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人類は食料問題をはじめとした多くの解決すべき課題を抱えています。日本大学生物資源科学部は，

これに対応すべく「環境科学」「生命科学」「生物生産科学」の分野を柱に，自然や生物と共生するため

の『人間形成』を重視した教育を行っています。

そのため生物資源科学部は，自然科学から社会科学にわたる１２学科を設置し，これらの学科とさらに

大学院の６専攻を相互に協力させながら，２１世紀においてわが国社会の一翼を担い，特にわが国企業

の発展に貢献できる，優れた有能な人材を育成しています。

（理系）

生命農学科 生命化学科 動物資源科学科 森林資源科学科

海洋生物資源科学科 生物環境工学科 食品生命学科

応用生物科学科 くらしの生物学科

（文系）

食品ビジネス学科 国際地域開発学科

（獣医系）

獣医学科

生物資源生産科学専攻 生物資源利用科学専攻 応用生命科学専攻

生物環境科学専攻 生物資源経済学専攻 獣医学専攻

沿革

■明治

22年10月 「日本法律学校」創立。学祖山田顕義伯爵。

36年08月 校則を改め大学組織となり日本大学と改称。

■大正

09年04月 大学令による「日本大学」設立。

■昭和

12年03月 専門部拓殖科設置。

18年05月 農学部設置。

24年04月 新学制による「日本大学」設置。

26年04月 新学制による大学院修士課程設置。農学研究科。

27年04月 農獣医学部に改組（獣医学科を設置）。

28年04月 大学院獣医学研究科設置。

■平成

08年04月 農獣医学部を改組し，生物資源科学部を設置。

12年04月 大学院学研究科を改組し，生物資源科学研究科

を設置。

23年11月 生物資源科学部創設60周年記念式典挙行。

27年04月 くらしの生物学科設置。

28年06月 短期大学部生物資源学科廃止。

大学院専攻構成
(生物資源科学研究科)(獣医学研究科)

学部学科構成
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学部 大学院

男 女 合計 男 女 合計 男 女 合計 男 女 合計

93 42 135 84 41 125 20 6 26 13 5 18

82 48 130 62 73 135 12 7 19 3 7 10

55 73 128 56 89 145 15 21 36 8 13 21

101 27 128 108 27 135 6 2 8 7 1 8

98 41 139 100 48 148 4 4 8 1 3 4

117 24 141 100 18 118 57 40 97 32 29 61

69 76 145 63 75 138 1 1 2 2 1 3

71 48 119 92 44 136 0 0 0 1 0 1

55 28 83 39 37 76 0 0 0 1 2 3

76 69 145 64 79 143 2 1 3 1 0 1

97 43 140 95 39 134 0 0 0 0 1 1

獣医系 52 76 128 56 87 143 3 2 5 5 4 9

966 595 1,561 919 657 1,576 獣医学研究科

博士 4 1 5 5 3 8

男 女 合計 男 女 合計 64 43 107 42 36 78

1,030 638 1,668 961 693 1,654

　　生物資源科学部 　　　生物資源科学研究科

学　　科
令和5年度卒業見込者 令和4年度卒業見込者

課
程

専　　攻
令和5年度修了見込者 令和4年度修了見込者

海洋生物資源科学科 生物資源経済学

生物環境工学科 小計

食品生命学科

博
士
後
期

生物資源生産科学

応用生物科学科 生物資源利用科学

くらしの生物学科

博
士
前
期

生物資源生産科学

生命化学科 生物資源利用科学

動物資源科学科 応用生命科学

応用生命科学

文系
食品ビジネス学科 生物環境科学

国際地域開発学科 生物資源経済学

理系

生命農学科

森林資源科学科 生物環境科学

都道府県名

令和4年度卒業・修了見込者

令和5年度卒業・修了見込者

獣医学科 小計

学部計

獣医学専攻

合計

令和5年度卒業・修了見込者 令和4年度卒業・修了見込者

大学院計

令和４年度 在籍者数及び都道府県別出身者数 令和４年５月１日現在
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進路先 決定者数

就職決定者 102
進学・その他 28

産業分類名 決定者数

官公庁・団体 22
メーカー(食品) 14
ｻｰﾋﾞｽ業(学習支援･調査等) 13
農･林･鉱･漁業･酪農畜産 11
メーカー(建設･住宅･不動産) 8
IT・情報処理 8
商社(総合･食品･ﾌｧｯｼｮﾝ) 6
流通(百貨･ｺﾝﾋﾞﾆ･生協) 5
メーカー(鉄鋼･機器･他) 3
商社(鉄鋼･機器･他) 3
教育機関 3
ｻｰﾋﾞｽ業(ﾌｰﾄﾞ･ﾎﾃﾙ等) 2
メーカー(化学･医薬品等) 1
流通専門店 1
情報(通信･ﾏｽｺﾐ) 1
医療・福祉施設（獣医） 1
エネルギー 0
金融保険業 0
商社(化学･医薬品等) 0
運輸・倉庫業 0
専門・技術サービス業 0

規模別 決定者数

大企業 47

中企業 25

小企業 14

※民間企業のみ（官公庁・教育機関除く）

大企業　従業員500名以上

中企業　従業員100名～499名以上

小企業　従業員99名以下

【企業規模別】　生農

【産業分類別②】　生農

【産業分類別①】　生農102名

22

14

13

11

8 8

6

5

3 3 3

2

1 1 1 1

0 0

0 0 00

5

10

15

20

官公庁・団体

21.6%メーカー(食品)

13.7%

ｻｰﾋﾞｽ業(学習支援･調査等)

12.7%

農･林･鉱･漁業･酪農畜産

10.8%

メーカー(建設･住宅･不動産)

7.8%

IT・情報処理

7.8%
商社(総合･食品･ﾌｧｯｼｮﾝ)

5.9%
流通(百貨･ｺﾝﾋﾞﾆ･生協)

4.9%
メーカー(鉄鋼･機器･

他)
商社(鉄鋼･機器･他)

2.9%

教育機関

2.9%

ｻｰﾋﾞｽ業(ﾌｰﾄﾞ･ﾎﾃﾙ等)

2.0%

メーカー(化学･医薬品等)

1.0%

流通専門店

1.0%

情報(通信･ﾏｽｺﾐ)

1.0%

医療・福祉施設（獣医）

1.0%

その他

8.8%

102 28

進路決定状況【生農 卒業生130名】

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

47 25 14

大企業 中企業 小企業

生命農学科（略称：生農）【令和３年度 就職等決定状況】

3



【教育のコンセプト】

担当教員 磯部・肥後 担当教員 百瀬・東

担当教員 窪田・水田 担当教員 井村・山本（裕）

担当教員 立石・上吉原 担当教員 畠山

担当教員 宍戸（理）・奈島・山田 担当教員 大澤

遺伝育種科学研究室

イネ，果樹，花などを取り上げ，品種改良に
重要な性質の遺伝的な差異を解明，それを
DNAで見分けるDNAマーカーの開発と利用に
関する研究

植物医科学研究室

植物ウイルス病における発病・抵抗性発現メ
カニズムの解明および植物病原糸状菌の寄生
性分化に関する生理・生態学的研究

応用昆虫科学研究室

化学農薬の散布では対応できない害虫に対し
て，特異的に感染する微生物を活用した防除
方法の開発や，益虫を保護することを研究

緑地環境科学研究室

都市と農村の生物多様性保全のための緑地計
画，環境共生に向けた地域デザイン，都市の
景観・アメニティ・レクリエーションに資す
る緑に関わる研究

花の科学研究室

根域環境制御システム（N.RECS）によるス
マートアグリカルチャーの実現に向けた産学
協同研究と，園芸植物の開花および花色発現
機構の解明に関する研究

園芸科学研究室

野菜や果物，とくに果実の品質を決定する甘
さや酸味，食感，フレーバーなどに関わる酵
素や遺伝子について生命科学的視点で調べ，
新しい野菜や果物の開発の研究

園芸作物の成長・栽培上の諸問題の原因を遺
伝子発現解析や植物ホルモン分析等の実験と
実際栽培で明らかにする，園芸作物の品質・
生産性向上に関する技法の開発の研究

【育成人材の概要】

人間の命を支える植物の役割を理解し，植物と人間との関わりに強い関心をもち，自ら考
え，行動し，目標をもって努力できる人材を育成しています。

生命農学科では生命，食，植物生産の基盤となる最新の農業や植物生態に関して，講義・実
習・実験を通した最新の教育を行っています。 ３年生から８分野の研究室に分属し，より専
門的な知識と技術を習得します。少人数によるきめ細かい指導のもと，演習や卒業研究を通
して考える力，伝える力，計画を実行する力，人の意見を受け入れる力などを養い，社会に
貢献する人材を育成しています。種苗，食品，流通，建設など幅広い農業の分野で活躍する
卒業生を輩出しています。

研究室一覧

作物科学研究室 農業生産技術研究室

ダイズ，雑穀キノア等の作物や品種の導入，
それらの生理・生態学的特徴の解明，持続的
作物生産に関わる土壌微生物群集の解明
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進路先 決定者数

就職決定者 97
進学・その他 24

産業分類名 決定者数

メーカー(食品) 29
ｻｰﾋﾞｽ業(学習支援･調査等) 18
メーカー(化学･医薬品等) 7
メーカー(鉄鋼･機器･他) 5
流通(百貨･ｺﾝﾋﾞﾆ･生協) 5
メーカー(建設･住宅･不動産) 4
金融保険業 3
商社(鉄鋼･機器･他) 3
流通専門店 3
IT・情報処理 3
官公庁・団体 3
教育機関 3
商社(総合･食品･ﾌｧｯｼｮﾝ) 2
商社(化学･医薬品等) 2
情報(通信･ﾏｽｺﾐ) 2
運輸・倉庫業 2
農･林･鉱･漁業･酪農畜産 1
エネルギー 1
ｻｰﾋﾞｽ業(ﾌｰﾄﾞ･ﾎﾃﾙ等) 1
医療・福祉施設（獣医） 0
専門・技術サービス業 0

規模別 決定者数

大企業 46

中企業 36

小企業 11

※民間企業のみ（官公庁・教育機関除く）

大企業　従業員500名以上

中企業　従業員100名～499名以上

小企業　従業員99名以下

【企業規模別】　生化

【産業分類別②】　生化

【産業分類別①】　生化97名

97 24

進路決定状況【生化 卒業生121名】

メーカー(食品)

29.9%

ｻｰﾋﾞｽ業(学習支援･調査等)

18.6%

メーカー(化学･医薬品等)

7.2%

メーカー(鉄鋼･機器･他)

流通(百貨･ｺﾝﾋﾞﾆ･生協)

5.2%

メーカー(建設･住宅･不動産)

4.1%

金融保険業

3.1%

商社(鉄鋼･機器･他)

3.1%

流通専門店

3.1%
IT・情報処理

3.1%

官公庁・団体

3.1%

教育機関

3.1%

商社(総合･食品･ﾌｧｯｼｮﾝ)

2.1%

商社(化学･医薬品等)

2.1%

情報(通信･ﾏｽｺﾐ)

2.1%

運輸・倉庫業

2.1%

農･林･鉱･漁業･酪農畜産

1.0%

エネルギー

1.0%

ｻｰﾋﾞｽ業(ﾌｰﾄﾞ･ﾎﾃﾙ等)

1.0%

その他

11.3%

29

18

7

5 5
4

3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 1 1 1

0 00

5

10

15

20

25

30

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

46 36 11

大企業 中企業 小企業

生命化学科（略称：生化） 【令和３年度 就職等決定状況】
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【教育のコンセプト】

担当教員 高橋（令）・中川・土屋（雄） 担当教員 荻原（淳）・渡邉（泰）

担当教員 熊谷・山口（勇） 担当教員 関（泰）・細野（崇）・増澤

担当教員 西尾・袴田・平野 担当教員 小林（孝）

担当教員 野口（章）・伊藤（紘）

生命化学科は，動物，植物，微生物など全ての生命体とそれらを取り巻く資源，食料，環境などの多彩な
分野に関して，化学的な視点に立って基礎から応用へと結びつける教育・研究を行う学科です。本学科で
は，豊富な実験実習と演習を通して高い技術力と実戦能力を身につけ，また，化学的視点に立った講義を
通して生命に係わる多様な問題に対応できる論理的な思考能力を養い，社会に貢献できる研究者，技術者
を養成します。

研究室一覧

【育成人材の概要】

農芸化学を基盤としたライフサイエンス分野の学科として，生活に密着した生命の諸問題を科学的にとら
え学ぶことにより，社会で活躍できる幅広い専門知識を身につけた人材を育成しています。

環境微生物学研究室 発酵化学研究室

微生物の代謝の一過程である発酵を通じて生活に有
効な物質を作り出し，そのメカニズムを解明してい
ます。青カビが作る紅麹色素，泡盛特徴香生成にお
ける黒麹菌の役割，廃グリセロールからのC4エリス
リトールへの微生物変換など，食品・化成品・化粧
品生産などへの実用化をめざしています。

