
アグリサイエンス学科って、どんなところ？

アグリサイエンス学科では、1年次で基礎科
目を学んだ後、2年次から3年次にかけて、3
つの専門分野の内容を学びます。「生物」や

「化学」の知識を応用・発展させ、「農学」分野
で利用することをめざします。消費者から求
められる農産物の生産に必要な科学的知識
と技術を修得できる、類を見ない学科です。

フィールドからアグリバイオまでを学ぶ

フラワーサイエンス、植物性食資源、動物性食資源の3つの分野を
体系的に学びます。高品質農産物の生産技術をフィールド（農場）
で学ぶ一方、実験室ではバイオサイエンスを駆使して植物や産業動
物の生命現象を解き明かします。フィールド技術とバイオサイエン
ス技術の"二刀流 "でこそ、現代農業の革新が可能になります。本
学科では、実習着を着てフィールドで学び、白衣を着てラボで学び、
次世代農学の先駆者を育成します。

農産物高付加価値への科学的アプローチ

現代の農産物は、単に収穫量が多いだけでなく、消費者から高い
品質が求められます。機能性成分が豊富、食味が優れる、色合い
や日持ちが良いといった農産物の開発を計画的に進めることが必
須となります。そのためには、機能性成分、香り成分や色素成分が
動植物の中でどのように作られるのか、分子レベルの知見が必要
になります。4年次のアグリサイエンス研究では、高品質農産物の
作出に関わるさまざまな生命現象を科学的アプローチから解明し、
新たな品種開発をめざします。

未来を変えるスマート農業

ロボットやAIがいろいろな分野で活用される時代になり、農業現
場でも導入が進められています。本学科では、スマート農業の専門
的で実践的な研究を行い、野菜やフルーツの機能性成分を増やし
たり、色鮮やかで日持ちが長く商業的に高付加価値な花を咲かせ
たりする試みをしています。さらに、先端施設や装置を使ってスマー
ト農業を学びます。こうした学びや研究が、日本農業の未来をつく
り、ひいては世界の食料生産に貢献できます。

多彩な就職先、アグリビジネス

動植物のブリーダー、肥料、農薬、農業機械のような「農」に強く
関連する企業のみならず、食品メーカーや流通業界などアグリビジ
ネスの企業で広く活躍できる多彩な人材を育成します。また、科学
的な知見を持ち合わせたフラワーコーディネーターや、野菜ソムリエ
としての活躍も期待されます。植物と動物を同時に学ぶカリキュラ
ムは、農学系公務員の試験範囲を網羅し、農水省や地方公務員（研
究職）をめざす学生にも最適です。もちろん、大学院への進学もサ
ポートしています。
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品質のよさでは、いちご狩りにも負けません。

採ってその場でパクッと食べる。究極の鮮度のよさ、嘘のない品質こそがいちご狩りの魅力です。売れる農産物の方向性は品質

だ！と、アグリサイエンス学科は考えました。例えば梅田大樹准教授が研究しているのは、AI（人工知能）や IoT（モノのインター

ネット）を活用したスマート農業の実現。農作物の状態を見える化することで、成長速度や出荷時期をより緻密にコントロール

し、新鮮で高品質な農作物を消費者に届けることを目標にしています。また川越義則准教授は、農産物の品質をセンサーなど

の工学的手法により調べる技術について研究しています。この技術が向上すれば、勘に頼らずとも果物などの熟期（いちばんお

いしい時期）が簡単に判明。食べ頃のタイミングで出荷できることで、消費者に喜ばれるだけでなく、食品ロスの削減にも役立

つと期待されています。一方、食べ物以上に鮮度にシビアなのがフラワーです。ブライダル用として人気の高いダリアも、日持ち

の悪さで家庭での人気は今ひとつ。東未来助教は植物ホルモンや遺伝子の働きを調べることで花の老化のしくみを解明し、ダ

リアの日持ちを伸ばす技術開発に挑戦しています。アグリサイエンス学科は、農学・生物学的な分野に加え、IT や工学分野な

どにも視点を広げ、将来のアグリビジネスに貢献できる研究を意欲的に進めています。
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学修の流れ

