類、サンゴ…、水の生物達も人と同じように病気になります。私

海洋生物は貴重な食資源であり、日本ではそれらを有効に利用する技術を古くから開発し、

達の研究室では、養殖場や水族館、自然水域でみられる魚介類の病気の原因を

また今日まで伝承してきました。しかしながら海洋生物資源には活用されていない成分がま

明らかにし、その対策法を確立する研究を進めています。写真は、水族館から依

だまだ多く存在し、それらの中から新たな機能性成分・素材も発見されつつあります。私た

頼されたアカシュモクザメの診断風景です。その後の病原体を特定する検査によ

ちの研究室では特に海洋から得られる未利用バイオマスならびに低・未利用魚介類を機能

り、真菌（カビ）による感染症に罹っていたことが明らかとなりました。

性食品や素材、生理活性物質に加工して有効利用する研究を進めています。また、水産加
工食品や鮮度保持技術のさらなる改良・開発を目指して、タンパク質・遺伝子レベルでの研

県内の沿岸域に放流しています。その時に漁業関係者の方から感

究にも取り組んでいます。近年、イカ肉を原料としたゲル化食品の開発も実施しております。

謝の言葉をいただくと、非常にやりがいを感じますね。今は好きな
ことを仕事にして本当によかったと思っています。

将来の活躍分野
食品・飲料・乳製品などの製造・
加工・流通、国家・地方公務員、
水族館、博物館、研究所（食
品開発・品質検査など）
、海洋
環境アセスメント、製薬、建築
など、卒業生はバラエティ豊か
な分野で活躍しています。大学
院への進学も増加しています。
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資格
【取得できる免許・資格】
高等学校教諭1種免許（理科、水産）
、中学校教諭1
種免許（理科）
、食品衛生責任者、修習技術者
【任用資格（卒業後の実務経験により取得できる資格）
】
学芸員、飼料製造管理者、食品衛生管理者、食品衛
生監視員、環境衛生監視員、家庭用品衛生監視員、
環境衛生指導員
【受験資格】
化学分析技能士、バイオ技術者認定試験（中級・上級）
※一部変更になる場合があります
※環境衛生指導員は各自治体により取扱いが異なります

就職

海洋環境学研究室

魚群行動計測学研究室

海の環境と生態系を

海の魚の

常に見守っています。

持続的供給のために。

相模湾の環境と生態系がどのように短期・季節・長期変動しているのかを理解するため、係

漁業を通じた海洋生産技術に応用するため、魚の聴覚感覚、人が手に触れないで

留系連続観測と船舶を用いた高頻度の現場観測によって潮流、海水中に溶存・懸濁してい

魚の心電図を測定する方法の開発、データロガーなどの小型センサによる各種の

る化学物質、各種プランクトン群集のバイオマス・生産率・餌要求量などを調べて水質環境、

行動記録、サケ科魚類の繁殖行動生態、および定置網漁業や延網漁業の漁獲プ

食物連鎖構造や栄養動態などを評価しています。深海熱水噴出域や冷水湧出域は高圧で硫

ロセスを効率化するための実験などを行っています。研究対象となる魚は海水魚

化水素や重金属が多量に含まれる極限環境であるにも関わらず、多様な無脊椎動物が化学合

から淡水魚まで幅広く扱っています。

平成31年3月
卒業生の
主な就職分野

【主な就職先】（株）江ノ島マリンコーポレーション／（株）横浜八景島／

横浜冷凍（株）／フィード・ワン（株）／日清丸紅飼料（株）／（株）紀文
食品／（株）マルイチ産商／理研ビタミン（株）／ケンコーマヨネーズ（株）
／東洋冷蔵（株）／（株）
ノースイ／理研食品（株）／千葉県漁業（協組連）
／スクレッティング（株）／黒瀬水産（株）／マリンフーズ（株）／農林水
産省水産庁／藤沢市役所／東京都教育委員会／（学）
日本大学

成生態系を形成しています。これらの無脊椎動物が深海の特殊な環境に適応できるメカニズ
ムを解明するため、フィールド調査と生化学的・分子生物学的手法による研究を進めています。
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Department of Bioenvironmental and Agricultural Engineering
学 科 紹 介ムービーは
こちらから！

自然 のシステムを活 かした生物資源 生 産と、自然や社会・文化と調 和した生活 環 境 創造のための 技 術を学

生物環境工学科

生物 環 境 工学 科

学科の特長

生物と人がともにより良く
生きる環 境づくりを考えます

びます。 食 料、 エネルギー、環 境に関わる様々な問題を解 決し、 人を含めた生物が 持 続 的に

生物・環境・土木・建築・機械などの幅広い知識と技術を身につけ、人と自然、

生きていくことのできる環 境 づくりについて、 科 学と技 術を使って広い 視 野 から探ります。

人と生物との持続的な共生環境を保全・修復・創造できる技術者を育てます。

就職や仕事に役 立つ多彩な「価値ある資格」の取得が 可能
指定された科目の単位を修得する
ことによって取得可能な資格

指定された科目の単位を修得することによって
在学中あるいは卒業後に得られる技術関連資格

●中学校教諭１種免許（理科）
●高等学校教諭１種免許（理科）
●学芸員（卒業後に実務に就くこと
が必要）

●修習技術者（JABEEプログラム履修者）
（技術系会社によっては、入社後技術士補と
して登録が可能）
●測量士補（365日以 上の実務 経験に
より、測量士の取得が可能）
●環境再生医初級（認定NPO 法人）
（在学中）

地域・地球環境と調和した
社会基盤施設を整備・保全・
修正・創造する技術者

地域・地球レベルで
気象・水・土を科学的に
解析する技術者

安全な食料の生産・流通・
加工・保存技術などの
開発者

エコシステムを理解し、生態系
と調和した計画・設計のできる
環境デザイナー、建築家

●一級建築士
●二級建築士
●木造建築士

卒業後に必要な実務経験年数を経てから
受験して得られる技術関連資格
●土木施工管理技士1・2級
●建築施工管理技士1・2級
●管工事施工管理技士1・2級
●造園施工管理技士1・2級
上記の１級は大学卒業後３年以上、２級は大学
卒業後１年以上、それぞれ実務経験年数が必要。

卒業後は幅広い分 野で活躍可能です
本学科は、持続可能な地域環境の創造に貢献できる技術者を育成していま
す。卒業後は、食料生産や地域環境整備にかかわる技術系公務員として国

こんな人を育てます
野生生物の保護、地域での鳥獣
被害対策、地域環境の総合的な
調査・解析技術者、環境教育者

指定された科目の単位を取得し、卒業後
に受験して得られる技術関連資格（卒業
後から試験合格を経て免許登録までには
実務経験が必要。必要な実務経験年数
は指定科目の総取得単位数による）

や都道府県・市町村などの自治体に就職したり、環境分野の技術者として総
風車、バイオガス、バイオマス
エネルギー、自然エネルギーの
開発能力を備えた技術者

合建築・建設会社、設計事務所、建設コンサルタント会社、機械メーカー、
食品加工会社に就職したりするなど、広範囲にわたって活躍しています。
（58
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学 習の 流 れ
2年次

人と自然、人と生物の持続的な共生環

基礎の完成をめざすと同時に、生物環

専門知識をさらに広めると同時に、研究室

所属研究室において、研究の進め方、論

境の創造に必要な「生物・環境・工学」

境工学における専門分野の講義・実

に所属して専門性を深めます。公共機関

文のまとめ方、
発表の仕方などを学びつつ、

の知識や技術の基礎を学びます。技術

験・実習が本格的にスタートして、さら

や企業などへのインターンシップ、海外研

専門教育の集大成としての「卒業研究」に

士の資格取得につながるJABEE 認定の

に幅広い専門知識を身につけます。測

修も実施されます。4月には、試験と2年次

取り組みます。卒業研究を通して、生物環

地域環境工学コースの希望者は、指定

量士・建築士等の資格取得希望者も、

までの成績によって、JABEE 認定の地域

境工学分野に必要な判断力・実証力・創

科目の履修等の準備が必要となります。

指定科目の履修が必要になります。

環境工学コース履修者が決定します。

造力及び実践力に磨きをかけます。

科目一 覧

美 田 は 、 水 まで キレイにしま す。

3年次

4年次

専門 教 育 科目

どうです、初夏の水田って青々としてキレイでしょう。本来美田とは、土地の肥えた田のことをいいますが、現代の私たちは、

＜必修科目＞

／技術者の物理学／建築設計製図Ⅰ／大気環境科学／測

各論／公害防止管理論／野生動物フィールド実習／社会基

美しい景観を形成する水田こそ美田と呼びたくなりますよね。ところでこの水田、米や景観をつくるだけでなく、もう一つ私たちの

フレッシュマンセミナー／地域環境保全学概論／

量学Ⅱ／基礎水理学／応用水理学／環境化学／動物生態・

盤施設工学各論／土木材料／土質・材料工学実験／生物

農村整備計画学／社会基盤施設工学概論／生物

共生学／構造力学Ⅰ／構造力学Ⅱ／コンクリート工学／土質

地域環境計画学／建築環境工学／農産物流通工学／農業

水資源環 境 工学

環境調節工学／基礎生態学／生物生産原論／農

力学／建築計画学／建築構造学／生物生産システム工学／

施設環境学実験／電気・電子工学／生物生産システム工学

業施設学／バイオメカトロニクス／測量学Ⅰ／測量

ポストハーベスト工学／環境建築学／農地環境整備学／環

実験／バイオメカトロニクス実習／専門英語／生物環境工学

研究 室

学実習Ⅰ／水資源環境工学／生物環境工学演習Ⅰ

境空調工学／環境エネルギー工学／機械工学／生物資源プ

インターンシップ／海外研修／生物環境工学特別講義／木

詳しく研究を行っています。
「これまで農業では、どうやって足りないところに水を持ってくるかなど、量の視点で水の管理を行って

／生物環境工学演習Ⅱ／卒業研究

ロセス工学／環境情報工学／環境情報工学演習／ベクトル

造建築構法／食料機械工学／バイオマスエネルギー工学／

＜選択科目＞

解析／建築設計製図Ⅱ／土木設計製図／機械設計製図／

技術者倫理／ CAD 製図／建築設計製図Ⅲ／建築総合設

きました。今後はこうした質の視点からも水管理ができればいいですね」と、長坂教授。国土の数％に及ぶ水田の隠れた機能を

地域環境水文学／土環境学／図学／建築文化史／エコロ

測量学実習Ⅱ／リモートセンシング実習／灌漑排水環境学

計製図／建築材料／建築施工／建築法規／都市計画／

活用できれば、日本の環境をもっとよくすることができるかもしれません。

ジカルデザイン演習／生物工学／応用数学／数理情報科学

／水環境工学実験／土環境工学実験／地域環境保全学

地域環境 GIS 演習／フィールドワーク論／土木施工

役に立っていることがあるんです。それは田に入る水をキレイにしてから流す、水の浄化作用。もっとも泥だらけの水田で浄化と
いわれても、不思議に思う人もいるでしょう。秘密は、空気の届かない泥の底。嫌気性の脱窒菌という微生物が棲んでいて、水
を汚す原因となる窒素を空気中に放出してくれるのです。水が一時的にとどまる水田だからこそ脱窒菌が働き、水がキレイになる
というわけ。水資源環境工学研究室の長坂貞郎教授は、こうした水田やため池など、農業用水における水質の浄化作用について
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1年次
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生物環境工学科