栄養生理化学研究室

生活習慣病の多くは，好ましくない食習慣や肥満が原因で
す。肥満の延長線上には，糖尿病や心筋梗塞，脳梗塞など
致命的な病気が位置しています。私たちは食事のタイミン
グや食事の内容が肥満や動脈硬化など，日本人の死亡原因
となりつつあるさまざまな生活習慣病に対し，薬による治
療ではなく，食事による予防をめざしています。

土壌圏科学研究室

フィールド調査と室内実験を通じて土壌環境の保全をめざ
します。具体的には、発光バクテリアを用いた重金属汚染
土壌のスクリーニング法の開発を行っています。また、酸
性雨などの酸性降下物が土壌の諸性質に及ぼす影響につい
て、生物に有害なアルミニウムの形態に着目した研究を
行っています。

植物栄養生理学研究室

植物の生存機能の解析を通して，健康に役立つ機能性植
物，環境の浄化や修復に利用できる植物，植物バイオマス
のエネルギー転化，環境にやさしい微生物肥料などを研究
しています。機能性成分の原料になるイオウの取り込みの
しくみや，雑草がもつきわめて多様な有用能力を解明中で
す。

未知の機能を持った微生物を見つけ出し，その機
能，生理・生態を研究し，環境の維持や修復に応用
することをめざしています。地球温暖化の解決を目
的とした研究では，温室効果ガスを削減する微生物
を日本湾岸域のアマモ場（稚魚の隠れ家）から探し
出すことに成功し，現在培養を試みています。

食品化学研究室

大豆タンパク質を脱アミド化することで，青臭いニ
オイがせず，水もしみ出てこない，ババロアのよう
な滑らか食感のゲル状食品を開発しました。 これに
は骨粗しょう症の予防効果もあります。このよう
に，おいしくて栄養があり，かつ病気を予防する機
能を備えた食品を創る研究をしています。

生命を司る多様な分子の中で『糖』に着目し，健康で豊か
な生活を実現するための研究を行っています。特に，ヒト
の腸内や皮膚の善玉菌の働きを活発にすることで様々な健
康効果が期待できる“新規なオリゴ糖や糖誘導体”の開
発・コロナウイルスが“糖”を利用して人に感染すること
に着目した“抗ウイルス薬”の開発を中心に研究を行って
います。

生物化学研究室
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進路先 決定者数

就職決定者 111
進学・その他 16

産業分類名 決定者数

医療・福祉施設（獣医） 80
官公庁・団体 13
流通専門店 6
ｻｰﾋﾞｽ業(学習支援･調査等) 3
IT・情報処理 3
農･林･鉱･漁業･酪農畜産 2
メーカー(化学･医薬品等) 2
金融保険業 1
商社(化学･医薬品等) 1
メーカー(建設･住宅･不動産) 0
メーカー(食品) 0
メーカー(鉄鋼･機器･他) 0
エネルギー 0
商社(総合･食品･ﾌｧｯｼｮﾝ) 0
商社(鉄鋼･機器･他) 0
流通(百貨･ｺﾝﾋﾞﾆ･生協) 0
ｻｰﾋﾞｽ業(ﾌｰﾄﾞ･ﾎﾃﾙ等) 0
情報(通信･ﾏｽｺﾐ) 0
運輸・倉庫業 0
教育機関 0
専門・技術サービス業 0

規模別 決定者数

大企業 10

中企業 16

小企業 74

※民間企業のみ（官公庁・教育機関除く）

大企業　従業員500名以上

中企業　従業員100名～499名以上

小企業　従業員99名以下

【企業規模別】　獣医

【産業分類別②】　獣医

【産業分類別①】　獣医111名

111 16

進路決定状況【獣医 卒業生127名】

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10 16 74

大企業 中企業 小企業

医療・福祉施設（獣医）

72.1%

官公庁・団体

11.7%

流通専門店

5.4%

ｻｰﾋﾞｽ業(学習支援･調査等)

2.7%
IT・情報処理

2.7%
農･林･鉱･漁業･酪農畜産

1.8%

メーカー(化学･医薬品等)

1.8%

金融保険業

0.9%

商社(化学･医薬品等)

0.9%

その他

3.6%

80
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獣医学科（略称：獣医） 【令和３年度 就職等決定状況】
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【教育のコンセプト】

担当教員 五味・安井・髙橋（直） 担当教員 鯉江

担当教員 岡林・成田（貴） 担当教員 渋谷・近藤（孝）

担当教員 遠矢・木庭 担当教員 山﨑（純）・山口

獣医微生物学研究室 獣医薬理学研究室

獣医学が対象とするウイルスは種類が多く，宿主と
なる動物も多様です。本研究室では，ウイルスの進
化と病原性発現機構の解明を目指して，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
を行っています。

薬，特に抗がん薬を有効かつ安全に使用する方法に
ついて研究。遺伝子発現解析に加えて，膜電流や細
胞内Ca計測によって，新しい薬物ターゲットを探索
する。

獣医生化学研究室/分子生物学研究室 獣医病理学研究室

代謝調節や細胞内情報伝達機構を明らかにすること
で，生体機能の謎を解明するだけではなく，感染症
や腫瘍など疾病の診断や治療への応用を目指して研
究を行っている。

牛，馬，豚，鶏などの産業動物，犬，猫などの伴侶
動物，野生動物の病気の原因を，病理解剖などで明
らかにする。

さまざまな動物の体の仕組みを肉眼レベルから電子
顕微鏡による細胞の微細構造レベルまで比較研究す
る。（生殖器，神経系，感覚器の免疫組織化学的研
究，糖鎖に関する組織細胞化学的研究）

哺乳類の器官や組織，細胞の機能について研究。陸
生哺乳類やイルカなどの海生哺乳類が生きるための
生理機能や解剖学的研究を行い，なぜ環境に適応で
きたか解明する。

【育成人材の概要】

動物の健康維持・増進を使命とし，人の健康と福祉に貢献できる人材を育成しています。

獣医学科は，動物における生命活動のメカニズムの探究や，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等広範囲な領域をカバーした教育を行っています。
また，付属動物病院では多彩な診療科による専門診療・教育が行われ臨床実習を通じて高度で実践的な動
物医療を学修することができます。さらに，動物医科学研究センターでは，遺伝子解析装置を始めとした
種々の実験機器を用いた研究が展開され，優れた研究能力と専門技術をもった獣医師を育成しています。

研究室一覧

獣医解剖学研究室 獣医生理学研究室/獣医病態生理学研究室
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担当教員 松本（淳）・増田（絢） 担当教員 亘・坂井・阪本

担当教員 浅野（和）・枝村・関（真） 担当教員 大滝・住吉

担当教員 中山・髙橋（朋）・合屋・谷 担当教員 丸山（治）・鎌田

担当教員 山谷・手島 担当教員 北川・伊藤（大）

獣医麻酔・呼吸器学研究室 獣医神経病学研究室

人と共に暮らす動物における疼痛管理，高難度手術
に対する麻酔管理，呼吸器病の診断・治療法の改
良・開発， 生活環境影響・呼吸機能解析・バイオ
マーカーの探索について教育・研究を行っている。

神経病の研究，特に脳腫瘍と水頭症の診断治療や脊
髄再生医療について研究。従来の治療法では治らな
い犬や猫の脊髄損傷に対する新しい治療法の確立を
目指している。

獣医放射線学研究室 獣医臨床病理学研究室／獣医皮膚病学研究室

小動物における放射線治療や，小動物の腫瘍におけ
る病態解析と診断・治療に関する研究。

微生物と病気の関係，免疫や癌に関わる遺伝子につ
いて研究。（動物由来の細菌の抗菌剤，犬や猫につ
くカビ（マラセチア）などの形態や性質の解明，自
然免疫の活性化及び抑制）

獣医外科学研究室 獣医臨床繁殖学研究室

癌の高度医療，神経や骨の再生医療，内視鏡外科な
どを中心に研究。新たな治療法である光線力学的治
療法，動脈塞栓療法，免疫療法など最先端癌治療の
研究を行っている。

牛や豚など家畜の新しい繁殖技術や繁殖障害予防法
の研究。次世代の優良な子畜を得ることが繁殖の目
的である。（乳牛の栄養，特にルーメン環境や肝機
能と繁殖機能に関する研究）

医動物学研究室 獣医内科学研究室／獣医消化器病学研究室

動物の寄生虫と寄生虫病の診断，人や動物に共通す
る寄生虫病が主要テーマ。寄生虫の成長と生殖のサ
イクルの仕組み，寄生虫と宿主間の相互作用を理解
し，寄生虫病の予防や新しい検査法の開発，治療法
について研究。

犬・猫の一般内科，消化器科，血液科について研
究。動物の病気の原因を調べ，診断・治療に役立つ
研究をしている。

研究室一覧
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担当教員 堀北・大野 担当教員 伊藤（琢）・瀬川

担当教員 丸山（総）・壁谷・佐藤（真） 担当教員 小川・小熊

担当教員 森友・片倉 担当教員 佐藤（雪）・越後谷

担当教員 橋本

獣医毒性学研究室

代謝性疾患の治療法開発のため、褐色・ベージュ脂
肪の活性化をターゲットにした創薬を目指してい
る。また、漢方薬に使われる生薬の効能と毒性の研
究も行なっている。

環境と野生動物との関係を感染症の観点から研究し
ている。野外調査や分子レベルでの解析を行い，自
然環境の保全に貢献する獣医学の新たな研究分野を
開拓。

魚病学研究室/比較免疫学研究室 実験動物学研究室

イヌ・ネコ～魚類まで，様々な動物の免疫のしくみ
について研究。（魚病ワクチンの開発，イヌ・ネコ
における主要組織適合性遺伝子複合体の多型解析）

家畜やペットで問題となっているウイルス性の伝染
病について研究。発病機序の解明，病原体の遺伝子
解析，診断法の開発や，疫学調査などを行ってい
る。

獣医公衆衛生学研究室/獣医食品衛生学研究室 獣医伝染病学研究室

獣医学の中でも最も人との関わりが深い学問分野。
主に猫ひっかき病などの人獣共通感染症や，腸管出
血性大腸菌などの細菌性食中毒の疫学や病態につい
て研究。

獣医産業動物臨床学研究室 獣医衛生学研究室

牛，豚など産業動物の疾病に係る診断，治療および
予防対策の開発や臨床研究を行う。皆が安心して消
費できる畜産物の生産，家畜の健康と食の安全を守
る産業動物臨床獣医師を育成。

免疫機構の仕組みを解明し，動物の疾病予防や健康
管理について研究。狂犬病などの新興・再興感染症
の疫学的解明や予防法，動物の生体防御メカニズム
の解明など，健康増進に貢献している。
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進路先 決定者数

就職決定者 115
進学・その他 22

産業分類名 決定者数

ｻｰﾋﾞｽ業(学習支援･調査等) 19
農･林･鉱･漁業･酪農畜産 15
メーカー(食品) 14
官公庁・団体 12
流通専門店 11
IT・情報処理 10
医療・福祉施設（獣医） 7
商社(鉄鋼･機器･他) 5
メーカー(建設･住宅･不動産) 4
メーカー(化学･医薬品等) 4
商社(総合･食品･ﾌｧｯｼｮﾝ) 3
ｻｰﾋﾞｽ業(ﾌｰﾄﾞ･ﾎﾃﾙ等) 3
メーカー(鉄鋼･機器･他) 2
流通(百貨･ｺﾝﾋﾞﾆ･生協) 2
金融保険業 1
情報(通信･ﾏｽｺﾐ) 1
運輸・倉庫業 1
教育機関 1
エネルギー 0
商社(化学･医薬品等) 0
専門・技術サービス業 0

規模別 決定者数

大企業 39

中企業 31

小企業 37

※民間企業のみ（官公庁・教育機関除く）

大企業　従業員500名以上

中企業　従業員100名～499名以上

小企業　従業員99名以下

【企業規模別】　動物

【産業分類別②】　動物

【産業分類別①】　動物115名

115 22

進路決定状況【動物 卒業生137名】

ｻｰﾋﾞｽ業(学習支援･調査等)

16.5%

農･林･鉱･漁業･酪農畜産

13.0%

メーカー(食品)

12.2%

官公庁・団体

10.4%

流通専門店

9.6%

IT・情報処理

8.7%

医療・福祉施設（獣医）

6.1%

商社(鉄鋼･機器･他)

4.3%
メーカー(建設･住宅･不動産)

3.5%

メーカー(化学･医薬品等)

3.5%

商社(総合･食品･ﾌｧｯｼｮﾝ)

2.6%

ｻｰﾋﾞｽ業(ﾌｰﾄﾞ･ﾎﾃﾙ等)

2.6%

メーカー(鉄鋼･機器･他)

1.7%

流通(百貨･ｺﾝﾋﾞﾆ･生協)

1.7%

金融保険業

0.9%

情報(通信･ﾏｽｺﾐ)

0.9%

運輸・倉庫業

0.9%

教育機関

0.9%

その他

7.0%
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動物資源科学科（略称：動物） 【令和３年度 就職等決定状況】
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【教育のコンセプト】