1年次 3年次2年次 4年次

【専門共通科目】

アグリサイエンス概論、ブランド創生学、ブランド創生フィールドワーク、アグリビジネス・マーケティング論、ア

グリブランド生産学、地域・ブランド農畜産物論、細胞・発生学、生化学、分子生物学、遺伝学入門、生命と技

術の倫理、生物統計学入門、アグリサイエンステクノロジー、植物形態学、植物生態学、植物生理学、産業動物

品種論、動物形態学、動物生理学、農業のすがた、農業と環境、持続型農業論、施設園芸学、スマート農業論、

ポストハーベストテクノロジー、作物栽培学、作物分子生理学、園芸分子生理学、フラワー分子生理学、花文化論、

草地と放牧、飼料作物学、アグリサイエンス特別講義、アグリサイエンス基礎実験、植物科学基礎実験、動物科

学基礎実験、アグリサイエンス実習Ⅰ、アグリサイエンス実習Ⅱ、アグリサイエンス演習Ⅰ、アグリサイエンス演習Ⅱ、

アグリサイエンス研究Ⅰ、アグリサイエンス研究Ⅱ、アグリサイエンス演習Ⅲ、アグリサイエンス演習Ⅳ

【フラワーサイエンス系科目】

フラワー園芸学Ⅰ、フラワー園芸学Ⅱ、色彩・造形学、フラワー装飾学、花壇庭園装飾学、フラワーサイエンス実験Ⅰ、

フラワーサイエンス実験Ⅱ

【植物性食資源系科目】

作物学Ⅰ、作物学Ⅱ、野菜園芸学、果樹園芸学、植物遣伝育種学、土壌・植物栄養学、植物病理学、応用昆虫学、

植物科学応用実験Ⅰ、植物科学応用実験Ⅱ

【動物性食資源系科目】

産業動物管理学、動物遣伝育種学、動物繁殖学、栄養・飼養学、動物バイオテクノロジー、産業動物飼育計画論、

動物科学応用実験Ⅰ、動物科学応用実験Ⅱ

科目一覧

学部共通の教養教育科目で
一 般 教 養 を身につけます。
アグリサイエンス学科を構成
するフラワーサイエンス・植
物性食資源・動物性食資源
の3つの学問 領 域への導入
科目や、基 礎となる専門共
通科目を学修します。

キャンパス内の広大なフィー
ルドや先端設備を有する施
設を使った実習、そして3分
野に特化したいずれかの応
用実験を履修します。さら
に、ここまでの履修内容を
基 盤として、専 門 的な少人
数制アグリサイエンス演習に
取り組みます。

専 門 共 通 科目に 加え、3分
野の専門的な科目を学修し
ます。分野共通の基礎実験、
植物と動物の各基礎実験の
履修を通して、実験 技 術と
レポート作成のスキルを身に
つけます。3分野を広く学ぶ
ことも、1つの分野に集中し
て学ぶこともできます。

専門分野に分かれてアグリサ
イエンス研究を実施します。
そこで行われる研究発表や
演習を通じて、アグリサイエ
ンス関連はもちろん、社会
人として必 要な思考 力、表
現力、行動力を修得します。

　窪田　聡　花き園芸

植物の根の温度を制御できる装置
（N.RECS）を開発し、特許を取得
しました。花き植物を中心にして根
域温度が生育と開花に及ぼす影響
について研究し、これらの研究成
果が 花きのアグリビジネスの発展
に寄与することをめざしています。

　百瀬博文　施設園芸

温度・日長などの環境要因を制御
して園芸作物を狙った時期に収穫
する技術、LED 光を利用した植物
の栽培技術、携帯端末で取得した
画像を基にした植物栄養診断法の
開発など、新しい栽培技術の開発
に取り組んでいます。

　水田大輝　花の分子育種

サクラソウなど花の形質の多様化
の研究を行っています。様々な花
色や模様形成、八重咲きなどに関
わる遺伝子を探索・解析していま
す。そして、得られた有用形質に
関わる分子情報を活用して観賞価
値の高い新しい花の作出をめざし
ています。

