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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

環境科学研究科、災害科学国際研究所
等が設置。
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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』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

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。

　「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

　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。

未来への挑戦
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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（2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

下宿・アパート

住まい

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、1Kア
パートで3万円から6.5万円くらい、1Kマンション
で3万円から6.9万円くらいです。

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。

諸施設
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。

川渡共同セミナーセンター

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25サークル、体育
部49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。

仙 台
S E N D A I

充 実した施 設や環 境で、
自分らしい 毎日を送ろう。

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

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

緑が溢れる街｢せんだい｣

CAMPUS LIFE

東北大学 施設・環境の案内

価 値 創 造 力

課 題 解 決 ／
論 理 展 開 力

基 礎 学 力
専 門 学 力

語 学 力
英語

　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。
　工学教育院が推進する学修レベル認定制度では、従来の「基礎学力」「専門学力」「語学(英語)力」に加え、これ
らを応用する「課題解決 /論理展開力」の到達度を評価します。さらに、知識や経験を総合的に用いる「価値創造力」
を含め、学生個々の多様性に富んだ個性・能力をプラスに評価します。
　５つの能力の到達度を定期的に数値化・可視化することで、『学生が自らを客観視し、さらなる自己研鑽へと向
かう』ための一助となることを目指します。

本邦初の多面的到達度評価
学生が主体的かつ継続的に学修に向かうための新しい評価

～工学教育院～学修レベル認定制度

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。

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

　豊かな社会の実現には、「創造性を発揮する能力」が必要です。その
ためには、「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」を身につける必要があります。「価値創造力」
ジャンルでは、研究室教育による専門能力と創造的思考能力と、対人
関係や社会活動、組織的活動により得られるコミュニケーション能力や
能動性、の評価を行い、新しい価値の創造力とその力を高いモチベーショ
ンを持って発揮する能力を判定します。

国際語としての
英語能力の向上と判定

　専門科目を学ぶための基礎学力を鍛え、かつ
社会人として必要な幅広い教養を身につけます。
１、２年次に学ぶ全学教育科目の理解度と応用
力を、全学教育科目の成績と工学部全員が共
通に受ける統一テスト(理数系基礎学力の到達
度テスト)で評価します。

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

　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

　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、工学英語教育と外部試
験を利用した英語能力の客観的に評価により、語学力の
向上を図ります。
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　高校では物理が大好きで、エンジニアとして社会で活躍することを
考えていました。東北大学工学部は、入学する時に学科が決まってい
るため、自分のやりたい分野へ進学できます。仙台は適度に都会で、関
東からも近く、一人暮らしをして自立するのに良い環境です。
　東北大学で共に学び、豊かな学生生活を楽しんでみませんか。

自分のやりたい事を
自ら選択して学ぶ
環境がある
神奈川県湘南高等学校出身

早坂 遼一路 さん
機械知能・航空工学科 4年

先輩からのメッセージ

　東北大学機械知能・航空工学科の研究分野は非常に多岐にわたるた
め、研究室選びにおいて幅広い選択肢があります。また、研究のための大
変充実した設備・環境が整っており、心置きなく研究に没頭できます。きっ
と皆さんも、大学・大学院で学ぶもの創りの知識を研究に生かせることに
やりがいを感じるでしょう。研究ではうまくいかないことも多いですが、今
まで分からなかったことが研究によって分かるようになることや、研究を通
して世界と競い合えることは大変うれしいことです。皆さんも、東北大学機
械系で一緒に学び、研究しませんか。

東北大学機械系の魅力

北海道旭川東高等学校出身

小桧山 朝華 さん
東北大学大学院工学研究科 機械機能創成専攻

卒業生からのメッセージ

機械知能・航空工学科 Department of Mechanical and
Aerospace Engineering

　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。

　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 Labora-
tory : 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1μm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。金属からの特
性X線を用いて微小領域のX線CTを実現し、アリの頭などの内部を可視化しました。

TOPICS　学科トピックス

　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、ロボティクス、航空宇宙、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。

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

●機械機能創成
●知的デザイン
●知能システム
●エネルギーシステム

機械システムコース
高度な機械システムや環境適合性に
優れたエネルギーシステムの未来を拓く

●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

●航空システム
●宇宙システム
●次世代航空機
●深宇宙探査機

航空宇宙コース
高度な技術開発に挑み
次世代航空宇宙機開発に貢献する

●ロボットシステム

●ナノシステム

●人と機械の協調

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

●核融合炉システム・材料
●放射線医療分析診断応用
●加速器粒子ビーム応用
●高度先進原子力システム

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
エネルギーと地球環境を考え、
真のサステイナブルへの道を探る

●医療福祉工学
●医用マイクロ・ナノテクノロジー
●生体シミュレーション
●バイオ医療デバイス

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

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。

国際機械工学コース
（国際共修型コース）

　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の集大成が機械工学であり、機械の構造設計と材料の選定、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に活用されています。機械
知能・航空工学科では、最初に機械工学の基礎学問である材料力学、流体力学、熱力
学、機械力学と制御工学を学びます。さらに学科内に設置された１）機械システムコー
ス、２）ファインメカニクスコース、３）ロボティクスコース、４）航空宇宙コース、５）量
子サイエンスコース、６）エネルギー環境コース、７）機械・医工学コースにおける卒業
研究を通し、機械工学における新たな知識や技術を創造する方法論を修得いたします。このように身につけた機械工学の基礎学力を
駆使することによって、大学院では世界をリードする独創的な研究成果を産み出していくことが可能となります。