担当教員 大西・三角 担当教員 川井・増田（哲）

担当教員 山室・園田・相澤（修） 担当教員 岩佐・明主

担当教員 梶川・浅野（早） 担当教員 福澤

担当教員 佐伯

家畜の食物すなわち飼料の安定的な確保と，家畜の
飼育管理技術の確立を目指して，主に栄養学的アプ
ローチで研究。

反芻動物の栄養に関する研究。消化管内微生物の生
態・代謝に関する研究，特に草食動物による繊維性
資源利用のキーポイントとなる共生微生物との関係
については遺伝子レベルで解析。

コンパニオンアニマル（主にイヌ）の行動について
総合的・科学的に研究。アニマルウェルフェアに配
慮したイヌの扱いや訓練法の研究。イヌの感覚能力
やヒトと共に暮らすための環境等に関する研究。

草地学研究室

主に地表棲小型哺乳類を対象に，形態・遺伝・分
子・生態・分布などの解析から，その多様性の創出
機構と維持機構を進化学的に研究。また小型哺乳類
の視点からみた環境評価についても研究。

伴侶動物学研究室飼養学研究室

野生動物学研究室

ブタの繁殖生理学を追求するとともに，遺伝子組換
えブタの研究開発やブタ胚の超低温保存研究等，ブ
タを中心に幅広い研究。
発生工学を応用した，遺伝子組換えブタの開発やブ
タ生殖細胞の超低温保存等，ブタの生殖に関する幅
広い研究。

動物組織機能学研究室

マウスやラットなどの実験動物を用いて，行動形質
などの表現型に影響を及ぼす遺伝的ならびに環境的
要因について研究。社会形成の神経科学的基盤や中
枢神経系の発達を促す乳汁生理活性物質についても
多角的に研究。

他の食材にない栄養的特徴と数々の生理機能を有す
るミルクとその特性を生かしたヒトの健康維持に有
用でおいしい乳製品の創製，および乳酸菌が生産す
る有用物質（抗菌ペプチド等）の機能解析研究。

【育成人材の概要】

動物を通じて社会人として必要な観察眼を養い，社会に役立つ基礎的な知識や技術を習得した人材を育成
しています。

動物生殖学研究室 ミルク科学研究室

動物資源科学科は，動物の生命現象のしくみについて，動物のからだ全体から細胞そして分子のレベルまで幅
広く教育する「動物の生命科学に関する分野」，社会に役立つ様々な動物（産業動物・伴侶動物） 並びに畜
産物（乳・肉・卵）を生産するための基礎から応用まで教育する「動物の生産・利用・流通に関する分野」，
さらに自然界に棲息する動物の生態とその保全について教育する「野生動物の保全に関する分野」の３分野に
わたり教育しています。また，インターンシップ等のキャリア養成にも力を入れています。

研究室一覧
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進路先 決定者数

就職決定者 126
進学・その他 10

産業分類名 決定者数

IT・情報処理 18
メーカー(食品) 17
流通専門店 12
ｻｰﾋﾞｽ業(学習支援･調査等) 12
ｻｰﾋﾞｽ業(ﾌｰﾄﾞ･ﾎﾃﾙ等) 11
官公庁・団体 10
流通(百貨･ｺﾝﾋﾞﾆ･生協) 8
商社(総合･食品･ﾌｧｯｼｮﾝ) 7
メーカー(鉄鋼･機器･他) 5
金融保険業 5
医療・福祉施設（獣医） 5
商社(鉄鋼･機器･他) 4
情報(通信･ﾏｽｺﾐ) 3
メーカー(建設･住宅･不動産) 2
メーカー(化学･医薬品等) 2
運輸・倉庫業 2
農･林･鉱･漁業･酪農畜産 1
エネルギー 1
専門・技術サービス業 1
商社(化学･医薬品等) 0
教育機関 0

規模別 決定者数

大企業 61

中企業 35

小企業 27

※民間企業のみ（官公庁・教育機関除く）

大企業　従業員500名以上

中企業　従業員100名～499名以上

小企業　従業員99名以下

【企業規模別】　食ビ

【産業分類別②】　食ビ

【産業分類別①】　食ビ126名

126 10

進路決定状況【食ビ 卒業生136名】
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0.8%

その他

9.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

61 35 27

大企業 中企業 小企業

食品ビジネス学科（略称：食ビ） 【令和３年度 就職等決定状況】
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【教育のコンセプト】

担当教員 清水（み） 担当教員 高橋（巌）

担当教員 宮部 担当教員 小野（洋）

農村地域での田舎歩きや現地の方へのインタビュー
調査などを通して，「足下の自然」・「農業の営
み」・「農村のくらし」に着目した農村散策マップ
づくりなど，農村資源を活かした事業化や農村活性
化戦略づくりについて調査研究しています。

環境問題は私たちの食を含む生活全般に大きな影響
を及ぼしています。どのような農産物の栽培方法が
環境負荷を小さくするかは，一般的なイメージと異
なることが少なくありません。当ゼミでは，経済学
のツールを用いて環境問題を多面的に捉える洞察力
を養います。

【育成人材の概要】

農林水産業や資源・環境問題から，食品産業・食品流通， 新たな食品開発に至る多様な「食」の世界にア
プローチし，「食」の未来を創造する人材を育成しています。

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て来た私
たち人類は，より豊かに生きるために社会を変革し
て来ました。そこでの「豊かさ」と，私たちを育ん
できた環境との望ましいあり方とは何かを考えなが
ら，食と環境の問題の解決方法を研究しています。

農村資源開発論研究室

地域経済論研究室

私たちの身近な問題である“農と食”の問題を中心
にしながら，その背景にある少子高齢化や資源環境
など社会構造問題，協同組合・非営利協同組織問題
などの分析を通じて，さまざまな地域経済・地域社
会の問題を考えていきます。

資源・環境経済学研究室

食品ビジネス学科は，「食」と「食ビジネス」に関わる課題を追求し，新しい「食」の創造を目指して，経済
学・経営学・社会学・食品科学などの多彩な視点を取り入れ，少人数教育と現場重視の教育を行っています。
また農山村をはじめ，食品製造業，流通業，外食産業の現場に足を運び，その実態について学ぶ「フィールド
リサーチ」や，わが国を代表する食品企業のトップから直に学ぶ「食品ビジネス特別講義」等をカリキュラム
に取り入れ，実践的な教育を通じて食品ビジネスの担い手となる人材を育成しています。

研究室一覧
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研究室一覧

担当教員 阿久根 担当教員 友田

担当教員 大石 担当教員 佐藤（奨）

担当教員 川手 担当教員 若林

食品企業組織論研究室

食品産業（食品工業，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，その組織構造や参加者（企業や消費者）の
行動を分析・評価し，豊かな食への理論的・実証的
な基礎を与えることをめざしています。

私たちの食生活を支え，新たな食文化を創造する食
品企業のイノベーションの源泉を探ります。とくに
企業家の経営構想力に基づく戦略的意思決定・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。

とくに「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，社会的に大きく乖離してし
まっている食と農，都市と農村の関係を今後いかに
つくり直していったらよいかなどの問題について，
暮らしの視点に立って研究を進めています。

産業社会学研究室 食品開発学研究室

次々に発売される食品の新製品は，どのように開発
されているか知っていますか？ヒット商品を生み出
すためには，消費者のニーズを掴むことと，食品製
造の仕組みを知ることが大切です。文系・理系の学
びを融合させ，新しい食品の開発提案に取り組みま
す。

食品産業論研究室

貿易自由化や気候変動といった政策や環境の変化
は，フードシステムを通じて特定の地域だけでなく
国内外の経済・社会に影響をもたらします。それら
の原因やメカニズムについて，定量分析の手法を用
いて地域経済学や新経済地理学の視点から探究しま
す。

国際フードシステム研究室 地域食品企業論研究室

地域で活躍する食品関連企業は，食品を生産販売す
るだけでなく，地域の一次産品の実需者，地域住民
の雇用の場，さらには地域の食文化の伝承者といっ
た様々な役割を果たしています。食品企業のこうし
た多様な役割と課題について幅広く考えていきま
す。
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担当教員 久保田（裕） 担当教員 谷米

担当教員 片上 担当教員 清水（友）

食品調理学研究室

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。嗜好性の高い，おいしい食品とはどんな
物でしょう。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分析する機器測定
や，人間の感覚を用いる官能評価を用いておいしさ
の秘密を探ります。

食生活の変化は，その時代の背景を映し出します。
食生活や食文化についての知識を学ぶと共に，
「食」とは何かとの視点に立って，多様化する現代
のライフスタイルや地域社会における食の豊かさに
ついて考えていきます。

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。「おいしい笑
顔」をテーマに，望ましい食生活の実現に向けて，
食卓から人々の食生活をより豊かにする方法につい
て考えていきます。

フードツーリズム論研究室

食コミュニティ論研究室 フードコーディネート研究室

風土や生活，人々の嗜好にあった調理方法や保存方
法が工夫された，豊かな日本の食文化。当研究室で
は，観光活動により食文化を探求するフードツーリ
ズム等に着目し，現場に足を運び調査しながら学ん
でいきます。
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進路先 決定者数

就職決定者 89
進学・その他 22

産業分類名 決定者数

メーカー(建設･住宅･不動産) 23
官公庁・団体 20
ｻｰﾋﾞｽ業(学習支援･調査等) 19
IT・情報処理 8
商社(化学･医薬品等) 3
農･林･鉱･漁業･酪農畜産 2
メーカー(食品) 2
メーカー(化学･医薬品等) 2
メーカー(鉄鋼･機器･他) 2
流通専門店 2
エネルギー 1
金融保険業 1
流通(百貨･ｺﾝﾋﾞﾆ･生協) 1
ｻｰﾋﾞｽ業(ﾌｰﾄﾞ･ﾎﾃﾙ等) 1
情報(通信･ﾏｽｺﾐ) 1
運輸・倉庫業 1
商社(総合･食品･ﾌｧｯｼｮﾝ) 0
商社(鉄鋼･機器･他) 0
教育機関 0
医療・福祉施設（獣医） 0
専門・技術サービス業 0

規模別 決定者数

大企業 21

中企業 23

小企業 31

※民間企業のみ（官公庁・教育機関除く）

大企業　従業員500名以上

中企業　従業員100名～499名以上

小企業　従業員99名以下

【企業規模別】　森林

【産業分類別②】　森林

【産業分類別①】　森林89名

令和３年度　就職等決定状況　森林資源科学科

89 22

進路決定状況【森林 卒業生111名】
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メーカー(建設･住宅･不動産)

25.8%

官公庁・団体

22.5%

ｻｰﾋﾞｽ業(学習支援･調査等)

21.3%

IT・情報処理

9.0%

商社(化学･医薬品等)

3.4%

農･林･鉱･漁業･酪農畜産

2.2%

メーカー(食品)

2.2%

メーカー(化学･医薬品等)

2.2%

メーカー(鉄鋼･機器･他)

2.2%

流通専門店

2.2%

エネルギー

1.1%

金融保険業

1.1%

流通(百貨･ｺﾝﾋﾞﾆ･生協)

1.1%

ｻｰﾋﾞｽ業(ﾌｰﾄﾞ･ﾎﾃﾙ等)

1.1%

情報(通信･ﾏｽｺﾐ)

1.1%

運輸・倉庫業

1.1%

その他

6.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

21 23 31

大企業 中企業 小企業

森林資源科学科（略称：森林） 【令和３年度 就職等決定状況】
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【教育のコンセプト】

担当教員 中島（啓）・岩田 担当教員 太田（祐）・松倉

担当教員 安部（哲）・上村 担当教員 瀧澤・小坂・阿部（和）

担当教員 杉浦・園原 担当教員 堀江

担当教員 倉田 担当教員 木口・毛利

森林バイオマスの有効利用のために,木材の力学的な
性質を理解したうえで,適材適所に使用することが求
められています。当研究室では,木材の材種や力学的
特性を評価する方法の技術開発に取り組んでいま
す。特に,分光計測に焦点を当て,板材,楽器,木製文化
財など幅広い測定対象を非破壊的に計測していま
す。

バイオエコノミー社会の実現に向けて，石油や石炭
などの化石資源に代わる森林資源など植物のパイオ
マス資源の利用に関する研究をしています。特に，
石油化学に匹敵する新しい工業原料の生産技術，表
面処理や化学的改質による木材の高性能化，高機能
化等の研究に取り組んでいます。

森林共生学研究室 木造建築学研究室

自然環境と社会環境を調和させて，将来にわたって
健全で豊かな森林を管理するための方策を研究して
います。特に，森林環境教育の推進，地域社会と森
林との関わり，環境に配慮した人工林管理，新しい
技術を活用した森林計測についての研究に取り組ん
でいます。

地域色豊かな木造住宅の実態を知り，古民家の再生
により実現する木の家の持続可能性の研究をしてい
ます。特に，木造住宅の構法・空間・デザイン・活
用，CADを用いた建築表現，木造住宅の部材用語に
関する研究に取り組んでいます。

木材工学研究室 バイオマス資源化学研究室

森林に生息する哺乳類について，それらの多様性，
行動，生態，生理，相互関係を多面的に研究してい
ます。特に樹木や木造建築物を食害する木材食害昆
虫や森林に棲む鳥獣類についての調査・研究に取り
組んでいます。

