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森林動物学研究室

森林植物・微生物学研究室

森林生態学研究室

森林環境保全学研究室

森林共生学研究室
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森林利用学研究室

木造建築学研究室

木材工学研究室

バイオマス資源化学研究室

「あすなろ会」について

　あすなろ会は森林資源科学科の学生と卒業生で作る校友会（同窓会）です。昭和27年
に創立し、在学生とこれまでの卒業生を合わせて会員数は8,000名を超えました。
　あすなろ会では会員の親睦を図る活動、大学と会員の連携を図る活動、森林資源科学科
が行う教育の支援、学科学生の学習活動や就職活動の支援を行っています。たとえば、学
科が開催する就職活動勉強会において、現在実社会で活躍している卒業生を数十名招き、
それぞれの仕事内容、業界の様子、本人の就職活動体験、学生に求められる心構えなどを、
教示していただいています。また、英会話教室、様々なフィールド活動、学会等における
研究発表など、様々な学生の学習活動を幅広く支援しています。
　あすなろ会は森林資源科学科とともに歩む会です。

（事務局　鍛代 邦夫）

北海道大学
岩 手 大 学
宇都宮大学
東 京 大 学
東京農工大学
信 州 大 学
京 都 大 学
九 州 大 学
島 根 大 学
愛 媛 大 学

など

計 28大学

日本大学
東京農業大学

国公立大学

計 2大学

私立大学　森林関連の学科が独立して設置されている大学
は、国公立大学で28大学、私立ではわずか2大学
です。１つの学科の中で、森林に関わる分野を幅
広く学ぶことができることは、本学科の大きな特
長の１つです。研究や教育において国公立大学や
研究機関との連携も行われており、視野が広がり
ます。また、本学部キャンパスは神奈川県の湘南
エリアに位置しており、アクセスのよい都市圏内
でありながら、キャンパスから徒歩で演習林に行
くことができる、研究や実習に適した環境にあり
ます。