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

　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。
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　皆さんは超電導という言葉を耳にしたことはありますか。超電導状
態では電気抵抗がゼロとなり、夢の技術として期待されています。私は
現在、これまでにない強力な磁場を生成する超電導マグネット技術の
構築に向けて研究をしています。高校生の頃は、私が超電導の研究を
しているとは考えてもいませんでした。本学科では、皆さんが様々な分
野の中から自分の夢を見つけ、その実現に向けて挑戦できると思いま
す。是非、皆さんも本学科で実りある学生生活を送ってみませんか。

夢の発見、
そして挑戦。

宮城県仙台第三高等学校

加藤 雅大 さん
大学院工学研究科電気エネルギーシステム専攻
博士課程前期2年

先輩からのメッセージ

　私は人と人とのコミュニケーションに携わりたいという想いから、通
信工学が学べる本学科への進学を決めました。コミュニケーションの基
本である人に会いに行く手段への興味が膨らみ、現在は自動車メーカ
ーで自動運転技術の開発に携わっています。
　多くのコースがある本学科の仲間と過ごした経験は、幅広いバックグ
ラウンドを持った同僚と働く上で大変役立っています。皆さんも未来の
あたりまえ創りを目指して、切磋琢磨できる仲間を探してみませんか？

未来のあたりまえを
創ろう！

宮城県第一女子高等学校（現：宮城第一高等学校）

阿部 ちひろ さん
株式会社 本田技術研究所 四輪R&Dセンター

卒業生からのメッセージ

Department of Electrical, 
Information and Physics Engineering電気情報物理工学科

TOPICS　学科トピックス

　宮﨑讓教授らの
研究グループは、マ
ンガンケイ化物系熱
電変換材料で、発電
量を表す指標である
出力因子として、従
来の約2倍に相当す
る2.4mW／K2mを
実現しました。今回の成果により、自動車エンジンの
排熱や産業分野における工業炉からの排熱等、300
～700℃の未利用熱エネルギーを電力に変換する
高出力熱電発電モジュールの実現が期待されます。

　大関真之准教授らの研究グループは、高度な計算を行
う量子アニーリングのシミュレーションを行う新規手法の
開発に成功しました。本研究成果により、最適化・機械学
習に特化した量子計算技術の研究が加速され量子コンピ
ュータの開発が後押しされるにとどまらず、広く社会におけ
るサービスの多様化・高速化へつながると期待されます。

　石黒章夫教授、大脇大助教の研究グルー
プは、四脚動物が移動速度に応じて足並み
を自発的に変化させる現象（歩容遷移現象）
を、四脚ロボットで再現することに世界で初
めて成功しました。この成果は、四脚動物が
足並みを自発的に変化させることで効率よ
く移動する仕組みや、動物が身体に有する
多くの自由度をどのようにして巧みに操って
いるかの解明に資すると考えられます。

　金子俊郎教授、
神 崎 展 准 教 授 、 
佐々木渉太学振
特別研究員、の研
究グループは、細
胞が「プラズマ」を
感 受する機 構を
新たに発見しまし
た。これまで欠如していたプラズマの細胞に対する
作用機序を理解するための新たな視点を与えるも
のであり、プラズマ医療（癌治療・低侵襲止血・遺
伝子導入）の発展に大きな一助となります。

　藤掛英夫教授、石鍋隆宏准教授らの研究グル
ープは、極めて薄いプラスチック基板2枚を微細
な高分子壁スペーサで接着して貼り合わせること
により、超柔軟構造の液晶デバイスを開発するこ
とに成功しました。大画面化・高画質化・安定動
作が可能な液晶ディスプレイを有機EL並みに柔
軟化できることを明らかにしたもので、携帯情報
端末、ウェラブルシステム、車載ディスプレイ、デジ
タルサイネージ等への応用が期待されます。

　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。

電気情報物理工学科のコースと研究キーワード

●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

●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

未来の社会を創り出す力を育む
　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。

独自開発の模擬循環回路を使用して補助人工心臓の制御の研究に取り組む

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」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。
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　化学・バイオ工学科では、化学分野の総合的な学びを基軸に、化学製
品から食品、薬品、化粧品、植物、動物まで、幅広い分野へ展開する能力
を身に着けます。現在は、タンパク質の機能を遺伝子操作で制御し、植
物の生育への影響について研究を進めています。自分の新たな発想が
植物の機能の解明に役立つ、という感覚が、日々の研究活動へ駆り立て
ます。綺麗な町並みと自然が近い東北の都会、仙台にある東北大学で学
び、新たな発見・発明を目指して一緒に研究しましょう！

化学の世界を
網羅する学びの場へ

世田谷学園高等学校出身

務台 光平 さん
化学・バイオ工学科　4年

先輩からのメッセージ

　ものづくりには社会・未来を根本から変える力があると思います。
　化学・バイオ工学科は、ものづくりの基本となる学問（物理・化学・数学・
機械工学・材料工学・・・）をすべて深く学べる数少ない学科だと思います。
　私は、博士課程まで進学し、これらの学問を駆使しつつ専門性を深める
ことができたおかげで、現在は東レにおいて飛行機の機体に用いられてい
る世界最先端の素材である炭素繊維の研究者としてものづくりに励んで
います。
　これからの世界を作っていく皆さん、ぜひ化学・バイオ工学科で学んで
世界最先端のものづくりの担い手になりませんか？ 

