
このパンフレットは
環境に配慮した

「水なし印刷」により
印刷しております。

環境にやさしい
植物油インキ

「VEGETABLE OIL INK」で
印刷しております。

東北大学工学部 入試広報企画室
〒980-8579 仙台市青葉区荒巻字青葉6-6-04
TEL 022-795-5013   FAX 022-795-5824
Email: eng-ad@grp.tohoku.ac.jp

※平成27年4月に“情報知能システム総合学科”は、“電気情報物理工学科”へと
　名称変更しました。

http://www.eng.tohoku.ac.jp/
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□各キャンパスについて
■川内北キャンパス

1・2年生は、主に北キャンパスにおいて
全学教育科目等の講義を受講します。

仙台市営地下鉄東西線 川内駅より
キャンパス直結

仙台市営地下鉄東西線 青葉山駅より
キャンパス直結

■青葉山キャンパス

主に3・4年生及び大学院生等が、
勉学に研究に日夜研鑽を重ねています。

仙台駅より徒歩で約20分

■片平キャンパス

工学部の4年生や大学院生等が研究に
邁進しているキャンパスです。

仙台市営地下鉄東西線 青葉山駅より
キャンパス直結

■青葉山新キャンパス

国際集積エレクトロニクス研究開発セン
ター等が設置。

仙台市営
地下鉄
MAP

未来への挑戦
東北大学 工学部2016

■ 機械知能・航空工学科  

■ 電気情報物理工学科  

■ 化学・バイオ工学科 

■ 材料科学総合学科 

■ 建築・社会環境工学科SCHOOL OF ENGINEERING, TOHOKU UNIVERSITY



　「未来」という言葉を聞くと、皆さんは何を思い浮かべますか。明るい
未来、豊かな未来、幸せな未来、皆さんが想像する未来社会は、高度に
発展した、文化の香り高い平和な環境の中で、人々が活き活きと暮らし
ている世界でしょうか。「未来」を思い、語るときには、自ずと「夢」とつな
がるポジティブな思考が働くようです。

　ところで、今日の社会から予測される未来像はどうなっているか考え
たことはありますか。我が国では2010年頃をピークに人口減少に転じ、
2050年頃には9000万人くらいの人口になると予測されています。加速
化する少子高齢化の中で、私たちが豊かで平和な暮らしを持続するた
めには何をしなければならないでしょうか。一方、世界の人口は爆発的
に増大し、2050年には90億人を突破する勢いです。膨張する世界では
エネルギーや食糧、水の需要が増大し、このままでは人類の営みや地球
環境を持続することは困難です。予測される未来社会像は、けっして明
るく幸福な社会ではなさそうです。

　工学は「想像」し、そして「創造」する学問です。豊かな社会を想像し、
そのために壁を乗り越え、新たな未来を創造することが私たちの使命で
す。今日、社会が解決を望む課題、豊かな未来社会を築くための課題は
多岐に渡ります。東北大学工学部では、キャンパスのいたるところで、
日々、未来への挑戦が繰り広げられています。皆さんも私たちとともに、
未来を創造していきましょう。

豊かな社会を想像し、
新たな未来を創造する
 ～未来への挑戦

工学部長・工学研究科長 滝 澤  博 胤

青葉山キャンパスで、
世界、そして未来と出会う。
　「未知なるものを解き明かしたい」――科学の進歩は、人間の飽くなき探究心によって支えられてきました。『工学』は、こう
した“真理の追究”によってもたらされた知見を用いて、人々の利益（安全、健康、福祉など）となるような技術を研究開発し、
有用かつ有益な環境を構築することを第一義の目的に置く学問です。研究成果が、直接的・間接的に世の中へと還元されて
いく責任とやりがい、そして社会や暮らしの「未来の姿」を探り、必要とされるものを生み出すダイナミズムは、工学の研究領
域に固有のものといえます。
　東北大学工学部は1919年の設立以来、研究フィールドを世界とし、優れた研究成果により、科学技術の発展を牽引してき
ました。その伝統は、さらに強固なものとして引き継がれ、世界最高レベルの教育・研究環境の下、国際舞台で活躍する研究
者・技術者を輩出しています。
　世界の風が吹き渡る青葉山キャンパスで出会う研究、師、そして友。新しく豊潤な出会いが、若い可能性を拓き、未来を輝
かせていくことでしょう。

東北大学は建学以来『研究第一主義』と『門戸開放』を標榜し、工学
の分野では、本多光太郎、岡部金治郎、増本量、村上武次郎、八木秀
次、西澤潤一、田中耕一ら多数の優れた研究者を輩出してきまし
た。現在も、独創的な発明発見により、日本の技術革新を支え世界
の工学分野をリードしています。工学部では、世界の第一線で活躍
している教授陣による講義や、最高水準の設備を用いた研究の直
接指導により、研究の現場が密着した先端教育を行っています。

東北大学工学部では、これからの科学技術の発展、革新を担
う、広い視野と深い基礎知識を有する新しい人材を育成する
ために、領域を大きく網羅する5つの学科による教育を行いま
す。これは、旧来の細分化された学問分野の枠を越えた教育
システムで、独創性に富む、時代に即応した高度な先端的教
育を実現するものです。

優れた研究業績にもとづく先端教育 5つの学科による工学教育体制
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　工学部に入学すると、1年次から2年次前半は川内北
キャンパスで、幅広い教養と基礎知識を身につけるため、
全学教育科目を中心に学びます。
　2年次後半以降は青葉山キャンパスで、工学部専門教
育科目を中心に学びます。各学科の研究活動で必要とな
る、専門科目学科により異なりますが、3年次前半から4
年次前半になると研究室に配属され、その後卒業研究を
行います。

セメスター：1年を2学期制としたときの半期（前期また
は後期）を意味します。各科目の履修期間を半期とする
ことをセメスター制といい、これによってそれぞれの科目
を半期に集中して効率よく履修できるようになります。
早期卒業制度：修業年限に至らずに優秀な成績で卒業
要件単位を修得し、各系・学科が定める基準に達した
場合には、3年以上の在学をもって卒業を認めるという
制度です。 

大 学 院 工学研究科（18専攻）
情報科学研究科（4専攻）
環境科学研究科（1専攻）
医工学研究科（1専攻）

大 学 院 進 学

学 部

1年

2年

3年

4年

卒業研究 全学教育科目 専門教育科目

早期
卒業制度

就職

工学部カリキュラム

仙 台
S E N D A I

明治40年に東北大学が我国第3番目の帝国大学とし
て設置されました。その向学の伝統と幾多の業績とあ
いまって、仙台市は名実ともに我国有数の学都として
の文化をなしています。

○歴史ある学都仙台

札幌、名古屋、大阪、広島、福岡などの国内拠点に加
え、韓国、中国、台湾、ハワイ・グアムに空路直結し、国
際化も進展。東京までは東北新幹線「はやぶさ」でわず
か1時間34分と高速接続。地下鉄東西線利用で、仙台
駅から工学部キャンパス（青葉山駅）までわずか９分で
す。

○抜群の交通アクセス

伊達政宗を開祖とする城下町から発展、美しい自然の
中に人口約100万の近代的なたたずまいをもち、我国
で住んでみたい都市の筆頭に数えられています。

○東北地方の中心都市、仙台

「杜の都」とうたわれる緑豊かな仙台。松島、蔵王、北
上・阿武隈と風光明媚な自然に囲まれた地域。一年を
通じて比較的温暖で過ごしやすく、春夏秋冬、自然の美
しさを満喫することができます。

○四季を通じて過ごしやすい

緑が溢れる街｢せんだい｣

下宿・アパート

学　寮

仙台は旧くより学都として親しまれ、市民は学生
に理解が深く、下宿・アパート生活もしやすくなっ
ています。下宿で5万円から6万円くらい、アパート

（バストイレ付き）で4万円から6万円、アパート（施
設共同）で2万5千円から3万円くらいです。

学寮は全部で7寮あり、新入学生が入寮できる寮
は5寮（定員合計709名）あります。全ての学寮に
共同の炊事設備があり、
ユニバーシティ・ハウス
三条では朝・夕食の食事
提供も行っています。

住まい
諸施設

川渡共同セミナーセンター

課外活動施設

体育館、野球場、運動場、陸上競技場、水泳プール、テニ
スコート、山小屋・ヒュッテなどを備えており、多数の学
生が利用しています。

厚生施設

東北大学生協が運営する食堂、売店などが各キャンパス
に設置されており、市価より格安で利用できます。

豊かな自然環境の中で起居をともにしながら研究、学習、
演習などができます。5人以上のグループで利用でき、管
理棟、講師棟、セミナー棟、体
育館、宿泊棟計7棟があります。

交　流
学友会

全学の学生・教職員が構成員で、新入生
歓迎会、海上運動会、大学祭、北雄杯駅
伝などを企画。文化部24サークル、体育
部45サークルが活動しており、国内はも
とより世界選手権などに活躍する選手も
所属しています。

東北大学 施設・環境の案内

CAMPUS LIFE
充 実 し た 施 設 や 環 境 で 、
自 分 ら し い 毎 日 を 送 ろ う 。

学修レベル認定制度

価値創造力

課題解決／
論理展開力

基礎学力
数学・物理・化学

専門学力

語学力
英語

研究開発の基礎的能力を判定
　基礎/専門学力を基盤に、与えられた課題の解決方法を見出す能力は、
研究開発の基本となります。課題解決には、実験結果や外部からの情報を
整理し、論理的な思考と展開により結論を導き出し、次へのステップへと
歩み続けることが重要です。論理構成力、文章表現力、プレゼンテーショ
ン力等を、実験、セミナー、研修、卒業研究などの成果により評価します。

社会に貢献する新たな創造に向けて
　工学部・工学研究科での学修を通じて卒業生・修了生が身につけるべき
能力の最高峰が「価値創造力」です。各々の分野でリーダーシップを発揮し、
誰も到達したことがない新たな領域を切り開き、日本及び世界の人々に利
益をもたらす新しい価値を想像するための基礎能力を評価します。