河西 あさぎさん

学生生活のメインステージ

実際に体験したモンゴルの環境から、
砂漠化の問題について考えたい。

研 究 室 へ よう こ そ！

環境土木施設工学研究室

人類の生存には社会基盤施設、農業基盤施設等のハードな側

構造材料のリサイクルなど、環境側面に目が向けられています。

社会基盤の

面の整備が不可欠です。長い歴史においては、時代背景と結

建設材料や構造物の試験方法に関する研究、廃棄物のコンク

び付いた形の中で公共工事が行われ、国土が発展してきまし

リート等建設材料へのリユース・リサイクルなどを中心とした材

基礎となる「材料」に

た。しかし、これらは経済成長と密接に関係があり、今や新

料の性状に関する研究、地域防災の観点からの地滑りのメカ

多角的に迫ります。

規の開発が抑制され、以前に構築した施設のメンテナンスや

ニズム解析と対策等の防災工学的研究などを行っています。

地域環境保全学研究室

生物や自然を構成する元素は、物理的な輸送、化学

「農地」での生産活動を共存させるための工学的な方
法や、人間の手が加わった緑の空間での植物・動物

もともと環境問題に興味はありましたが、2年生の時に大気環境科

農村などの地域の環境を

的な変化、生物による摂取を通して絶えず循環してい
ます。「土・水・生物」を対象とした野外観測と化学分

の生育・生息状況を把握し、その生態系を豊かにする

学という授業を受け、砂漠化の問題に関心を持つようになりました。

守っていくために。

析から、その物質循環を診断しています。また、貴重

ための手法を研究しています。植物など地域にある資

な自然のひとつである「湿原」の保全と、田や畑などの

源の有効活用と環境教育活動にも取り組んでいます。

「水と土」の環境を健全に守ることが、人間の持続

利用、水循環と流域環境、食料生産および生物多

的な活動と繁栄、自然・生物との共生基盤をささえ

様性保全としての緑農地と水環境保全・管理・改善

ることにつながります。当研究室は、生命の支えで

などを目標に据え、
「水と土」の機能発現・発揮によ

さまざまな機能・利用・

ある「水と土」環境に加え、地域的な気象環境変化

る物質循環の健全化に取り組んでいます。

効果を考えます。

についての調査・研究をしています。水資源の有効

地球環境・
資源リモートセンシング
研究室

地球環境や生物資源のリモートセンシングについて研究

環境の変化の影響を直接的に受けます。この影響を理

します。地球規模で、自然の移り変わりや人間活動の動

解し、対策を行う上でも、リモートセンシングが活躍し

きを読み取ります。近年、地球温暖化によって、地球の

ます。異なる視点のリモートセンシング衛星画像を組み

自然環境が急変しています。人の生存に必要な食料生

合わせ、衛星画像処理と自然や社会についての様々な

産は、広域で、水、土地、大気を利用するため、地球

データとを合わせ、起こっている現象を深く理解します。

建築・地域共生デザイン研究室

生態系と共存した低炭素型社会の構築をめざし、持

域住民、環境市民、NPO、自治体とともに考え、具

農的暮らしの

続的で自立的な建築や都市・農村環境のデザインを国

体的な計画・事業提案をしています。キーワードは、パー

内・海外で追究し、実際の計画づくりを通じて計画研

マカルチャー（農的暮らしを組み込んだ持続可能なエ

究を行います。地域の歴史・文化・自然等の環境資源

コライフデザイン）、エコビレッジ、環境共生建築・住

を総合的に調査分析し、その持続的な活用方法を地

宅地計画、参加のデザイン等です。

生物生産において、人間工学に基づく作業者と動物のため

ます。この研究は、食品材料内の有害物質の検出、次世

研究のためモンゴルに滞在し土壌を採集

息抜きはスカーレットで友達とのおしゃべり

地球環境・資源リモートセンシング研究室の宮坂先生が、乾燥地に

生物環境工学科

在校生インタビュー

ついて研究されていることを知り、私もぜひ先生の下で学びたいと考
えたことが、研究室に入ったきっかけです。昨年の夏は先生方と2週

水資源環境工学研究室

間ほどモンゴルに滞在し、卒業研究のための野外調査を行いました。
現地は夏だというのに意外と寒く、イメージと違って驚いたものです。

「水と土」の持つ

またモンゴルに行き、乾燥地帯について自分なりに調べることができ
たらと思っています。将来はここで学んだ環境や土壌、測量などに
関する知識を活かし、都市開発に関する仕事を希望しています。

卒業生インタビュー

横浜市都市整備局 市街地整備部 市街地整備推進課 勤務

鈴木 孝則さん 2005年 生物環境工学科 卒業

空から地上を科学する。

環境、土木、建築など、幅広い学びが、
まちづくりの仕事に役立っています。

永続デザインがこれからの
住環境のポイント。

再開発では緑地の確保や景観にも配慮

予算作成など事務作業も多い職場です

横浜市出身で都市農業に興味があり、そうした分野が学べそうな
学科として生物環境工学科を選びました。大学院の修士課程を修

生物生産流通施設学研究室
環境に適した生物生産施設、

の環境、高齢者の作業負担、選果包装施設および予冷施

代医療技術のための生殖組織の凍結保存など多岐の分野

設などの農業施設、バイオ廃棄物による脱臭法などについ

に応用される研究ともいえます。さらに、施設園芸、施設

バイオ構造の

て研究を行っています。また、新しい分野として注目されて

野菜生産環境に関する環境工学的技術開発、地熱活用に

3次元モデリング。

いるバイオ構造の3次元モデリングに関する研究も行ってい

よる省エネ型の施設内環境創造の研究も行っています。

など幅広い分野を学べるという特徴があります。また私は研究室で、

生物生産システム工学研究室

当研究室では、LED 光により、植物の持つ光受容

農産物の収穫後ロスを低減し、その有効利用をはか

まちづくりワークショップの運営にも携わったこともありました。そうし

自然環境に配慮した

体の特性を利用して生長を促進させたり抑制させた

るため、流通過程での環境制御による農産物の品

りするなどの植物生長制御の研究や、害虫への農薬

質低下の抑制あるいは追熟加工の最適化による高

生産物の生産環境と

使用を削減するために昆虫の光に対する反応 ( 走光

品質化、さらには非破壊品質評価技術の開発研究

保存環境技術の創造。

性 ) を利用した光防除の研究を進めています。また、

などを行っています。

バイオメカトロニクス研究室

バイオ「生物」、メカニクス「機械」、エレクトロニクス「電子」の手法を駆使

そのときに発生する余剰電子により発電が行われることを応用した新エネル

バイオマス資源の利活用・

して、植物の物理的特性から農業生産の自動化・効率化、さらに、環境に

ギー「植物利用型微生物燃料電池」の開発研究に取り組んでいます。また、

優しいバイオおよびクリーンエネルギーなど、幅広い分野を研究の対象とし

バイオメカトロニクスの研究では、ミツバチにマイクロGPSを取り付け、そ

農業のメカトロニクスを

ています。特に、現在は植物が光合成を行うことにより、根からさまざまな

れにより花粉を採取してきた位置などを特定し、その花粉の付着物から環

考えます。

有機化合物を生産し、この有機化合物が微生物により無機物に分解され、

境診断する「ミツバチを活用した環境診断」の研究も行っています。

了後、土木職として横浜市に入庁。区役所のまちづくりに関する相
談窓口の仕事や下水道を整備する仕事などを経て、今は都市整備
局で市街地再開発、土地区画整理の仕事を担当しています。この
学科は、農業や生態学的な考え方をベースにしながら、土木や建築

た学びや経験の多くが現在の仕事の土台となり、非常に役に立って
いる気がしますね。将来は環境に軸足を置いた土木職として、農的
な思想を取り入れた都市開発事業に携わってみたいと思っています。

将来の活躍分野
国・県・市町村の食糧生産や農
村環境・都市環境整備などに関
わる技術系公務員として多くの卒
業生が活躍しています。その他、
農林業関連団体職員、教員、土木・
建設、建築、測量、環境アセス
メント、各種機械メーカーなどの
幅広い分野に進んでいます。
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資格
【取得できる免許・資格】
高等学校教諭1種免許（理科）
、中学校教諭1種免許
（理科）
、測量士補、修習技術者、環境再生医初級
【任用資格（卒業後の実務経験により取得できる資格）
】
学芸員、造園施工管理技士
【受験資格】一級建築士、二級建築士、木造建築士、
土木施工管理技士（1級・2級）
、管工事施工管理技士
（1級・2級）
、建築施工管理技士（1級・2級）
、コンクリー
ト技士・主任技士及びコンクリート診断士、バイオ技術
者認定試験（中級・上級） ※一部変更になる場合があります

就職

平成31年3月
卒業生の
主な就職分野

動物生態環境学研究室
【主な就職先】 農林水産省／農林水産省関東農政局／東京都庁／神

奈川県庁／千葉県庁／横浜市役所／大成建設（株）／（株）フジタ／積水
ハウス（株）／パナソニック ホームズ（株）／前田道路（株）／日本道路
（株）
／全国農業協同組合連合会／東日本旅客鉄道
（株）
／小田急電鉄
（株）
／山崎製パン（株）／赤城乳業（株）／味の素エンジニアリング（株）／
（株）
ジャパンビバレッジ／（株）
ＮＳＤ

日本は広大な自然が少なく、多くの野生動物の生

生態系を未来に残すには、生息環境を守るだけで

息地が人の生活域と隣接、あるいは重なっています。

はなく、農林業などに被害を及ぼす動物や外来生物

当研究室では「野生動物と人間活動が共存するため

の対策も必要です。また、さまざまな人たちが協働

共存・共生環境を

に」という視点から、野生動物の生態や生息環境に

しなければ、対策や共存は実現できません。そのた

科学する。

ついて研究しています。野生動物と共存し、固有の

め、対策や社会的な状況についても研究しています。

人と生き物との
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４つの視点から食品づくり
学 科 紹 介ムービーは
こちらから！

人々は今、 より安 全 で、健 康に役 立ち、かつ環 境に配 慮した 食 品を
求めています。 こうした声に応えるために食 品生命 学 科では、
食 品 科 学と生命 科 学の視 点から研究を進め、 豊かで 安 全な「 食の未 来」を探っていきます。

食品生命学科

食品生命 学 科

学科の特長
価値ある資格を取得可能

「食を知る」
「食をつくる」
「食をまもる」を基本コンセプトとし、共通分野と４

食品生命学科では、在学中に定められた科目を履修することによって、さま

つの専門分野を設定しています。共通分野では食品製造の原理や技術の修

ざまな資格、任用資格、受験資格を取得することができます。手に入れた資

得を目指し、専門分野では4つの専門的な視点から食品づくりが出来るような

格は、あなたの実力の確かな証として、就職活動や実際に社会に出て活躍

知識を修得するための講義と実験・実習が開講されています。全ての分野に

する際の心強い味方となります。
（資格の種類については62ページ「資格と就

必修科目が配置され、総合的に学ぶとともに、各自が目指す方向性に応じた

職」欄をご覧ください）

分野の選択科目を集中して学ぶことで、より専門的に食品を見る“目”を養い
ます。また、学内外で行う実験・製造実習・インターンシップなども開講され
ており、学ぶだけでなく、修得した知識を生かす実践力も養います。