　東　未来　花の分子生理

私たちの生活を彩る花は、どのよ
うなメカニズムで開花し、萎れて
いくのか？そのメカニズムを植物ホ
ルモンの分析や、遺伝子組換え技
術等のバイオテクノロジーを用い
て解明し、綺麗で日持ちの良い花
を作ることをめざしています。

　野口　章　土壌肥料植物栄養

農 産物の品質確 保を目的として、
環 境 適 応 植物の特 性把握、迷 惑
雑草の生育制御と有効利用、マメ
科植物の緑肥能の再評価などを手
掛けています。究極的には、世界
中の誰もが安全な食料を十分に食
べられるようにすることをめざして
います。

　磯部勝孝　作物生産

豆腐や味噌、納豆など大豆を使っ
た食品の味は原料である大豆の出
来栄えで大きく異なります。どう
したらもっと高品質な大豆を生産
できるか？また、機能性成分を多
く含む穀物のキノアの生理・生態
的特性を研究しています。

　倉内伸幸　熱帯有用作物

途 上 国の 作 物には、日本 で関 心
が薄い雑穀類や全く知られていな
い作物種がたくさんあります。こ
れらの作物の有用形質を明らかに
し、現地のニーズに合った品種改
良や農業技術の改良について研究
しています。

　立石　亮　果樹・野菜園芸

野菜や果物の高品質化について生
理学的な研究をしています。果汁
があふれるジューシーさなど果実
の食感形成メカニズムを解析する
ため、多糖 類の成分を調べたり、
遺伝子組換えを行ったりしていま
す。美味しいフルーツの開発に役
立てます。

　川越義則　農産物収穫後処理技術

収穫後の農産物が食卓に届くまで
の 選 別、貯 蔵、加 工、包 装、輸
送等の過程における様々な操作に
関連したポストハーベストテクノロ
ジーを教育・研究の対象としてお
り、特に青果物の非破壊内部品質
評価に関する研究に取り組んでい
ます。

　宍戸理恵子　作物遺伝解析

稲品種の改良に役立てることをめ
ざして、種子休眠性や葉の老化に
関わる形質の遺伝解析を行ってい
ます。また、交配により有用遺伝
子の導入が 可能な祖 先 野生種を
対象に、自生集団における遺伝的
多様性の維持機構の解明に取り組
んでいます。

　加藤　太　熱帯農業

日本国内および東アフリカの農村
や農家がかかえる問題を解決する
ため農学や地域研究の手法を用い
て農業技術の改善をめざしていま
す。特に作物の環境負荷の少ない
栽培方法の模索、伝統農法の解明
や農村の振興に取り組んでいます。

　梅田大樹　植物フェノタイピング

最適な栽培環境を実現するための
光学的手法を用いた作物状態の"
見える化 " 技術の開発、そしてビー
ルの主要な原料であるセイヨウカ
ラハナソウ（ホップ）に含まれる機
能性成分と栽培環境との関係性に
ついて研究しています。

　水野真二　野菜分子生理

ウリ類、アブラナ類、イチゴなど
の野菜を対象に、新しい生産技術
と有用遺伝子に関する研究を行っ
ています。これまでにイチゴの開
花促進技術の開発や、メロンの省
力栽培性に係る巻きひげ形成遺伝
子の発見に成功しています。

　上吉原裕亮　果実分子生理

果物や野菜の「食味」には、甘さや
酸っぱさだけでなく、香りが大きく
影響します。園芸作物に含まれる
重要な香り成分の合成メカニズム
を遺伝子レベルで明らかにし、香り
豊かな果物・野菜の開発に役立て
られるような研究をしています。

　肥後昌男　作物分子生理

土の微生物を活用することで植物
の栄養状態を改善できれば、植物
の栄 養 素となる肥 料を少なくし、
放射性物質などで汚染された畑を
浄化できる可能性があります。環
境浄化や植物の病気を改善できる
有用な微生物を探索する研究をし
ています。