英語外部試験により、
英語の能力判定

　基礎学力ジャンルでは、専門科目を学ぶ
ための基礎学力を鍛え、かつ社会人として
恥ずかしくない幅広い教養を身につける。
１、２年次に学ぶ全学教育科目の理解度と
応用力について評価します。

全学教育科目成績と統一テストで
基礎学力レベルを判定

　世界中から情報を収集し、研究活動の成果を世
界に対して発信するためには、高い英語運用能力が
必須です。英語によるプレゼンテーション（情報発
信）やディベート（議論）、コミュニケーション（相互
理解）能力の継続的訓練が必要です。全学教育の英
語学習に加え、継続した学習姿勢と手段を身につけ
るため、英語能力の客観的に評価し、語学力の向
上指針を提供します。

　確かな基礎学力の上に積み上げ、大学及び大学院での研究活
動に必須な専門知識を着実に身に付ける事が重要である。2年次
から始まる専門科目の理解度と応用力について評価します。

学部・大学院の専門科目学習レベルを判定

社会貢献
科学技術発展・産業振興・グローバル化

本邦初の多面的到達度評価
新しい価値を創造する力を備え、その力を発揮する能力を判定する

～工学教育院～

　工学は、人々の安全・安心、健康・福祉を向上させ、持続可能な社会・環境を構築する学問です。地球的規模で様々
な課題に直面する今日において、工学が果たすべき役割はますます大きくなっています。幾多の課題を解決し、豊か
な社会を実現するためには、「創造性を発揮する能力」が必要です。「専門的な知識」「知識を活用する知恵」「高度な
社会性」「実現に向けた強いパッション」を身に付け、その能力を伸ばし続ける必要があります。
　工学教育院が推進する学修レベル認定制度では、自学自習や社会経験を経て能力を伸ばしていくための指標とし
て、従来の単位制のもとでは評価されにくかった「価値創造力」「課題解決力」「論理展開力」を新たに設定、これらの
指標に対して評価を行い、従来の「基礎学力」「専門学力」「語学力(英語)」の評価による知識量の到達度評価と合わ
せて、総合力の評価指標を提供します。各学生が大学教育の中で「個」として自らの能力を伸ばす努力をし、自分の
強み弱みは何かに気付き、継続的な自己研鑚の成果を数値で明らかにします。
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機械知能・航空工学科
Depar tment  of  Mechanica l  and  Aerospace Engineer ing

夢を形にする

チカラを

身につけよう！
機 械 知 能 ・ 航 空 工 学 科 の コ ー ス と 研 究 キ ー ワ ー ド

　機械知能・航空工学科には多くの研究室があり、原子から宇宙まで、多岐にわ
たる研究がなされています。そのため、様々な分野の研究に触れ、学ぶ機会がある
ことがこの学科の良いところです。講義では、工学系に必要な分野を幅広く学ぶこ
とができ、実験を通してそれらの基礎知識を用いて実際に考察するトレーニング
ができます。また、2年次の終わりに研究室を選択しますが、この際、研究室見学
が開かれ、色々な研究室で話を聞いたり、実際に設備を見たりすることができま
す。やりたいことが決まっていない人でも、色々な分野の勉強をし、先輩方の話を
聞くことで自分のやりたいことが見つけられるのではないかと思います。そして、や
りたいことが見つかった後は、その分野の研究室に所属し、研究を進めていくこと
になります。この時、研究設備が整っており、専門分野の資料が手に入りやすく、
最先端の研究に従事している教授陣のサポートが受けられる、という環境は心強
いものです。これは、私が研究室に所属して研究に参加するようになってから、
日々感じてきたことです。
　機械知能・航空工学科は、研究のためのすばらしい環境が整っています。是非
皆さんもこの学科の一員となり、私たちと一緒に世界をリードする研究をしませ
んか。

世界をリードする研究をともに!
栃木県立宇都宮女子高等学校出身

外口 秋絵 さん

大学院工学研究科航空宇宙工学専攻
博士前期１年

先輩からのメッセージ

　博士課程に進学する意義は、「研究に没頭できる」事にあると思います。専門知
識を深める、世界をリードする先生方や優秀な学生と議論する、自分の力で世界
初の発見をする、という事ができるフィールドが機械系にはあります。私は半導体
部品の検査方法の研究をしていましたが、ある日は試作ラボで一日中サンプル作
製に打ち込み、またある日はシミュレーションを行ってその結果とにらめっこをし、

「自分の手で行い」、「自らの頭で考える」多くの経験をしました。企業における研
究開発ではスピードが重要視されるので、全てを自分で行うことはできません。し
かし、自ら体験したことが無いことを深く理解することは難しいです。失敗してもい
いので、いろいろな経験をすることが必ず将来の糧になります。
　今の企業が求めるものは、リーダーシップやコミュニケーション力です。大学内
では研究室の運営や後輩学生の指導、他の研究室との連携があり、国内外の学
会参加や企業との共同研究を行う機会があります。研究室に篭るだけでなく、
様々な立場や世代の人と関わって頂きたいです。自分のやりたい事を見つけ、周り
を巻き込み、実現する力をつけて下さい。産業界では強い意志を持った若者を求
めています。

研究に没頭しましょう！
愛知県私立愛知高等学校出身

佐藤 祐規 さん

トヨタ自動車株式会社
材料技術開発部　エネルギー変換材料室　主任

卒業生からのメッセージ

　機械知能•航空工学科では、二十一世紀の豊かで安全・安心な人類社会を構築する
ために不可欠な、もの創りの基本となる知識と技術を修得してもらいます。様々な機
能を実現するために、カタチ（構造）の設計と材料の選定、その製造・加工方法の開
発、品質や信頼性の設計と評価など、それぞれの夢を具現化する基礎学問として、機
械工学の基盤である５種類の力学（材料力学、流体力学、熱力学、機械力学、量子力
学）と制御工学を修得してもらいます。さらに学科内で推進されている、世界をリード
する１）環境•エネルギー分野、２）ロボティクス分野、３）航空宇宙分野、４）医工学、
デバイス分野、５）材料・超精密加工分野などに関連する卒業研究を通し、新たな知
識や技術を創造する方法論を学び、大学院における社会貢献に資する多様な研究に
取組むためのしっかりとした基礎力を身につけてもらいます。

　日々の生活は様々な挑戦に満ちています。明日の朝はいつもより早く起きよう、今日は早く帰ろう、などは毎
日の小さな挑戦でしょう。次のテストでは良い点を取ろう、次の試合では強い相手に勝とう、などは学生生活
で見られる挑戦です。日々の生活でも少し痩せよう、もっと歩こう、などは健康を願う典型的な挑戦です。お父
さんの禁酒、禁煙もまた挑戦なのです。大学に入学すると、最初に様々な授業を受けて未来に挑戦する力を蓄
えます。次に、これぞと思う研究に挑戦します。その結果、新しいモノが作られ、不思議な現象が解明され、新
しい理論が打ち立てられていくのです。日々の挑戦は皆さん自身の、皆さんの家族のためにあります。大学にお
ける皆さんの挑戦は、より豊かで平和な社会を実現し、人類社会の発展に貢献するでしょう。私たち機械知
能・航空工学科に所属する教員は困難な課題に挑戦を続けています。素晴らしい未来を目指して私たちと一
緒に挑戦してみませんか。

日々の挑戦と大学における挑戦

機械知能・航空工学科長

澤田 恵介 教授

　機械知能・航空工学科では、3年次より７コース（機械システム、ファインメカニクス、航空宇宙、ロボティクス、量子サイエンス、エネ
ルギー環境、機械・医工学）に分かれ、学生個々の志向に応じた高度専門教育を展開。入学した皆さんが次世代のリーダーとして活躍
できるよう、きめ細かな学修体制を用意しています。

●知能システム
●知的デザイン

●流体システム
●破壊機構

機械システムコース
地球の未来環境に配慮し、高度メカニクスの未来を拓く

●ナノ流動
●ナノ計測

●極限流体
●ナノテクノロジー

ファインメカニクスコース
未知なる原子・分子レベルの精密システムにチャレンジ

●次世代航空宇宙
●スペーステクノロジー

●航空宇宙システム
●シミュレーション科学

航空宇宙コース
高度な航空宇宙システムの技術開発で宇宙の神秘に挑む

●材料メカニクス　●メカノシステム　●ロボティクス

ロボティクスコース
高度なロボットシステム・ナノシステムで人類の未来を切り拓く

●高機能先進原子力システム
●放射線医療分析診断応用

●加速器粒子ビーム応用
●核融合炉システム・材料

量子サイエンスコース量子サイエンスコース
量子科学のエネルギー応用、医療応用の高度化を目指す

●地殻エネルギー抽出
●地殻環境技術

●資源リサイクル
●エネルギーシステム

●環境修復

エネルギー環境コースエネルギー環境コース
エネルギーと地球環境を考え、真のサステイナブルへの道を探る

●バイオデバイス
●バイオマイクロマシン

●バイオメカニクス

機械•医工学コース
生体の仕組みを機械に活かし、医療・看護の革新を導く

国際機械工学コース国際機械工学コース
（国際共修型コース）

世界中から集まる学生達が、英語で教育と研究指導を受けるコースで、
研究は上記７コースに分かれて行います。

　レスキューロボットQuince  
（田所/昆陽研究室）：優れた運
動性能と計測機能により、人間
に代わって災害現場をはじめと
した危険な環境の情報収集を担うことで、円滑な救助活動の実現と、救助に従事する
人間の二次災害防止を目的としたロボットです。全身を覆う移動用のクローラベルトと、
4本のサブクローラ(腕のように可動するクローラベルト)を駆使することで、階段や不整
地と呼ばれる起伏の激しい地形での高機動性を実現しており、運用目的に応じて計測
機器やマニピュレータといったオプションを追加することができます。このロボットへの
付加機能として、操縦者のスキル不足を補う操縦支援や、環境の計測に基づく探査環境
の3次元地図の構築に関する研究を行っています。