森林科学を総合的に学べる大学

•森林・自然環境に関する基礎科学  •森林・自然環境に関する基本政策

•森林・自然環境の機能・効用に関する基礎  •森林環境科学（政策・林業動向を含む）

•森林資源科学（立地・保護を含む）  •森林生物生産科学（経営・育林・工学）

•砂防学基礎  •砂防工学  •流域管理  •造園学原論・造園材料

•造園計画（自然公園、自然環境保全を含む）  •造園計画（都市公園、都市計画を含む）

•木材特性・木造構造  •木材加工・材料改良  •木材成分利用（特用林産）

公務員一般職・総合職
▼公務員一般職・総合職対策で下記の講義を教員が分担して実施しており、手厚いサポートをしています。

【総合職対策】

【一般職対策】

林業政策

森林資源

林政・動向

森林法律

林業経済

外国林業

林業経営

森林経理

林業経営

測樹

航測

森林環境

造林学

造林

立地・土壌

森林保護

樹木生理

遺伝・育種

森林生態

林業工学

林業機械

林業土木

林業工学

林産一般

加工・製造

木材組織

木材物理

木材化学

特用林産

砂防工学

砂防工学

水文・水資源

森林保全

測量

分野

科目

2018年一般職対策として以下の科目を32回講義実施

2018年総合職対策として以下の内容を15回講義実施



H3C CH3

CH3

CH3

H3C CH3

CH3

CH3

管理

eco

Ａ４用紙

森林資源科学科の扱う学問範囲森林資源科学科の扱う学問範囲

生物多様性

野生生物の生息環境

土壌

木材腐朽菌

微生物

天然更新

森林圏生物多様性科学

持続可能な森林経営・利用

森林圏環境システム学

森林資源利用の工学 ・バイオテクノロジー

水循環

水源林

土砂災害防止

炭素循環
吸収

放出

森林情報の分析

リモートセシング

魚付林

海岸林

物質循環

環境としての森林河畔林

巨樹・巨木

森林と河川の
相互作用

樹木医

水生生物

高性能林業機械

生長量測定

植林・保育

苗木生産

林道の整備

間伐

運搬

環境教育

野外レクリエーション

森林政策資源としての森林

木材加工

柱材

板材
合板

木材の組織構造

チップ

生化学変換

木質バイオマス

木造建築

里山保全

天然素材

古民家

居住性

都市緑化

屋上緑化

都市緑地

非破壊検査

森林認証と資源活用

食材性昆虫の防除

労働者の作業環境

落葉

松くい虫被害防除

木材の特性

樹木のバイオテクノロジー

砂防ダム

風速・温度の観測

森林圏生物多様性科学分野
森林動物学研究室

●昆虫学  ●野生動物学  ●動物生態学

森林植物・微生物学研究室

●森林微生物学  ●樹病学  ●造園学

　地球上にはさまざまな自然環境
があり、それぞれの環境に多種多
様な生物が生息し、豊かな生態系
をつくりあげています。長い進化
の歴史の中で、生物は他の生物と
複雑な相互作用をくり返しながら、
その生息環境に適応してきました。
そして、豊かな生物相、すなわち
生物多様性を作り上げてきたので
す。森林生態系とそこに生息する
生物を保全し、その恵みを将来に
わたって人間の生活に活かしてい
くためには、そこに棲む生物相に
関する生物学的な理解と応用が不
可欠です。フィールド調査から得
られたデータを解析して森林生態
系の多様性や持続可能性を理解
し、それらの知識をどのように森
林環境保全に応用していけばよい
かを考えます。

　持続的な森林経営を進めるため
には、各地域における長期的な視
点に立った森づくりのマスタープラ
ンを作成し、その実行にむけて指
導できる技術者が必要です。また、
持続的な森林経営を実現した上
で、林業の採算性を回復するため
には、専門的かつ高度な知識や技
術を有する技術者・技能者の育成
が必要です。持続可能な森林経
営・利用分野では、低炭素社会を
実現するための課題と、森林にお
ける生物多様性の保全の考え方を
理解して森林資源の管理・生産に
携わることのできる技術者・技能
者の育成を目指します。

　21世紀は、限りある化石資源に依
存する社会から脱却し、森林から生
み出される資源をうまく活用する時
代です。森林で育った木材をもとに
建築や家具などをつくりだし、また
バイオエタノールや木材ガスなどの
バイオマスエネルギーを取り出すこ
とによって、地球の生態系と調和し
た科学技術にもとづいた豊かな暮ら
しを実現することが私たちの課題で
す。そのために、生物材料としての木
材の特質や長所を熟知し、木材を活
かした家づくり・ものづくりを総合的
に把握できることを目標としていま
す。また、バイオマスエネルギーの生
産や、森林資源をもとにつくり出す
さまざまな機能性プラスチックの生
産などの新しい科学技術と産業を
担う人材の育成を目指します。

　森林は全陸地面積の30％、日
本の国土面積の67％を占め、私た
ちの生活にとって不可欠な自然環
境をつくりだす重要な役割を果た
しています。森林生態系を健全な
状態で維持することは、今世紀の
最大の課題といえます。森林圏環
境システム学分野では、水源涵養
や土砂災害防止、温暖化防止、
木材生産などの森林の機能を科学
的に解明し、将来にわたって森林
生態系を適切に管理・利用するた
めの技術の開発や、今後の森林
環境保全のあり方を明らかにする
研究を行っています。研究の対象
は、身近な都市近郊の林から、山
地の森林、乾燥地帯の森林や熱
帯雨林まで様々です。