世界一の
ものづくり研究者を
目指しませんか？
宮城県仙台第二高等学校出身

小野 公徳 さん
東レ株式会社　複合材料研究所

卒業生からのメッセージ

化学・バイオ工学科 Department of Applied Chemistry, 
Chemical Engineering and Biomolecular Engineering

TOPICS　学科トピックス

　生物は、巧妙な機構を使って様々な有用な化合物
を合成しています。例えば、タイヤ製造に不可欠な天
然ポリマーである天然ゴムは、パラゴムノキという樹
木から採取される乳液状の樹液（ラテックス）から年
間1,200万トン以上も生産されています。しかし、この
分子量106以上にも及ぶポリマーがどの様に生合成
されるかは不明でした。その中で私達は、ラテックスに
含まれるゴム粒子から天然ゴム生合成に必要なタン
パク質を発見し、それらを試験管内で再構成すること
で、天然ゴムに匹敵する分子量のポリマーを酵素合
成することに成功しました。この研究から、天然ゴム
高生産植物の育種や代替生物でのゴム生産などへの
道が開けました。

「バイオ工学による天然ゴムの試験管内合成」
（中山研究室）

パラゴムノキの天然ゴム生合成機構

　電気化学の役割は、エネルギー変換からバイオ
センサにいたるまで幅広く、今後も重要性が増すと
予想されています。私達は、胚性幹細胞 (ES細胞) 
を分化誘導して構築した組織モデルに含まれる核
酸・タンパク質・代謝産物の回収と分析を１細胞レ
ベルで行うべく、油水界面の電気的制御により、細
胞の体積の1%以下に相当する細胞質試料を回収
し、低侵襲的な１細胞分析システムの構築をめざし
ています。針型微小電極を走査することで、試料表
面の局所的な電気化学活性を可視化する研究にも
取り組んでいます。ナノテクノロジーや微細加工技
術を応用すれば、さらに高性能なデバイスが実現可
能となります。

「多機能探針型電気化学センサによる１細胞分析」
（珠玖研究室）

組織モデル系における細胞質試料の回収

　半導体デバイスの基板材料となるSi単結晶製造、
ジェットエンジンに適用されるNi基超合金の精密鋳造
など、高融点の物質（例えば、Siの融点は1683K）を溶
かして固める材料プロセスが数多くあります。近年、こ
のような材料プロセスの設計・開発に、コンピュータシ
ミュレーションが利用されていますが、シミュレーショ
ンを行うためには高温の液体の正確な熱物性値（密
度、比熱、熱伝導率等々）が不可欠です。その中で私達
は、交流と直流磁場を併用することにより、溶けた金属
や半導体を安定に浮遊させ、無容器で高温の液体の
熱物性値を高精度に測定しています。高精度な熱物性
値を利用したコンピュータシミュレーションは、材料プ
ロセスの開発の効率化に貢献します。

「電磁浮遊技術による溶融高温材料の熱物性測定」
（塚田研究室）

静磁場印加電磁浮遊装置

　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。

化学・バイオ工学科のコースと研究キーワード

●高機能触媒
●薄膜工学
●ファインセラミックス
●光機能材料

●燃料電池
●センシング
●資源化学
●環境化学

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

●燃焼科学
●バイオリアクター
●超臨界流体
●ライフサイクルアセスメント

●精密分離
●宇宙環境利用
●数値流体力学
●機能性ナノ粒子・薄膜

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

●抗体医薬
●細胞デバイス
●バイオセンサ
●遺伝子工学

●酵素化学
●生体高分子
●有機合成
●分子認識化学

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

「カタチ」あるところに化学あり！
　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。

化学を究めて地球の今と未来を描こう
化学・バイオ工学科長  松本 祐司 教授

 「化学」は目に見えない縁の下の力持ち。私たちの身のまわりは「カタチ」ある物質で満ち溢れ、化学とは関係な
さそうな様々な研究分野でも、物質の性質やふるまいを理解する上で「化学」の役割は重要です。
　化学・バイオ工学科では、原子・分子の個々の性質からアボガドロ数個の集団的ふるまい、化学工場や生体
内でのマクロな熱やエネルギー、物質の輸送・変換、地球環境変動まで、広範囲な化学の知識を一体教育を通
じて学びます。また、そうした知識に裏付けられた “化学的”な発想力は、本学科の卒業生が専門分野にとらわ
れず社会で幅広く活躍できる１つの強みとなっています。実際、卒業生の多くが、化学メーカーや製薬、食品会
社だけでなく、自動車、機械産業、電気メーカーなど幅広い業界で活躍しています。
　さぁ、みなさんも、私たちと一緒に、これまで人類が探求してきた化学を学び、かけがえのない地球の今と未来を描いてみませんか。
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　高校の時に読んだ本をキッカケに材料科学の魅力に引き込まれまし
た。この分野で世界トップクラスの東北大で学ぶため、生まれた所を遠く
離れて生活することを決意しました。既に修了した兄と同じ研究室に所
属し、鉄鉱石との格闘を毎日楽しんでいます。
　材料科学の分野は多岐にわたり、社会に与える影響も大きいものが
多いです。そのため自分に合った研究テーマを見つけることができ、それ
に真剣に取り組むことで確実に社会に貢献できます。研究するにあたっ
てこの上ない環境で、材料科学の分野から新しい時代を切り拓くために
材料科学総合学科で一緒に学びましょう。 