森林生態系の機能解明の一環として，樹木や微生物
の生理生態，樹木と微生物の相互関係などの研究を
行っています。特に，微生物の培養，きのこ類の生
理生態，樹木病害の発生機構，その被害軽減法など
に取り組んでいます。

森林生態学研究室 森林環境保全学研究室

森林の遷移や動植物間相互作用，物質循環など森林
生態系の仕組みを明らかにし，森林を適切に維持管
理するための研究を行っています。身近な都市近郊
林や暮らしを守る海岸林，厳しい環境の亜高山帯
林，海洋島などの調査・研究にも取り組んでいま
す。

地球にとって重要な水，熱，二酸化炭素などに対し
て森林の働きを明らかにする研究を行っています。
特に，流谷底部の水質，森林流域 からの流出量や溶
存イオン，森林地帯における熱・ 水・炭素循環に関
する研究に取り組んでいます。

【育成人材の概要】

森林に関わる問題を，自然科学，社会科学，工学等の様々な視点から学び，持続可能な森林環境や社会の
実現に貢献できる人材の育成を目指しています。

森林資源科学科では，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森林を育て，守り，活用す
ることを学びます。そのために，「生物多様性科学分野」，「環境システム学分野」，「持続可能な経
営・利用分野」，「森林バイオマスの有効利用分野」の４分野を設け，フィールド調査や実験を通して，
森林に関する諸問題を専門的かつグローバルな視点で理解した上で，これからの森林環境や社会の実現に
向けてリードできる人材を養成しています。

研究室一覧

森林動物学研究室 森林植物・微生物学研究室
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進路先 決定者数

就職決定者 103
進学・その他 38

産業分類名 決定者数

メーカー(食品) 18
商社(総合･食品･ﾌｧｯｼｮﾝ) 12
ｻｰﾋﾞｽ業(学習支援･調査等) 12
官公庁・団体 11
メーカー(建設･住宅･不動産) 7
流通専門店 7
IT・情報処理 6
メーカー(鉄鋼･機器･他) 5
流通(百貨･ｺﾝﾋﾞﾆ･生協) 5
農･林･鉱･漁業･酪農畜産 3
商社(鉄鋼･機器･他) 3
ｻｰﾋﾞｽ業(ﾌｰﾄﾞ･ﾎﾃﾙ等) 3
運輸・倉庫業 3
教育機関 3
メーカー(化学･医薬品等) 2
商社(化学･医薬品等) 2
金融保険業 1
エネルギー 0
情報(通信･ﾏｽｺﾐ) 0
医療・福祉施設（獣医） 0
専門・技術サービス業 0

規模別 決定者数

大企業 52

中企業 24

小企業 17

※民間企業のみ（官公庁・教育機関除く）

大企業　従業員500名以上

中企業　従業員100名～499名以上

小企業　従業員99名以下

【企業規模別】　海洋

【産業分類別②】　海洋

【産業分類別①】　海洋103名

103 38

進路決定状況【海洋 卒業生141名】
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流通専門店

6.8%
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5.8%
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4.9%

流通(百貨･ｺﾝﾋﾞﾆ･生協)
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2.9% ｻｰﾋﾞｽ業(ﾌｰﾄﾞ･ﾎﾃﾙ等)
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海洋生物資源科学科（略称：海洋） 【令和３年度 就職等決定状況】
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【教育のコンセプト】

担当教員 福島・松宮 担当教員 間野・柴﨑

担当教員 小島（隆）・牧口 担当教員 髙井・中井

担当教員 森（司）・井上（菜） 担当教員 荒・小糸・廣海

担当教員 糸井・周防・杉田 担当教員 鈴木（美）・澤山・朝比奈

水族生態学研究室

海洋生態系は生物や海流，栄養塩などの要素で構成
されています。これらを浅海から深海まで分析し，
海洋環境・生態系変動の解明・予測をしています。
相模湾などを主なフィールドとして調査・研究をし
ています。

【育成人材の概要】

海洋に関する生物資源，環境，生命科学分野の知識を駆使して，海洋生物環境の保全と人類の豊かな生活
の調和を創造できる国際人を養成しています。

海洋生物資源利用学研究室 水圏生物病理学研究室

魚群行動計測学研究室

海洋生物資源科学科は，日本技術者教育認定機構（JABEE）より認定（農学一般関連分野）を受けた技術
者教育プログラムにより海洋生物資源科学の専門技術者育成をしています。また，厚生労働省より認定を
受けたプログラムにより食品衛生管理者養成もしています。
水産業界をはじめ，食品や流通，水族館，環境アセスメント，製薬等， 幅広い分野で活躍できる人材育成
の教育を行っています。カリキュラムにインターンシップを取り入れ，実務的な専門知識の修得を図って
います。

研究室一覧

養殖場，水族館などの飼育現場や自然水域で認めら
れる魚介類の病気に関する研究を行っています。水
族の生体防御能を利用した感染症予防についての基
礎研究も取り組んでいます。

未利用資源を機能性食品や素材，生理活性物質に加
工して有効利用する研究，および水産加工品や鮮度
保持技術の改良・開発などの研究をしています。

加速度，心電図を記録するための器具を魚や漁具に
装着して魚類の生理・生態を観察し，環境にやさし
い海洋生物生産技術に応用するための研究や，成育
環境作りにつながる研究をしています。

魚介類の生活史特性および生息環境特性の解明に取
り組んでいます。日本各地の沿岸海域，関東・東海
地方の河川，および東北地方の湖沼において，生物
の観察・採集調査をしています。

生物の様々な生命現象を分子のレベルから研究して
います。主に遺伝子組換え換えサケを用いた成長と
老化や，オタマジャクシの捕食者適応，耐熱性深海
生物であるマリアナイトエラゴカイの研究をしてい
ます。

生物機能化学研究室 海洋環境学研究室

海洋生物生理学研究室増殖環境学研究室

安全な魚介類を持続的に養殖するには環境管理が最
も重要です。そこで，微生物や分子生物学の手法を
用いて「環境にやさしい養殖システム」の構築を目
指しています。また，増殖環境の向上に働く化学物
質の探索を行っています。

魚類・鯨類などの脊椎動物を対象として，環境応答
の観点から生殖やストレス応答についての研究，お
よび品種改良や遺伝子資源の保全についての研究を
しています。
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進路先 決定者数

就職決定者 96
進学・その他 22

産業分類名 決定者数

メーカー(建設･住宅･不動産) 34
官公庁・団体 23
ｻｰﾋﾞｽ業(学習支援･調査等) 12
IT・情報処理 4
運輸・倉庫業 4
教育機関 4
流通専門店 3
メーカー(食品) 2
メーカー(鉄鋼･機器･他) 2
農･林･鉱･漁業･酪農畜産 1
メーカー(化学･医薬品等) 1
商社(総合･食品･ﾌｧｯｼｮﾝ) 1
商社(鉄鋼･機器･他) 1
流通(百貨･ｺﾝﾋﾞﾆ･生協) 1
ｻｰﾋﾞｽ業(ﾌｰﾄﾞ･ﾎﾃﾙ等) 1
情報(通信･ﾏｽｺﾐ) 1
医療・福祉施設（獣医） 1
エネルギー 0
金融保険業 0
商社(化学･医薬品等) 0
専門・技術サービス業 0

規模別 決定者数

大企業 34

中企業 25

小企業 16

※民間企業のみ（官公庁・教育機関除く）

大企業　従業員500名以上

中企業　従業員100名～499名以上

小企業　従業員99名以下

【企業規模別】　環工

【産業分類別②】　環工

【産業分類別①】　環工96名

令和３年度　就職等決定状況　生物環境工学科

96 22

進路決定状況【環工 卒業生118名】

メーカー(建設･住宅･不動産)

35.4%

官公庁・団体

24.0%

ｻｰﾋﾞｽ業(学習支援･調査等)

12.5%

IT・情報処理

4.2%

運輸・倉庫業

4.2%

教育機関

4.2%
流通専門店

3.1%
メーカー(食品)

2.1%

メーカー(鉄鋼･機器･他)

2.1%

農･林･鉱･漁業･酪農畜産

1.0%

メーカー(化学･医薬品等)

1.0%

商社(総合･食品･ﾌｧｯｼｮﾝ)

1.0%

商社(鉄鋼･機器･他)

1.0%

流通(百貨･ｺﾝﾋﾞﾆ･生協)

1.0%

ｻｰﾋﾞｽ業(ﾌｰﾄﾞ･ﾎﾃﾙ等)

1.0%

情報(通信･ﾏｽｺﾐ)

1.0%

医療・福祉施設（獣医）

1.0%

その他

6.3%

34

23

12

4 4 4
3

2 2
1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 00

5
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25
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35

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

34 25 16

大企業 中企業 小企業

生物環境工学科（略称：環工） 【令和３年度 就職等決定状況】
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【教育のコンセプト】

担当教員 長坂・山嵜 担当教員 斉藤（丈）・川本

担当教員 内ケ崎 担当教員 笹田・對馬

担当教員 都・佐瀬 担当教員 三谷

担当教員 栗原・藤沢 担当教員 川越・梅田・宮本

担当教員 串田・宮坂

持続的な暮らしのデザイン体系理論をベースに，地
域の自然や歴史，文化・社会と共存した居住空間の
計画・デザインについて研究。さらに住民と共に実
践的活動もしています。

生物生産システム工学研究室建築・地域共生デザイン研究室

地球環境・資源リモートセンシング研究室

LEDを用いた植物の生長制御，精密な栽培管理や生産
者の作業判断支援のための植物生体情報の見える化
技術，青果物の非破壊内部品質評価と品質保持技術
などを研究しています。

自然災害対策と広域の環境創造について，最新の空
間情報科学とリモートセンシングを用いて研究して
います。

地形，土壌，水量，水質，生態系などを調査して，
環境悪化の要因や対策を検討しています。貴重な動
植物が生息する湿原と周辺の農業との共存をはかる
工学的対策などを研究しています。

バイオ｢生物｣，メカニクス｢機械｣，ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ｢電子｣
の手法を駆使して，農業の自動化システム開発(収穫
ロボット，精密農業)，バイオエネルギー(微生物燃料
電池，微細藻のﾊﾞｲｵﾃﾞｨｰｾﾞﾙ)，ミツバチを活用した
環境診断(ﾏｲｸﾛGPS)に関する研究しています。

人間を含めた様々な生き物が共生できる環境の保全
と持続的な生産を目指し，野生生物の生態や生息地
と農林業など人間活動の関係について研究していま
す。

環境や人にも優しいスマート施設農業。エネル
ギー・資源の低減・利活用，環境や生体の情報セン
シング。また，食品・生体材料の最適冷凍保存，3次
元バイオ構造モデリングについて研究しています。

生物生産流通施設学研究室 動物生態環境学研究室

地域環境保全学研究室バイオメカトロニクス研究室

地球を循環する水の量的・質的な研究。また効率的
な利用や汚れた水の浄化方法，水質悪化の原因，抑
制などの検討。さらにGISを利用した水環境の整備と
水利システムについて研究しています。

道路や橋，また食料生産地域での水利用施設など，
ものづくりの現場でも環境への適応が求められてい
ます。新時代の土木環境を創造する施設設計，施工
に関する教育と調査・研究をしています。

研究室一覧

【育成人材の概要】

地域環境の創造，持続的な食料生産に関する諸問題を，土木，機械，建築などの工学的視点から解決でき
る人材を育成しています。																	

水資源環境工学研究室 環境土木施設工学研究室

食料やエネルギーの生産環境および快適な生活環境を持続的に創出する総合科学と技術の教育を行ってい
ます。日本技術者教育認定機構（JABEE）の認定（地域環境工学プログラム）を受けた修習技術者や測量
士補等の資格，一級・二級・木造建築士，建築・造園・土木・管工事施工管理技士，コンクリート技士・
主任技士等の受験資格が得られます。環境再生医初級の資格やCAD利用技術者試験にも対応しています。
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進路先 決定者数

就職決定者 116
進学・その他 20

産業分類名 決定者数

メーカー(食品) 35
IT・情報処理 16
ｻｰﾋﾞｽ業(学習支援･調査等) 11
官公庁・団体 9
商社(総合･食品･ﾌｧｯｼｮﾝ) 7
ｻｰﾋﾞｽ業(ﾌｰﾄﾞ･ﾎﾃﾙ等) 7
メーカー(建設･住宅･不動産) 5
商社(鉄鋼･機器･他) 5
流通専門店 5
流通(百貨･ｺﾝﾋﾞﾆ･生協) 4
メーカー(化学･医薬品等) 3
メーカー(鉄鋼･機器･他) 3
運輸・倉庫業 2
農･林･鉱･漁業･酪農畜産 1
金融保険業 1
情報(通信･ﾏｽｺﾐ) 1
教育機関 1
エネルギー 0
商社(化学･医薬品等) 0
医療・福祉施設（獣医） 0
専門・技術サービス業 0

(4)