卒業後は食品関連企業や公 務員の道へ
食品生命学科の卒業生の多くが食品関連企業（製造、品質管理、商品開発、
営業等）へ就職しています。また、食品衛生監視員などの公務員として活躍
する人もいます。食品衛生監視員は、空港や港の検疫所における輸入食品
のチェック、食品製造施設に対する監視指導などを通して、食品による危害
を防ぎ、国民の衛生向上に寄与する重要な職種で、東京都や東京23区、横
浜市などで活躍しています。

学 習の 流 れ
1年次

4年次

食品科学の基礎を学ぶとともに、食

食品づくりに関連した共通分野や、各

深化した選択科目を修得することによ

食品の創造・技術開発の基礎研究と

自が目指す方向性・関心から、4つの

り専門性を高めます。また、実験・実

して、7研究室に分かれて「卒業研究」

また、
「食品生命学入門」では最新の

分野で開講されている科目を自主的に

習・インターンシップなどの実学を通し、

に取り組みます。研究の進め方、論文

食品の話題や専門分野の修得の方向

選択し、食品をつくり、調べ、知る面

食品関連の諸問題の把握・解決能力

のまとめ方、発表の仕方を修得し、4

性などガイダンスも行います。

白さを学びます。

などの実践力を養います。

年間の総仕上げとします。

科目一 覧

専門 教 育 科目

〈必修科目〉

パンであれごはんであれ、朝食に目玉焼きは欠かせませんよね。タマゴは和洋中どんな料理にも使える万能食材。ところが今、

3年次

品と生命の関わりについても学びます。

食物アレルギーは、
“ 食べて”解決しましょう。

〈選択科目〉

このタマゴなどが食べられないという食物アレルギーの子どもたちが増えています。アレルギーの原因となる食品は、タマゴだけで

基礎有機化学／基礎生物化学／基礎物理化学／

有機化学入門／生物化学入門／物理化学入門／

理／機器分析学／調理科学／食品成分化学／香

なく牛乳、ソバ、エビ、カニなどさまざま。食べる楽しみを奪われるだけでなく、間違って口にしてしまった場合、重篤なアナフィ

食品化学・分析学実験／食品製造学／食品学／

食品生命学入門／健康と食品／食文化史／総合

りの科学／生物化学工学／食品物性学／食品生産

食品分析学／食品工学／食品化学工学／食品安

食品開発講座／植物性食品原料学／動物性食品

プロセス論／容器包装科学／発酵醸造学／食品

全学総論／食品微生物学／食品機能化学／食品

原料学／おいしさの科学／基礎分析化学／食品界

行政／食品添加物論／食品保蔵学／品質管理論

栄養化学／分子細胞生物学／食品製造学実験／

面科学／化学工学概論／食とアレルギー／公衆衛

／食品衛生監視員養成講座／食品疾病予防学／
食品機能解析論／食品免疫学／食品科学英語／

ラキシーショックの可能性もあるなど、その問題は深刻です。こうした食物アレルギーの発症は、ヒトの腸内に共生する腸内細菌
に関係していると考えられています。そこで、食品の機能について研究する食品生命機能学研究室の津田真人専任講師は、ヒトが
食べても消化されずに大腸まで届き、腸内細菌を増殖させるフラクトオリゴ糖に注目。食物アレルギーを持つマウスで実験を行っ

食品生命 機能 学
研究 室

食品衛生学・微生物学実験／食品生命学／食品

生学／食品環境化学／バイオテクノロジー概論／ス

免疫や、その他の疾患とも密接に関わっています。食と腸の相互作用を解明できれば、人々の健康増進にも貢献できると思います」

化学／応用微生物学／食品衛生学／分子栄養学

ポーツ食品科学／臨床食品科学／実験統計学／

基礎食品製造実習Ⅲ／食品生命学インターンシッ

と話す津田専任講師。食べることでアレルギーを抑える食品の実現を目標に、これからも研究は続きます。

／食品生物化学・工学実験／食品製造実習／卒

基礎食品製造実習Ⅰ／基礎食品製造実習Ⅱ／植

プ

業研究

物性食品製造学／動物性食品製造学／技術者倫

たところ、フラクトオリゴ糖による食物アレルギーの抑制傾向が見事に実証されたのです。「腸内環境は、アレルギーと関係のある
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2年次
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食品生命学科

竹ノ内 優介さん

学生生活のメインステージ

ハンマー投げで結果を出したい、
それが食に興味を持つ第一歩でした。

食品生命機能学研究室
体を守ってくれる
食品の開発を
めざして。

食と腸内環境の関係について研究中

研 究 室 へ よう こ そ！

食品が消化吸収される腸には体の中で最大の免

腸や体の免疫の仕組みに作用するのかを細胞・

疫の仕組みが備わっています。免疫の仕組みは

分子レベルで解析し、それらが免疫の発達や恒

病原体の感染から体を守る働きや、アレルギー・

常性を調節する仕組みの解明を目指しています。

炎症などの病気と関係があります。私たちの研

研究を通じて、病気の予防や健康増進に役立つ

究室では、食品成分や腸に共生している（大量

機能性食品の開発に貢献することを目標としてい

に腸内に棲みついている）腸内細菌がどのように

ます。

食品生命学科

在校生インタビュー

ハンマー投げは努力が結果に出やすい競技

高校時代から陸上競技のハンマー投げをやっていて、どういう食事

食品栄養学研究室

を摂ればよいパフォーマンスが出せるかということを、ずっと意識して
いました。そこから、
この学科で食品について学びたいと思うようになっ

食品香気成分の持つ

たのです。もちろん大学でも陸上部に入りましたが、高校の部活との

嗜好性と機能性を解明

違いは練習の自主性でしょうね。高校では監督が練習メニューを決
めていたのに、大学の先輩は競技力を上げるためにはどんなことをし
たらいいか自分で調べ、試行錯誤しながら練習に取り組んでいたの

食品中の香気成分は食品の嗜好形成のみならず、

嗅覚認知機能に与える影響や、香気成分のNa+ 摂

様々な生理現象との関係が注目されています。一方、

取および脳腸相関に対する調節機能について研究

嗅覚に対する栄養機能は不明な点が多く、解明が

しています。さらに、食品を調理・加工した際に生

望まれています。本研究室では機器分析、官能評

成する香気成分により誘発される生理作用につい

価、行動・生理学的及び分子生物学的評価など多

て、ヒトの自律神経活動や脳の血流量の変化など

彩なアプローチを用い、微量栄養素やホルモンが

の生理応答を測定して明らかにしています。

食品素材の性質や加工特性を明らかにし、嗜好

グルトになったり、アイスクリームになったりと性

性の高い食品づくりについて研究しています。食

質の異なる食品ができます。本研究室では、様々

品は、植物や動物など、多種多様な素材を原料

な実験をとおして、食品づくりで起こる現象とメ

として、物理的・化学的・生物的な作用によって

カニズムを解明し、安全で効率的で、かつ、嗜

つくられます。したがって、食品づくりは、複雑で、

好性の高い食品づくりをめざしています。

で驚きました。私も先輩の姿勢を見習うことで、試合でも結果を残す
ことができたと思っています。将来は食品関係の仕事を希望していま

食品創成科学研究室

すが、社会人になっても、今の競技を趣味として続けていきたいと考
えています。

食品素材と加工特性の
解明・美味しい食品を

卒業生インタビュー

小岩井乳業株式会社 マーケティング部
マーケティング担当 兼 研究開発部 研究開発担当

城内 健太さん 2007年 食品科学工学科（現・食品生命学科）卒業

研究は諦めず、当たり前を疑うこと、
その成果が、新商品として開花しています。

創造する。

同じ原料である牛乳でもチーズになったり、ヨー

食品資源利用学研究室
食品資源の自然科学的な
理解と有効利用を目指す

プラズマ乳酸菌から生まれた期待の新商品

私たちの身の回りには様々な食品があり、同様に食品の基とな

に新たな手法を導入することで面白い食品をつくり出すことがで

る食品資源も数多く存在します。食品資源は、多様な構成要素と、

きるかもしれません。私たちは、食品化学、生化学、微生物学、

多様な用途を持っており、生活に一番身近である未知の領域と

分子生物学、食品物理化学など多様かつ幅広い手法を用いて、

いっても過言でないと考えています。食品資源にはこれまで知ら

食品資源の自然科学的な理解を目指し、基礎的または応用的な

れていない新たな機能性があるかもしれませんし、食品資源を

研究を行っています。研究より得られた様々な学術的知識を活

知ることで食文化の理解につながるかもしれません。食品資源

用し、食品資源の有効利用、高付加価値化を目指しています。

食品の製造においては、天然資源を安全に効率

では、環境に負荷のかからない効率の高い新し

良く、加工しなくてはなりません。蛋白質や炭水

い製造方法の開発とともに、生命機能に優れた

化物など生体内にある物質の性質を探究し、生

成分の分離や酵素を用いた生体反応の利用につ

体内で起きている化学反応を知り、これらを巧

いて研究しています。また、貴重な資源が廃棄さ

みに利用することで、現在よりもっと効率的に行

れることのないように、幅広い用途開発にも取り

えるようになると考えられます。そこで本研究室

組んでいます。

いつもお客様のためになる研究を考えています

大学の授業で、特定の食品成分が免疫を制御できることを初めて知り、
非常に驚いたことを覚えています。研究室では乳酸菌を用い、花粉症

食品生命工学研究室

などのアレルギーを抑える研究に取り組み、卒業後はその学びを活か

食品成分の

せる職場として、小岩井乳業に入社しました。入社2年目に配属された

性質を探究し、

グループ会社の研究所で、当時の上司と一緒に発見したのが、プラズ

酵素を利用した

マ乳酸菌です。プラズマ乳酸菌には一般的な乳酸菌にはない機能があ

化学反応を研究。

り、当時の学説を覆す論文を発表した際も国内外から注目を集めまし
た。発見する前も、そして発見した後もいくつかの壁を乗り越えながら
研究を重ね、現在24報の論文を発表しています。いまプラズマ乳酸菌
は、キリングループにおいて、幅広く活用されています。研究は粘り強く、
当たり前を疑うことが大切であると、改めて勉強になった出来事です。

食品衛生学研究室
有害微生物の検出
および制御から

将来の活躍分野
卒業生の就職先を見ると、業
種別では食品・飲料・菓子など
の製造業が最も多く、次いで卸・
小売業と続きます。その他、食
品衛生や食品分析関連の公的
機関、公務員も有力な進路で
す。
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資格
【取得できる免許・資格】
高等学校教諭1種免許（理科）
、中学校教諭1種免許
（理科）
、食品衛生責任者
【任用資格（卒業後の実務経験により取得できる資格）
】
学芸員、食品衛生管理者、食品衛生監視員、環境衛
生監視員、家庭用品衛生監視員、環境衛生指導員
【受験資格】
化学分析技能士、甲種危険物取扱者、バイオ技術者
認定試験（中級・上級）
※一部変更になる場合があります
※環境衛生指導員は各自治体により取扱いが異なります