　佐々木　大　作物生産技術

農業は慢性的な人手不足が深刻化
しており、高品質な農作物を省力
的に生産する技術の開発が求めら
れています。農業機械の効率的な
利用方法や農作物のおいしさを引
き出す栽培方法を研究し、魅力的
で持続的な農業の実現をめざして
います。

　山本裕一　病害虫総合防除

昨今、農業現場においては、残留
農薬や周辺環境への悪影響などか
ら化学農薬に依存しない農法が求
められています。そこで、私は自然
環境から発見された微生物を用い
ることで、植物病害や害虫から農
作物を守る研究をしています。

　梶川　博　反芻家畜栄養

反芻家畜の第一胃内微生物を用い
て、飼料の消化・発酵特性、特に
メタン産生に及ぼす要因に関して
研究しています。さらに家畜の特
異性を明確にするため、他の草食
動物（主に動物園動物）との比較
も行っています。

　三角浩司　家畜繁殖

ブタにおける繁殖技術全般について
研究を行っています。特に、効率的
に体外受精卵を作出するため、精子
の受精能力を評価する方法について
研究しています。また、遺伝子保存
のために生殖細胞の長期保存に関
する研究にも取り組んでいます。

　浅野早苗　乳用家畜の栄養

ウシを中心とした反芻動物の栄養管
理について研究を行っています。何
を、どれくらい、いつ給与すればよ
いのか、時間栄養学の観点からより
効率的な乳生産をめざします。また、
製造副産物など低・未利用資源の飼
料化にも取り組んでいます。

私たちが生きていくうえで絶対に必要な食料。生活を豊かにしてくれるフ
ラワー。その源が農産物です。私たちは消費者と生産者の双方に寄り添
い、「高品質な農産物」を「効率的に生産」し、消費者が最良の農産物を
最適な状態で手に取れるような教育と研究を実践しています。対象にす

る農産物は全て。作物も、野菜も、果実も、フラワーも、
家畜も、……。こんなものが食べたい、あんなものがほし
い、みんなの役に立ちたい。そんな希望をかなえたい人、
是非アグリサイエンス学科の門をたたいてみてください。  

ようするに「アグリサイエンス学科」はこんな学科 アグリサイエンス学科
インスタグラム

花に関するバイオテクノロジー、品種改良、生産、品質保持、色素と香り、文化、装飾とコーディネートなど、基礎から利用
までを総合的に学びます。フラワービジネスに役立つ人材を育成します。

フラワーサイエンス分野

作物や果樹・野菜などについて、栽培技術から生命科学の知識までを幅広く学びます。より付加価値の高い農産物の開発を
めざし、品種改良や生産の自動化、ITの活用などにも取り組みます。

植物性食資源分野

牛や豚などを利用した食料生産について学びます。新技術やIT を活用して、輸入商品に負けない良質な畜産物の効率的かつ
安定的な生産に取り組みます。

動物性食資源分野

将来の活躍分野

品種改良を行う種苗会社、動植物のブリーダー、肥料・農薬メーカー、
スマート農業に貢献する農業機械やIT 関連企業、農業法人、農協

（JA）、自然素材を扱う香料・化粧品メーカー、農産物の輸出入に携
わる商社、食品の製造や加工・流通に関わる企業、農水省や地方公
務員（研究職、農業普及員）での活動や、フラワーコーディネートや
農産物の販売促進に関わる部署などでの活躍が期待できます。本
学科の教職課程を修了すれば、中学校および農業高校を含む高等
学校の教員になることも可能です。大学院進学も歓迎します。

資　格（予定であり、変更となる場合があります。）　

【取得できる免許・資格】
中学校教諭一種免許状（理科）※、高等学校教諭一種免許状（理科・
農業）※、学芸員、自然再生士補、樹木医補、家畜人工授精師
※申請中。ただし、文部科学省における審査の結果、予定している教職課程の開設時期が変更となる可
能性があります。

【任用資格（卒業後の実務経験により取得できる資格）】
造園施工管理技士（2 級）
【受験資格】
日本農業技術検定、生物分類技能検定、造園技能士（2 級・3 級）、
園芸装飾技能士（2 級・3 級）、フラワー装飾技能士（2 級・3 級）