材料を極めて
世界のトップへ！

市立西宮高等学校出身

中村 周矢 さん
材料科学総合学科 4年

先輩からのメッセージ

　材料研究は構造物や輸送機器、電子機器、医療器具など様々な領域
の発展に欠かせない研究分野だと感じております。本学科では世界をリ
ードする先生方から最先端の研究テーマを通じて、研究の進め方や問
題への取り組み方などを直接学ぶことができます。さらに、研究成果を
国内外の学会や学術雑誌に発表する機会もあるため、これらを通じてプ
レゼンテーションの仕方や論文の書き方なども学ぶことができます。研
究、発表、英語など必要なことを基礎から学べる環境が整っているため、
きっと皆さんも楽しく色々なことに取り組み貴重な経験を積めることと
思います。

材料研究を通じて
様々なことを
基礎から学べる学科
秋田県立横手高等学校出身

千葉 亜耶さん
国立研究開発法人物質・材料研究機構

卒業生からのメッセージ

材料科学総合学科 Depar tment of Materials Science
and Engineering

TOPICS　学科トピックス

　吉住孝平博士前期課程学生（現トヨタ
株式会社）、好田誠准教授、新田淳作教
授らの研究グループは相補型電界効果
スピントランジスタ（図1）やスピン量子情
報などの電子スピンを用いたデバイスの実現に大きく貢献する技術を開発しました。半
導体量子井戸の精密な構造設計により、スピン演算素子に必要な永久スピンらせん状
態と逆永久スピンらせん状態間の電界制御に成功したもので、これら二種類の永久ス
ピンらせん状態間を電界制御することにより、半導体中の電子スピンの情報を長時間・
長距離保持することが可能となり、かつ正確に情報伝達することが可能となります。こ
の成果は、2016年3月28日にApplied Physics Lettersでオンライン公開されました。

電子スピンの制御に成功

図1：相補型電界効果スピントランジスタの模式図

　小川由希子博士後期課程学生、須藤祐司准教授、安藤
大輔助教、小池淳一教授の研究グループは、形状記憶特
性を示すマグネシウム合金の開発に成功しました（図2）。
本発明形状記憶マグネシウム合金の比重は、従来の形状
記憶合金（ニチノール）に比べて約1/3と極めて軽く、航空・
宇宙材料など軽量性が求められる工業製品への適用が期
待できます。この研究はサイエンス誌2016年7月22日号に
掲載されました。同誌は世界最大の総合科学機関である
米国科学振興協会(AAAS)により発行されています。

軽量形状記憶マグネシウム合金を開発

　成田史生准教授らは磁歪ファイバーを細長い磁
歪合金を機械構造物本体に埋め込む技術を確立
し、強靱靭かつ軽量で発電性能が世界最高レベル
の複合機能型新素材を開発しました。今回、埋め込
んだ磁歪材料は、鉄基で原料が安く、加工性と強度
に優れ、磁化・磁歪特性も良い鉄ーコバルト合金です。この新素材は、ウェエアラブ
ル・IoT（モノのインターネット）デバイスへのマイクロ環境発電・蓄電機能へも適用
可能であり、日本発の自立発電型スマート材料の開発一例として注目を浴びていま
す。本成果の一部はAdvanced Engineering Materials電子版に掲載されました。

ウェアラブル・IoTデバイスに
応用可能な自立発電型スマート材料を開発

図3：磁歪ファイバーと
　　ポリマーからなる複合材料

　石井暁大(日本学術振興会特別研究
員)、高村仁教授らの研究グループは、
日本電気硝子株式会社との共同研究
により、高屈折率でなおかつ透明な
TiO2薄膜をガラス基板上に低温で作製する技術を開発し、光の反射・透過を制御す
る光学コーティングの作製に成功しました（図4）。この技術により、液晶プロジェク
ターやカメラなど様々な光学機器の性能向上や作製工程の簡素化・低コスト化が期
待されます。本研究成果はApplied Surface Scienceに掲載されました。

高屈折率で透明なTiO2薄膜の
簡便な作製方法を開発

図4：開発された透明で高屈折率なTiO2薄膜(左)と
　　それを用いた可視光ミラー（右）。

図2：150℃の低温下で変形を加
えた後、除荷した際の応力‐
ひずみ曲線3%ひずみに対し
約94%の形状回復率を示す。

　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。

材料科学総合学科のコースと研究キーワード

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～
　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。材料
科学総合学科では、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。