食の安全に貢献。

就職

食品分析学研究室
食品の品質や
麟麦酒（株）／エーザイ（株）／高砂香料工業（株）／赤城乳業（株）／
三栄源エフ・エフ・アイ
（株）／敷島製パン（株）／キッコーマンソイフーズ（株）
／秋本食品（株）／テーブルマーク（株）／厚生労働省／ケンコーマヨネー
ズ（株）／（株）
中村屋／正栄食品工業（株）／（株）
なとり／髙瀬物産（株）
／わらべや日洋（株）／（株）
ロピア

を低減」する必要があります。そのため本研究室
では、食中毒菌の「迅速検査法の検討」や「安

須となります。食品衛生分野における大きな危害

全性の向上のための殺菌技術」を研究していま

リスクの一つに有害微生物による食中毒がありま

す。これらの研究を通して「食の安全 性に貢献

す。このことから食品の安全性を確保するために

できる人材の育成」にも取り組んでいます。

は、この「有害微生物による食中毒の危害リスク

平成31年3月
卒業生の
主な就職分野

【主な就職先】 山崎製パン（株）／高梨乳業（株）／（株）伊藤園／麒

食品は生命の維持に欠かせない重要な役 割を
担っており、これらの食品は安全であることが必

安全性の評価と
高度分析技術の修得。

食品を取り巻く環境は年々変化しており、食品への

学物質を調べる分析装置や分析方法は目覚ましく発

社会的要求は多様化しています。健康維持や疾病

展し、食品分析に必要な知識・技術の要求量は増

予防にかかわる食品はどのような成分がどれだけ含

加しています。本研究室では、さまざまな分析装置

まれているかが重要になります。また、有害かもし

や化学的手法を用いて、食品の機能性や安全性に

れない化学物質がどれだけ含まれているかを明らか

ついて研究し、またそれらを通じて高度な分析技術

にすることもとても大切です。このような成分や化

を修得した人材を育成することを目指しています。
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学科の特長
学 科 紹 介ムービーは
こちらから！

環 境、 資源、 貧 困、 食と農 、農 村開 発などを勉 強し、

心豊かな
国際人に

社会人 基礎力を身につけ、国際的に躍動する人に
国際地域開発学科では、基礎学力と専門力をバランスよく身につけ、社会人
基礎力を備えた「国際的に躍動する人」を育てます。カバーする専門領域は、

社会人基礎力

社会科学、自然科学および人文科学の幅広い分野にまたがっています。文

社会や国 際 平和に貢献 する「こころ豊かな国 際人 」を育てる学 科です。

系理系の両方を並行して学びつつ、そのつながりを理解する教育と、実践重

企 業 活 動や国 際協力の最前 線で 世界とつながるために、人間力を鍛える教 育を展開しています。

世界につながる
企業へ
国際協力へ

国際地域開発学科

Department of International Development Studies

視の教育を学科の特長としています。将来の活躍の場は、
環境、
資源、
食と農、

国語力
基礎学力

国際的に
躍動する人

外国語

地域開発といったフィールドを想定し、国内外の企業だけでなく、開発途上

文系
専門力
理系

環境、資源、貧困、食と農、地域開発などの分野

国における国際協力活動に参加できる人材の育成をめざしています。

専門性と総合 性を追究
国際地域開発学科の専門領域は、文系と理系の両方を含む6分野から構成されています。
農業分野

環境分野

アグリビジネス分野

生態学、作物栽培、遺伝学 自然環 境、土壌、環 境 食料、流通、農業経済
などを学び、実践で役立つ 経済を学び環境保全に の知識を学びビジネス
知識と技 術を育成します。 関する知識を養います。 スキルを育成します。

貧困削減分野

共生分野

英語インテンシブプログラム

アジア、アフリカ、ラテンア 世界各地の文化、語学、異 国 内 外で 活 躍 す るた
メリカの貧困削減に必 要 文化 社 会を理 解する上で めの英 語コミュニケー
な開発手法を習得します。 必要な知識を習得します。 ション力を養います。

実 践的能力の育成を重視したカリキュラム
本学科では実践的能力の育成に力を入れており、積極性やコミュニケーショ

これらの科目では、調査・分析からプレゼンテーションまで、学生が自主的

ン能力の向上と、フィールドにおける十分な実体験を可能にするカリキュラム

に行うことを重視します。そのほか、海外研修や、学生の自主的な学外研修

を提供しています。例えば、必修科目の「英語コミュニケーションⅠ」では、少

をサポートするとともに「国際地域開発フィールドワークⅠ～Ⅳ」という単位認

人数クラスにより「使える語学力」の習得をめざします。また、
「スタディ・ス

定対象の実践的科目も用意しています。

キルズ」
、
「地域研究」などの授業や実験、実習、演習にも少人数制を導入。

学 習の 流 れ

大 きな 世 界 を見 るた め に 、小さな 村 へ 飛 び 込もう。

2年次

3年次

英語力を高めるとともに、その他の

「農業技術実習」や「経済・環境情報

国内外の地域を知り、自然環境や異

ゼミナールでは3年生を指導する立場

外国語の基礎をマスターします。少人

処理実習」を通じて自然環境や農の大

文化社会についての理解を深めます。

となり、社会性を身につけ、討論でき

数クラスの「スタディ・スキルズ」では、

切さを実感します。また、海外研修な

またゼミナールでは、関心のあるテー

る能力を高めます。また4年間の集大

基本的な学習スキルを身につけます。

ど国際社会を現場で学ぶ機会も用意

マについて深く調べることで、研究ス

成として「卒業研究」に取り組み、社

しています。

キルを習得します。

会への飛躍に備えます。

科目一 覧
＜必修科目＞

生活してきました。しかし2011年頃から始まったミャンマーの民主化と市場経済化の波は、この秘境ともいえる村にも大きな影響

国際地域開発学入門／国際協力論／グローバルビジネス論／国際キャリアデザイン／英

を及ぼすことになります。それまで村の生計を支えていた茶の栽培は衰退し、よりお金になるオレンジの畑が野放図に拡大。同時に、

語コミュニケーションⅠ／環境生態学／スタディ・スキルズA ／スタディ・スキルズB ／ス
ペイン語基礎／中国語基礎／インドネシア語基礎／スペイン語コミュニケーションⅠ／中
国語コミュニケーションⅠ／インドネシア語コミュニケーションⅠ／熱帯資源作物学／経済
学の基礎／農村社会学基礎／経営学の基礎／国際地域開発キャリア研究／卒業研究

哲平専任講師は、民主化直後からこの地域に入り、村の変化を見つめ続けてきました。山下専任講師の目的は、経済の発展やグロー
バリゼーションがどんなリスクを社会にもたらすか、またリスクにはどんな対策が必要なのか、この村の行方を通じて明らかにして

国際 社会研究 室

4年次

専門 教 育 科目

ミャンマーの山岳地帯にあるタウヨー村。電気が通っておらず、パラウン族という少数民族が伝統的なライフスタイルを守りながら

開墾による環境破壊や経済的な格差拡大といった問題も顕在化し、村は大きな岐路に立たされています。国際社会研究室の山下
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1年次

いくことです。「対象が都市だと複雑すぎて全部は捉えきれない。小さな村だから、社会や経済の変化を丸ごと全部調べることが

＜選択科目＞

可能なんです。私は欲張りなんですよ」と、山下専任講師は笑います。今後は家族や健康、教育など、調査・分析の要素を広げて

国際地域開発フィールドワークⅠA ／国際地域開発フィールドワークⅠB ／農業技術

いく予定。東南アジアの山村から、世界を読み解く試みは、これからが本番です。

実習／経済・環境情報処理実習／農業技術の開発と普及／熱帯園芸学／資源作物
学実験／環境農学／水と土の保全学／環境農学実験／環境保全工学実験・実習

／アカウンティング論／農業経済学／アジア経済論／アフリカ経済論／ラテンアメリカ
経済論／スペイン語中級A ／中国語中級A ／インドネシア語中級A ／スペイン語中

リビジネス論／農村社会学／農産物流通論／農業経営学／国際農業開発論／参加
型評価手法（PCM）／熱帯農業論／開発プランニング論／文化地理学／多文化教

級B ／中国語中級B ／インドネシア語中級B ／スペイン語コミュニケーションⅡA ／
中国語コミュニケーションⅡA ／インドネシア語コミュニケーションⅡA ／スペイン語コ
ミュニケーションⅡB ／中国語コミュニケーションⅡB ／インドネシア語コミュニケーショ
ンⅡB ／ TOEIC対策総合英語ⅠA ／ TOEIC対策総合英語ⅠB ／英語コミュニケー
ションⅡA ／英語コミュニケーションⅡB ／国際関係論／時事英語A ／時事英語B ／
コンピュータリテラシー／地域研究／開発課題研究／国際地域開発フィールドワーク
ⅡA ／国際地域開発フィールドワークⅡB ／社会調査法／農業・農村協力研修／ファ
イナンス入門／アグリビジネス研修／農業生態学／作物と食の文化／熱帯生物資源論
／農業フィールドワーク／地域環境保全工学／環境経済学／環境情報利用学／アグ

育論／エコツーリズム論／スペイン語コミュニケーションⅢA ／中国語コミュニケーショ
ンⅢA ／インドネシア語コミュニケーションⅢA ／スペイン語コミュニケーションⅢB ／
中国語コミュニケーションⅢB ／インドネシア語コミュニケーションⅢB ／ TOEIC対策
総合英語ⅡA ／ TOEIC対策総合英語ⅡB ／英語コミュニケーションⅢA ／英語コ
ミュニケーションⅢB ／専門外書講読／国際地域開発演習ⅠA ／国際地域開発演習
ⅠB ／国際地域開発フィールドワークⅢA ／国際地域開発フィールドワークⅢB ／国
際地域開発インターンシップA ／国際地域開発インターンシップB ／英語コミュニケー
ションⅣA ／英語コミュニケーションⅣB ／国際地域開発演習ⅡA ／国際地域開発
演習ⅡB ／国際地域開発フィールドワークⅣA ／国際地域開発フィールドワークⅣB
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中村 凜さん

学生生活のメインステージ

故障と闘うことで、チームメイトとの
絆を実感した女子サッカー部。

比較文化研究室
グローバルな思考は、

農業技術実習では耕運機を操縦

研 究 室 へ よう こ そ！

国際環境経済研究室

国際地域開発学科

在校生インタビュー

「環境」の時代における

他人の価値観を認めることに始まる。

持続可能な社会について考察します。

異文化理解と多文化共生を軸に、日本や諸外国における文化的諸現象を「比較」

企業や消費者は、どんなときに環境を守ろうと考え、行動するのでしょうか。他の

というアプローチで研究しています。実際の暮らしの技術や民俗・風土・宗教な

国や将来世代のために、どんな仕掛けが必要になるでしょうか。地球環境問題や

どだけでなく、映画やコミックスといったメディアにも注目します。

途上国の環境問題を、経済学的に研究しています。

国際経営・流通研究室

国際開発研究室

寮生活で絆を深めたチームメイト

小学生からサッカーをやっていて、中高のクラブチームでは全国大会
にも出場しました。大学でも女子サッカー部に所属し、部活の寮で
生活しています。残念だったのは1年生の時に足を故障し、リハビリ
で思うように活躍できない日々が続いたことでした。それでも監督に