森林圏環境システム学分野
森林生態学研究室 森林環境保全学研究室

●森林生態学  ●造林学 ●森林水文気象学  ●山地保全学

持続可能な森林経営・利用分野

森林共生学研究室 森林利用学研究室

●森林管理  ●政策  ●教育 ●森林利用

生物
分野

環境
分野

経営・
利用
分野

森林資源利用の工学・バイオテクノロジー分野

バイオマス資源化学研究室

●バイオマス資源化学  ●森林バイオテクノロジー

木造建築学研究室

●木造建築学  ●建築計画学

木材工学研究室

●木質材料学  ●居住環境学

工学・
バイオ
分野



　1年生の必修科目で実習の「入門」です。少人数グループで異なる専門分野の教
員とともに多様なフィールドに出かけ、森林の実態を観察し、レポートにまとめます。
この実習を通じて本学科の扱う学問領域の広さを知り、さらに身近な森林が抱える
問題について理解を深め学んでいきます。テーマは下に示すような4つの分野に分
かれており、これらの中から実習テーマを選択して受講します。
　本学科では、この森林資源科学実習以外にさまざまな実習・演習・実験が開講され、
フィールドから学ぶ機会が得られます。

森林資源科学実習

フィールドから学ぼう学びのKEYWORD

▲野外実習の様子

▲木材の材種を学ぶ

下ノ原地区（約10ha）と小坂沢地区（約
22ha）に分かれています。下ノ原地区は総面
積の約50%がスギ・ヒノキの人工造林地で
す。教材として竹林およびコナラ・クヌギの
シイタケ原木林を残し、天然林はカシ類を主
とする照葉樹林で構成されています。小坂沢
地区では一部にスギ・ヒノキの人工造林が行
われました。天然林はカシ・ナラなどの広葉
樹で構成され、峰筋にモミがみられます。

水上演習林（群馬県）

冷温帯に位置する面積約150haの演習林
で、ブナ、ナラ、シデ、カンバなどを主体とした
50～60年生の二次林で構成されています。
林内には、降雪・雨量・風力観測点や動物の
定点観測機などが設置されており造林学や
森林計測学等の実習ならびにブナの造林、野
ネズミの調査・研究等で通年的に利用されて
います。

八雲演習林・長万部演習林（北海道）

温帯から亜寒帯への移行帯で、ヤチダモ、ハ
ルニレ、ブナ、ミズナラ、シナノキ，カンバなど
の天然広葉樹が混生しています。八雲演習林
は約2400haと山手線内側の半分に相当す
る広さです。八雲演習林の保安林以外の林
地と長万部演習林ではトドマツが造林されて
おり、森林生態系や造林、林業経営などの教
育、研究等に最適の場所となっています。

君津演習林（千葉県）

湘南キャンパスと隣接した約5haの平地林
で、クヌギ、コナラ、シラカシ、アラカシその他
の広葉樹で構成されています。また、スギ、ヒ
ノキ、サワラが小規模に点在しています。付帯
施設として見本園および苗畑、シイタケ生産
施設があります。

藤沢演習林（神奈川県）
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美しい虫からヘンな虫まで、森
林に棲む昆虫の多様性とその世
界は…？

昆　虫

おいしいだけじゃない！？生態系
の立役者、森のキノコの不思議
にせまろう！

微生物

森林に棲む野生動物の行動は謎
だらけ。解き明かして保全につ
なげよう。

野生動物

森林で繰り広げられる「生物と
生物」、「生物と環境」の相互関
係を明らかに！

生態系

私たちの生活を守る森林。山地
災害のしくみや海岸林の保全を
考えよう。

防　災

高性能な林業機械を活用して林
業の作業効率の向上に役立てよ
う！

機　械

森林の大切さを次世代に伝える
ために私たちがすべきことは？教　育

森林を巡る水の動きや森と気候
のかかわりを明らかに！気　象

　森林は人類の生存にとって不可欠な自然環境を提供してくれる存在で
あり、地球上で最も現存量の多い生物資源でもあります。この森林環境
や森林資源に関する課題についてグローバルな視点で理解できる能力を
身につけ、持続可能な森林環境や社会の実現に貢献できる人材育成を目
指しています。そのためには、木材の生産だけではなく森林で生産され
るバイオマス資源の有効利用や自然環境の保全、土砂災害などを防ぐ国
土保全などの多様な森林の機能を巧みに取り扱い、それらの機能を持続
的に発揮させる知識について学習します。