規模別 決定者数

大企業 64

中企業 26

小企業 21

※民間企業のみ（官公庁・教育機関除く）

大企業　従業員500名以上

中企業　従業員100名～499名以上

小企業　従業員99名以下

【企業規模別】　食生

【産業分類別②】　食生

【産業分類別①】　食生116名

116 20

進路決定状況【食生 卒業生136名】

メーカー(食品)

30.2%

IT・情報処理

13.8%

ｻｰﾋﾞｽ業(学習支援･調査等)

9.5%

官公庁・団体

7.8%

商社(総合･食品･ﾌｧｯｼｮﾝ)

6.0%

ｻｰﾋﾞｽ業(ﾌｰﾄﾞ･ﾎﾃﾙ等)

6.0%

メーカー(建設･住宅･不動産)

4.3%

商社(鉄鋼･機器･他)

4.3%

流通専門店

4.3%

流通(百貨･ｺﾝﾋﾞﾆ･生協)

3.4%

メーカー(化学･医薬品等)

2.6%

メーカー(鉄鋼･機器･他)

2.6%

運輸・倉庫業

1.7%

農･林･鉱･漁業･酪農畜産

0.9%

金融保険業

0.9%

情報(通信･ﾏｽｺﾐ)

0.9%

教育機関

0.9%

その他

7.8%

35

16

11

9

7 7
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3 3
2
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64 26 21

大企業 中企業 小企業

食品生命学科（略称：食生） 【令和３年度 就職等決定状況】
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【教育のコンセプト】

担当教員 長田・大畑 担当教員 細野（朗）・津田

担当教員 竹永・鳥居・成澤 担当教員 陶

担当教員 阿部（申） 担当教員 鈴木（チ）・河原井・京井

担当教員 松藤（寛）・大槻

食品分析学研究室

分析化学的手法を駆使し，成分や化学物質から食品
の品質・機能・安全を研究。植物中の有用成分の探
索と生合成機構解明，食品廃棄物系バイオマスから
の新規蛍光物質への変換，食品中の食品添加物分析
法の開発及び性能評価の研究。

高品質で美味しい食品の創成，食品素材がもつ有効
成分を活かした食品製造，伝統食品がもつ特徴を解
析し，効率的な方法を創造。地域食品素材の特性分
析と製造原理の解明，食品製造工程への圧力処理の
応用を研究。

食品創成科学研究室 食品衛生学研究室

食品素材・資源の有効利用，高付加価値化を目的と
して，食品化学，生化学，微生物学，食品製造学，
分子生物学，食品物理化学を用いて基礎的・応用的
研究。納豆の新規機能性の研究。魚醤油の発酵の研
究。

微生物衛生の向上とシェルフライフの延長を両立し
た新たな微生物制御法の開発を目指し，以下の研究
を実施。①微生物間相互作用の解明 ②加熱処理に替
わる食品の非加熱殺菌法の開発。③遺伝子解析技術
を利用した食中毒菌の迅速検出法の開発。

食品の摂取がからだの状態にどのような影響を及ぼ
すかについて，特に生命の維持に重要な役割を果た
す免疫系に対する食品成分の作用に注目して研究し
ている。抗感染食品，抗アレルギー食品をつくるこ
とを目指す。

食品生命工学研究室

未来の生物化学工業で重要となる“安全性・環境適
応・高効率”の３つのキーワードを考慮して，食品
の加工・改質・保存について研究。SDGsを目標とし
た未利用資源の高度有効利用，環境負荷の少ない食
品生産プロセスの開発。

食品の匂いがもたらす嗜好調節作用や大脳生理学的
作用を，行動学的，分子生物学的並びに免疫組織化
学的手法を用いて検索する。嗅覚機能に対する亜鉛
などの微量栄養素の役割について研究する。分析化
学的手法を用いて食品の匂い物質のプロフィールを
明らかにし，活性因子を同定する。

食品資源利用学研究室

食品生命学科では，食品製造を土台として，食に関する基礎と先端的な科学技術を学び，食品化学･食品工
学･食品安全･食品機能に関する専門性と高度な技能を身につける教育･研究を行っています。多彩な講義や
実験に加え，JAS 認定食品加工施設等での実習やインターンシップを通じた実践教育にも力を入れていま
す。食品衛生責任者や食品衛生管理者等の資格（任用）が取得でき，「食」の専門家として積極的かつ柔
軟な思考をもって社会に貢献できる人材を育成しています。

研究室一覧

【育成人材の概要】

「食」と「人・生命・環境」とのかかわりを科学的にとらえ， 先端的な技術を学ぶことにより，「食」の
専門家として社会に貢献できる人材を育成しています。

食品栄養学研究室 食品生命機能学研究室
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進路先 決定者数

就職決定者 109
進学・その他 16

産業分類名 決定者数

ｻｰﾋﾞｽ業(学習支援･調査等) 18
メーカー(建設･住宅･不動産) 14
商社(鉄鋼･機器･他) 11
流通専門店 10
流通(百貨･ｺﾝﾋﾞﾆ･生協) 8
IT・情報処理 7
ｻｰﾋﾞｽ業(ﾌｰﾄﾞ･ﾎﾃﾙ等) 6
運輸・倉庫業 6
官公庁・団体 6
商社(総合･食品･ﾌｧｯｼｮﾝ) 4
農･林･鉱･漁業･酪農畜産 3
メーカー(食品) 3
商社(化学･医薬品等) 3
メーカー(鉄鋼･機器･他) 2
情報(通信･ﾏｽｺﾐ) 2
教育機関 2
医療・福祉施設（獣医） 2
メーカー(化学･医薬品等) 1
金融保険業 1
エネルギー 0
専門・技術サービス業 0

規模別 決定者数

大企業 51

中企業 29

小企業 23

※民間企業のみ（官公庁・教育機関除く）

大企業　従業員500名以上

中企業　従業員100名～499名以上

小企業　従業員99名以下

【企業規模別】　国際

【産業分類別②】　国際

【産業分類別①】　国際109名

109 16

進路決定状況【国際 卒業生125名】

ｻｰﾋﾞｽ業(学習支援･調査等)

16.5%

メーカー(建設･住宅･不動産)

12.8%

商社(鉄鋼･機器･他)

10.1%

流通専門店

9.2%

流通(百貨･ｺﾝﾋﾞﾆ･生協)

7.3%

IT・情報処理

6.4%

ｻｰﾋﾞｽ業(ﾌｰﾄﾞ･ﾎﾃﾙ等)

5.5%

運輸・倉庫業

5.5%

官公庁・団体

5.5%

商社(総合･食品･ﾌｧｯｼｮﾝ)

3.7%
農･林･鉱･漁業･酪農畜産

2.8%

メーカー(食品)

2.8%

商社(化学･医薬品等)

2.8%

メーカー(鉄鋼･機器･他)

1.8%

情報(通信･ﾏｽｺﾐ)

1.8%

教育機関

1.8%

医療・福祉施設（獣医）

1.8%

メーカー(化学･医薬品等)

0.9%

金融保険業

0.9%

その他

11.9%
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国際地域開発学科（略称：国際） 【令和３年度 就職等決定状況】
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【教育のコンセプト】

担当教員 菊地 担当教員 石田

担当教員 松本（礼） 担当教員 李

担当教員 飛田・福田（聖） 担当教員 麻生

担当教員 山下（哲） 担当教員 園江

担当教員 ロイ・佐々木(綾) 担当教員 倉内・加藤（太）・佐々木(大)

主に国内外の農村地域にて現地調査（サンプリング，ヒアリング，
アンケート）を実施し，現地の試料（土，水，植生など）の分析や文
献調査データを解析した上で，地域住民に受け入れられやすい
対策方法の提案に関する研究。

熱帯を中心とした開発途上国における作物や植物に注目し，その
栽培方法や利用についての研究。作物の品種改良や，品種改良
をするために遺伝子の分析などもおこなっている。

比較文化研究室国際社会研究室

どんな課題でもどんな場所でもフィールドワークはできる。人びとの
「普通」とは何か，無限の可能性に挑戦していくことが研究室設立
以来の使命。ミャンマーにある無電化村において，農業を主軸と
した生活の持続可能な開発とは何かを考える。

東南アジア大陸部（特にラオスと近隣諸国）の民族と物質文化を
中心としたフィールドワークに基づく研究をはじめ，難民やLGBTな
ど国内外の多文化社会や共生に関する課題に取り組んでいる。

国際環境保全学研究室 熱帯資源作物研究室

国際協力の現場の視点から農業・農村開発を中心に開発途上
国の課題を考える。アジア（モンゴル国）とアフリカ（マラウイ共和
国），小規模農家・牧畜民や農村女性グループ等を集団として，
農村社会の自立に向けた開発援助を進める研究。

国際協力研究室

国際地域開発学科は，アジア地域をはじめ世界の各地で活躍できる人材の育成を目指して，（1）社会科学と自然科学の両方
にまたがる学際的分野の学習，（2）実験・実習をはじめとする実学の体験，（3）実践的な外国語力の習得，の３点に重点を置
いた教育を実施しています。
さらに，途上国で実施するスタディツアー，ボランティア活動，インターンシップ，国内外での研修に学生を積極的に参加させ，
「社会人基礎力」  の向上にも努めています。

研究室一覧

【育成人材の概要】

アグリビジネス・農業・環境・貧困削減・共生という５つの分野のグローバルな課題を深く考え，英語や文理融合の教育
を通じて国際的に行動できる人材を育成しています。

農業経済研究室 国際経済研究室

コミュニケーション・言語研究室

言語はあくまでもツールであるということを忘れずに，自分の表現
したいこと，人とコミュニケーションしたいことを英語で実践するとい
う目標。国際協力活動における文化理解がいかに重要か，多言
語・多文化を擁する国々とは，などを考察する。

アジアが世界に成長センターとなり，農・食・観光産業の発展が期
待され，アジア経済を理解し，日本がアジアの国との産業育成協
力の在り方を学ぶ。

国際経営・流通研究室

国際化時代における食と農に関するビジネスの動向分析とその形
成メカニズム，経営戦略について，特にCSV経営戦略の視点から
研究。

島嶼の農業問題，とくに南西諸島の農業・農村開発について社会
科学的にアプローチ。過疎と過密の双方から地域づくりを研究。

国際環境経済研究室

環境経済学を基礎に，環境保全（配慮）型社会の形成メカニズム
を，社会の発展と個人・企業の行動の両面から明らかにする研
究。
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進路先 決定者数

就職決定者 72
進学・その他 42

産業分類名 決定者数

IT・情報処理 17
ｻｰﾋﾞｽ業(学習支援･調査等) 8
官公庁・団体 8
メーカー(食品) 6
メーカー(化学･医薬品等) 5
情報(通信･ﾏｽｺﾐ) 5
メーカー(建設･住宅･不動産) 3
メーカー(鉄鋼･機器･他) 3
流通専門店 3
教育機関 3
農･林･鉱･漁業･酪農畜産 2
流通(百貨･ｺﾝﾋﾞﾆ･生協) 2
ｻｰﾋﾞｽ業(ﾌｰﾄﾞ･ﾎﾃﾙ等) 2
エネルギー 1
金融保険業 1
商社(化学･医薬品等) 1
商社(鉄鋼･機器･他) 1
運輸・倉庫業 1
商社(総合･食品･ﾌｧｯｼｮﾝ) 0
医療・福祉施設（獣医） 0
専門・技術サービス業 0

規模別 決定者数

大企業 29

中企業 26

小企業 11

※民間企業のみ（官公庁・教育機関除く）

大企業　従業員500名以上

中企業　従業員100名～499名以上

小企業　従業員99名以下

【企業規模別】　応生

【産業分類別②】　応生

【産業分類別①】　応生72名

72 42

進路決定状況【応生 卒業生114名】

IT・情報処理

23.6%
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情報(通信･ﾏｽｺﾐ)

6.9%

メーカー(建設･住宅･不動産)

4.2%
メーカー(鉄鋼･機器･他)

4.2%
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4.2%
教育機関

4.2%
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2.8%

流通(百貨･ｺﾝﾋﾞﾆ･生協)

2.8%
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1.4%
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【教育のコンセプト】

担当教員 明石 担当教員 内山・土屋（徳）

担当教員 司馬 担当教員 舛廣

担当教員 新井 担当教員 上田（賢）・髙野・西山

担当教員 岩淵 担当教員 加野・沖

担当教員 高橋（恭）・中西（祐） 担当教員 苫名

核酸・蛋白質科学研究室B

応用生物科学科では，微生物，動植物の生命現象の仕組みを解明し，それらの生物がもつ有用な「はたら
き」を見出すことを目的としたバイオサイエンス（生命科学）にかかわる教育・研究を行っています。本
学科において展開されている最先端のバイオサイエンスの研究を通して，失敗しても粘り強く取り組む
力，疑問をもち考え抜く力，多様な人々と協力しながら目標を達成する力，すなわち社会人基礎力を身 に
つけ，将来において社会組織を担える人材を養成しています。

研究室一覧

【育成人材の概要】

最先端のバイオサイエンスを通して，社会組織を担える人材を養成しています。

生体分子学研究室 植物細胞学研究室

生命工学研究室

核酸・蛋白質科学研究室A核酸・蛋白質科学研究室A

植物成分はどのように生合成されるのか，植物にとってど
のような意義をもつのかを解析している。またこれらの成
果をもとに，組換え微生物での有用物質生産に関する研究
を行っている。さらに環境ストレスに応答する植物の遺伝
子の解析も行っている。