世界のアグリビジネスの

アフリカに貧困や食料不安に

身近に寝食を共にするチームメイトがいたことも、大きな心の支えとな

経営戦略を探りましょう。

苦しむ人が多い理由を考えたい。

りました。学科では国際社会研究室に所属。日本における
“ハーフ”

グローバル時代におけるアグリビジネスは、多様な形態があり、また国ごとの社会経済の

貧困や食料不安に苦しむ人々が世界には十数億人います。なぜこのような問題が起

条件や政策によっても異なります。本研究室では社会、経済、政策条件の中で、様々な

こるのでしょうか。またどうしたら解決できるのでしょうか。サハラ以南のアフリカ

事業を展開している世界のアグリビジネスを対象に経営戦略に関する研究を行っています。

の現場で、具体的に解決策を追究し、同時に私たち自身の生活についても考えます。

国際経済研究室

熱帯資源作物研究室

復帰を待つといっていただいた時は、
本当に嬉しかったですね。また、

の人々が置かれた立場について社会学的に研究し、将来は大学院
進学も視野に入れています。これまで私の生活はサッカー中心でし
たが、今後は海外にも行き、自分の視野やコミュニティをもっと広げ
て行きたいと思っています。

卒業生インタビュー

全日本空輸株式会社 客室乗務部 勤務

伊藤 慧さん 2017年 国際地域開発学科 卒業

新しいお客様や見知らぬ国。CAの仕事は、
毎日が素敵な出会いに溢れています。

今回のフライトについてクルーと打ち合わせ

フライトの合間には楽しいショッピングも

短期研修で英国に行った時に語学力の不足を痛感しました。そこで
思い切って大学を1年休学し、カナダのトロントへ語学留学に行きまし
た。周囲に日本人がまったくいない状況で、最初は何をするにも大変
でしたが、おかげで語学力も鍛えられ、就活の自信にもつながった
気がします。CA（客室乗務員）の仕事は想像以上に体力勝負で、

激動する世界経済を

熱帯資源の価値を再評価、

シンプルな経済学で

解明することがテーマです。

株価や石油価格は日々変わっていきます。農産物価格はどうなるのか。どうすれ

途上国の作物には、日本では関心が薄い雑穀類や全く知られていない作物種が

ば開発途上国が成長するのか。成長するアジアの産業クラスターはどうなるのか。

たくさんあります。これらの作物の有用な遺伝子を明らかにし、現地のニーズに合っ

世界経済を理解するために逆転の発想をしてみましょう。

た品種改良や農業技術の改良について研究しています。

コミュニケーション・言語研究室

国際文化研究室

異文化理解の第一歩は

地域社会から地球社会への視点をもち、

コミュニケーションから。

世界に羽ばたく人をめざしましょう。

異文化を理解するためには「ことば」
を通じてコミュニケーションを図る必要があり

自分の生まれた地域社会のことをどれだけ知っていますか。埋もれた身近な地域

ます。英語を一つの道具として、さまざまな異文化を理解し、より広い視野に立っ

の文化資源を発見、開発、発展させる力を身につけ、国際的な舞台で実践、活躍

た国際人の育成をめざします。

する方法を研究しましょう。

国際社会研究室

国際環境保全学研究室

体調管理にも気を使いますが、新しいお客様や知らない国との出会
いはとても魅力的です。また、毎回違うクルーで飛ぶことが多く、よ
いサービスをするためにチームとしてのコミュニケーションにはとても気
を使っています。今は国内線のチーフパーサーを目標に勉強していま

将来の活躍分野
JICA（国際協力機構）などの
政府系国際協力機関、
NGO（非
政府組織）
、貿易、製造、旅行、
運輸、金融、保険、公務員など、
進路は多岐にわたります。青年
海外協力隊員として活躍する卒
業生や、大学院へ進学する者
もいます。
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資格
【取得できる免許・資格】
高等学校教諭1種免許（公民、農業）
、中学校教諭1
種免許（社会）
、自然再生士補、PCM（Project Cycle
Management）
【任用資格（卒業後の実務経験により取得できる資格）
】
学芸員
【受験資格】
バイオ技術者認定試験（中級・上級）
、日本農業技術
検定2級（実技試験免除）
※一部変更になる場合があります

すが、いつかはファーストクラスなど責任の大きな仕事をしてみたいと

世界をみる多角的な視点を学び、

考えています。

地球市民になろう。

農村の環境改善をめざす。

世界の各地域に暮らす人々との関係なしに、私たちの生活はもはや成り立ちません。

現地調査や理化学・工学的実験をベースにした砂漠化・土壌劣化・温暖化防止の

どのようなキャリアを選択するにしても、現代の国際化した社会で必要な知識と

研究、地理情報システム（GIS）やリモートセンシング（RS）などの情報技術を活

分析道具を学び、
「他者」に対する柔らかな感受性を養いましょう。

用した地域資源管理の最適条件を探る研究などを行っています。

農業経済研究室

国際協力研究室

就職

「土」
と「水」の最適利用による、

平成31年3月
卒業生の
主な就職分野

【主な就職先】 全日本空輸（株）／（株）ＪＡＬスカイ／（株）ＪＴＢ／さ

がみ農業（協）／日本通運（株）／野村證券（株）／（株）
東急百貨店／イ
オンリテール（株）／神奈川県庁／ＪＡ全農青果センター（株）／日本郵便
（株）／西武信用金庫／大樹生命保険（株）／第一生命保険（株）／ＡＮ
Ａエアポートサービス（株）／住友生命保険（相）／横浜市役所／警視庁
／東京瓦斯（株）／東芝機械（株）

過疎と過密の視点から

国際協力の現場から

農業問題を考えています。

実践的に学びます。

過疎と過密の双方から地域づくりを研究しています。離島は産業の基本が農業で

開発途上国の社会経済発展は、当該国の自助努力と開発パートナーによる国際協

す。都市でも農業があって、新鮮な農産物や緑空間が維持されます。また、太平

力とによって促進されます。本研究室では、ODA、NGO、民間による開発協力の

洋の島嶼諸国でのエネルギー自給や資源循環についても研究しています。

課題を探究し、その望ましい進め方に関して実践的に研究します。
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Department of Applied Biological Science
学 科 紹 介ムービーは
こちらから！

生物学 、 農 学 、 医学 、 薬 学および 工学など、幅 広い 分 野を支える

生命 現 象を基礎から理 解

基礎と応用のグッドバランスを考えて

応用生物科学科は、遺伝子レベルから組織レベルまで幅広い視点から生物

さまざまな生命現象を解明し、応用につながる有益な知見を得ることが本学

を見つめ、生命現象を基礎から理解するとともに、それを応用につなげるこ

科の目的のひとつですが、他の分野の研究にも役立つような基礎研究も重視

とをめざしています。そのためには生体内で起こっているさまざまな現象を

しています。基礎と応用をバランス良く学ぶための配慮は実験にも反映されて

「分子の言葉」で理解することが必要であり、その知見をもとにして複雑な生

最 先 端のバイオサイエンスとバイオテクノロジーを生かして、 微 生物や動 植物 細 胞の構造、

命現象の解明に取り組みます。

代謝および 機能にかかわる多様な研究に取り組み、生命の不思議を総合 的に解 明しています。

応用生物科学科

応用生物 科 学 科

学科の特長

おり、研究の過程で新たな応用を見出し、その成果をもって、さらに基礎的
な知識を増やしていくことを学科の大切な基本姿勢としています。

学 科卒業生の1/3が大学院へ
細胞機能調節学
研究室

生命工学
研究室

分子免疫生物学
研究室

植物細胞学
研究室

核酸・蛋白質科学
研究室

分子微生物学
研究室

生体分子学
研究室

動物生体機構学
研究室

応用生物科学科の特徴のひとつは大学院への進学者が多いことで、例年、
卒業生の1/3程度が進学します。大部分の進学者は博士前期課程を修了後、
関連企業や各種の研究機関に就職しますが、毎年数人は博士後期課程に
進み、卒業後は大学助手や国の研究機関の研究員などに採用されています。
また、学 科 卒
業生の就職先
は、 バ イオ テ
クノロジ ー の