　次世代航空機開発センターでは、航空
機の開発に必要な空力、構造、材料の多
面的な技術蓄積のために、次世代航空機
のコンセプトを提案・実証に向けて、研究
開発と人材育成に取り組んでいます。新規
複葉翼による低ソニックブーム超音速旅
客機MISORAの提案、複合材に適した次
世代機体の構造提案、空気力学、材料力
学、構造力学、成形技術を統合して設計可能なCAE開発、効率的な設計技術と的確な
実験技術の確立を目指しています。

　高速中性子実験室(Fast Neutron Laboratory : FNL)では、ダイナミトロン加速器
(最大電圧4.5MV, シングルエンド型)を用いて発生した、高エネルギーイオンビームを
照射し、試料が放出するX線を観測して、構成元素を特定する粒子線励起X線分析法
(PIXE:Particle Induced X-ray Emission)の研究を行っています。ビーム径を1mmに
してエリアスキャンすることで微小領域の組成分析を実現。金属からの放射X線を用い
て微小領域のX線CTを実現し、アリの頭などの画像を可視化しました。

　循環器系疾患の発症や進展のメカニズムは健康な
社会の実現に重要かつ不可欠です。従来、生体内の状
態を完全に計測することは非常に困難でした。また、
スーパーコンピュータを使用しても計算による血流の
再現は困難でした。
　早瀬・船本研究室では、計測と計算を一体化した計
測融合シミュレーション手法を開発し、時々刻 と々変
化する生体内の複雑な血流の高精度超高速計算を実
現しました。臨床現場で広く用いられている超音波画
像診断装置や MRI 装置により得られる計測データを
数値シミュレーションに取り込んで解析する「計測融合血流シミュレーション装置」の
開発と、その臨床応用の研究を行っています。

TOPICS
学科トピックス
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電気情報物理工学科
Depar tment  of  Elec t r ica l ,  In format ion  and Phys ics  Engineer ing

未来の社会を

創り出す力を

育む。
電 気 情 報 物 理 工 学 科 の コ ー ス と 研 究 キ ー ワ ー ド

　最近、スマホのアプリなど身の回りでも合成音声が使わ
れるようになりましたよね。私は合成音声の「話し方」をコ
ントロールできるようにすることで、細かいニュアンスの違
いまで表現できる音声合成技術の研究をしています。高校
生の頃は、私が今世の中にない技術を研究しているとは
思ってもいませんでした。電気情報物理工学科で様々なこ
とを学び、最前線を切り拓いている教授陣の指導を受け
て、皆さんも一緒に未来の技術を創ってみませんか。

未来の技術を
一緒に創ろう
静岡県立沼津西高等学校出身

山田 修平 さん

大学院工学研究科通信工学専攻
博士前期２年

先輩からのメッセージ

　私は医療への興味とモノづくりをしたいという想いか
ら、医療工学を学べる本学科への進学を決めました。補助
人工心臓に関する研究を通して、体内で使われる医療機
器に求められる技術力の高さに魅了され、医療分野で活
躍したいという想いは一層強くなりました。
　そして今、私は医療機器メーカーで内視鏡の開発に携
わっています。
　本学科では、様々な分野の中から、興味のある分野を追
い求め、可能性を広げていけることでしょう。
　皆さんの興味は何ですか？

興味を夢に。そして形に。
山形県立山形西高等学校出身

江口 葵(旧姓：森谷) さん

オリンパス株式会社
医療第2製造本部　日の出工場　電気技術グループ

卒業生からのメッセージ

　省資源・省エネルギー社会、高度情報化社会、高度医療福祉社会の実現に向けて、
電気・情報・物理工学の分野の研究者・技術者は社会のあらゆる領域で必要とされて
おり、就職先も様々な分野・業種に渡ります。
　「八木・宇田アンテナ」「光通信3要素」「垂直磁気記録方式」の開発を始めとし
て、電気・情報・物理工学の分野で東北大学は世界の研究をリードし続けてきまし
た。現在も、世界有数の重要な研究拠点と位置づけられています。
　電気情報物理工学科はこの分野の学部教育を担い、電気工学、通信工学、電子工
学、情報工学ならびに応用物理学に立脚し、次世代エネルギーシステムや宇宙電気推
進機、将来の情報通信システムやヒューマンコミュニケーション、ナノテクを駆使した
機能性材料・素子、人工知能やビッグデータ科学、電子技術の医療・福祉応用などの
研究を通じて、中核・専門的技術者としてのリーダー人材に必要な研究能力や知識、
人とのネットワークを育みます。

　「電気」という見えないけれど優れたはたらきが現代社会をつくっています。「電気」はエネルギーとして生活
を支え、情報として世界中のすべての人・機械・モノ・コトをつなぎ、高速な計算によって人をこえる知能を実
現します。これらの科学技術を生み出す基礎学問が電気・通信・電子・情報工学、応用物理学、医工学です。
　電気情報物理工学科は「東北大学発」の世界にほこる多数の発明の伝統を日々革新しながら教育と研究
を行っています。電気情報物理工学科の教育では、これらの専門分野の習熟にくわえ、グローバル時代の思
考、困難な問題の解決のための実践力のみならず、友人・師との人間関係をもきずいていきます。この経験は、
みなさんの研究者・技術者としての基礎になり、世界のどこにおいても活躍できる力となるはずです。
　卒業生は、電機メーカーや電力、情報通信、コンピュータ、医療・福祉といった業界はもちろん、自動車、機
械産業など幅ひろい業界でリーダーとして活躍しています。みなさんが待ちのぞんでいる未来が電気情報物
理工学科の中から開けて行くでしょう。

伝統と革新の中で学ぶ

電気情報物理工学科長

川 又 政 征  教授

　電気情報物理工学科では、電気・情報・物理の基礎学問を着実に修得するとともに、2年生前期終了時には6コース（電気工学、通
信工学、電子工学、応用物理学、情報工学、バイオ・医工学）に配属され、コースごとの専門性の高いカリキュラムによる教育を受けま
す。3年生後期には研究室に配属され、卒業研究として一人ひとりが世界最先端の研究に挑戦します。

●電力ネットワーク
●次世代移動体・宇宙電気推進機

●次世代エネルギーシステム
●グリーンエネルギーデバイス

電気工学コース
電気エネルギーの有効活用で豊かな地球環境を目指す

●超高速無線通信
●光通信

●画像処理
●音響・音声工学

通信工学コース
人と人、人と機械のコミュニケーションの未来を目指す

●イメージングエレクトロニクス
●フレキシブル・光エレクトロニクス

●プラズマ・ナノバイオエレクトロニクス
●半導体・スピントロニクス材料

電子工学コース
スマートライフを拓く最先端エレクトロニクスを創造する

●基礎物性物理
●超伝導・熱電材料

●生体分子モータ
●ナノテクノロジー

応用物理学コース
物理学を土台としたナノテクノロジーの創造を目指す

●人工知能
●ソフトウェア工学

●次世代ネットワーク
●ビッグデータ科学

情報工学コース
高い信頼性と性能を持つコンピュータシステムの実現を目指す

●人工臓器
●生体情報処理

●がん診断・治療
●リハビリテーション

バイオ•医工学コース
人にやさしく、かつ高精度な診断・治療技術の実現を目指す

　安藤康夫教授と大兼幹彦准教授らの研究グループは、医学系研究科お
よびコニカミノルタ株式会社との共同研究により、室温で動作する高感度
かつ高分解能の小型心磁計の開発に世界で初めて成功しました。この成
果により、心疾患の治療・検査が革新的に変わることが期待できます。

　博士後期課程の正直花奈子氏が、第6回日本学術振興会育志賞を受
賞しました。同賞は、天皇陛下からの御下賜金をもとに、将来我が国の
学術研究の発展に寄与することが期待される優秀な大学院博士後期課
程学生を顕彰するために創設された賞です。

　2015年4月、学科名称を「電気情報物理工学科」へ変更しました。また、電気、情報および物理の基礎学問を従来以上にしっか
り学ぶ教育課程に変更するとともに、コースの構成を変更して6つの独立したコースとし、コースごとの専門性の高い科目をより早
期に履修可能とするようにカリキュラムを整備しました。

　乾・岡崎研究室の学生が関根聡ニューヨーク大学研究准教授及び日経
BP社と協力し、自然言語処理の技術を利用して先端技術について未来予
測を行いました。この結果を引用した記事「ロボットは2035年、人工知能
は2045年…記
事から情報抽出
し、先端技術の
未来を予測」が、
日経BigDataに
掲載されました。

TOPICS
学科トピックス

プラズマを用いた航空機気流の制御に挑戦（電気工学と航空工学の融合分野への挑戦）
写真提供：科学技術振興機構（JST）

　高橋和貴准教授と
安藤晃教授らの研究
グループが、磁気ノズ
ル無電極プラズマ推
進機における運動量
の損失メカニズムを
発見しました。次世代
宇宙推進機開発へつ
ながる研究成果であ
り、物理学分野の最高峰の雑誌の１つである Physical review letters に
掲載されました。

　須川成利教授の研究グループは、株式会社島津製作所との共同開発に
より、従来機比約6倍の光感度で毎秒1,000万コマの超高速撮影が可能
な高感度高速CMOSイメージセンサの量産開発に成功し、この度、この
CMOSイメージセンサを搭載した高速度ビデオカメラが同社から発売さ
れました。
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化学・バイオ工学科
Department of Applied Chemistry, Chemical Engineering and Biomolecular Engineering

夢を形にする

チカラを

身につけよう！
化 学 ・ バ イ オ 工 学 科 の コ ー ス と 研 究 キ ー ワ ー ド

　先日、中学時代の卒業文集に、将来の夢を「化学者」と
書いている自分を見つけ、図らずも近いところまで来たもの
だと感慨に浸っておりました。高校時代に化学が得意で
あったことから当学科を専攻しましたが、当学科での学習
を通して、深遠なる化学の一端に触れ、その中でも強く惹
かれた量子化学分野の研究室に所属出来ていることは大
変幸福なことだと感じております。自分で研究室を自由に
選択できるのが当学科の一つの魅力だと思いますので、皆
様も専攻したい分野が見つかるよう、積極的に学業に励ん
でみてください。