「植物の免疫記憶」や「食虫植物の進化」をゲノムやエピ
ゲノムなどの遺伝情報から理解するために，トランスジェ
ニック技術などを駆使して，DNA・RNA・タンパク質レベ
ルでの研究を行っている。これらの研究が，例えば，病気
に強い植物の開発に役立つことを期待している。

低発現であるが，社会に有用な高度修飾タンパク質を産生
する高等真核生物の発現系において，タンパク質の安定化
（分解耐性による）が期待できるモチーフの開発を中心に
研究を進めている。このモチーフを融合した高機能タンパ
ク質を，細胞分化制御や難知性疾患の治療，ワクチン開発
等に応用することを目標にしている。

昆虫の変態，動植物の老化・細胞死の分子機構を「生体物
質の分解と再利用」の観点から解明する研究。分子育種や
医学の分野に応用し，病気や過酷な環境に強い動植物の開
発，病気の予防や治療などに役立てる。

生物自ら制御してDNAを再編成する遺伝的組換えのメカニ
ズム解明のための研究を行なっている。関与する遺伝子か
らタンパク質を人工的に作り試験管内で再構成する手法を
中心に，ゲノム遺伝子を改変した細胞の解析や，DNAとタ
ンパク質の複合体を直接観察する手法を駆使しながら進め
ている。

微生物がもつ様々な能力や特徴に焦点をあてた基礎研究
と，社会のニーズに対応するための応用研究を行ってい
る。特に，環境適応のための機能発現を制御する分子機構
に関する研究や，微生物間の共生に関する分子生態学研究
を通じて，有用微生物とその機能を発掘する独自の取り組
みを進めている。

まだ見ぬ微生物の素晴らしい能力を「見つけ」，「引き出
し」，「応用する」ための研究を行っている。自然界に存
在する微生物を知り，その有用な能力を環境浄化，医薬品
や化学品の生産，バイオマスエネルギーなどに応用する。

細胞がどのような仕組みで働きをもち，組織をつくるの
か，組織が損傷すると細胞にどのような変化が起こり，再
生するのかについて研究をしている。それらの研究成果を
もとにして，病気や怪我で働きを失った細胞や組織を再生
させる再生医療や創薬に応用展開している。

免疫システムが，腸の恒常性維持，アレルギーおよび癌の
進行においてどのような役割を担っているのか，分子およ
び細胞レベルでの解明を目指し研究を行っている。

ヒトなど高等脊椎動物の原型とも考えられる軟骨魚類をモ
デル生物とし，複雑な獲得免疫系を構成する基本システム
について研究し免疫系の恒常性の維持と調節について理解
を深める。

動物生体機構学研究室分子微生物学研究室

分子免疫生物学研究室 細胞機能調節学研究室
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進路先 決定者数

就職決定者 63
進学・その他 14

産業分類名 決定者数

ｻｰﾋﾞｽ業(学習支援･調査等) 10
IT・情報処理 9
官公庁・団体 8
流通専門店 5
メーカー(建設･住宅･不動産) 4
メーカー(食品) 4
流通(百貨･ｺﾝﾋﾞﾆ･生協) 4
ｻｰﾋﾞｽ業(ﾌｰﾄﾞ･ﾎﾃﾙ等) 4
農･林･鉱･漁業･酪農畜産 3
メーカー(鉄鋼･機器･他) 3
情報(通信･ﾏｽｺﾐ) 2
医療・福祉施設（獣医） 2
メーカー(化学･医薬品等) 1
金融保険業 1
商社(総合･食品･ﾌｧｯｼｮﾝ) 1
商社(化学･医薬品等) 1
商社(鉄鋼･機器･他) 1
エネルギー 0
運輸・倉庫業 0
教育機関 0
専門・技術サービス業 0

規模別 決定者数

大企業 28

中企業 15

小企業 17

※民間企業のみ（官公庁・教育機関除く）

大企業　従業員500名以上

中企業　従業員100名～499名以上

小企業　従業員99名以下

【企業規模別】　くら

【産業分類別②】　くら

【産業分類別①】　くら63名

63 14

進路決定状況【くら 卒業生77名】
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6.3%

農･林･鉱･漁業･酪農畜産

4.8%

メーカー(鉄鋼･機器･他)

4.8%
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くらしの生物学科（くらし） 【令和３年度 就職等決定状況】
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【教育のコンセプト】

担当教員 炭山・安齋 担当教員 新町・水野（真）・渡邉（慶）

担当教員 光澤・相澤（朋） 担当教員 恒川・金澤

担当教員 山下（正）・近藤（春） 担当教員 小谷・小島（仁）

アレルギーなどの炎症性疾患に作用する生物資源の
評価と作用機序の研究，および善玉コレステロール
の機能を改善して動脈硬化を防ぐ食品成分について
の研究を通じて，食品や食習慣と人体の関わりにつ
いて理解を深め，個人および集団における健康の在
り方について考え，よりよい生活習慣や食習慣を提
案出来る人材の育成を目指します。

食と健康研究室

くらしの生物学科は，「食と健康」「くらしのバイオ」「動物のいるくらし」「住まいと環境」「都市と
園芸」の5つの領域から，生物が関わる身近な課題や問題を捉え，周囲と連携してその解決を図る行動力の
あるゼネラリストの育成を目指しています。自主性や社会性，コミュニケーション能力等を身に付けるこ
とを目的に，アクティブラーニングなどの新しい授業スタイルを取り入れており，インターンシップやボ
ランティア活動といった実践型教育にも力を入れています。

研究室一覧

【育成人材の概要】

くらしの中の身近な情報を，科学の目で正しく理解・判断する知識と能力を身に付け，社会と連携して関
連する諸問題の解決に取り組んでいく行動力ある人材を養成しています。

くらしのバイオ研究室 くらしの園芸研究室

住まいと環境研究室

安全で快適な住環境の創出，生物資源の活用・連携
による地域活性化を研究テーマとし，くらしの改
善・向上に資する実践的な知識や手法を，自然・社
会科学の双方から学びます。研究室の学生は，各自
の問題意識を学術的に論究する「卒業研究」に加
え，行政や企業等が提示する地域課題の解決に
“チーム”で取り組む「プロジェクト活動（ゼミ
ナール）」を行います。

1.2ヘクタールの露地圃場と温室で栽培しているブ
ルーベリー，キウイフルーツ，トマト，カボチャ，
コマツナ等の園芸作物を対象に，アントシアニンや
カロテノイドといった機能性色素成分の分析や，色
素の含量を高める遺伝子の解析を行っています。ま
た，希少植物の保護に役立つ組織培養技術や発芽促
進技術，イチゴの収穫開始を早めるための栽培技術
の研究も行っています。

動物のいるくらし研究室

野生動物から改良された家畜は，人間により長い年
月をかけて生産能力が高められ，私たちの生活に役
立つ身近な動物です。また，愛玩を目的とした家庭
動物，環境教育を目的とした動物園動物，そして自
然環境に生息する野生動物も，私たちの生活と密接
な関わりを持ちます。「動物のいるくらし」研究室
では，多様化する動物と人との関わりの中で，動物
の繁殖や行動に注目した研究を進めています。

人間を含む生物群集と環境との相互関係を，バイオ
テクノロジーを用いた保全生物学的視点から究明す
ることを目的とした研究を行っています。主なテー
マとしては，カブトムシ（幼虫）の腸内細菌と森林
の物質循環に果たす役割に関する研究，野生動物の
保有する食中毒菌とその薬剤耐性に関する研究，野
生生物の遺伝的多様性に関する研究などを行ってい
ます。

くらしの微生物研究室

微生物は，私たちの健康や生活そして地球環境を支
えている立役者です。モデル生物として生命科学の
発展に大きく貢献し，バイオテクノロジーの主役で
もあります。古くから発酵食品の製造に利用されて
きた酵母を用いて，細胞が環境の変化に応答する仕
組み（シグナル伝達機構）について研究していま
す。また，自然環境中から選抜した微生物の能力を
応用し，汚染環境の修復や未利用バイオマスの活用
などを目指す研究を行っています。
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進路先 決定者数

就職決定者 64
進学・その他 11

産業分類名 決定者数

官公庁・団体 19
ｻｰﾋﾞｽ業(学習支援･調査等) 13
メーカー(食品) 8
メーカー(建設･住宅･不動産) 4
IT・情報処理 4
メーカー(化学･医薬品等) 3
商社(化学･医薬品等) 3
医療・福祉施設（獣医） 3
メーカー(鉄鋼･機器･他) 2
情報(通信･ﾏｽｺﾐ) 2
農･林･鉱･漁業･酪農畜産 1
流通専門店 1
ｻｰﾋﾞｽ業(ﾌｰﾄﾞ･ﾎﾃﾙ等) 1
エネルギー 0
金融保険業 0
商社(総合･食品･ﾌｧｯｼｮﾝ) 0
商社(鉄鋼･機器･他) 0
流通(百貨･ｺﾝﾋﾞﾆ･生協) 0
運輸・倉庫業 0
教育機関 0
専門・技術サービス業 0

規模別 決定者数

大企業 27

中企業 15

小企業 11

※民間企業のみ（官公庁・教育機関除く）

大企業　従業員500名以上

中企業　従業員100名～499名以上

小企業　従業員99名以下

【企業規模別】　大学院総合

【産業分類別②】　大学院総合

【産業分類別①】　大学院総合64名

64 11

進路決定状況【大学院 修了生75名】

官公庁・団体

29.7%

ｻｰﾋﾞｽ業(学習支援･調査等)

20.3%

メーカー(食品)

12.5%

メーカー(建設･住宅･不動産)

6.3%

IT・情報処理

6.3%

メーカー(化学･医薬品等)

4.7%
商社(化学･医薬品等)

4.7%

医療・福祉施設（獣医）

4.7%

メーカー(鉄鋼･機器･他)

3.1%

情報(通信･ﾏｽｺﾐ)

3.1%

農･林･鉱･漁業･酪農畜産

1.6%

流通専門店

1.6%

ｻｰﾋﾞｽ業(ﾌｰﾄﾞ･ﾎﾃﾙ等)

1.6%

その他

10.9%
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大学院（総合）【令和３年度 就職等決定状況】
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大学院

生物資源経済学専攻 獣医学専攻

【育成人材の概要】
食料を中心とする生物資源の生産・流通・消費に関する幅広い知識
を持つとともに，国際的な視野に立った問題点の把握と解決能力を
身に付けた人材を育成しています。

【育成人材の概要】
獣医学の基礎，病態，応用ならびに臨床の各分野において，国際的
なレベルで活躍できる研究者や高度の専門的知識・技術を身に付け
た指導的人材を育成しています。

【教育のコンセプト】
生物資源経済学専攻は，生物資源・食品経済学，食品流通・経営
学，国際食料資源経済学，国際地域開発学の４分野から構成され
ています。生物資源経済学に関する 基礎並びに応用研究手法を修
得させ，社会が直面する課 題を発見し，解決策を提案し，課題解決
を通じた新たな価値を創造する能力を養っています。大学，研究所，
農業団体，食品産業および国際協力分野等，多方面で活躍する人
材教育を行っています。

【教育のコンセプト】
獣医学専攻は，獣医比較形態学，獣医比較機能学， 獣医感染制
御学，獣医疾病予防学，獣医病態制御学，獣医病態情報学の６分
野から構成されています。各分野での講義，演習ならびに研究活動
を通じて，獣医学 の基盤的かつ先端的知識や技能を修得させ，獣
医科学 と獣医療に関する豊かな学識と実践的な技術，独創的 な
研究能力を有し，国際的に活躍できる資質と高い倫 理観を兼ね備
えた指導的人材を育成しています。

応用生命科学専攻 生物環境科学専攻

【育成人材の概要】
生命科学の基本的な知識と，分子から，細胞，個体レベルまでの高
度な研究手法を身につけた有為な人材を育成します。加えて，問題
解決能力およびプレゼンテーション能力とコミュニケーション能力を養
成し，スペシャリ ストとして社会で活躍できる人材を育成しています。

【育成人材の概要】
生物の多様性に配慮し，すべての生物との共存のあり方と環境の保
全技術の開発を担うことができる有能で応用力も発揮できる人材を
育成しています。

【教育のコンセプト】
生物環境科学専攻はストレス耐性科学，環境計画学，環境創造保
全学，環境情報科学の4分野から構成され，環境構成要素の自然
的側面と人為的側面の関係を，分析科学，計画学，応用技術科学
等の視点から広く捉えます。その対象は環境ストレスから建築・都市・
農村，そしてグローバルな地球環境レベルにまでおよび，科学的な
データ・情報の解析を通してそのあるべき姿を総合的に考究します。
当専攻では，生物環境科学にかかわる講義・演習を通して，生物資
源の持続的・安定的活用のための基礎ならびに応用研究の手法・技
術を指導し，生物との共存ならびに環境保全に関する優れた研究能
力と高度の専門技術を備えた人材を育成します。