▼森林資源科学科はこんなトコ

古民家はエコハウス！？古くて
新しい古民家の建築技術を活用
しよう。

建　築

木材は丈夫で快適な自然素材。
その特性を知って賢く利用！工　業

樹木の体を構成する成分は何だ
ろう？化学の視点で「木材」を
解き明かす！

化　学

コンピュータを使っていろいろ
設計。平面図・立面図・断面図ま
で。3D表示も！

C A D

ミクロの世界！遺伝子や細胞レ
ベルで樹木の成長能力を高める
技術とは？

バイオ
テクノロジー

●昆虫の多様性の実感

●野生動物の生態調査

●森林微生物の働き

●キャンパスから学ぶ森林造り

生物
分野

環境
分野

●森林の生態系の観察

●山と海岸の森林の役割

●森林の熱・水・炭素の循環

経営・
利用
分野

●森林機械のしくみ

●森のある都市公園の役割

●森林の過去・現在・未来

工学・
バイオ
分野

●古民家の見学とスケッチ

●バイオテクノロジー入門

●木材の特性と良さ再確認

生物
分野

環境
分野

経営・
利用
分野

工学・
バイオ
分野

教室や研究室の中だけでなく、
多様なフィールドに出かけて学ぶ。

「森林」や「木材」に学びのキーワードを掛け合わせると… 「森林資源科学」が見えてきます。

▼多様なフィールドに出かけて学ぶ

演習林紹介

▼森林生態系における生物間相互作用について理解を深め、野外活動の基礎を体験

「森林資源科学科」では何を学ぶことができるのでしょうか。
対象は「森林」や「木材」ですが、その切り口は様々です。

森 林 木 材

ココが

ポイン
ト！
「フィールド系」から「実験系」まで

「森林分野」と「木材分野」を１つの学科で学べ
る大学は意外と少ない！フィールド系から実験
系まで、入学してからも幅広い分野を学ぶこと
ができます。理解を深めて
から自分に合った研究テー
マを探すことができます。



進路・就職（2018年度）

▼就職だけではなく、大学院進学も増えています

在学生の声～実験・実習に参加して～

▼取得できる免許・資格

▼受験資格

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
•林業架線作業主任者 •森林情報士（2級）
•自然再生士補 •木材乾燥士 •木材切削士 •木材接着士
任用資格（卒業後に関連する職務に就いた場合、申請の上取得可能な資格）