深遠なる化学の世界に
Welcome!!
宮城県仙台第二高等学校出身

浅井 康平 さん

大学院工学研究科量子化学専攻
博士前期１年

先輩からのメッセージ

　東北大学での学生生活は私の青春そのものです。美し
い仙台の街でサークル活動や研究に没頭し、たくさんの仲
間や先生に恵まれました。化学・バイオ工学科の良いとこ
ろは、有機・無機・バイオ・化学工学の全てを網羅して勉強
でき、「総合力」を身につけることができるところだと思いま
す。卒業後に就いた研究職では「新しいものを創り出す“創
造性”」が求められますが、それを支えているのはまさに学
生時代に身に着けた「総合力」だと実感しています。

大学で身につけた総合力で
新たな創造に挑む
宮城県立第一女子高等学校出身

小野寺 真里 さん

パナソニック株式会社
先端研究本部　研究員

卒業生からのメッセージ

　本学科は学科設立以来ほぼ100年にわたって多数の優れた研究成果を生み出して
きました。液体アンモニア化学の確立、排煙脱硫プロセスの開発、化学工学で有名な
「八田ナンバー」の提出など、世界を先導する業績には枚挙にいとまがありません。そ
して現在もなお、独創的な発明と発見により世界の化学とバイオをリードしています。
　本学科の教育プログラムの最大の特徴は、こうした学科創設以来の伝統とともに培
われてきた「一体教育」にあります。これは、3年次までの学科の3コース(応用化学、化
学工学、バイオ工学)のカリキュラムを融合させ、学生が自分の適性を見極めながら専
門に進むことができるようにしたものです。この「一体教育」を通じて「化学」のあらゆ
ることを広く学ぶことができ、また本学科のバイオ教育も「化学」に深く根差したものと
なっています。高い意識と意欲をもつ学生諸君が本学科で学ばれ、わが国の化学・バイ
オ工学の将来を担うエリートとして飛躍されることを期待しています。

　原子・分子のレベルから材料を設計していく時代が訪れています。その時代の発展を素材や原料の面から
支えているのは、化学・バイオの基礎知識を身につけた研究者や技術者であり、新材料の発明・設計・製造を
支える高度な分析技術の研究開発や、人類の生活を豊かにする夢の新素材の開発、環境保全および創薬研
究などに貢献しています。
　学生時代は目標を同一にする仲間とともに、知識や教養のみならず、コミュニケーション能力など多様な人
間性を育む、人生におけるもっとも濃密な時期と考えます。皆様には「化学・バイオに興味がある」状態から、
探究心をさらに深化させ、未踏な研究領域に対して果敢に挑戦し、解明することができる能力を、同級生同士
や先輩後輩、スタッフとともに高め合いながら開花させて欲しいと思います。

「化学・バイオ」への興味を深化・発展させ、独創の研究・開発を行おう！

化学・バイオ工学科長

青木 秀之 教授

　化学・バイオ工学科では、応用化学・化学工学・バイオ工学の３コースが設置され、３年次までは３コースの内容を融合した「一体教
育」が行われます。この「一体教育」を通じて、物質の最小構成単位である原子・分子に基づいて物質交換や生体情報を理解し、望む
機能を持つ物質を自在に設計し、創り出し、それらを生産するためのシステムを開拓する能力を養います。

●高機能触媒
●燃料電池

●薄膜工学
●センシング

●ファインセラミックス
●資源化学

●光機能材料
●環境化学

●燃焼科学
●精密分離

●バイオリアクター
●宇宙環境利用

●超臨界流体
●数値流体力学

●ライフサイクルアセスメント
●機能性ナノ粒子・薄膜

●抗体医薬
●酵素化学

●細胞デバイス
●生体高分子

●バイオセンサ
●有機合成

●遺伝子工学
●分子認識化学

応用化学コース 原子・分子レベルで物質構造を解析し、分子設計に基づく高機能物質・新素材の合成や
高感度分析法の開発、資源・エネルギー化学や環境保全技術に貢献

化学工学コース 化学反応を利用した物質製造技術の工学的展開を通じて、新素材・ファインケミカルズ製造や
エネルギー有効利用、バイオプロセス、環境清浄化・修復等を実現する

バイオ工学コース 核酸・タンパク質・糖鎖・酵素等の基礎研究に加えて、生物現象の工学利用による生物を利用する
物質変換や治療システムの開発、バイオ医薬品合成を目指す

「ナノとバイオを融合し
たバイオ医薬・人工酵
素」(梅津研究室)
　タンパク質の重要な
機能に「分子認識」があ
ります。酵素は、基質特
異性があって、特定の構造を持つ有機分子に結合して、その分子の化学
反応を手助けします。抗体分子は、体内で様々な分子を対象として、特
定の分子と結合する機能を持ち、疾病解明や医薬品へ応用されていま
す。「分子を認識する」機能を、無機材料へと応用し、金属やセラミックス
表面を識別し吸着させることで、無機ナノ粒子やタンパク質のパターニ
ング、ナノ粒子のアセンブリに成功しました。

「廃棄物を資源にする化学の力」
(吉岡研究室)
　日常的に使われて廃棄される
プラスチックには、かなり貴重な
資源が含まれています。リサイク
ルをすることで、物質そのものが
持っているエネルギーを再利用し、
社会に有効に循環させて行く事がリサイクルの重要な鍵になります。

「自然をリスペクトするバイオマス変
換触媒」(冨重研究室)
　バイオマスとは、動植物を起源と
するエネルギー源としての有機性
資源のことです。バイオマスの使用
で発生する二酸化炭素(CO2)は、
原料となる植物が生育中に光合成
により取り込んだものであるため、
待機中のCO2濃度を増加させず、
持続的に利用できる再生可能資源
です。

「未利用天然資源のカスケード利用のための超臨界CO2抽出・分画」
(猪股研究室)
　超臨界流体とは、高温高圧で気体と液体が共存できない環境で、通
常の気体・液体とは異なる特性が現れます。二酸化炭素を超臨界流体
として利用すると、未利用天
然資源を効率良く抽出し、
その中に含む様々な成分を
精度良く分離できます。この
研究では、海中のメタンハイ
ドレートを高効率抽出する
手法を確立し、従来と比較
して80%の効率アップを実
現しました。

TOPICS
学科トピックス

水の温度ー圧力線図の概略図
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最先端の透過電子顕微鏡と原子像

●新製鉄プロセス
●鋳造シミュレーション
●形状記憶合金   　

●熱電材料
●光触媒
●チタン合金

●マテリアル
　フロー解析

●医用材料
●生体材料
●摩擦攪拌接合

●超音波非破壊検査
●航空宇宙材料
●カーボンナノチューブ

●ナノコンポジット
●高分子ゲル

金属フロンティア工学コース
金属の高純度化や化学反応、多様な材料組織、精密加工の原理や
技術を学び、自動車や航空産業など工業的ニーズに応える材料の

製造法を研究します。

材料システム工学コース
材料加工技術や医用材料の基礎を学び、

製品の信頼性を高める材料設計、欠陥の可視化、
生体埋め込み材料などの研究を行います。

●スピントロニクス
●太陽電池材料
●超高温耐熱材料

●エレクトロニクス材料
●希土類磁石
●リチウム二次電池

●電気化学
　センサー

●炭酸ガス排出量削減技術
●マイクロ波利用
●金属回収プロセス

●燃料電池電極触媒
●水素エネルギー

知能デバイス材料コース
金属、セラミックス、半導体の結晶構造や物性を学び、

高性能磁石、スピントロニクスデバイス、
次世代電池の開発などの研究を行います。

材料環境学コース
持続可能な社会を実現するために必要な材料工学の基礎を学び、

燃料電池材料の開発、材料製造プロセスの環境負荷低減、
リサイクルプロセスなどに関する研究を行います。

材料科学総合学科
Depar tment  of  Mater ia ls  Sc ience  and Engineer ing

材料が
世界を変える！
卓越した
材料教育研究拠点
論文被引用数は国内大学１位

材 料 科 学 総 合 学 科 の コ ー ス と 研 究 キ ー ワ ー ド

　材料研究はものづくりの基礎であり、工学の進歩に対し
て非常に重要な役割を果たしています。本学科は材料研究
において世界をリードし続けており、卓越した先生方のご
指導によって成長できることは間違いありません。また、多
岐にわたる最先端の研究に触れ、自分に合った心惹かれる
研究に巡り会うことができると思います。研究室への配属
は４年次からです。私も試料の作製や評価などを行い、忙
しくも充実した楽しい日々を送っています。

心惹かれる研究に
巡り会える
「材料」の世界へ

宮城県仙台第三高等学校出身

川森 弘晶 さん

材料科学総合学科
知能デバイス材料学コース 4年

先輩からのメッセージ

　私はものづくりに興味があり、ものづくりを支える「材料」
を学びたいと考えて本学科に入学しました。
　本学科では、材料が社会でどのように役立っているのか
を学び、幅広い知識を身につけることができます。
　また、世界の第一線で活躍されている先生方から指導
を受けることができ、自分の可能性を広げるチャンスがたく
さんあります。
 ぜひ皆さんも、本学科で材料の面白さを感じてみてくださ
い。きっと、自分のやりたいことが見つかると思います。

ものづくりを支える
「材料」を学ぼう！

宮城県宮城第一女子高等学校出身

佐々木 麻由 さん

日立GEニュークリア・エナジー　株式会社
燃料サイクル部　原子力化学システム計画グループ

卒業生からのメッセージ

　美しいディスプレイの携帯端末、環境に優しい燃料電池など、新しい工業製品が実
現するためには必ず「新材料」の開発が必要です。実際に、材料は石器時代・鉄器時
代など文明を区別する重要なキーワードであり、新しい時代を創造する主役です。本
学科では、材料の性質を物理的・化学的に研究し、宇宙航空・情報高度化・環境保
全・生体・エネルギーなどの分野で利用できる素材・システム・製造プロセスに関して
探索・設計・評価方法を総合的に学びます。本学科は、金属フロンティア工学・知能デ
バイス材料学・材料システム工学・材料環境学の４コースからなり、国内最大規模の
材料科学系総合学科として活発な教育研究活動を行っています。その成果は世界的
に広く認められ、材料科学系論文の被引用数では国内大学1位を維持しています。

