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「博士」の学位は世界の最先端分野で活躍    するための「パスポート」です

Enrich the future through innovative
"monotsukuri"
research and development

博士後期課程では「研究」、「講義」、「プロジェクト」、
「国内外の研究者との出会い」を通して様々な力が身に付きます
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機械コースでは博士課程進学予定者および進学者をサポートする制度があります。
例えば、博士後期課程進学予定者を RAとして雇用する制度があります。

国際的に通用するリーダーシップを発揮する力

本質・普遍性を見抜き、新たな課題を発見・探求する力

体系化された幅広く深い知識をもとに、新たな知見を創造・発信する力

高い見識と倫理観のもとに知のフロンティアを先導する力

工学分野と人文学や社会科学などの知見を有機的に結びつけ、活用する力

現役の博士後期課程学生に、進学した理由、将来の夢などをインタビュー

機械工学を主とする工学についての十
分な学力をもち、それに基づいて実践
的な問題解決ができる人

次のような人は是非博士課程への進学を考えてみて下さい

実践力

リーダーシップ

モチベーション

国際社会の発展のために
リーダーシップを発揮しよ
うとする志がある人

知のフロンティアを開拓する
ことに意欲がある人

コミュニケーション
国際的に活躍するためのコミュ
ニケーション基礎力がある人

思考力
従来の知識に新しい知見
を加え、柔軟な発想の下
に自在に活用できる人



Wataru Tsunoda
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7:00-
起床

8:00-9:00
通学

9:00-10:00
メール・新聞チェック
先生とディスカッション

10:00-12:00
研究

12:00-13:00
昼食（研究室にて）

13:00-18:00
研究

18:00-19:00
夕食（学食にて）

19:00-22:00
研究

22:00-0:00
フリータイム（自宅にて）

0:00-
就寝

津野田さんの一日I N T E R V I E W 1

ドイツ留学で得た
経験と自信で、
グローバルに活躍する
開発者を目指す！

  津野田 亘（26）　

博士課程へ進んだ動機
　私はもともと研究が好きなのです
が、長い人生の中で自分の好きな研
究に打ち込めて、多くの学びに触れ
る機会や切磋琢磨できる期間は博士
課程なのではないかと考え、進学を
決めました。修士課程での研究をさ
らに突き詰めていけば、きっと社会
に役立つ研究開発になるのではない
か、という強い想いもありました。
　近年ニュースなどで報道されてい
る日本企業を取り巻く経済環境は、
とても厳しく感じています。これか
らの時代は日本国内にとどまらず、
広い視野をもち海外の企業や研究機
関でも活躍できる知識、経験が必要
だと考えています。
　その為にも、博士の称号を取得し
てグローバルに活躍できる研究者に
なりたいと思い進学を決断しました。

博士課程へ進むために
準備したこと
　まずは、活用できる制度などを調
べました。日本学術振興会の特別研
究員制度に申し込むための準備をし
たり、東京工業大学の「リーディン
グプログラム※ 1」制度を活用でき
るよう準備を進めました。教授とも
博士課程での研究テーマをよく話し
合い、博士課程の 1 年目に留学で
きるよう年間での行動計画も準備し
ました。

現在研究している
テーマについて
　修士課程では「Acutuator ／ア
クチュエータ※ 2」を回転機械につ
けて機器の振動を抑える研究をして
きました。具体的には、発電機やポ
ンプなどの大型の回転機械の振動を
制御して静かに早く回転させるとい
う研究です。アクチュエータによっ
て、回転体が上にいったら下に抑え
る、右にいったら左に抑えるという
制御を行ないます。
　博士課程では回転機械とアクチュ
エータを一体化させた、コンパクト
な機械を研究開発しています。
　また、大型の回転機械は長期間使
用していると故障や破損が発生する

可能性があるので、いつ壊れるのか
を予測する、いわば「機械の健康診
断」のような新しい技術の開発を
行っています。
　いままでは、アクチュエータを用
いて、機械を揺らして、機械の応答
を見ることで診断してきました。博
士課程ではアクチュエータを付けず
に診断できないかという課題を熟考
し、解決のため、モーターとアクチュ
エータを 1 つに組み合わせること
を考案しました。これにより普通の
回転機械にアクチュエータを付けな
くても回転機械の診断が可能になる
のではと考えて研究開発を進めてい
ます。