●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

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。

●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

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

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。

●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

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。

最先端の透過電子顕微鏡と原子像

挑戦の伝統と総合力の継承
材料科学総合学科  三原  毅 教授

　材料科学総合学科では、新装なったモダンな教育・研究棟、新低層棟において、世界に類を見ない豊富な
教授陣による実践重視の教育プログラムにより、金属、セラミック、高分子、さらにこれらの複合材料等、広範
な材料に関して、世界最高水準の教育を提供しています。
　我が国の基幹産業を支え、新しい産業や製品を生み出す基盤は材料であり、画期的工業製品が、材料の
学術研究から生まれています。日本の材料工学の国際水準は世界のトップに位置しますが、東北大学がその
中核として最大の貢献をしていることは皆が認めるところです。東北大学の材料研究の歴史と伝統は、輩出
した沢山の卒業生にも継承され、我が国の産業界を支えています。これらの成果は全て、継続的な新技術開発への挑戦と沢山の失敗、
それを乗り越えた歴史の集積であり、我々は失敗を恐れず、新しい挑戦を続ける人材を排出し続けることで初めて、伝統は引き継がれ
ると信じています。私たちと一緒に新しい挑戦の旅に向かいましょう。
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　私は本学科にある5つのコースのうち、都市・建築デザインコースに属
しています。２～3年生までは建築設計が必修となり、様々な建築物を自
ら設計していきます。大変で苦しむことも多々ありますが、自分で色々な
ことを調査し考え抜き、模型や図面で表現して一つの作品を作り上げる
のは、とてもやりがいがあり楽しいです。他の学科とは一味違った経験が
できると思います。
　また、この学科にはもちろん、建築意匠だけではなく社会のインフラか
ら建築環境に至るまで様々な分野を学べる体制が整っています。ぜひ、
入学してからたくさんのことを学んで自分の興味を追求してください。 

学び、考え、
自分で表現する

北海道札幌西高等学校出身

片 桐　彩 さん
建築・社会環境工学科 都市・建築デザインコース 4年

先輩からのメッセージ

　自分が携わった仕事が多くの人々の生活を支えることに強いやりがい
を感じたため、本学科に入学しました。東北大学での学生生活は、部活
動や研究に一生懸命取組み、一生涯の仲間に恵まれた貴重な期間でし
た。本学科では、各分野の第一線で活躍されている先生方のもとで、幅
広い知識を学び、物事を多面的に考える力を養うことが出来ます。現在
私は、中央新幹線の建設業務に携わっています。普段の仕事でも、学生
時代に得た知識・経験が自分を支えてくれていると実感しています。

多くの人々の生活を
支える分野

埼玉県立浦和高等学校出身

山﨑 智哉 さん
東海旅客鉄道株式会社 中央新幹線推進本部

卒業生からのメッセージ

建築・社会環境工学科 Civil Engineering and Architecture

TOPICS　学科トピックス

　日本では人口減少や情報通信への置換えなどで都
市間の旅客が減少し、航空・鉄道などの路線の維持が
困難になってきています。旅客減少に合わせて単純に
路線を廃止するのではなく、残る路線を乗り継いで多
くの都市間での移動ができるような「賢い」ネットワー
クの存続計画について、経済学と最適化数学を駆使し
た研究を行っています。

九州の都市間交通網について、
人口規模に応じた最適な交通網の形状を計算した

　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。

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

　CLTによる中・大規模木造建築の展開：CLT（Cross Laminated Timber）とは、木材の
繊維が直交するように並べて重ね接着して作る、厚さ10～30cm、幅3m、長さ10数mの大
きな木質系のパネルです。ヨーロッパでは、8～10階建の建築物が実際に建てられていま
す。持続可能な循環型資源である森林資源を有効活用し、環境に優しい都市を実現する可
能性を秘める木質材料として注目されています。前田研究室では宮城県CLT等普及推進協
議会と共同し、東北大学工学部に建設されるCLTモデル施設をはじめとして、中・大規模木
造建築の開発・実現に取り組んでいます。

CLT建築視察ツアー ヨーロッパの先進的なCLT建築

　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。

安全・安心・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  李  玉 友 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。

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

●耐震設計
●ジオフロント
●複合材料・資源循環材料

●インフラマネジメント
●地盤環境
●数値シミュレーション

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

●交通計画
●防災・減災計画
●都市計画

●都市景観
●都市制度設計都市システム計画コース

景観や自然環境を生かし、安全、快適で便利な都市を実現する

●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

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

●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

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

●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

 「建築・社会環境工学科」では、人間のくらしと生産・文化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・社会インフラ・水と環境・都市計画・防災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・システムや設計を体系的に学び、未来社会の創造に貢献できる研究者や技術者を育てます。
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※2017年5月1日現在

…18ヵ国・地域
…9ヵ国・地域
…21ヵ国・地域
…3ヵ国・地域
…2ヵ国・地域
…17ヵ国・地域
…27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

1,651人
28人
68人
7人
44人
50人
180人

449
9
7
5
19
19
55

人

人

人

人

人

人

人

全学 工学部
工学研究科

合計 2,028人 563人

2,028 名の

97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。 2017年5月1日現在

世界へ飛び出そう !!

情報知能システム総合学科 4 年　稲垣 達也さん機械知能・航空工学科 4 年　小仲 美奈さん

見えてきた宇宙への次のステップ

　「大学に入ったら出来るだけ早く海外に行って欲しい」
私が高校生の皆さんに一番伝えたいことです。何故かというと私自
身が東北大学に入学する前に東北大学の留学プログラムである入
学前海外研修に参加し、カリフォルニアに行き日本とは全く違った
文化に触れることで沢山の刺激をもらい自分の世界観が大きく広
がったからです。その後イギリス・フィリピンに短期留学し、昨年は
デンマークに5か月間交換留学をしました。最初の1か月は生活に
慣れず辛かったです
が、次第に慣れ、非常
に実りのある留学生
活でした。東北大学
には留学プログラム
が沢山あるので、皆さ
んも是非東北大学に
入学して世界に羽ば
たいて下さい。