　私たちの身の回りには様々な機器や製品があり、これらを利用することによって私たちの生活や社会は豊か
になってきました。「材料」とは、「機器」や「製品」のもととなるものであり、「材料」の特性向上や「新材料」の開
発などによって、「機器」や「製品」の性能も飛躍的に進歩してきました。まさに社会や暮らしを大きく変え、豊
かにすることに貢献できるのが「材料」の力であり、「材料開発」の魅力です。
　材料科学総合学科では、金属、セラミックス、高分子、さらにはこれらの複合材料など、多種多様な材料を
総合的に学ぶことができます。H26年度に完成した免震構造を採用した教育・研究棟とH29年度に完成予
定の低層実験棟において、研究第一主義の理念のもと、実践重視の教育プログラムによって材料に関する世
界最高水準の教育を提供しています。私たちと一緒に、革新的材料の開発研究に挑戦し、社会貢献を目指し
ましょう。

革新的な材料の開発研究で社会貢献を目指す

材料科学総合学科長

杉本 諭 教授

　材料科学総合学科では、２年次から工学基礎科目と材料物理化学などの材料基礎科目を学習します。３年次は、固体物性論や材料
システム力学など材料科学に関する応用専門教育科目を学習します。４年次には、研究室に配属され卒業研究でこれまで学んだ知識
を応用することになります。

　運転時にCO2や排気ガスを出さない“ 究極のエ
コカー”として注目されているものに「燃料電池自
動車（FCV）」があります。これは水素と酸素の化
学反応によって直接電気を生み出し、モーターを回
して走る自動車。ガソリンに代わる燃料である水
素は、環境にやさしく、さまざまな原料からつくる
ことができるエネルギーであり、化石燃料の消費
を抑制して、低炭素社会をつくろうという目標にも
かなっています。日本においては主要な自動車メー
カーが開発にしのぎを削っており、世界に先駆け
て燃料電池自動車の技術を確立しようとの狙いがあります。
　燃料電池には、使用する電解質の種類によって数種の方式があります。燃料電池自動車の
主流となっているのが固体高分子形燃料電池(PEFC)です。PEFCはすでに家庭用の燃料電
池として普及が進んでいますが、自動車に展開するにあたって、コスト削減、小型・軽量化、
燃料電池(FCスタック)の耐久性向上などの課題があります。特にコストを圧迫しているの
が、電極触媒(化学反応を促進させる材料)として用いられる白金(Pt)の存在。現在、自動車
用の燃料電池1台あたり白金約50gが必要ですが、白金は希少かつ非常に高価な金属であ
り、その使用量を削減する方策が求められています。

　白金を有効利用するためには、ナノテクノロジーを
用いて、粒径を小さく均一にして反応を起こす表面積
を大きくしたり、層を薄くして反応性を高めるなどの方
法が模索されています。反応は白金触媒の表面だけで
起こるため、“表面科学”の知見が非常に重要になって
きます。産学官を挙げて推進される燃料電池自動車の
開発において、その基盤研究分野を担う和田山研究室
では、高感度反射赤外分光法やラマン分光法といった
振動分光学的手法による表面分子の挙動観察に加
え、走査プローブ顕微鏡やX線光電子分光法といった
多彩な表面分析手法を駆使し、白金電極触媒の挙動
を原子レベルで観察・評価し、電気化学特性の理解を
進めています。こうした和田山研究室のたゆまぬ取り
組みが、未来の自動車を底支えしています。
　ガソリン車から環境対応型車両へ。国内の新車販
売台数に占めるハイブリッド車（HV）の割合は2011
年に10％を超えました。次なるエコカーとして、燃料
電池自動車に寄せられる期待はとても大きなものがあ
ります。

TOPICS
学科トピックス

ガソリンから水素へ。21世紀の課題・低炭素社会の一翼を担う燃料電池自動車。
～開発に大きな役割を果たす表面科学の知見「白金触媒の特性評価」～

材料環境学コース 環境創成計画学講座 環境材料表面科学分野(和田山研究室)

次世代型環境対応車両の大本命、
水素で走る燃料電池自動車。

実用化への要素技術、
白金触媒の基礎研究分野を担う。

燃料電池電極触媒開発のための表面科学アプローチ
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建築・社会環境工学科
Civ i l  Engineer ing  and Arch i tec ture

地球の上で

豊かで文化的な

生活空間を

創造する
建 築 ・ 社 会 環 境 工 学 科 の コ ー ス と 研 究 キ ー ワ ー ド

　私はもともと構造物に特別興味があったわけではありま
せんでした。私が建築・社会環境工学科に入ろうと思った
のは、私たちを取り巻く環境の視点から私たちの暮らしに
ついて考えてみたいと思ったからです。
　本学科は実際のまちや構造物に関する事業に携わって
いる先生方も多く、直に技術者の精神を学ぶことができま
す。人のことを想い、人のためのものづくりを考えることはと
てもやりがいがあり、またこの学科の魅力でもあると思って
います。

人のことを想う分野
岩手県盛岡第三高等学校出身

菊池 佳奈 さん

建築・社会環境工学科 4年

先輩からのメッセージ

　人々の生活の基盤となる構造物を整備・管理していくこ
とが土木技術者の役割です。社会に貢献していることを目
に見える形で実感することができ、非常にやりがいがあり
ます。一方で、社会情勢の変化や独特かつ複雑な現場条件
に適応していく柔軟性が求められています。
　本学科では、コースの枠を越え、幅広い分野の専門的内
容を学ぶことができ、物事に対して多角的にアプローチす
る力が養われます。普段の仕事でも、学生時代に身に付け
た力が課題解決の糸口となる機会が多くあります。

交通網整備で社会に貢献
岩手県盛岡第一高等学校出身

千田 大 さん

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構
鉄道建設本部 九州新幹線建設局

卒業生からのメッセージ

　本学科は、人間の個人としての生活と集団としての活動に必要な施設や空

間のありようを探求し、安全かつ快適な空間を創造し構築する分野です。我々

の経済・社会・生活環境を、単に汚染や災害から守るばかりでなく、自然と人

間の調和を図りつつ、健全で活発な社会活動を行えるような、芸術的で文化

的な価値のある空間や施設を計画し、設計や建設ができる研究者・技術者を

育成することを目標とします。

　「建築・社会環境工学科」では、人々の個人の生活と集団としての活動に必要なさまざまな施設や空間のあ
り方を探求し、安全で快適な秩序のある環境を創造し、その環境を維持する技術とデザインを学びます。都市
をいかに安全で快適にかつ美しく造るかの議論はとても古く、その起源は今から二千年以上前の古代に遡り
ます。古代ローマの建築理論家として知られるヴィトルヴィウスは、人工的に整備される都市や建築は、常に

「用・強・美」という三つの理をバランス良く保つことが必要だと述べています。ここでいう「用(utilitas)」とは快
適で使い易い環境であり、「強(firmitas)」とは堅牢で耐久性のある安全な構造であり、「美(venustas)」とは
機能的であるだけでなく、人々が誇れる公共性の高い秩序のある景観を創り出すことだと読み替えることが
できます。本学科では、土木と建築の学問分野を基盤にしながら、デザイン・環境・社会基盤・防災・都市計画
などを総合的に学習し、自然と人間の調和を図りつつ、活発な社会経済活動を支える環境を整備するための
技術や設計を体系的に学び、これからの社会に貢献できる研究者や技術者を育てます。

豊かで快適な生活空間を創造するための技術とデザイン

建築・社会環境工学科長

石田 壽一 教授

　建築・社会環境工学科の学生は、都市空間をフィールドにして、都市計画、社会基盤整備、環境保全、防災等の最前線で活躍できる人
材となるための専門教育を受けます。２年次前期には、全学教育と並行して、５つのコースに共通した専門科目を学びます。２年次後期に
はコースを選択し、専門教育を通して専門家となるための基盤を形成します。４年次には研究室を選択し、卒業研究に取り組みます。

社会基盤デザインコース
生活を支える社会基盤施設のデザインの基礎を学ぶ

水環境デザインコース
都市や人間を災害から守り、自然環境を維持する技術を学ぶ

●構造デザイン　●知的構造システム　●地震・地域防災

都市・建築学コース
良い建築、都市の想像を目指し、建築の総合的な追求を行う

都市システム計画コース
景観や自然環境を生かし、快適で美しい空間を実現する

都市・建築デザインコース
人の様々な活動を支える建築システムに迫る

　耐震設計では、地震に対する構造物の揺れの大きさが、構造物が変形できる大き
さよりも小さければ安全だと判定されます。すなわち、地震の揺れを抑え、一方で、
変形できる能力の高い部材の開発を行うといった両輪が必要不可欠となります。ま
た、近年普及が進んできた地盤の揺れを構造物に伝えない免震設計や、地震の揺れ
をダンパー等で吸収して制御する制震設計においても、新たな課題が生じてきてい
ます。そこで、数値解析や振動台実験等の実験により、橋の耐震設計法を中心とし
て、耐震設計法や免震・制震設計法の高度化を図る研究を行っています。 

　原田秀樹教授が開発した
低コスト・省エネルギー型の
下水処理技術 (DHSテクノロ
ジー)が、下水で汚れたインド
共和国の河川を浄化すべく、
科学技術振興機構 (JST) お
よび国際協力機構 (JICA) が
展開する地球規模課題対応国際科学技術協力プログラムに
採択され、世界の至宝・タージマハル近くの下水処理場に設置
されました。現在、実規模実証実験が行われています。また、
文部科学省先導的創造科学技術開発費により、DHSテクノロ
ジーを核としたアフリカ・中近東の乾燥地域の水問題を解決
するための研究拠点をエジプト・アラブ共和国に形成すべく邁
進しています。