留学で経験したこと
　博士課程 1 年次の 25 歳の頃に留
学の機会がありました。
　4 月から 9 月までの約半年間、ド

イツのミュンヘンにあるミュンヘン
工科大学の研究所に留学しました。
ドイツを選択した理由としては、精
密工学・機械工学が世界最先端の国
であり、さらにドイツ政府が主導し
産官学共同で進める国家プロジェク
ト「インダストリー 4.0 ／第 4 次
産業革命」の現場を体験し知見を広
めたかったからです。
　ドイツでの大学制度で一番驚いた
のは、博士課程での社会的評価の違
いです。
　日本では博士課程は学生ですが、
ドイツでは研究員として大学に雇わ
れる立場です。
　有給や給料の支給もあり、世界で
の博士課程の環境や立場の違いを知
ることができ参考になりました。
　コミュニケーションやディスカッ
ションは英語で行っていましたが、
ドイツ語も日常会話を勉強しまし
た。英語力の向上だけでなく、考え
たアイデアや意見をどのように伝え
れば説得できるのかといったコミュ
ニケーションスキルも身につき、英

語での対話力の成長につながったと
感じています
　グローバルに活躍出来るようにな
りたいという目標があるので、こう
いった留学経験やドイツの研究員と
一緒にプロダクトを開発することが
できた事は、とても貴重な体験でし
た。世界中どこへいっても研究して
いける、という自信を得られた事が
一番の成果だと感じています。

将来のビジョンについて
　卒業後は民間企業の研究所に就職
して研究を続ける予定です。
　自分の軸となる機械研究だけでは
なく、グローバルな視点で海外支社
や海外の研究者と一緒に社会に役立
つ「モノづくり」で社会貢献してい
きたいです。
　素晴らしい教育を受けさせていた
だき、そこで得られた知識や経験を、
日本の社会に貢献できるような人間
を目指したいと思っています。

剣道部所属。冬は研究室の
メンバーとスキーもいきま
す。大学時代はスキーサー
クルで活動していました。

これから博士を目指す学生へのメッセージ
　博士課程への進学はハードルが高いイ
メージを持つ方も多いと思います。
　しかし、海外での発表会やカンファレン
スへの参加に加え海外留学など、とても貴
重な経験ができるのは、最終的には人生に

おいてとてもプラスになると感じています。
　博士課程での研究を通して得た経験や充
実感は、達成した人しか味わえません。
　迷っている方はまずは手を挙げてみるこ
とをお勧めします。

※ 1　「博士課程教育リーディングプログラム」は、優秀な学生を俯瞰力と独創力を備え広く産学官にわたり
グローバルに活躍するリーダーへと導くため、国内外の第一級の教員・学生を結集し、産・学・官の
参画を得つつ、専門分野の枠を超えて博士課程前期・後期一貫した世界に通用する質の保証された学
位プログラムを構築・展開する大学院教育の抜本的改革を支援し、最高学府に相応しい大学院の形成
を推進する事業です。（日本学術振興会HPより抜粋）

	 本学では、平成 23年度において、「環境エネルギー協創教育院」、「情報生命博士教育院」、「グローバ
ル原子力安全・セキュリティ・エージェント養成」が、平成 24年度は「グローバルリーダー教育院」
が採択されています。