　「宇宙飛行士になりたい」小学四年生の時、野口宇宙飛行士がディ
スカバリー号で宇宙へ行くのをテレビ中継で見てから固く決意して
きた。そして、宇宙開発の最先端へ近づく努力をしている中で論文や
国際学会は全て英語で行われているに気づいた。日本の１０倍の規
模で宇宙開発を行うアメリカ合衆国で一流の研究者が使う英語を
学ぼうと思った。私の７ヶ月間留学したカリフォルニア大学デイビス
校には、元NASA宇宙飛行
士の教授がいる。彼のもと
で、スケールの大きい火星
有人探査について学んだ。
今後の宇宙開発を背負っ
ていく仲間にも出会った。
いずれ学会で会う彼らに
負けないように、東北大学
にて基礎研究力をつけよう
と今は思っている

　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、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

他 他

35 ヶ国・地域　  213 機関 29 ヶ国・地域　  81 機関

大学間協定 部局間協定 
〈工学研究科・工学部〉

～High School Bridging Program～ 

各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、米国・カルフォル
ニア大学リバーサイド校、ニュージーランド・オークランド大学への入学前
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。

○ 中　　国 : 34 機関

○ アメリカ : 28 機関

○ 韓　　国 : 22 機関

○ フランス : 20 機関

○ ド イ ツ : 15 機関

○ 中　　国 : 10 機関

○ フランス :   9 機関

○ ド イ ツ :   7 機関

○ 韓　　国 : 6 機関

○ アメリカ : 6 機関

目指せ！グローバルエンジニア

入学前 海外研修プログラム
High School Bridging Program

2017

東北大学主催

実施期間 2017.3.12（日）～ 3.26（日）

オークランド大学
東北大学平成29�年度ＡＯ入試Ⅱ期，
科学オリンピック入試，
又は国際バカロレア入試合格者．

東北大学工学部国際交流室
Email:��ieed�eng@grp.tohoku.ac.jp
Tel. 022�795�7996 ※ 9:00～17:00
（土日祝を除く．12/29～1/3は休業）

www.insc.tohoku.ac.jp/japanese
/studyabroad/training/tubridge/

参加費用

約250,000円

上記費用に含まれる現地でのプログラム費
用の一部は，東北大学基金による支援を受
けています．上記費用は支援後の金額です．

※ 参加費用および支払方法等の詳細は，
参加者確定後にお知らせします．

※ 上記費用は，1ニュージーランドドル
=75円で計算した金額です．渡航費及び
為替レートの変動により，金額が変わ
ることがあります．

参加者募集！
募集定員

15名

現地でのプログラム費用，宿泊費，
渡航費，海外旅行保険込

派遣先

対象者

問合せ先

 
 

High School Bridging Program

2017  

15  

 
2  

www.insc.tohoku.ac.jp/japanese/studyabroad/training/tubridge/ 

2017. 3. 5 3. 19 15
   

   

  

   
 

Email  tubridge@grp.tohoku.ac.jp 
Tel. 022-795-3935  4818  9:00 17:00  

29   

AOII    

200,000 

1 =105

ESTA
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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 2 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
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
材料科学高等研究所
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
材料科学高等研究所

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

大学院
学部

大学院

大学院

学部 大学院

学部 大学院

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

学部

機
械
知
能
・
航
空
工
学
科

学部

就職
7.9%

その他 1.9%

研究生など 1.6%

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

88.6%
大学院進学

H29年工学部卒業者進路状況　合計874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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各学科の企業との交流会

　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。

　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「先輩が後輩にかたる
特別講演会」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。

主な就職先(企業等)

博士取得者の大学・研究機関への就職

川崎重工/三菱重工/IHI/豊田自動織機/ヤンマー/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
/DMG森精機/JFEエンジニアリング/オークマ/クボタ/リ
ケン/三井海洋開発/住友重機械工業
ジャパンマリンユナイテッド/三井造船/
オリンパス/ニコン/日本精工
新日鐵住金/JFEスチール/神戸製鋼所/JFE条鋼/トーカロ
/住友電気工業/千住金属工業/大同特殊鋼
トヨタ自動 車 /日産自動 車 / 本 田 技 研 工 業 /マツダ
/SUBARU/スズキ/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/Norhrop 
Grumman/Safran/ボッシュ
全日本空輸/日本航空/JR東日本/JR東海/日本車両製造/
総合車両製作所
東京電力/東北電力/中部電力/北海道電力
日立製作所/三菱電機/日本電気/パナソニック/ソニー/富
士通/横河電機/沖電気工業/セイコーエプソン/キャノン/リ
コー/ファナック/オムロン/アズピル/ニプロ/ヒロセ電機/ロ
ボケン/IFG/東京エレクトロン宮城/富士通研究所
旭化成/花王/東レ/住友化学/信越化学/カネカ/ブリジストン
日本電信電話/ソフトバンク/AWS/サンディスク/リクルー
トホールディングス/
東洋エンジニアリング/ハウス食品/明治/日揮/豊田通商/
三菱電機ビルテクノサービス/レバレジーズ/日本海事協会
/官公庁  など