TOPICS
学科トピックス

　実際に発生した地震による津波発生と
伝搬の様子を可視化したシミュレーション
結果です。この可視化により、津波発生時
刻を起点とした各地の到達時間や、津波の
強さなどを知ることができます。この解析
により、将来の地震発生による大きな津波
の規模・被害を予測することが可能とな
り、その対策を講じる重要な資料となります。

●性能照査型設計
●計算力学
●マイクロメカニクス

●ジオフロント
●エネルギー備蓄
●地球環境

●海洋開発
●津波工学
●環境リスク評価

●微生物処理
●エコテクノロジー
●リモートセンシング

●交通計画
●物流経済
●ウォーターフロント

●都市景観
●都市計画
●建築デザイン

●ランドスケープデザイン
●建築計画
●建築史

●空間環境
●新建築材料

鋼製橋脚の耐震性能評価

2004年インド洋大津波の
コンピュータシミュレーション

建築デザインの談話干潟調査実習風景
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※2016年5月1日現在

…17ヵ国・地域
…7ヵ国・地域
…18ヵ国・地域
…4ヵ国・地域
…2ヵ国・地域
…17ヵ国・地域
…28ヵ国・地域

アジア
中近東

アフリカ
オセアニア

北　 米
中南米

ヨーロッパ

1,598人
25人
52人
6人
40人
55人
168人

431
9
6
3
20
23
51

人

人

人

人

人

人

人

全学 工学部
工学研究科

合計 1,944人 543人

1,944 名の

93の国と地域から

留学生を
受け入れています。

世界から東北大学へ ～留学生数～

東北大学から世界へ ～交換留学へ～
　世界中の大学と大学間もしくは部局間協定を締結しています。9割以上の機関と留学時に授業料等不徴収とする交
流協定になっています。 2016年3月31日現在

　留学経験を通して、自分の視野を広げ、主体性を身に付けること
ができたと感じています。留学初期は文化の違いに戸惑うこともあ
りましたが、より広い世界を見ることで、それまでの自分の価値観を
見つめ直すことができ、日本での常識だけに捉われない考え方がで
きるようになりました。海外では個人の意見を尊重する文化があり
ますが、その分発言を求められる機会も多く、主体的に物事を考え
る力が付きました。

　バトミントン部に来た留学生と友人になり、台湾の彼の家での長
期滞在をきっかけに、急速に海外留学に魅力を感じるようになりまし
た。学部時代は交換留学生としてデンマークで金属工学の勉強をし、
大学院時代はフランスで半年間の研究活動を行いました。勉強・研
究はもちろん、食事や課外活動も日本とは違う魅力が満載で、充実し
た生活を送りました。
　留学を通じて、「自己主張をはっきりする」「何事も自分で徹底的に
確認する」姿勢が身につきました。今は、世界を舞台に活躍できる会
社で働いています。
　大学には選択肢がたくさんあります。後輩になる諸君には、選択肢
を柔軟に受け入れ、存分に大学生活を楽しんで欲しいと思います。

材料システム工学専攻 修士修了　　佐野 康太郎 さん 化学工学専攻 修士修了　滝沢 翠里さん

　工学部国際交流室では、留学や海外での活躍を考えている学生のために、交換留学、サマープログラム、インターンシップ、留学
等準備のための研修など、様々なプログラムを提供しています。海外インターンシップ、海外の大学が実施しているサマープログラ
ムなどの情報が充実しており、フランス、ブラジル、中国など国際色豊かなスタッフが、学生の国際化をサポートしています。
　昨年は、国際交流室がサポートしている交換留学や工学研修、サマープログラムを利用して、60名を超える学生が海外に渡航
しています。また、工学部内で開催される留学生との交流会にも多くの学生が参加しています。

学生国際工学研修

留学等準備サポート

交換留学制度

海外での学修・研究を促進、留学生のサポートを担う

国際交流室

○ 中　　国 : 34
○ アメリカ : 25
○ フランス : 22

○ 韓　　国 : 21
○ ド イ ツ : 15

他

○ フランス : 9
○ 中　　国 : 7

○ 韓　　国 : 6
○ ド イ ツ : 6

他

34 ヶ国・地域　  206 機関 27 ヶ国・地域　  69 機関

大学間協定 部局間協定 
〈工学研究科・工学部〉

～High School Bridging Program～ 

15名■定　員： 3月中旬（２週間）■期　間：

入学前海外研修
　AO入試II期及び科学オリンピック入試合格者を対象に、カルフォルニア大学リバーサイド校
(2014、2015年派遣校)への入学前海外研修プログラムを実施しています。海外の様子を自
分たちの目で見て、自分のキャリア計画に活用しましょう。
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大学院へ 学部学生の
約9割が進学　

工学の理論と応用を極める、より高度な研究・開発能力の啓発

　本学は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥を究め、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越し
た能力を培い、広く文化の発展に寄与することを目的として、大学院を設置しています。工学に関係の深い4つの研究科では、「研究第一」
「門戸開放」「実学尊重」の理念のもと、社会の発展に貢献する世界最先端の研究開発と、研究活動に支えられた創造性あふれ個性豊
かな人材の教育を実施しています。工学部卒業者の約9割は、他大学を含めて大学院博士課程前期2年の課程(修士課程)に進学。その中
の約1割はさらに高みを極める、博士課程後期3年の課程（博士課程）に進学しています。

　

　私が早期卒業を選択肢に入れたのは、大学二年生の頃です。専門科目の講義が増え、
勉強が楽しくなり、早く知識を身に着けて、それを生かせる場所に進みたいと思い
始めました。丁度その頃、早期卒業制度の存在を知り、早く研究に携わりたいと思
う自分には、この制度は大変魅力的なものでした。
　三年次に第一希望の研究室に配属され、早速教授に早期卒業について相談しまし
た。教授は快く承諾してくださり、私は超伝導応用に関する研究テーマを頂きました。
当然のことながら、講義や学生実験と同時並行で研究を行うことになり、生活は非
常に忙しくなりました。それでも、研究室の先生方、先輩方や同期のフォローもあり、
無事に三年で学位を取得することができました。
　早期卒業については、私も大変な思いをしたので強くは薦めません。しかし、こ
の経験を通して得るものは数多くあります。皆さんにも、選択肢の一つとして、早
期卒業を考えていただければと思います。

先取り履修により、修業年限に至らずに優秀な成績で卒業要件単位を修得し、各系・
学科が定める基準に達した場合には、3 年以上の在学をもって卒業を認めることが
あるという制度です。

量子エネルギー工学専攻 修士 1 年
逗子開成高等学校 ( 神奈川県 ) 出身

泊瀬川 晋さん

早期卒業制度

機械機能創成専攻

機
械
知
能
・
航
空
工
学
科

ファインメカニクス専攻
航空宇宙工学専攻
ロボティクス専攻

先端材料強度科学研究センター
流体科学研究所
多元物質科学研究所
金属材料研究所
サイバーサイエンスセンター
未来科学技術共同研究センター

技術社会システム専攻

応用情報科学専攻
システム情報科学専攻
情報基礎科学専攻

医工学専攻

先進社会環境学専攻

電
気
情
報
物
理
工
学
科

電気エネルギーシステム専攻

情報基礎科学専攻

医工学専攻

通信工学専攻
電子工学専攻
応用物理学専攻
技術社会システム専攻

電気通信研究所
金属材料研究所
多元物質科学研究所
加齢医学研究所
サイバーサイエンスセンター
学際科学フロンティア研究所
省エネルギー・スピントロニクス集積化システムセンター
国際集積エレクトロニクス研究開発センター
原子分子材料科学高等研究機構
未来科学技術共同研究センター　
高度教養教育・学生支援機構
東北メディカル・メガバンク機構

量子エネルギー工学専攻

工学研究科

情報科学研究科

医工学研究科

環境科学研究科

システム情報科学専攻
応用情報科学専攻

工学研究科

情報科学研究科

医工学研究科

化
学
・
バ
イ
オ
工
学
科

応用化学専攻
化学工学専攻
バイオ工学専攻

金属フロンティア工学専攻
知能デバイス材料学専攻
材料システム工学専攻

金属材料研究所
多元物質科学研究所
学際科学フロンティア研究所
グローバルラーニングセンター
原子分子材料科学高等研究機構

環境科学研究科

先端環境創成学専攻
環境科学研究科

先端環境創成学専攻

建
築
・
社
会
環
境
工
学
科

土木工学専攻
都市・建築学専攻

工学研究科

環境科学研究科
先端環境創成学専攻

人間社会情報科学専攻
情報科学研究科

災害科学国際研究所

材
料
科
学
総
合
学
科

学部
大学院

学部
大学院

学部 大学院

学部 大学院

学部 大学院

他大学大学院への進学 (H28年進学者 )

関連研究所等
関連研究所等

工学研究科 工学研究科

関連研究所等

関連研究所等
多元物質科学研究所

関連研究所等

東京大学大学院 
京都大学大学院 
東京工業大学大学院
北陸先端科学技術大学院大学
一橋大学大学院

就職
8.1%

その他 1.8%

研究生など 1.8%

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

88.3%
大学院進学

H28年工学部卒業者進路状況　合計866名

大学院に進学すると、所属は各研究科の専攻になります。
研究活動は、専攻に在籍したまま、各々のテーマに適した組織で実施します。
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先輩からのメッセージ