【教育のコンセプト】
応用生命科学専攻は，生体分子科学，細胞生物科学，生体機能科
学，分子生態科学の４分野から構成される生命科学に関する知識を
修得させ，高度な研究手法・技術を指導し，それを実行できる優れ
た研究能力をもった専門家を育てています。

生物資源生産科学専攻 生物資源利用科学専攻

【育成人材の概要】
動植物資源に対する多様な需要，爆発的に増加する地球人口への
食料供給，悪化する環境の保全等の問題について，広い視野を持っ
て問題を把握し，さらに問題解決にあたって優れた応用力を発揮で
きる人材を育成しています。

【育成人材の概要】
生物資源利用に関わる多くの問題を地球環境に配慮して総合的に
理解するとともに，生物資源を有効利用することができる有能で高度
な応用力のある人材を育成しています。

【教育のコンセプト】
生物資源生産科学専攻は，植物生産科学，動物生産科学，水圏生
物生産科学，森林生産科学，生産環境工学の 5 分野から構成され
る生物資源生産科学に関する知識を修得させ，基礎ならびに応用
研究手法・技術を指導して，優れた研究能力と高度な技術をもたせ
るための専門家教育を行っています。

【教育のコンセプト】
生物資源利用科学専攻は，生物資源利用学，生物資源利用化学，
微生物利用科学，食品科学の４分野から構成されています。本専攻
では生物資源利用科学に関する知識を修得させ，基礎的並びに応
用的研究手法・技術を指導し，優れた研究能力と高度な技術をもっ
た専門家を育成しています。

令和３年度主な就職先（大学院）
主な就職先 産業分類 主な就職先 産業分類 主な就職先 産業分類

東京水道（株） その他サービス 国立感染症研究所 その他団体 山梨県 官公庁（地方）

横浜市 官公庁（地方） 農林水産省 官公庁（国家） （株）和光ケミカル 化学

住友林業（株） 建設・住宅 共立製薬（株） 医薬品 日本コーンスターチ（株） 食品

ニチバン（株） 素材・化学 日本ジェネリック（株） 医薬品 一般財団法人日本穀物検定協会 協会

神奈川県 官公庁（地方） キユーピー（株） 食品 公益社団法人日本食品衛生協会 協会

長野県 官公庁（地方） 共同エンジニアリング（株） 建設 （株）島津アクセス その他サービス

国立研究開発法人 国立環境研究所 その他団体 理科研（株） 商社(医薬品) 公務員（国家 1 名　地方 4 名）
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作物科学研究室(生農) 花の科学研究室(生農)

園芸科学研究室(生農) 遺伝育種科学研究室(生農)

植物医科学研究室(生農) 応用昆虫科学研究室(生農)

飼養学研究室(動物) 草地学研究室(動物)

森林動物学研究室(森林) 森林植物・微生物学研究室(森林)

森林共生学研究室(森林) 増殖環境学研究室(海洋)

水圏生物病理学研究室(海洋) 魚群行動計測学研究室(海洋)

水族生態学研究室(海洋) バイオメカトロニクス研究室(環工)

発酵化学研究室(生化) 食品化学研究室(生化)

生物化学研究室(生化) ミルク科学研究室(動物)

バイオマス資源化学研究室(森林) 海洋生物資源利用学研究室(海洋)

食品衛生学研究室(食生) 食品生命機能学研究室(食生)

食品栄養学研究室(食生) 食品分析学研究室(食生)

栄養生理化学研究室(生化) 動物組織機能学研究室(動物)

海洋生物生理学研究室(海洋) 生物機能化学研究室(海洋)

核酸・蛋白質科学研究室(応生) 生命工学研究室(応生)

生体分子学研究室(応生) 植物細胞学研究室(応生)

分子免疫生物学研究室(応生) くらしの微生物研究室(くらし)

応用生命科学専攻

生物資源生産科学専攻

生物資源利用科学専攻

各専攻の研究室内訳     　　　        （令和３年度）
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緑地環境科学研究室(生農) 植物栄養生理学研究室(生化)

野生動物学研究室(動物) 伴侶動物学研究室(動物)

森林環境保全学研究室(森林) 海洋環境学研究室(海洋)

環境土木施設工学研究室(環工) 水資源環境工学研究室(環工)

地域環境保全学研究室(環工) 地球環境・資源リモートセンシング研究室(環工)

くらしのバイオ研究室 住まいと環境研究室(くらし)

生物学研究室(教養)

食品産業論研究室(食ビ) 産業社会学研究室(食ビ)

農村資源開発論研究室(食ビ) 地域環境経済学研究室(食ビ)

国際経済研究室(国際) 国際環境経済研究室(国際)

国際社会研究室(国際)

獣医病理学研究室(獣医) 獣医病態生理学研究室(獣医)

医動物学研究室(獣医) 獣医外科学研究室(獣医)

獣医内科学研究室(獣医) 獣医放射線学研究室(獣医)

獣医衛生学研究室(獣医) 魚病/比較免疫学研究室(獣医)

実験動物学研究室(獣医) 獣医食品衛生学研究室(獣医)

獣医麻酔・呼吸器学研究室(獣医) 獣医神経病学研究室(獣医)

生物環境科学専攻

生物資源経済学専攻

獣医学専攻
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生命農学科 産業分類 生命化学科 産業分類

国土交通省 官公庁（国家） （株）ファンケル 化粧品

財務省 官公庁（国家） カネ美食品（株） 食品

全国農業協同組合連合会 農協 わかもと製薬（株） 医薬品

カネコ種苗（株） 種苗 高梨乳業（株） 食品

（株）ナガノトマト 食品 熊澤酒造（株） 食品

（株）ブルボン 食品 理研ビタミン（株） 食品

北海道庁 官公庁（地方） 関東化学（株） 化学

埼玉県庁 官公庁（地方） 協同乳業（株） 食品

西武造園（株） 造園 一般財団法人食品分析開発センターＳＵＮＡＴＥＣ その他団体

農業高等学校（富山県） 官公庁（地方） 日本ジェネリック（株） 医薬品

栃木県庁 官公庁（地方） 日本ハム惣菜（株） 食品

静岡県庁 官公庁（地方） プライムデリカ（株） 食品

徳島県庁 官公庁（地方） 一般財団法人栃木県環境技術協会 その他団体

（株）ランドフローラ 専門店 エムケーチーズ（株） 食品

北興化学工業（株） 化学 越後製菓（株） 食品

第一屋製パン（株） 食品 はが野農業協同組合 農協

国土緑化（株） サービス（その他） ボーソー油脂（株） 食品

YKK AP（株） 建材・エクステリア 大東カカオ（株） 食品

（株）LIXIL 建材・エクステリア （株）静環検査センター その他サービス

横浜農業協同組合 農協 東日本旅客鉄道（株） 鉄道

公務員（国家 2 名　地方 6名） 公務員（国家 0 名　地方 0 名）

獣医学科 産業分類 動物資源科学科 産業分類

農林水産省 官公庁（国家） 農林水産省 官公庁（国家）

山梨県庁 官公庁（地方） 独立行政法人家畜改良センター 独立行政法人

静岡県庁 官公庁（地方） 全国酪農業協同組合連合会 農協

豊田市役所 官公庁（地方） キユーピー（株） 食品

大分市役所 官公庁（地方） ＪＡ東日本くみあい飼料（株） 食品

北海道ひがし農業共済組合 共済 小岩井乳業（株） 食品

十勝農業共済組合 共済 森永酪農販売（株） 食品

岡山県農業共済組合 共済 高梨乳業（株） 食品

福島県農業共済組合 共済 冨士森永乳業（株） 食品

共立製薬（株） 医薬品 トモヱ乳業（株） 食品

あすか製薬（株） 医薬品 オハヨー乳業（株） 食品

イオンペット（株） 専門店(動物関連) 小川畜産食品（株） 食品

アニコム先進医療研究所（株） 医療施設 （株）鎌倉ハム富岡商会 食品

（株）ゴトー養殖研究所 素材・化学 日本全薬工業（株） 医薬品

（株）シムコ 酪農畜産 中部飼料（株） 食品

（株）ｉＤＡ サービス・人材派遣 警視庁 官公庁（地方）

日本動物医療センター 動物病院 日本エスエルシー（株） その他商社

（株）赤坂動物病院 動物病院 ノーザンファーム 酪農畜産

日本大学動物病院 動物病院 アイペット損害保険（株） 保険

北海道大学動物医療センター 動物病院 ペットコミュニケーションズ（株） 情報処理

公務員（国家 1 名　地方 4 名） 公務員（国家 1 名　地方 1 名）

令和３年度主な就職先　(学部)
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食品ビジネス学科 産業分類 森林資源科学科 産業分類

（株）ロッテ 食品 農林水産省林野庁 官公庁（国家）

三井食品（株） 食品 国土交通省 官公庁（国家）

伊藤忠食品（株） 商社(食品) 神奈川県庁 官公庁（地方）

山崎製パン（株） 食品 千葉県庁 官公庁（地方）

高梨乳業（株） 食品 栃木県庁 官公庁（地方）

エムケーチーズ（株） 食品 積水ハウス（株） 住宅

（株）成城石井 流通・専門店 日本製紙木材（株） 商社(素材)

クラシエホールディングス（株） 医薬品 （株）ノダ 建材・エクステリア

全国農業協同組合連合会 農協 基礎地盤コンサルタンツ（株） 調査・コンサルタント

横浜農業協同組合 農協 東京水道（株） その他サービス

日本酒類販売（株） 商社(食品) （株）清香園 造園

（株）ニトリホールディングス 家具・インテリア 大王製紙（株） 素材・化学

蕨市消防本部 官公庁（地方） 日産緑化（株） 造園

神奈川県民共済生活協同組合 保険 （株）共和技術コンサルタンツ 建設コンサルタント

（株）良品計画 商社 （株）森林テクニクス 調査・コンサルタント

サミット（株） 流通・GMSストア 一般財団法人自然環境研究センター その他団体

かながわ信用金庫 信用金庫 フルハシEPO（株） 素材・化学

巣鴨信用金庫 信用金庫 東京ガスパイプネットワーク（株） エネルギー

（株）かんぽ生命保険 保険 中日本高速道路（株） その他サービス

日本マクドナルド（株） フードサービス （株）小学館集英社プロダクション その他サービス

公務員（国家 0 名　地方 0 名） 公務員（国家 2 名　地方 3 名）

海洋生物資源科学科 産業分類 生物環境工学科 産業分類

東京都教育委員会 官公庁（地方） 横浜市 官公庁（地方）

タカラバイオ（株） 医薬品・医療関係 （株）パスコ 建設コンサルタント

福岡県教育委員会 官公庁（地方） 戸田建設（株） 建設

福島県教育委員会 官公庁（地方） 環境省 官公庁（国家）

（株）紀文食品 食品 農林水産省関東農政局 官公庁（国家）

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 その他団体 三菱地所ホーム（株） 住宅

横浜冷凍（株） 商社(水産) （株）日立プラントサービス 建設・住宅

（株）鈴廣蒲鉾本店 食品 日本道路（株） 建設

伊藤忠飼料（株） 食品 大林道路（株） 建設

中央魚類（株） 商社(水産) 千葉県 官公庁（地方）

（株）ヤマリア メーカー(その他) 神奈川県 官公庁（地方）

（株）科学飼料研究所 農業・酪農畜産 東鉄工業（株） 建設

公益財団法人香川県水産振興基金栽培種苗センター その他団体 足立区 官公庁（地方）

共立製薬（株） 医薬品 中日本ハイウェイ・メンテナンス中央（株） 運輸

キョーリンフード工業（株） 食品 ＪＡ全農長野 農協

東都水産（株） 商社(水産) かながわ西湘農業協同組合 農協

中島水産（株） 専門店(フードﾞ) カネコ種苗（株） 種苗

横浜丸魚（株） 商社(水産) （株）安藤・間 建設

角上魚類ホールディングス（株） 専門店(フードﾞ) 日本国土開発（株） 建設

ミュージアムパーク茨城県自然博物館 エンターテインメント 内外エンジニアリング（株） 調査・コンサルタント

公務員（国家 0 名　地方 3 名） 公務員（国家 2 名　地方 4 名）
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食品生命学科 産業分類 国際地域開発学科 産業分類

日清食品ホールディングス（株） 食品 神奈川県庁 官公庁（地方）

キユーピー（株） 食品 横浜農業協同組合 農協

日本ハム食品（株） 食品 日本年金機構 団体

（株）Ｊ－オイルミルズ 食品 学校法人神戸学園 教育機関

山崎製パン（株） 食品 警視庁 官公庁（地方）

理研ビタミン（株） 食品 丸大ミート（株） 食品

高梨乳業（株） 食品 イオンリテール（株） 流通・GMSストア

テーブルマーク（株） 食品 （株）パン・パシフィック・インターナショナルHD 調査・コンサルタント

第一屋製パン（株） 食品 ＴＯＴＯエムテック（株） その他商社

特別区（東京２３区役所・組合，食品衛生監視員） 官公庁（地方） （株）アグロジャパン 商社(医薬品)