【 輸 送 用 機 器 】

【 造 船 】
【 精 密 機 器 】
【鉄鋼・金属】

【輸送用機器】

【 運 輸 】

【 電 力 】
【 電 気 機 器 】

【化学・ゴム】
【情報・通信】

【 そ の 他 】

機械知能・航空工学科

三菱電機/富士電機/日立製作所/キャノン/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/横河電機/安川電機/東京エレクトロン/京セラ/村田製
作所/ファナック/古河電気工業/日立国際電機/セイコーエ
プソン/IBEX/SOC/オムロン/ネオアーク/華為技術日本/
旭化成エレクトロニクス/ソシオネクスト/日立ハイテクノロ
ジーズ/昭和電子工業/東京エレクトロン宮城/東芝メディ
カルシステムズ/日本オクラロ/日本光電工業株式会社/日
本電産/浜松ホトニクス/
日本電信電話/NTTドコモ/NTTデータ/NTT東日本
/KDDI/NTTコムウェア/TIS/IIJ/ヤフー/NTTデータアイ/
アルファシステムズ/東北インテリジェント通信
トヨタ自動車/日産自動車/三菱自動車/SUBARU/いすゞ /
スズキ/ヤマハ発動機/カルソニックっカンセイ/トヨタ自動
車東日本/エイ・イー・エス
東北電力/東京電力/中部電力/北陸電力/北海道電力/四
国電力/電源開発/ＪＲ東日本/JR西日本/全日本空輸
新日鐵住金/JFEスチール/住友電気工業/三菱重工業/日
立金属/フジクラ/IHI/川崎重工/豊田自動織機/三精テクノ
ロジーズ/三菱日立パワーシステムズ/東芝三菱電機産業シ
ステム/日本精工/日本電営/富士フイルム エンジニアリング
トーエネック/NTTファシリティーズ/三機工業/千代田化工建設
三菱化学/積水化学工業/信越化学工業/ブリジストン
大日本印刷/オリンパス/アクセンチュア/シグマクシス/マク
ロミル/りそな銀行/資生堂/綜合警備保障/官公庁  など

【 電 気 機 器 】

【情報・通信】

【輸送用機器】

【電力・運輸】

【鉄鋼・金属・機械】

【 建 設 】
【化学・ゴム】
【 そ の 他 】

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/ダ
イキン工業/オークマ/荏原製作所/トヨタ自動織機/三菱日立パワーシス
テムズ/日本精工/日立建機
住友金属鉱山/日立金属/JFE条鋼/UACJ/DOWAホールディングス
/TANAKAホールディングス/住友電気工業/三菱マテリアル/新日鉄住
金マテリアルズ/大同特殊鋼/東北特殊鋼
トヨタ自動車/日産自動車/日野自動車/マツダ/いすゞ /ヤマハ発動機/トヨ
タ自動車東日本/日本車輌製造/ＮＯＫ/アドヴィックス/エイチワン/ダイヤ
メット/曙ブレーキ工業
中部電力/東京ガス/JXエネルギー
ダクタマニュファクチャリング/アジレント・テクノロジー/東京エレクトロン
アクセンチュア/サンディスク
AGC旭硝子/日立化成/住友ベークライト/日本ガイシ/東レ/横浜ゴム
菊川工業/JR東日本/鉄道総合技術研究所/日本海事協会/インフォテク
ノ朝日/官公庁  など

【 鉄 鋼・機 械 】

【 非 鉄 金 属 】

【輸送用機器】

【エネルギー】
【 電 気 機 器 】
【 情 報 通 信 】
【 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/安藤ハザマ/熊谷
組/錢高組/前田建設工業/NTTファシリティーズ/戸田建設/千代田化工
建設/ミサワホーム/川田工業
三菱地所設計/山下設計/さくら構造/チームラボ/エイト日本技術開発/
石本建築事務所/大建設計/綜企画設計/鈴木建築設計事務所
いであ/建設技術研究所/国際航業/日本工営/パシフィックコンサルタン
ツ/計量計画研究所/オリエンタルコンサルタンツ
JR東日本/東日本高速道路/首都高速道路/成田国際空港/東京急行電
鉄/日本郵船
東京電力/東北電力/電源開発/東京ガス
NTTコミュニケーションズ/アークランドサカモト/新日鐵住金/トヨタ自動
車/IHI/LIXIL/ヤッホーブルーイング/リデアカンパニーリミテッド/電通/
太平洋セメント/日立造船/官公庁/都市再生機構/鉄道建設・運輸施設
整備支援機構  など

【 建 設 】

【 設 計 】

【コンサルタント】

【 運 輸 】

【 電 力・ガ ス 】
【 そ の 他 】

建築・社会環境工学科

住友化学/新日鉄住金化学/JSR/三井化学/三菱ケミカル/日本化成/信
越化学工業/東洋インキSCホールディングス/三菱マテリアル/日本ゼオ
ン/藤森工業/日産化学工業/昭和電工/旭化成/資生堂/花王/ライオン
/DIC/JCU/JFEケミカル/金陽社/クラレ
森永乳業/味の素/日清製粉/中外製薬
東北電力/北陸電力/東京ガス/大阪ガス/出光興産/東燃ゼネラル石油
三菱重工業/IHI/トヨタ自動車/日産自動車/スズキ/ヤマハ発動機/東レエ
ンジニアリング
新日鐵住金/JFEスチール/神戸製鋼所/DOWAホールディングス/日立
金属/千住金属工業/古河電気工業/SUMCO/住友金属鉱山
日立製作所/コニカミノルタ/村田製作所/アルプス電気/アルパイン/ニコン/ニプロ
日揮/テクノプロ/レジェンド・アプリケーションズ/日本写真印刷  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・精 密 機 器】
【 そ の 他 】