各学科の企業との交流会

東北大学
筑波大学
山口大学
福島県立医科大学
東京理科大学
シーナカリンウィロート大学(タイ)
など

情報通信研究機構
産業技術総合研究所
電力中央研究所
公務員
など

日本電信電話
NTT ドコモ
新日鐵住金
東芝
日立製作所
三菱電機
三菱化学
IHI
鹿島建設
大成建設
日本原燃
オリンパス

　博士取得後は、世界中の大学・研究機関・企業で、世界最先端の研究開発
に従事し、社会の発展に貢献しています。また、学振特別研究員として活躍す
る人もいます。

日立建機
東レ
ソニー
キャノン
富士通
昭和電工
JSR
DIC
ispace
豊田中央研究所
風工学研究所
など

　東北大学工学部には同窓会組織である青葉工業会があります。約60年の歴史と、５万人余の会員を擁する、伝統ある人脈のネットワーク
です。卒業生は企業、省庁、地方自治体、政界、大学など各界の中枢で活躍し、社会を牽引しています。
　また、東北大学への教育支援、文化活動支援を通じて後輩の育成に深く関わっています。また、年一回開催される「先輩が後輩に語る講
演会」では、大企業の経営者など顕著な活躍をしている先輩が、生き方のエッセンスを伝授してくれます。
　このほか、オープンキャンパスへの助成、就職の支援、同窓会や同期会の支援などを行っており、工学部に入ると、伝統ある人脈ネット
ワークの恩恵に浴すことができます。 http://www.eng.tohoku.ac.jp/aoba/

工学部の同窓会組織

青葉工業会

社会へ求人数が就職希望者より
大幅に多く、就職がスムーズ　

第一線でリーダーとして活躍する業界のスペシャリストへ

　大学・大学院の卒業生は、主に日本の多数の企業において、技術者・研究者として指導的立場に立って活躍し、日本の産業を支え
ています。工学部・工学研究科への求人数は就職希望者数を大きく上回り、就職率はほぼ100%です。卒業・修了した学科・専攻に
とらわれる事無く、様々な業種へ就職し、世界中で活躍しています。さらに、博士の学位取得者は、大学・公的機関への就職も多く、
日本の研究開発・高等教育を支えています。

大学 企業

研究機関・行政

川崎重工/三菱重工/IHI/豊田自動織機/ヤンマー/
小松製作所/三菱電機エンジニアリング/日立建機/
新明和工業/ジェイテクト/荏原製作所/信越エンジ
ニアリング/千代田化工建設/
オリンパス/ニコン/日本精工/島津製作所
新日鐵住金/JFEスチール/神戸製鋼所/日本製鋼
所/DOWAホールディングス/住友電気工業
トヨタ自動車/本田技研工業/マツダ/ヤマハ発動機/
日野自動車/いすゞ自動車/デンソー/小糸製作所/
アイシン精機
鉄道総合技術研究所/全日本空輸/日本航空/東日
本高速道路/総合車両製作所
東京電力/東北電力/日本原燃/中部電力/電源開
発/関西電力/北陸電力/北海道電力
東芝/日立製作所/日本電気/日立アプライアンス/
パナソニック/アルプス電気/村田製作所/横河電機/
安川電機/セイコーエプソン/エリクソン・ジャパン/
キャノン/ファナック/アルバック/日本信号
花王/住友化学/積水化学工業/信越化学
NTTデータ/ヤフー/テレビ大阪
日揮/新日鐵住金ソリューションズ/三菱物産/丸紅/
豊田通商/官公庁  など

【 機 械 】

【精密機器】
【鉄鋼・金属】

【 自 動 車 】

【 運 輸 】

【 電 力 】

【電気機器】

【 化 学 】
【情報・通信】
【そ の 他】

東芝/三菱電機/富士電機/日立製作所/キャノン/
富士通/日本電気/リコー/アルプス電気/日本無線/
ジャパンディスプレイ/ソニー/パナソニック/東京エ
レクトロン/村田製作所/アドバンテスト/富士ゼ
ロックス/フクダ電子/日立アプライアンス/ヒロセ電
機/ファナック/ブラザー工業/セイコーエプソン
ＫＤＤＩ/NTTコミュニケーションズ/NTT西日本/
エヌ・ティ・ティ・コムウェア/ディー・エヌ・エー/日本
ユニシス/セントラルソフト
トヨタ自動車/日産自動車/本田技研工業/スズキ/
三菱自動車/トヨタ自動車東日本/デンソー/アイシ
ン・エイ・ダブリュ/パイオラックス/アイシン精機/日
本精機
東北電力/東京電力/北陸電力/北海道電力/九州電
力/電源開発/電力中央研究所/ＪＲ東日本/ＪＲ東海
新日鐵住金/JFEスチール/住友電気工業/古河電気
工業/日立金属/千住金属工業/IHI/川崎重工/日立
造船/KEC/小松製作所/豊田自動織機/三菱日立パ
ワーシステムズ/ナガセ
コニカミノルタ/オリンパス
大日本印刷/大日本スクリーン製造/KADOKAWA/
パシフィックコンサルタンツ/フューチャーアーキテクト/
官公庁  など

【電気機器】

【情報・通信】

【 自 動 車 】

【電力・運輸】

【鉄鋼・金属・機械】

【精密機器】
【 そ の 他 】

主な就職先(企業等)

就職 598名

就職
69名

後期課程進学
71名

その他 22名博士前期課程修了者
H28進路状況 

博士後期課程修了者
H28進路状況 

機械知能・航空工学科

電気情報物理工学科

新日鐵住金/JFEスチール/神戸製鋼所/IHI/三菱重工業/川崎重工業/愛
知製鋼
住友金属鉱山/三井金属鉱業/田中貴金属工業/日立金属/JFE条鋼/
YKK/UACJ/JX日鉱日石金属/新日鐵住金ステンレス/DOWAホール
ディングス/住友電気工業
トヨタ自動車/日産自動車/三菱自動車工業/ヤマハ発動機/本田技研工
業/マツダ
パナソニック/デンソー/東芝/日立製作所/ソニー/富士通/村田製作所/
ヒロセ電機/ソニーセミコンダクタ/日本モレックス
AGC旭硝子/日本ガイシ/信越化学工業/昭和電工
セイコーエプソン/LIXIL/アサヒホールディングス/阪和興業/JR東海/大
日本印刷/日揮/官公庁  など

【 鉄 鋼・機 械 】

【 非 鉄 金 属 】

【 自 動 車 】

【 電 気 機 器 】

【窯業・化学】
【 そ の 他 】

材料科学総合学科

竹中工務店/大成建設/鹿島建設/清水建設/日本設計/前田建設工業/NTT
ファシリティーズ/大林組/長谷工コーポレーション/戸田建設/千代田化
工建設/建研/シェルター/三機工業
JR東日本建築設計事務所/三菱地所設計/山下設計/松田平田設計/針
生承一建築研究所/UDS/INA新建築研究所/佐藤総合計画
いであ/サイエンスクラフト/建設技術研究所/国際航業/日本工営/福山
コンサルタント/復建技術コンサルタント
JR北海道/JR九州/鉄道総合技術研究所/東日本高速道路/首都高速道
路/日本航空
東京電力/東北電力/京葉瓦斯/東邦ガス
森ビル/ヒューリック/コスモスイニシア/東京建物
岡村製作所/博展/良品計画/エクスナレッジ/東日本電信電話/JFEエン
ジニアリング/水ing/官公庁/JICA/都市再生機構  など

【 建 設 】

【 設 計 】

【コンサルタント】

【 運 輸 】

【電力・ガス】
【 不 動 産 】
【 そ の 他 】

建築・社会環境工学科

住友化学/JSR/関西ペイント/三井化学/信越化学/富士フィルム/三菱
マテリアル/住友ゴム/昭和電工/日立化成/花王/DIC/JNC
クラレ/三菱レイヨン/帝人/東レ
サントリーホールディングス/協和発酵キリン
東京電力/東京ガス/北陸ガス/東燃ゼネラル石油/JXエネルギー
IHI /日産自動車/デンソー/ヤマハ発動機
新日鐵住友/JFEスチール/古河電気工業/住友電気工業/フジクラ
TDK/パナソニック/日清紡ホールディングス/日本電産
日本郵便/テルモ/日本製紙/ゼブラ/日特建設/千代田化工建設/日揮/
日東紡績  など

化学・バイオ工学科
【 化 学 】

【 繊 維 】
【食品・医薬】
【エネルギー】
【機械・自動車】
【鉄鋼・金属】
【電 気 機 器】
【そ の 他】

学振研究員
12名

ポスドク
研究員など

24名

その他
17名

合計691名

合計122名

　大学の博士の学位というのはゴールではなく、その後の「科学や技術の地平を切り開く仕事」につくためのスタート
地点だと思います。自分は工学系の博士ですが、分野の違いがあっても博士課程では、研究の自発的立案、実験による
検証、論文の執筆、研究成果の発表、その研究のさらなる発展、工学系であれば、研究内容によっては事業化、起業の
一連のステップを、人生の若い時期に集中的に経験し学ぶことができます。
　特に大学に学生として籍をおく博士課程は、学生という社会的に守られたポジションで、若い柔軟な頭脳フル回転さ
せ、失敗を恐れずに果敢に困難な課題に集中して挑戦できることです。もちろんすべてがうまくいくわけではなく、いろい
ろな過程で失敗もします。しかし、その過程で培った技術や思考能力はもとより、自分の無知や失敗を受け入れるという
胆力も、研究開発という仕事を続けていく上で大きな糧になると思います。
　私は東北大学で博士取得後、米国のテキサス州のテキサス大学オースチン校でポスドクを３年勤め、その後、カル
フォアニア州のシリコンバレーに本社を置く半導体製造関連コンサルティング会社で１０年以上コンサルティング、技
術開発の仕事をしてきました、おそらく洋の東西問わず、法律上で博士号が絶対必要という仕事は無いと思いますが、
それに相当する経験がないと「やり遂げられない」仕事というのは世の中に沢山あります。特に、私がいるシリコンバレーの会社ではそういった人材を求
めています。そして、それが「科学や技術の地平を切り開く仕事」の部類にはいることが多いのではないかと思います。
　皆が大学へ進学するように、皆が博士課程に進学する必要はありません。しかし、あなたがもし「科学や技術の地平を切り開く仕事」に就きたいと漠
然とでも思って、そういう自分の未来をイメージするのであれば、是非とも学部時代を通じて寝食をわすれて打ち込める分野をみつけてください。そして
同じ夢や希望を共有できる先生の研究室で博士課程へ進学することをお勧めします。