国家・
地方公務員

基礎知識が要

医療機関
大学院進学

求され る食 品

応用生物
科学科

や製 薬関連を

最先端設備をフル活用して研究を推進

中 心とする多

応用生物科学科では、最先端のバイオテクノロジー設備を備える「生命科学

彩な職 種へ広

研究所」および「総合研究所」を教育・研究活動の舞台としてフルに活用して

がっています。

研究機関
etc.
製薬関連

科学関連
食品関連

います。学科内にとどまらない学際的な協調や、外部研究機関との連携を図
りながら、基礎から応用までの幅広い研究を進めています。

学 習の 流 れ
1年次

2年次

3年次

生命現象の解明に必要な
「生物」
と
「化

生命科学にかかわる基礎的な知識を学

生命科学やバイオテクノロジーに関する

所属する研究室で、
「卒業研究」を中

学」の基礎を前期で、動植物、微生物

びます。
「応用生物科学実験Ⅱ、Ⅲ」では、

先端的な専門分野を学びます。
「応用

心とした生活を送ることになります。

のあらましを後期で学習します。また、
「応用生物科学実験Ⅰ」では実験の心
構えと基本操作を身に付けます。

ヒトが光で通信するずっと前から、バクテリアは光で情報伝達していました。

科目一 覧

4年次

微生物および植物の研究に必要な実験手

生物科学実験Ⅳ」では、動物の研究に

卒業後の進路を決定する時期ですか

法を修得します。学生実験は、週２日ある

必要な実験手法を身に付けます。配属

ら、研究以外の活動にも精力的に取

ため、実験を中心とした生活となります。

された研究室での生活が始まります。

り組んでいきます。

専門 教 育 科目
＜選択科目＞

＜必修科目＞

LINEもTwitterもYouTubeも、結局は光。私たちは現在、さまざまな情報を光でやりとりしています。大容量で高速、人間がつ

生物化学入門／生物有機化学／応用生物科学ト

物生理学／微生物生理学／応用微生物学／応用

免疫生物学／細胞組織形態学／発生再生生物学

くりあげた最先端の光通信技術。でもバクテリアは、そんな私たちを見て、鼻で笑っているかもしれません。何億年も遅いよ、と。

ピックス／基礎細胞生物学／基礎遺伝学／動物生

生物科学実験Ⅱ／応用生物科学実験Ⅲ／細胞シ

／植物機能化学／産業微生物学／機器分析学／

土の中に生息する放線菌というバクテリアの一種は、光が当たると発生する有害な活性酸素から自分を守るために、カロテノイドと

命科学概論／植物科学概論／微生物学概論／応

グナル伝達／生命情報科学／生化学・分子生物

生物統計学／実験動物学／特別講義Ⅰ／発生工

いう色素を生産します。それも光が当たったときだけ。つまり放線菌は、単純な生物でありながら光を感知し、情報として伝達す

用生物科学実験 I ／核酸・蛋白質概論／代謝生

学実験法／ゲノムダイナミックス／応用生物科学演

学／神経生物学／植物バイオテクノロジー／植物

るシステムを備えているのです。生命工学研究室の髙野英晃准教授は、大学院生の時にそのことに気がつき、これまで研究を続

化学／酵素科学／分子生物学／動物生理学／植

習／応用生物科学実験Ⅳ／ゼミナール／卒業研究

けてきました。そして色素をつくるために遺伝子の「オン・オフ」を制御する、一種の光センサーであるタンパク質 LitRを発見した

生命工学 研究 室

分子生物学／植物環境科学／微生物生態学／微
生物バイオテクノロジー／微生物遺伝学／酵素工

のです。髙野准教授はいいます。
「こうした光の刺激で遺伝子を発現させる手法は、オプトジェネティクス（光遺伝学）といい、今

学／分子細胞機能学／ケミカルバイオロジー／シス

最もホットな学問領域です。基礎研究だけでなく応用の可能性も豊富にあるでしょう」今後、髙野准教授は、多様な微生物と太陽

テム生物学／バイオメディカルサイエンス／環境バ

光の相互作用に注目し、光と微生物のコラボによる有用物質の生産をめざした研究を進めていく予定です。

イオテクノロジー／共生生物学／特別講義Ⅱ／食
品機器分析学実 験／環境衛生学／食品衛生学
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応用生物科学科

ウズン・ムスタファ・タハさん

学生生活のメインステージ

再生医療につながる研究に取り組み、
母国トルコの発展に貢献するのが夢。

核酸・蛋白質科学研究室
生物の存続に不可欠な

細胞の分化や再生について興味があります

休暇中は日本観光も楽しんでいます

子どもの頃から自然科学、中でも生物学や遺伝学に興味がありまし
た。高校卒業後は、ぜひそうした学問が発展している国で勉強して
みたいと考え、トルコから日本への留学を決意しました。来日当初は
家族と離れて寂しい思いもありましたが、親切な日本の人たちにいろ

研 究 室 へ よう こ そ！

生体分子学研究室

応用生物科学科

在校生インタビュー

植物に含まれる

「遺伝子の組換え」
と

多様な成分の

「プログラム細胞死」の分子機構を研究。

秘密を探ります。

生物は、周囲の環境に適応するために、絶えず遺伝子レベルで再編と修復を行っ

植物には、種類ごとに非常に多様な化学物質（植物成分）が含まれています。私

ています。また、細胞レベルでは、個体を存続させるために、特定の細胞が死の

たちは移動手段を持たない植物が自らの生存にその成分をどのように役立ててい

プログラムを作動させ、自己消滅しています。私たちは、
「遺伝子の相同組換え」

るかを調べたり、植物が必要に応じて成分をつくり分ける巧妙なしくみを明らかに

や「プログラム細胞死」等の機構を分子レベルで理解するために生化学的、分子

しています。また、モデル植物であるミヤコグサやシロイヌナズナのゲノム構造を

生物学的な手法を用いて先進的な研究を行っています。これらの基礎研究を通じ

比較して、多様な成分をつくるために遺伝子がどのように進化してきたのかを調べ

て、生命の神秘の一端を解き明かし、医薬、食品、環境など、様々な分野への応

ています。

用を目指しています。

いろと助けられました。現在は同郷の友人とルームシェアで生活して
います。大学の授業では、発生工学で学んだ細胞分化のしくみなど
に興味を惹かれました。そこで研究室も動物生体機構学研究室に
入り、幹細胞や再生医療につながる研究に取り組んでみたいと思っ

生命工学研究室

ています。将来は大学院に進み、博士号を取って一流の研究者にな

バイオテクノロジーの

免疫や炎症の

大切な基礎、

コントロールにつながる

微生物の共生を研究。

新しい分子機構を探ります。

微生物は自然環境における様々な生命活動の担い手です。その生態は実は複雑に

免疫と炎症、これらは体を守るために必要不可欠なものですが、時には体に障害

絡み合っていて、人類はまだそのほんの一部しか取り出せていません。私たちは

を及ぼし様々な疾患に関わります。そこで、その生命現象を分子レベルで明らかに

微生物がおりなす多様な共生系に注目し、分子レベルでの先進的な研究を行って

し、免疫や炎症をコントロールする新しい手段を見出すことを目指しています。特

います。これによって、純粋培養を前提とするこれまでの技術では見いだせなかっ

に、体内で最大の免疫系を持つにもかかわらず莫大な数の腸内細菌が共生する腸

た微生物の新しい能力が明らかになるとともに、環境との調和が強く求められるこ

管に備わった、緻密で巧妙なしくみに着目しています。哺乳類の培養細胞やマウス

れからのバイオテクノロジーに重要な基礎が築かれると期待しています。

個体を用いて、なぜ腸内細菌との共生が成り立っているのか、腸内細菌が免疫機

ることが夢です。そして母国トルコの科学の発展に貢献できればと
願っています。

卒業生インタビュー

キユーピータマゴ株式会社 経営企画室 室長

中村 大地さん 2000年 応用生物科学科 卒業

マーケティングも生物学も、
仮説通りにならない奥深さが面白い。

能にどのように影響するか研究しています。

植物細胞学研究室
マヨネーズはキユーピーを代表するNo.1商品

遠方とのミーティングはビデオ会議システムで

就職活動の時、何かひとつでもNo.1のある会社で働きたいと思い、
マヨネーズなど No.1商品を数多く持っているキユーピー株式会社を
選びました。入社後は営業などを経験し、現在はグループ会社の
キユーピータマゴ株式会社で、経営戦略の策定や人材育成など幅
広い業務に携わっています。こうした仕事は今日明日で結果が分か
るものではなく、早くて半年、多くは1 ～ 3年ぐらい先を見据えて行
うものです。その間に仮説を立てて準備したことが実現し、うまく
結果に結びつくのを見るのはとても楽しいですね。もちろん狙い通
りにならないこともありますが、その理由を分析し、軌道修正する

分子免疫生物学研究室

分子微生物学研究室

遺伝子やゲノムから

微生物の能力を利用した

植物の環境適応能力を

次世代エネルギーの開発や

考えます。

環境浄化・保全を研究。

植物は動物と異なり一生を同じ場所で過ごすことから、周囲の環境条件変化に巧み

微生物は、生命の祖先であり、地球上最大のバイオマスと多様性を誇る生物群で

に適応する高い能力を備えています。植物の中には、極端に乾燥した場所や極端に寒

す。地球上のいたるところに存在し、例えば、高温環境、強酸性・アルカリ性の

い場所などの極限環境に生育しているもの、病害虫に強い抵抗性をもつもの、また昆

環境、あるいは有機溶媒中などの他の生命体にとって過酷な環境下でも生存でき

虫を消化吸収して栄養源として利用するものがあります。このような能力を植物はいっ

ることが知られています。私たちは、この微生物のすばらしい能力を世界最先端

たいどのようにして獲得してきたのでしょうか？私たちは、ゲノム解析・遺伝子組換え・

のバイオテクノロジー技術を利用して解析し、その能力の仕組みを明らかにし、そ

組織培養などの技術を利用し、このような植物の不思議な能力を解明して、植物の潜

れを次世代エネルギー開発、省エネルギー技術の開発などの新しい産業に応用す

在能力を豊かな人間生活と地球環境の向上に活かしていきたいと考えています。

ることをめざしています。

細胞機能調節学研究室

動物生体機構学研究室

のもまた面白い。この辺は、自分が大学時代に学んだ生物の奥深
さに通じるものがあると思います。

将来の活躍分 野
バイオサイエンス、バイオテクノ
ロジーの基礎を習得している本
学科卒業生の活躍分野は幅広
く、企業の研究部門をはじめ、
食品、飲 料、製薬、化 粧品、
化学工業、国家・地方公務員、
大学病院（研究部）など、就
職実績は多彩です。
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資格
【取得できる免許・資格】
高等学校教諭1種免許（理科）
、中学校教諭1種免許
（理科）
、食品衛生責任者
】
【任用資格（卒業後の実務経験により取得できる資格）
学芸員、食品衛生管理者、食品衛生監視員、環境衛
生監視員、家庭用品衛生監視員、環境衛生指導員
【受験資格】
甲種危険物取扱者、バイオ技術者認定試験（中級・
上級）
※一部変更になる場合があります
※環境衛生指導員は各自治体により取扱いが異なります

就職

平成31年3月
卒業生の
主な就職分野

【主な就職先】 武田薬品工業（株）／山崎製パン（株）／理研ビタミン（株）
／科研製薬（株）／（株）
キーエンス／イーピーエス（株）／藤倉ゴム工業（株）／
富士ソフト（株）／フジパングループ本社（株）／（株）
ＬＳＩメディエンス／（株）
メ
ディセオ／敷島製パン（株）／丸富製紙（株）／（株）富士薬品／寿製薬（株）／
大鵬薬品工業（株）／一般財団法人食品環境検査協会／（学）宮崎日本大学学
園／一般財団法人日本食品分析センター／一般財団法人新日本検定協会

免疫や神経についての

「細胞の運命がどのように

高等生物の生理学的な

制御されているか」を明らかに

研究を行っています。

することを目指しています。

微生物の感染から私たちヒトを防御する免疫系の原型は、脊椎動物の中で最も原

私たちの体は約60兆個の細胞からできていると考えられています。しかし、その

始的な生物である軟骨魚類（サメやエイ）にあると考えられます。そこで未だ不明

始まりは、たった１個の細胞（受精卵）にあり、長い時間をかけて発生し、その

な部分が多いヒト免疫系の基盤を明らかにする目的で、軟骨魚の免疫系を特に生

過程でそれぞれの細胞が特殊な働きをもつことによって形づくられます。私たちの

理学的な観点より調べています。

研究室では、細胞がどのような仕組みで特殊な働きをもち、組織や器官をつくる
のかを明らかにしたいと考えています。また、組織や器官が損傷すると、それらを
構成する細胞にどのような変化が起こり、再生するかについて分子レベルで理解す
ることを目指しています。
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くらし の 生 物 学 科

くらしの生物学科

Department of Bioscience in Daily Life

学科の特長
1. 幅広い対 象分 野
学 科 紹 介ムービーは
こちらから！

くらしの生物学科では全学生が、
「都市と園芸」
「住まいと環境」
「動
物のいるくらし」
「くらしのバイオ」
「食と健康」の5つの領域を中心に、
くらしを取り巻く幅広い情報、知識を学び、身の回りの諸問題につい