就職 609名後期課程進学
74名

その他 29名博士前期課程修了者
H28進路状況 

合計712名

就職
87名

学振研究員
8名

ポスドク
研究員など

11名

その他 24名

博士後期課程修了者
H28進路状況 

合計130名

大　学 東北大学 / 東京大学 / 大阪大学 / 東京工業大学 / 電気通信大学
大連理工大学（中国）/Hakkari University（トルコ） など

研究機関・行政 産業技術総合研究所 / 日本原子力研究開発機構 / 土木研究所 / 公務員 など

企　業 日本電信電話 / 新日鐵住金 /JFE スチール / 新日鉄住金化学 / 日立製作所
三菱電機 / 三菱重工業 / 日本原燃 / キャノン / オリンパス / ソニー / 富士通研究所
トヨタ自動車 / 日産自動車 / 日野自動車 / 日本 TI/ 東急建設 / 東京エレクトロン
AGC 旭硝子 / 三井化学 / 資生堂 / デンソー / リコー  など

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。

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

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

先輩からのメッセージ 水上　浩一さん
宮城県産業技術総合センター
企画・事業推進部　副主任研究員

　私は東北大学工学部化学系を卒業後、工学研究科博士課程を修了し、2年のポストドクターを経て、現在は公的試験研究
機関の研究員の職に就いています。 地域企業の技術的な相談を受け、解決に向けたアドバイスを行うことが主な仕事です。 持
ち込まれる相談は多岐に亘る上、そのフェーズも様々です。 大学で専攻した知識が活かされたことはほとんどありません。 それ
でも、学んだ化学の知識と経験が大いに役立っています。 現代社会で化学が関わらないものは見当たりません。 プラスチック
などの石油化学製品はもとより、スマートフォンの電池や液晶、自動車から医薬品、果てはレストランの料理に至るまで、全てに
化学が関与しています。 その上、化学は理論を追求しつつも現実と折り合いを付けていく学問です。 “学”の世界の理論に基づいて“産”の
世界の現実解を提供していくにはうってつけです。 従って、必ずしも完璧ではないにせよ、どんな相談に対しても何らかのアドバイスが出
来ます。 自らの知識や経験で、相談者に対して幾ばくかの貢献が出来る。 それが何よりの喜びです。
　かくいう私も、最初からこうした職業に就こうと考えていたわけではありません。 入学当初は、専門を究め、基礎研究に勤しみたいと
思っていました。 しかし、博士号を取得した後は、恩師の「時にはこれまでの経験を捨てることも重要」という指導に従い、慣れ親しんだ専
門を離れ、別の分野の先生にお世話になりました。 新しい世界に飛び込むことに不安もありましたが、受け入れ先の研究室の皆様に暖か
く迎え入れられ、大変素晴らしい環境の中、安心して異分野に挑戦することができました。 すると，ここでの研究がフランスからいらしてい
た先生の目にとまり，半年間アルビ鉱山大学に留学するプログラムに誘われたのです。 更に別の分野での課題に取り組むことが渡航条件
でしたが、一度新しい分野に挑戦していた私には何の抵抗もありませんでした。 短い期間ながらも、現地の研究に多少の貢献をすること
ができたため、自らが修めてきた原理原則はどこでも通用する、という確固たる自信を得ることができました。 これは、一つの研究を究める
ことに拘っていては得られなかった経験です。 
　東北大学には、新しいことに挑戦する意思をバックアップする体制が充実しています。 その歴史を紐解けば、日本で最初に女子や旧制高校以外の学生の入学を認
め、外国人留学生に日本初の博士号を与えるなど、その時代には破天荒なほど斬新な改革を断行してきました。 「真に実力があるものは、そのバックグラウンドに関
わらず受け入れ、新たな挑戦を妨げない」という、開学以来の徹底した「実力主義」と旧弊に囚われない進取気鋭の「門戸開放」精神が連綿と貫かれています。 今や
交流協定を締結した国内外の大学は150を越え、海外挑戦の門戸は大きく開かれています。 大学に進学することと、大学院、特に博士課程への進学とは自らハード
ルが違います。
　博士課程を修了すると、大学に９年間籍を置くことになります。これは、義務教育期間と同じ時間を大学で過ごすことを意味します。相当の覚悟が無ければ、誰にで
もお勧めできる道ではありません。 しかし、自らの人生を作り上げていく上で、貴重な経験を積み上げるチャンスはなかなか訪れるものではありません。 経験は決し
て減ることのない「足し算」の財産です。 
　是非東北大学で皆様の人生に新たな一章を加えてください。
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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。
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
鈴木 　誠 先生
三橋 博三 先生

グループ学習用のエリア 語学自習用のエリア Language Studio

工学部管理棟

※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

　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://tumug.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，Asso-
ciation 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』

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

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

女子学生・女性研究者支援
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

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

附属図書館工学分館
工学部生の教育・研究活動を支援

　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。

　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。

「匠の心(工作機械操作法)」、「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PC
などを利用して、研究･サークル(人力飛行機、フォーミュラ
カー、ロケット製作)等の活動を活発に行っています。

講習会創造工学研修
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。「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」「サイレント・マ
テリアルを実感してみよう」「金属板材の
強さと組織の関係を調べよう」「失われゆ
くアナログの良さを再認識しよう」等、先
端工学研究に役立つテーマが満載です。

基礎ゼミ
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。

● 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

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

青葉山の
イクメンた

ち
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