学部・各学科の同窓会等の協力を得て、企業との交流会を毎年実施しています。

博士取得者の大学・研究機関への就職

機械知能・航空工学科 東北大学 機械系テクノフェスティバル(毎年12月)を開催

電気情報物理工学科 東北大学電気・情報系学生と電気・情報系学生に期待している企業のための企業フォーラム(毎年3月)を開催

産学連携の窓口であるMAST21が、毎年フォーラム、会社説明会(2~3月)を開催材料科学総合学科

年間を通じて随時企業との交流会を開催化学・バイオ工学科

12月に企業ガイダンス(建築系)を開催　　２～３月にキャリアアップセミナー、企業説明会(土木系)を開催建築・社会環境工学科

松橋 秀樹さん

PDF Solutions, Inc.
Research & Development
Staff Engineer
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創造工学センター
工学部生の自主的な創作活動をサポートする

女性が工学分野で安心してキャリアを継続できる社会の実現へ

附属図書館工学分館
工学部生の教育・研究活動を支援

Innovation Plaza   http://www.ip.eng.tohoku.ac.jp/

　創造工学センターは、工学部・工学研究科の施設として2001年に設立、1年生を対象とした全
学教育科目「基礎ゼミ」ならびに工学部科目「創造工学研修」実施に加え、学生・教職員の自主的創
作活動の支援、地域小学生対象の子ども科学キャンパス、中学生対象のサイエンススクール、高校
生対象のサイエンスキャンプ等の活動を行っています。 3Dスキャナ、3Dプリンタ、三次元NC加工
機、旋盤、フライス盤、電気炉などの加工製造装置、3Dリアルサーフェスビュー顕微鏡、デジタルマ
イクロスコープなどの観察装置、3D設計CAD、建築設計用ソフト、デジタルLSI/FPGA設計ソフト
などの各種ソフトウェアを常設し、工学部生が自由に使用できる環境を整備しています。技術職員
が常駐し、技術相談、デザイン・製造サポートを受ける事ができます。 自分たちオリジナルの”ものづ
くり”を体験する事で、自由な発想を育み、創造性豊かな人材の育成に貢献します。

基礎ゼミ
学部によらず学部横断的にテーマ
を選ぶことができ、形態も様々で、
実験、実習、見学を含むものもあり
ます。

講習会
「匠の心(工作機械操作法)」、3Dスキャ
ナー・3Dプリンタ・3次元NC加工機に
関する「初歩の3次元CAD」、「万能試験
機の操作手順」と「デジタルマイクロス
コープの初歩」、「3Dリアルサーフェス
ビュー顕微鏡」、「色ガラスによる造形」、

「電子工作入門」、「FPGA･マイコン制御
回路実習」などの講習会を実施してお
り、受講者に各設備、機器の使用につい
てライセンスを与えます。許可された学
生は、工作室、創作室、材料調整室、デジ
タル造形室、VLSI設計システム室、情報
処理室などを利用して、人力飛行機、
フォーミュラカー、ロケット製作などの学
友会･サークル・同好会の活動を活発に
行っています。

創造工学研修
工学部1年生が学科にかかわらず課
題を選択してエンジニアリングの基
礎を学びます。「デジタルキャスティン
グ～合金で複雑形状品をつくってみ
よう～」、「バーチャルリアリティー空
間で体感する災害シミュレーショ
ン」、「脳のモデルとシミュレーション」
等、先端工学研究開発に役立つテー
マが満載です。

学生支援室・カウンセリングルーム
工学部の学修や生活についての相談窓口

工学部・工学研究科の学生相談施設として、青葉山キャンパス内に各学科
の学生支援室、カウンセリングルームを設置しています。

学生支援室
　各学科が学生支援室を開設しています。学
生生活の中で出会う様々な問題や悩みの相
談に応じます。気軽に相談に来てください。

工学部管理棟

各学科の担当の先生
・機械知能・航空工学科
・電気情報物理工学科
・化学・バイオ工学科
・材料科学総合学科
・建築・社会環境工学科

井上 克己 先生
阿曽 弘具 先生
星野 　仁 先生
山村 　力 先生
三橋 博三 先生

カウンセリングルーム
　当カウンセリングルームでは、工学部及び、工学情報科学、環境科
学、医工学の各研究科の学生を対象に、不安や悩みの相談を受け付
けています。大学は、学業を行うと同時に、様々な人や出来事に出会
う中で、人としても成長していく場です。学業やサークル活動、学外活
動等行っていく中で、人間関係や性格、進路、その他学生生活の中で
起こってくる様々な出来事に遭遇する中で、不安に思ったり、悩んだ
りすることがあるかもしれません。
　カウンセリングルームには専任の臨床心理士が常駐し、随時学生
の皆さんの不安や悩みの相談にのっています。相談を通じて皆さんの
学生生活が充実したものとなるようサポートを行っておりますので、
ご利用ください。

臨床心理士　岡田 美穂 先生

　青葉山東キャンパスにある工学分館は、理工系の和洋の図書(約360,000冊)、
雑誌(約8,000冊)を所蔵しています。工学部キャンパスの中心部に位置し、青葉山
東キャンパスの学部・研究科等に所属する教職員・学生は、学生証・身分証明書・
図書館利用証で、平日の閉館時や休館日も入館できます。
　従来の図書・雑誌・資料の閲覧・貸出に加え、工学分館1FにActive Learning 
Square : Abelujo（アベルーヨ）を開設、6~8名のグループ学習用のエリアや語学
自習用のエリアLanguage Studioをいつでも利用できます。
　インターネット経由で、蔵書検索、電子ジャーナルの閲覧、MyLibraryによる貸
出延長、予約、論文取り寄せなどが可能です。みなさんの学習・研究活動に積極的
に活用してください。

グループ学習用のエリア 語学自習用のエリア
Language Studio

※東北大学大学院工学研究科、情報科学研究科、環境科学研究科、医工学研究科、災害科学国際研究所、未来科学技術共同センター、
　環境保全センター及び国際集積エレクトロニクス研究開発センターの総称

● 女子学生・女性研究者の交流やスキルアップ・キャリア育成のための交流会・セミナー等の開催
● 静養室や託児室など環境整備への助言を通じた、女性が安心して勉学・研究に専念できるキャンパス作り
● ALicEおはなし窓口、女子学生・女性研究者メーリングリストやウェブを介した情報交換・共有による問題解決
● 就学・研究と育児の両立を目的としたベビーシッター・託児利用料等の補助、支援要員の派遣
● 工学系女性研究者のスキルアップを目的とした出張経費の一部を助成するSTEP-ALICEプログラム

　1913（大正2）年、東北大学は日本の帝国大学（当時）で初めて3名の女子学生を受け入れました。我が国で最初に女性に門戸
を開いた伝統に基づき、本学では男女共同参画委員会や男女共同参画推進センター（http://www.morihime.tohoku.ac.jp/）
等を中心に大学全体として女子学生・女性研究者への支援を行っています。さらに平成25年度に、工学系研究科等※での女子学
生・女性研究者の支援や男女共同参画を推進し、工学系独自のきめ細やかな女子学生・女性研究者支援を実現するべく、東北大
学工学系女性研究者育成支援推進室（ALicE，Association of Leading Women Researchers in Engineering）を設立し
ました。ALicEでは下記のような支援を行い、工学を志す女性を全面的にサポートしています。

　それぞれの活動の詳細については、推進室のウェブページ（http://alice.eng.tohoku.ac.jp）をご参照ください。

ALicE
キャラクター

『ずんだぬき』

青葉山のイクメン
たち

女子学生・女性研究者支援

20 21



このパンフレットは
環境に配慮した

「水なし印刷」により
印刷しております。

環境にやさしい
植物油インキ

「VEGETABLE OIL INK」で
印刷しております。

東北大学工学部 入試広報企画室
〒980-8579 仙台市青葉区荒巻字青葉6-6-04
TEL 022-795-5013   FAX 022-795-5824
Email: eng-ad@grp.tohoku.ac.jp

※平成27年4月に“情報知能システム総合学科”は、“電気情報物理工学科”へと
　名称変更しました。

http://www.eng.tohoku.ac.jp/

至東京

JR長町駅
地下鉄

長町南駅

地下鉄
長町駅

地下鉄
長町一丁目駅

地下鉄
河原町駅

地下鉄
北仙台駅

地下鉄
台原駅

地下鉄勾当台公園駅

地下鉄
愛宕橋駅

地下鉄
仙台駅

地下鉄
青葉通一番町駅

地下鉄
大町西公園駅

地下鉄
国際センター駅

地下鉄
川内駅

地下鉄
青葉山駅

地
下
鉄
南
北
線

地
下
鉄
南
北
線

地下鉄
東西線

地下鉄東西線

宮城県美術館

仙台城跡

至古川

JR仙台駅

JR北山駅

JR北仙台駅

JR国見駅

JR東北福祉大前駅

広瀬川

西公園

広瀬川 定禅寺通り

仙台市
博物館

広瀬通り

青葉通り

南町通り

り
通

丁
番

二
東

仙台国際
センター
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□各キャンパスについて
■川内北キャンパス

1・2年生は、主に北キャンパスにおいて
全学教育科目等の講義を受講します。

仙台市営地下鉄東西線 川内駅より
キャンパス直結

仙台市営地下鉄東西線 青葉山駅より
キャンパス直結

■青葉山キャンパス

主に3・4年生及び大学院生等が、
勉学に研究に日夜研鑽を重ねています。

仙台駅より徒歩で約20分

■片平キャンパス

工学部の4年生や大学院生等が研究に
邁進しているキャンパスです。

仙台市営地下鉄東西線 青葉山駅より
キャンパス直結

■青葉山新キャンパス

国際集積エレクトロニクス研究開発セン
ター等が設置。
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未来への挑戦
東北大学 工学部2016

■ 機械知能・航空工学科  

■ 電気情報物理工学科  

■ 化学・バイオ工学科 

■ 材料科学総合学科 

■ 建築・社会環境工学科SCHOOL OF ENGINEERING, TOHOKU UNIVERSITY