食 品、 生物、 環 境など、私たちのくらしに身近なさまざまな情 報を、

て自分自身で考え、判断するための力を養います。

科 学の目で正しく理 解・判断 する知 識と能 力を身につけ、それらに

2 . 密度の高い指導

関連する諸 問題の 解 決に、社会と連 携して取り組んでいく行動 力ある人 材の育成をめざします。

少人数制により講義・実験・実習のすべてにおいて密度の高い教育を
行います。また、1年次より教員がアカデミック・アドバイザーとなって
履修計画からキャリア設計まで個別に指導し、学生生活をサポートし
ます。

3 . 充実した実 践 体 験
地域社会やキャンパス内のフィールドを活用した実験・実習およびボ
ランティア活動やインターンシップなどの実践型の教育・研究を行い、
学んだ知識を活用し社会に役立つ人材を育成します。

4 . 広範な就職先
地域社会での実践的体験を生かせる地方公務員やＪＡのような団体
職員、また、幅広い知識と技術を活用できるホームセンター、デパート、
住宅関連産業、さらには食品、医薬品、建築関連産業や農業などに
就職しています。

学 習の 流 れ
1年次

お腹のすいた細胞は、自分自身を食べ始める。酵母が教えてくれました。

2年次

3年次

4年次

くらしの生物学概論等により、学科の教育理念・

基礎科目の学習で得られた知識を双

伝統食品論や機能性農作物論、ビオトー

ゼミナールでプレゼンテーション技法

目的・カリキュラムなど、4年間の学びの流れを

方向授業・生き物を通したアクティブ

プ管理学や保全生物学など5つの領域

や研究課題の検討方法を身につけま

理解し、生物に関する基礎科目を学習します。

ラーニングで連結し、5つの領域の専

の境界科目を学習し、その知識や体験

す。5つの領域で学んだ内容から複数

フレッシュマンセミナーでは講義ノートやレポー

門科目の理解につなげます。専門分

をボランティア活動やインターンシップな

の領域にまたがる課題を選び、実験

ト作成など学ぶ方法を身につけ、くらしの科学

野の学習に合わせて、実験・実習を

どのサービスラーニングを通して地域社

やフィールド調査による卒業研究に取

実験と実習では学ぶ領域を体験します。

通して基礎技術を修得します。

会に出て活動する学習に発展させます。

り組みます。

科目一 覧

専門 教 育 科目

タコはお腹がすくと自分の足を食べてしまう、なんていいますよね。タコの場合は空腹というより、病気が原因ともいわれています。

＜必修科目＞

しかし、私たち生き物の体を構成する細胞は、お腹がすいたら（栄養源が不足したら）、本当に自分自身を食べてしまうことが

くらしの生物学概論／植物生理生態学／くらしの

細胞生物学／食と健康科学／野菜果樹栽培学／く

あるのです。いわば、細胞の中で行われる栄養源のリサイクル活動。こうしたしくみは、オートファジー（自食作用）と呼ばれ、

動物学／生物有機化学／微生物学／基礎栽培学

らしの環境デザイン論／生き物飼育論／動物科学

／フラワーデザイン論／里地里山学／バイオサイエ

注目の研究テーマとなっています。ところで細胞には、空腹を知らせるお腹の虫はいません。どうやって栄養源の不足を感知して

／緑地環境学／フレッシュマンセミナー／くらしの科

／くらしのバイオテクノロジー／発酵科学／食品保

ンス実験／微生物学実験／動物飼育学実験・実

学実験／くらしの科学実習／分子生物学／食品栄

存・安全管理学／植物組織細胞培養学／家庭園

習／インターンシップ

養科学／［双方向授業］生き物／生き物倫理／ボ

芸論／まちづくり学／応用昆虫飼育学／応用魚類

いるのでしょう。細胞が栄養状態をモニタリングする際、司令塔として働くのが TOR 複合体というタンパク質。くらしの微生物研
究室の光澤浩教授は、身近な微生物である「酵母」を使い、TOR 複合体がどのように栄養状態を感知しているか、詳しいメカニ
ズムを研究しています。
「酵母はパンやお酒などの発酵食品だけでなく、研究に必須のモデル生物として科学の発展にも貢献して
きました。私も遺伝子の解析を容易に行うことができる酵母をモデルに、生命の原理を明らかにしたいと思います」と、光澤教授。
おいしいパンを食べた時には、最先端の研究に従事する酵母のことも思い出してあげてください。

くらしの微 生物
研究 室

ランティア活動／ゼミナール／卒業研究

＜選択科目＞
生物学／公衆衛生学／機器分析学／社会園芸学

飼育学／園芸学実験・実習／環境緑化実験・実
習／食品科学実験／保全生物学／伝統食品論／
機能性農作物論／都市農業論／公園緑地利用学
／ビオトープ管理学／愛玩動物飼料学／環境修復

72

73

くらしの生物学科

水井 一貴さん

学生生活のメインステージ

花の持つ魅力を引き出し、
多くの人を喜ばせる仕事がしたい。

くらしのバイオ研究室

研 究 室 へ よう こ そ！

動物のいるくらし研究室

くらしの中の様々な事象を

多様化する動物と人との

バイオの視点で切り取ります。

関わりの中で、

くらしの生物学科

在校生インタビュー

動物の生殖や行動について
研究を行っています。

先生と一緒にハーバリウムを制作中

研究室では微生物について学んでいます

高校時代から生物に興味があり、この学科に入学しました。また花
も好きで、
最近では趣味でハーバリウム
（植物標本・インテリアフラワー）
を作り、家族や友人にプレゼントしたりしています。以前は花の視覚
的な美しさにしか関心がなかったのですが、3年生の時に受講したフ

私たち人間のくらしとそれを取り巻く生き物や自然環境はどのように関係している

家畜は人間が利用するために野生動物から改良された動物です。人間とともに長い年

ラワーデザイン論では、香りを重視したデザインなど、さまざまなこと

のだろう。その相互作用を明らかにするために、人、家畜、野生動物、昆虫の腸

月を歩む過程で生産能力が高められ、私たちの生活に役立っています。また、愛玩を

を教えていただき、新鮮な驚きを感じました。ですから卒業後も、フ

内細菌や糞便や体毛などの派生物を対象として、遺伝子解析や成分分析などのバ

目的とした家庭動物、環境教育を目的とした動物園動物、そして自然環境に生息する

イオテクノロジーを用いた科学的視点から研究を行っています。また、生物の分類

野生動物は、どれも身近な動物として私たちの生活と密接な関わりを持ちます。動物

や環境分析、食品の利用に遺伝子解析技術を応用するために必要な基礎技術の

のいるくらし研究室では、様々な動物種を研究の対象にして、動物たちの生殖や行動

開発と教育も行っています。

に注目し、文化的な側面を含めて動物と人間との関わりをテーマにしています。

くらしの微生物研究室

くらしの園芸研究室

実験室からフィールドまで、

植物パワーでくらしを豊かに。

ラワーガーデンやブライダル、フラワーサービスなど、花に関係する仕
事に就けたらと考えています。この学科でこれまで学んだ、生物や空
間デザインなどに関する知識を生かし、花や緑で人を幸せにすること
ができたら、こんなに嬉しいことはないですね。

卒業生インタビュー

千葉県 長生農業事務所 改良普及課 西部グループ 勤務

野口 琴未さん

2019年 くらしの生物学科 卒業

2つのアプローチで
微生物の謎に迫ります。

農家の声に耳を傾け、
農家に信頼される農業普及員になりたい。

微生物を対象にして2つのアプローチで研究を進めています。1つは「酵母のバイ

園芸作物の生産技術や農産物の機能性、市民生活における植物の利用について

オテクノロジー」
、酵母をモデルにして生命現象の基本的な原理を解明しようとい

研究しています。イチゴ、メロン、トマト、カボチャなどの野菜やキウイフルーツ、

う研究で、具体的には細胞が環境に応答する仕組みを分子レベルで解析してます。

ブルーベリーなどの果樹を栽培し、生産者や消費者に役立つ特性を学術的に追究

私がこの学科を選んだのは、当時まだ自分が何をやりたいのかわか

もう1つは「細菌のフィールドサイエンス」
、環境中から有用な機能を持つ細菌を見

します。また、植物は生活に潤いをもたらす存在でもあり、その力を活かすため

らず、園芸や食品、動物など幅広い分野が学べるという点に惹か

つけ出し、くらしに活用することを目指す研究です。環境修復やバイオマス利用に

に希少植物の保護や園芸の教育的効用についても研究しています。

れたからでした。最初は食品に興味があり、将来は食品の仕事をし

関する課題が進行中です。

土壌についてさまざまな分析を行うことも

今が旬のイチゴ農園で栽培指導を行います

たいと思っていたのです。ところが友人の手伝いで植物を育てるボ
ランティアを始めたところ、とても面白くて園芸について深く研究する
ようになりました。それが現在の仕事にも繋がっています。農業事
務所での私の業務は、大学でも研究したイチゴ、及び花き全般に
ついて、農家の方に技術指導などを行うことです。とはいえ1年目な
ので、今は教えていただくという立場で接しています。早く農家さん
の信頼を得て、
「イチゴのことならこの人に」と、頼られるような普及
員になりたいと願っています。

将来の活躍分野
市町村などに勤務する地方公務員、地域
振興や経済活性化を担うＪＡ職員、地域
の環境保全などに寄与するＮＰＯ構成員、
広範な知識・技術を生かすサービス業、ホー
ムセンターなど日本ＤＩＹ・ホームセンター協
会傘下の企業、デパートなど日本百貨店協
会傘下の企業、スーパーマーケット、住宅
産業関連企業、エクステリア造園関連企業、
農業系・食品系・医薬品系・建設系・環
境系産業などの生物生産や食品、環境に
関わる仕事に適した人材を養成します。
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資格
【取得できる資格】自然再生士補
【任用資格（卒業後の実務経験により取得できる資格）
】
学芸員、環境衛生指導員
【受験資格】
造園技能士、園芸装飾技能士（2級）
、登 録ランド
スケープアーキテクト（RLA）
、バイオ技術者認定試
験（中級・上級）
、動物愛護社会化検定専門級試験、
ビオトープ管理士（一部免除認定校）
※一部変更になる場合があります
※環境衛生指導員は各自治体により取扱いが異なります

食と健康研究室

住まいと環境研究室

食の機能と安全の研究を

安全で快適な住環境の

通じて健康的な

創出や生物資源を活用した

食生活に貢献します。

地域活性化等を
研究しています。

就職

平成31年3月
卒業生の
主な就職分野

【主な就職先】 千葉県庁／大田区役所／相模原市役所／町田市役所／

小田原市役所／一般財団法人公園財団／ホクト（株）／（株）銀座コージー
コーナー／東京荏原青果（株）／日本ロレアル（株）／座間市役所／袋井
市役所／（株）
ユーハイム／（株）
神戸屋／デリカフーズホールディングス（株）
／（株）山田養蜂場／（株）ディーエイチシー／ウエルシア薬局 ( 株）／イカリ
消毒（株）／（株）
ヒノキヤグループ