曽田香料（株） 素材・化学 三菱食品（株） 商社(食品)

フジパングループ本社（株） 食品 国際紙パルプ商事（株） 商社(素材)

プライムデリカ（株） 食品 いすゞ自動車首都圏（株） 商社(自動車)

（株）崎陽軒 食品 神奈川スバル（株） 商社(自動車)

（株）東京めいらく 食品 京浜急行電鉄（株） 鉄道

日清ヨーク（株） 食品 （株）ＪＲ東日本ステーションサービス 鉄道

小川畜産食品（株） 食品 東海西濃運輸（株） 運輸

（株）洋菓子舗ウエスト 食品 三井住友トラスト・システム＆サービス（株） 情報処理

一般財団法人日本穀物検定協会 協会 清水建設（株） 建設

藤沢市 官公庁（地方） 住友林業ホームサービス（株） 不動産

公務員（国家 0 名　地方 1 名） 公務員（国家 0 名　地方 1 名）

応用生物科学科 産業分類 くらしの生物学科 産業分類

わかもと製薬（株） 医薬品 茨城県 官公庁（地方）

イオンリテール（株） 流通・GMSストア 兵庫県 官公庁（地方）

イケア・ジャパン（株） 専門店(家具) 全国農業協同組合連合会 農協

（株）エス・アイ・エス 情報処理 千葉県漁業協同組合連合会 その他団体

日本ハム（株） 食品 防衛省　陸上自衛隊 官公庁（国家）

雪印メグミルク（株） 食品 ヤマザキビスケット（株） 食品

名古屋市 官公庁（地方） （株）東京めいらく 食品

イオンモール（株） 流通・GMSストア 一般社団法人日本公園緑地協会 協会

東邦薬品（株） 医薬品 ＮＥＣファシリティーズ（株） 建設・不動産

鳥居薬品（株） 医薬品 （株）赤坂動物病院 動物病院

（株）ＪＲ東日本情報システム 情報処理 横浜植木（株） 造園

ＮＥＣソリューションイノベータ（株） 情報処理 （株）ＡＨＢ 専門店(動物関連)

東京海上日動システムズ（株） 情報処理 日研トータルソーシング（株） サービス・人材派遣

パークタワーホテル（株） ホテル （株）成城石井 流通・専門店

（株）ＮＴＴデータビジネスシステムズ 情報処理 （株）カインズ 流通・GMSストア

イカリ消毒（株） その他サービス （株）すかいらーくホールディングス フードサービス

伊豆太陽農業協同組合 農協 （株）ワールドコーポレーション 建設

全国農業協同組合連合会長野県本部（ＪＡ全農長野） 農協 （株）日比谷アメニス 造園

阿見町 官公庁（地方） インフォテック・サービス（株） 情報処理

警視庁 官公庁（地方） マンパワーグループ（株） サービス・人材派遣

公務員（国家 0 名　地方 3 名） 公務員（国家 1 名　地方 2 名）
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資
格
の

分
類

生
農

生
化

獣
医

動
物

食
ビ

森
林

海
洋

環
工

食
生

国
際

応
生

く
ら
し

C ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ａ ○ ○

C ○ ○ ○ ○ ○ ○

F ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ａ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ａ ○ ○

C ○ ○ ○ ○

Ｂ ○

F ○

F ○

F ○

C ○

Ａ ○

Ｂ ○ ○ ○ ○

Ｂ ○ ※△ ○

Ｂ ○ ○

C ○ ○

Ｂ ○ ○ ○

Ａ ○ ○

Ｂ ○

Ｂ ○ ○

C ○

Ｅ ○

Ｄ ○

Ｄ ○

Ｄ ○

F ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

F ○ ○ ○ ○ ○ ○

F ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

資
格
の

分
類

生
農

生
化

獣
医

動
物

食
ビ

森
林

海
洋

環
工

食
生

国
際

応
生

く
ら
し

Ａ ○

Ａ ○ ○

Ａ ○ ○ ○ ○ ○

G ○ ○

Ａ ○

Ｂ ○

Ａ ○

Ｂ ○ ○

Ｄ ○ ○

Ａ ○

Ｄ ○

Ｄ ○

Ｃ ○

H ○

Ａ ○

H ○

H ○

種別

資
格
の

分
類

生
農

生
化

獣
医

動
物

食
ビ

森
林

海
洋

環
工

食
生

国
際

応
生

く
ら
し

中学校1種 ○ ○

高等学校1種 ○ ○

中学校1種 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

高等学校1種 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

高等学校1種 ○ ○ ○ ○ ○ ○

高等学校1種 ○

食品衛生管理者

各学科で取得できる免許・資格一覧表

国家資格・公的資格

名称

学芸員

修習技術者（JABEE)

化学分析技能士（２級）

食品衛生監視員

食品衛生責任者

家畜人工授精師

飼料製造管理者

獣医師

と畜検査員　※要：獣医師免許

狂犬病予防員　※要：獣医師免許

種畜検査委員　※要：獣医師免許

薬事監視員

毒物劇物取扱責任者

甲種危険物取扱者

環境衛生監視員

園芸装飾技能士（２級）

造園施工管理技士

造園技能士（２級）

測量士補

１級建築士

２級建築士・木造建築士

林業架線作業主任者

林業普及指導員

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）

食の６次産業化プロデューサー（レベル１・２）

家庭用品衛生監視員

環境衛生指導員

※【化学分析技能士（２級）】 在学時の修得科目により，短縮の可否が変わります。詳細は主催団体に確認してください。
民間資格

名称

森林情報士（２級）

樹木医補

自然再生士補 

日本農業技術検定 

フードコーディネーター（３級）

フードスペシャリスト・専門フードスペシャリスト

社会調査士

ビオトープ管理士（2級）

登録ランドスケープアーキテクト（RLA） 

環境再生医（初級）

コンクリート技士・主任技士

コンクリート診断士

バイオ技術者認定試験 E
（上級）全ての学科の３年次修了見込みの者，卒業者または卒業見込みの者。

（中級）全ての学科の２学年修了者および２学年修了見込みの者または卒業者。

酪農教育ファームファシリテーター

全国乗馬倶楽部振興協会技能認定（４・５級）

PCM（プロジェクト・サイクル・マネジメント）

動物愛護社会化検定（専門級試験）

教員免許

教科

社会

Ａ

公民

理科

農業

水産

F  公務員等に採用され，実際に業務に就いたときに初めて名乗ることのできる資格 （任用資格）

G  一部試験が免除になるもの

H  所定の科目を修得し，受験あるいは受講することにより得られる資格

資格の分類

A  所定の科目を修得し，卒業時に取得することができる資格 （取得に条件のあるもの，卒業後に申請するものを含む）

B  所定の科目を修得し，在学時または卒業時に受験資格が得られる資格

C  所定の科目を修得し，卒業後にその資格に関連する職務に就いた場合に，申請のうえ取得可能な資格(任用資格)

D  所定の科目を修得し，卒業後にその資格に関連する職務に一定期間就いた場合に，申請のうえ受験資格が得られる資格

E  所定の修業年限以上在籍した場合に受験資格が得られる資格
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令和3年6月30日版

● 求人の申込みについて

1. 本学部では，学部，大学院の就職事務はすべて就職指導課で行っております。求人のお申し込みは，就職指導課へお願いいた

します。

2. 求人票につきましては，お手数ですが，本学所定の「日本大学求人申込書」 をご使用ください。

なお，本学では「青少年の雇用の促進等に関する法律」（若者雇用促進法）施行に対応し，各事業主の皆様に職場情報の開示

（「青少年雇用情報シート」及び「自己申告書」）のご提出もお願いしています。 求人申込書をご提出の際に併せてお送りいただきま

すようお願い申し上げます。

書式については本学部ホームページ（https://www.brs.nihon-u.ac.jp/career/for_recruiter/）からダウンロードできます。

3. 貴社の会社案内等の参考資料がございましたら併せてご送付ください。

また，卒業生の在籍状況を調査しておりますので，お手数ですが， ｢日本大学生物資源科学部卒業生在職者名簿｣にご記入の

上，上記２の提出書類とともにご送付くださいますようお願いいたします。

書式は本学部ホームページ（https://www.brs.nihon-u.ac.jp/career/for_recruiter/）からダウンロードできます。

● いただいた求人申込書の公開について

・ 就職支援センター内に掲示いたします。

・ 就職支援センター内の企業別・産業別ファイルに保存いたします。

・ 学部ホームページポータルサイトに掲載します。

・ 「NU就職ナビ」（日本大学独自WEBサイト）に求人情報，企業情報，セミナー情報を掲載いたします。

なお，「NU 就職ナビ」は全学部共通の総合就職情報サイトです。

●「日本大学生物資源科学部卒業生在職者名簿」の取扱いについて

・ 卒業年度，卒業学部・学科のみを「NU 就職ナビ」に掲載し，個人名は学生に公開いたしません。

・ 在職者情報は，学生への卒業生在職状況紹介，卒業生への日本大学主催就職支援行事のご案内，

OB・OG 訪問協力依頼等の就職支援業務に利用いたします。

採用ご担当の皆様へ

日本大学 生物資源科学部 就職指導課（就職支援センター）

日本大学
生物資源科学部
就職指導課

（12号館ガレリア階）

業務取扱時間
平 日 9:00 ～ 18:00 / 土曜日 9:00 ～ 13:00
※夏季休業期間や行事日などは，変更する場合があります。

※新型コロナウイルス感染症のため変更になる場合もあります。

経路

・東京駅《JR東海道本線50分》藤沢駅《小田急江ノ島線 9分》六会日大前駅

・渋谷駅《東急田園都市線急行36分》中央林間駅《小田急江ノ島線19分》六会日大前駅

・新宿駅《小田急線急行40分》相模大野駅《小田急江ノ島線24分》六会日大前駅

※六会日大前駅は，快速急行，急行は停車しません。駅より徒歩３分です。

〒252-0880 

神奈川県藤沢市亀井野1866

TEL 0466-84-3861（直通）

FAX 0466-84-3865

http://www.brs.nihon-u.ac.jp/career/ 

E-mail:brs.shushoku@nihon-u.ac.jp

令和4年6月30日版

● 求人の申込みについて

1. 本学部では，学部，大学院の就職事務はすべて就職指導課で行っております。求人のお申し込みは，就職指導課へお願いいた

します。

2. 求人票につきましては，お手数ですが，本学所定の「日本大学求人申込書」 をご使用ください。

なお，本学では「青少年の雇用の促進等に関する法律」（若者雇用促進法）施行に対応し，各事業主の皆様に職場情報の開示

（「青少年雇用情報シート」及び「自己申告書」）のご提出もお願いしています。 求人申込書をご提出の際に併せてお送りいただきま

すようお願い申し上げます。

書式については本学部ホームページ（https://www.brs.nihon-u.ac.jp/career/for_recruiter/）からダウンロードできます。

3. 貴社の会社案内等の参考資料がございましたら併せてご送付ください。

また，卒業生の在籍状況を調査しておりますので，お手数ですが， ｢日本大学生物資源科学部卒業生在職者名簿｣にご記入の

上，上記２の提出書類とともにご送付くださいますようお願いいたします。

書式は本学部ホームページ（https://www.brs.nihon-u.ac.jp/career/for_recruiter/）からダウンロードできます。

● いただいた求人申込書の公開について

・ 就職支援センター内に掲示いたします。

・ 就職支援センター内の企業別・産業別ファイルに保存いたします。

・ 学部ホームページポータルサイトに掲載します。

・ 「NU就職ナビ」（日本大学独自WEBサイト）に求人情報，企業情報，セミナー情報を掲載いたします。

なお，「NU 就職ナビ」は全学部共通の総合就職情報サイトです。

●「日本大学生物資源科学部卒業生在職者名簿」の取扱いについて

・ 卒業年度，卒業学部・学科のみを「NU 就職ナビ」に掲載し，個人名は学生に公開いたしません。

・ 在職者情報は，学生への卒業生在職状況紹介，卒業生への日本大学主催就職支援行事のご案内，

OB・OG 訪問協力依頼等の就職支援業務に利用いたします。

採用ご担当の皆様へ

日本大学 生物資源科学部 就職指導課（就職支援センター）

日本大学
生物資源科学部
就職指導課

（12号館ガレリア階）

業務取扱時間
平 日 9:00 ～ 18:00 / 土曜日 9:00 ～ 13:00
※夏季休業期間や行事日などは，変更する場合があります。

※新型コロナウイルス感染症のため変更になる場合もあります。

経路

・東京駅《JR東海道本線50分》藤沢駅《小田急江ノ島線 9分》六会日大前駅

・渋谷駅《東急田園都市線急行36分》中央林間駅《小田急江ノ島線19分》六会日大前駅

・新宿駅《小田急線急行40分》相模大野駅《小田急江ノ島線24分》六会日大前駅

※六会日大前駅は，快速急行，急行は停車しません。駅より徒歩３分です。

〒252-0880 

神奈川県藤沢市亀井野1866

TEL 0466-84-3861（直通）

FAX 0466-84-3865

http://www.brs.nihon-u.ac.jp/career/ 

E-mail:brs.shushoku@nihon-u.ac.jp
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