•学芸員

•2級建築士 •木造建築士 •農業普及指導員
•林業普及指導員 •造園施行管理技士
•毒物劇物取扱責任者 •造園技能士 •土地家屋調査士

森林資源科学科 4年
大羽 恵里花 さん

実験の講義が熱い！
実験分野を融合した
独自のカリキュラム！！

　2・3年生で木材物理学実験と木材化

学実験を履修しました。物理学実験では

木材の樹種による性質の違いや、圧縮・

曲げ試験による強度特性を学びました。

化学実験では木材の主成分であるセル

ロース、ヘミセルロース、リグニンの抽出

し定量することで成分の特徴を知ること

が出来ました。高校では使わないような実

験器具を用い、より専門的な実験を行い、

物理や化学をより身近に感じるようになり

ました。

森林資源科学科 4年
永井 健太郎 さん

座学だけじゃない！
フィールドを通して学ぶ
森林の世界が魅力的！！

　2年生までは森林や動植物の役割や機

能を座学で学ぶことがほとんどでしたが、

3年生になると実験室での実験や水上演

習林等でのフィールドワークに参加する機

会が増えました。機材を使った光合成に関

する実験では、落葉樹や常緑樹の葉を採

取し呼吸速度などを測定することで、座学

で学んだことの理解がより一層深まったと

実感しています。森林を総合的に学べる大

学は数少ないです。非常に楽しい学科です

ので、自信を持っておすすめできます。

森林環境保全学研究室
小坂 泉 専任講師

刻々と変わる気象環境に対する
森の息づかいを探る

　地球温暖化に伴う気候変動により、森

林がもつ様々な機能の低下が懸念されて

います。私は、近年多発する異常気象に対

して、森林の炭素固定機能がどのくらい発

揮されているかを明らかにするため、刻 と々

変わる気象環境に対する森の息づかい（森

林の光合成と呼吸による二酸化炭素の吸

収・放出）をフィールドで研究しています。 バイオマス資源化学研究室
毛利 嘉一 助手

森林資源から新たな
化学物質や製品を生み出す

　石油や石炭などの化石資源は持続可能

な利用が困難であり、炭素を放出して地球

温暖化を加速させています。これからの時

代は、森林資源を中心とした再生産可能で

持続的なバイオマス資源を利用することが

重要になってきます。私達は、森林資源か

ら有用な物質を取り出す技術や、化学反応

または生物機能を活用することで新しい

機能を持つ成分や材料を開発しています。

　受験科目は主に教養・専門・論文等となります。森林資源科では、
学科独自の公務員試験対策として、専門科目を分担で講座を実施
し、公務員就職を希望する学生に手厚い指導をしています。
2018年度は延べ35名もの公務員試験合格者が出ました！
　最終の就職者数は29名と学科開学以来、最多となりました。
以下に、就職先の一覧と延べ人数ならびに講義科目を示します。
なお、講義科目は年度により回数および内容に若干の変化が生
じることを承知下さい。

公務員実績

▼圧倒的な就職数!!

大学院・大学 11 名

その他 19 名
試験準備、
就職活動中など

卒業生
161名
（40名）

※（　）内は女性

　これまで、国家公務員（農林水産省）や都道府県庁などの地方公務員として森林を管理・保
全する仕事に多くの卒業生が携わっています。また、森林分野に関わる民間企業への就職では、
造園、住宅・不動産業、木材加工・販売、土木・緑化、建設、森林関係のコンサルタント、環
境アセスメント、測量関係などが多く、学んだことが卒業後にも活かされています。
　近年では大学院に進学を希望する学生も増えています。大学院進学後は、専門職や技術職に
就くことが多いです。

▼色々な分野で学びをいかして就職

　2018年の就職は開学以来の高水準です。業種も製造業から農業、教育等幅広い分野に就職
します。専門性を生かした就職先はもちろん、学生の仕事への考え方で異分野への挑戦も多く
見受けられます。

※（　）内は女性

製造業 9.9%

建設業 16.0%

卸・小売業
 14.5%

サービス業 13.7%情報通信業 6.1%

不動産業 5.3%

林業 4.6%

運輸業 3.1%
自営業・自由業 1.5%
複合サービス事業 1.5%
飲食店・宿泊業 1.5%
漁業 0.8%
農業 0.8%

公務 17.6%
教育・学習支援業 3.1%

産業分類別
131名
（34名）

就職 131 名

環境に対する
意識の高まりから、
女性の入学者数も
増えています。

•林野庁（一般職（林学））

•国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林整備センター

•東京都（林学）

•神奈川県庁（森林）

•千葉県庁（林学）

•新潟県庁（林学）

•茨城県庁（林業）

•山梨県庁（林業）

•群馬県庁（森林）

•富山県庁（林業）

•岐阜県庁（林学）

•横浜市庁（事務）

•川崎市庁（造園）

•警視庁Ⅰ類｠

•埼玉県庁警Ⅰ類

•東京消防庁

•茨城県庁教職（理科）

合　計

5名

5名

1名

2名

2名

1名

1名

2名

1名

1名

1名

2名

1名

1名

1名

1名

1名

29名

•大和ハウス工業㈱  •タカラスタンダード㈱

•ニチハ㈱  •旭化成ホームズ㈱

•アジア航測㈱  •東急リバブル㈱

•㈱ヒノキヤグループ  •国土防災技術㈱

•㈱日比谷アメニス  •㈱レオパレス21

生の声を
聞いてみよう

魅力のある研究
について知ろう！

在学中のこと 卒業後の進路

教員の研究

http://hp.brs.nihon-u.ac.jp/~forestry/forestgirl/index.html

必見！

今すぐ
CHECK!

森林を選んだ女性の先輩の生の声をお伝えし
ます。大学での学びを生かして社会人として活
躍しています。

学科開学以来、
過去最多！
その秘密は？