食品は以前、薬の効能効果との兼ね合いで、身体によくも悪くも影響しないものと

公園緑地の整備運営や緑化の推進、
生物多様性の保全や普及啓発、
レクリエーショ

されていました。しかし最近では栄養素や食品成分、食習慣などによる生活習慣

ン機能の整備等による安全で快適な住環境の創出、生物資源（人材、農林水産物、

病など、食品の身体への影響は周知の事実となり、食品の良い影響に対して「食

文化等）の活用・連携や住民主体のまちづくり等を通じた地域活性化を主な研究

品の機能性」
、食品の悪い影響に対して「食の安全」という言葉が使われます。
「食

テーマとしています。
「住まいと環境」研究室では、こうした暮らしの改善・向上に

と健康」研究室では食品の機能性と食の安全について研究し、正しく伝えるには

資する広範かつ実践的な知識や手法等を、自然科学と社会科学の双方から学ぶ

どうしたら良いか皆さんと一緒に考えます。

ことができます。
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大学院

生物資源科学研究科と獣医学研究科は、
こんなテーマに取り組みます。
生物資源 科学 研究 科の組 織は、基 礎となる生物資源 科学部の各学 科の教育・研究体系を直接的に継 承する二階建
方式ではなく、基礎である生物資源科学部の学 科の領域を超えて「生物資源の生産科学並びに利用科学に関する領
域」
「生命 科学領域」
「環 境科学領域」
「生物資源経済 学領域」の4領域で編成。研究 対 象別に分 散しがちな知識や
技術の統合・体系化を実現するとともに学際領域の研究分野にも対応しています。また獣医学 研究科は、プロダクショ
ンアニマルやコンパニオンアニマル、エキゾチックアニマル、ラボラトリーアニマルなどの疾 病予防・診 断治療及び公
衆 衛生の向上、さらには野生 動物や水 棲哺乳類の生態 研究、保護などを主なテーマとして研究に取り組んでいます。
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学生生活
サポート

学生生活に安心を広げるために、
さまざまな制度を用意しました。
充実した大学生活を送るためには、生活基盤の安定や心身の健康が重要です。
生物資源科学部では多彩な支援＆奨学金制度により、

Shona n S chool L i fe

大学生活のスタートから卒業まで心強いサポートを実施します。

横浜、鎌倉、湘南海岸…
魅力のエリアを暮らしの舞台に！
学生支援制度

湘南海岸のシンボル、江の島までキャンパスから約20分。

多くの学生を支えてきたノウハウが生きています。

｜ 1 ｜ 下宿・アパートの紹介

｜ 3 ｜ 健康管理

日本大学では、平成26年度から大学の直営寮を設置しました。詳しくは日本大学のホームページを

健康相談や体調不良・怪我の応急処置に対処するため、保健室を設置しています。毎年4月には、

ご覧ください。また、本学部には学生寮はありませんが、学生の皆さんがよりよい環境で学生生活

健康管理の一環として全学生対象に健康診断を実施しています。また、必要に応じて健康診断証

を過ごせるよう、毎年1 〜 3月に学部のホームページで下宿・アパート等の紹介を行っています。大

明書を発行しています。

切な学生時代を過ごす基盤となる住居ですから、外観や家賃等のみで安易に決めるのではなく、
周辺の環境や交通の便なども考慮し、できれば保護者と同伴で物件を自分の目で確認して決定し
たほうがよいでしょう。

古都鎌倉や、港町横浜も、ラクラク生活圏内に収める
魅力的なロケーションに本学部のキャンパスはあります。
気になる街、絵になるシーンに彩られた
アクティブな学生生活をお楽しみください！

｜ 4 ｜ 学生支援室
学生生活の充実を図るために、本学部に学生支援室、日本大学会館に学生支援センターを開設し
ています。学業・進路について、メンタルヘルスについて、友人
・家族について、障がい支援について、

｜ 2 ｜ 日本大学学生生徒等総合保障制度
在学中、十分に注意していても課外活動で思わぬ事故に遭遇したり、学外で交通事故などにあ
わないとも限りません。そこで本大学では、このような不測の事態から学生を救済するために、大
手損害保険会社と共同で企画した「日本大学学生生徒等総合保障制度」を導入しています。これ
は本大学学生のために独自に開発した割安な保険制度で、不慮の事故による学生自身の災害や、
他人に損害を及ぼす事故を招いたとき、下宿学生が自身の過失により自室を焼失したときなどの保
障、また、学費支弁者が死去されたときの学業費用の給付など、広範囲にわたる保障を行うもの

その他様々な相談について、臨床心理士の資格を持つカウンセラーが対応します。

｜ 5 ｜ 研修所・厚生施設
日本大学には、全国各地に学生が利用できる研修所・厚生施設があります。本学部直属の実習
所等が3か所（みなかみ・下田・富士宮）
、また、日本大学直属の研修所等が1か所（軽井沢）
、そ
のほか他学部が管理している研修所やセミナーハウス等が5か所設置されています。これらはクラ
ブ・サークル活動に、研究室の課外授業にと、積極的に利用されています。

です。
日本大学生物資源科学部
神奈川県藤沢市亀井野 1866

奨学金制度

学ぶ意欲を応援する、いろいろな奨学金制度があります。

Yo k o h a m a

向学心があるにもかかわらず経済的な理由で修学が困難な学生に対し経済的な援助を行ったり、学業成績が優秀な者に勉学奨励のため奨学金の給付や貸与を行う制度があります。日本大学には、全学

横浜

生を対象とする奨学金制度と、所属学部学生を対象とする奨学金制度があります。また、学外の日本学生支援機構や地方公共団体・民間団体の奨学金制度も利用することができます。

本学部関係の奨学金
｜ 1 ｜ 日本大学特待生
本大学では、学業優秀、品行方正な学生を選考の上、特待生としています。この制度に基づいて、

中華街や赤レンガ倉庫、港の見える丘公園など

｜ 10 ｜ 大森奨学金

見どころたっぷり。遊び、買い物、食事、すべて

本学部学生（最終学年）に対する奨学金制度で、故大森智堪先生が寄贈された基金を基に運用

に満足できる魅力あふれる街です。未来都市を

されており、選考により学業・人物ともに優秀と認められた学生に対し、年額20万円を給付します。

思わせるみなとみらい地区は、都市景観100選

本学部では毎年数十名が特待生となっています。この制度の概要は次のとおりです。
① 特待生には甲種と乙種とがあり、甲種は授業料１年分相当額の半額及び図書費、乙種は授業
料１年分相当額の半額を奨学金として給付します。
② 特待生は年度ごとに決定されます。
③ 特待生が休学、退学又は資格条件の1つを欠き、取り消されたときは、奨学金の全額又は一部
の返還をさせることがあります。

｜ 2 ｜ 古田奨学金
本大学の興隆発展に寄与された故古田重二良先生を記念して、大学が基金を設置したもので、大
学院生に対する奨学金制度です。選考により学業・人物ともに優秀と認められた大学院生に対し、
年額20万円を給付します。

｜ 3 ｜ ロバート・F・ケネディ奨学金
故ロバート・F・ケネディ氏の寄贈基金に、大学の拠出金を加えた基金によって運用されています。
選考により学業・人物ともに優秀と認められた大学院生に対し、年額20万円を給付します。

｜ 4 ｜ 日本大学創立100周年記念外国人留学生奨学金
創立100周年記念基金を運用し、外国人留学生で学業成績・人物が特に優れている学生に対し、
学業に専念することを目的として奨学金を給付します。ただし、国費外国人留学生、外国政府派
遣留学生は対象外となります。

｜ 5 ｜ 日本大学創立130周年記念奨学金
創立130周年基金を運用し、経済的な理由により修学が困難な学生に対し、年額30万円を給付しま
す。ただし、高等教育の修学支援制度の対象者となった場合、本奨学金の対象外となります。

｜ 6 ｜ 日本大学事業部奨学金
経済的な理由により修学が困難である学生に対して（株）日本大学事業部から、年額24万円を給
付します。

｜ 7 ｜ 生物資源科学部奨学金
本学部１年次に入学を許可され、入学試験の成績、高等学校在学時の学業及び人物ともに優秀な
学生に奨学金（当該年度１年間の授業料及び施設設備資金相当額）を給付します。

｜ 8 ｜ 生物資源科学部後援会奨学金
経済的な理由により修学が困難である学生に対して生物資源科学部後援会から、学生が所属す
る学科により奨学金が傾斜給付されます。

｜ 9 ｜ 生物資源科学部校友会奨学金

を受賞しています。

日本学生支援機構の奨学金［2020年度入学者参考］
日本学生支援機構は、経済的理由により修学に困難がある優れた学生に対し、学資として奨学金

Enoshima

Kamakura

藤沢市にある江の島は湘南を代表する観光地

武士の守護神として崇敬された鶴岡八幡宮をは

自宅通学者月額：20,000円、30,000円、40,000円、54,000円

のひとつ。晴れた日の展望台からの眺めは感動

じめ、大仏で有名な長谷寺や建長寺など、多く

自宅外通学者月額：20,000円、30,000円、40,000円、50,000円、64,000円

モノです。付近の海岸はサーフィンや釣りなどマ

の史跡が残る美しい古都。グルメの店やお土産

を貸与しています。この奨学金は貸与ですから、貸与終了後は返還の義務があり、必ず返還しなく
てはなりません。

｜ 1 ｜ 奨学金の種類
・ 第一種奨学金（無利子）

・第二種奨学金（有利子）
（卒業後上限年利３％）
月額：20,000円、30,000円、40,000円、50,000円、60,000円、70,000円、80,000円、90,000円、
100,000円、110,000円、120,000円から選択

江の島

リンレジャーのメッカ。

鎌倉

屋などがずらりと軒を連ねる小町通りも、ぜひ訪
ねたい人気スポットです。

ただし、獣医学科の場合は120,000円を選択した場合に限り、希望により20,000円の増額が申請
できます。
・ 入学時特別貸与奨学金（有利子）
第１学 年において奨学金の貸与を受ける学 生は、希望により入学 後第１回目の振 込 時に、
100,000円、200,000円、300,000円、400,000円、500,000円の中から選択した金額を増額して
貸与を受けることができます。ただし、条件がありますので、詳しくは学生課（0466-84-3831）に
お問い合わせください。

｜ 2 ｜ 採用の種類
・ 予約採用
高校在学時に申込み、大学進学時の奨学金の貸与を予約する制度です。詳しくは、在学する
高等学校にお問い合わせください。
・ 定期採用
４月上旬の奨学金説明会（出願）に必ず出席し、申請書を受取、要領等をご確認ください。

｜ 3 ｜ 説明会
予約採用者に対し「奨学金採用候補者説明会」を、また、入学時新たに奨学金の貸与希望者に対
し「奨学金説明会（出願）
」を４月上旬に行います。説明会の開催日等は、3月中旬頃生物資源科学
部ホームページでご案内しますので注意ください。

高等教育の修学支援制度
国の高等教育における修学支援策として、住民税非課税世帯及び、それに準ずる世帯の修学を支

経済的な理由により修学が困難である学生に対して生物資源科学部校友会から、学生が所属す

援する制度です。本制度では、授業料等の減免（授業料と入学金の免除または減額）と、給付型

る学科により奨学金が傾斜給付されます。

奨学金の2つの支援を受けることができます。支援対象者は、世帯収入や資産の要件や学業成績
等に係る基準が満たしている人です。世帯の収入によって授業料の減免額や給付額は異なります。
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