※ 2　「Acutuator ／アクチュエータ」とは、入力されたエネルギーを物理的運動に変換する機械要素で、能
動的に作動する。

研究室で自炊する事が
多いです。

好きなメニューはチキン
ガーリックや麺類です。

ネットサーフィンしたり、
動画を見たりしています。

▲受入先研究所の同僚たちとハイキング
で、ドイツの自然を満喫。

▲長い期間をかけて研究開発した、自作の
機械。

▲自作した機械は卒業後も、後輩へ引き継
がれます。



Han Dong
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韓さんの一日

マイクロポンプの
研究で医療に
イノベーションを
起こす！

  韓 冬（30）　

博士課程へ進んだ動機
　私は中国の中部地方で育ち、母親
が重工業のエンジニアでした。母親
の影響で子供の頃から機械でできた
自動車の玩具など触ったり分解する
ことが好きでした。
　中国の浙江大学での修士課程では
油圧機械の研究をしていました。中
国の杭州で開催された学会に参加し
た際に、東京工業大学の横田先生の
研究発表に非常に感銘を受けて、東
京工業大学の博士課程への留学を決
意しました。
　東京工業大学には多くの学びに触
れる機会があり、刺激的かつ創造的
な学習環境が用意されています。研
究室のメンバーと互いに刺激し合
い、切磋琢磨しながら意見を闘わせ

ることで新たな視点が見えてくるこ
ともあり、研究を深めていくには最
適な環境と感じています。

博士課程へ進むために
準備したこと
　博士課程の研究時間は長く地道な
作業、実験、仮説検証が続きます。
まずは自分自身の心に本当にできる
かどうかを真摯に問いかけ、心の準
備をしました。また中国での修士課
程では教授の指導に従い研究してい
ましたが、どちらかといえば与えら
れた課題に対して取り組むという受
動的な姿勢でした。しかし博士課程
では自ら研究テーマの課題を主体的
に考察し、その課題に対しての検証・
解決していく事が必要となります。
自ら課題を見つけて分析し新たな発
見する、自分の頭と手を使って考え
るという事がとても重要です。
　その過程ではロジカルシンキン
グ・論理的思考を身に着けていく事
もとても重要と感じました。

現在研究している
テーマについて
　中国の浙江大学では、油圧機械の
最適設計に関する研究をしていまし
た。修士課程の際に参加した杭州で

の学会で、東京工業大学の横田先生
が発表していたマイクロポンプに非
常に感銘を受け、現在に至るまでマ
イクロポンプの応用研究をしていま
す。
　具体的には、生化学分野や医療な
どへの応用を見据えたラボオンチッ
プと呼ばれる分野の研究開発をして
います。
　将来的な目標は、機能性流体と呼
ばれる素材や MEMS といった技術
の応用で、より安価で身近な健康診
断や治療キットを実現し、医療環境
の不平等といった大きな課題を解決
できると考えています。

留学で経験したこと
　東京工業大学の機械コースは中国
の大学でもとても有名です。私は現
在中国から日本へ留学しているので
すが、日本語は主にホストファミ

リーから学んでいます。ホストファ
ミリーや友人と積極的に触れ合うこ
とで、日本語に対する不安も克服で
き成長につながりました。東京工業
大学の機械コースは有名な教授も多
く在籍されていて研究をするにはと
ても刺激的な環境です。

将来のビジョンについて
　現在、工学院機械コースの吉田・
金研究室で研究しているフレキシブ
ルマイクロポンプの研究を、よりハ
イパフォーマンスにし、実用可能レ
ベルにしていきたいと考えていま
す。さらに東工大の特任助教に任命
されたため、マグネティックフィル
ムを用いたマイクロポンプの研究し

ていきたいと考えています。
　将来的には様々な原理で駆動する
マイクロポンプを国際的な医療分野
で実用可能なプロダクトにできるよ
う、研究開発を通して成果を出して
いきたいと考えています。そしてマ
イクロポンプの研究で人工心臓の手
術や医療分野において、大きな貢献
をしたいと思います。
　実際にはとても大変なことです
が、実現できれば非常に有意義な事
だと感じています。そのために、妥
協せず研究に取り組み、日々努力し
ています。マイクロポンプの研究で
医療にイノベーションを起こすこと
が私の夢です。

8:00-9:00
起床・朝食
通学

9:00-11:00
文献を読む

11:00-12:00
実験

12:00-13:00
昼食（学食にて）

13:00-14:00
学生との研究交流
（ディスカッション）

14:00-16:00
論文執筆

16:00-18:00
実験

18:00-19:00
夕食（学食にて）

19:00-21:00
日本語の勉強

21:00-02:00
実験

スポーツ観戦が好きで、特
にNBAバスケットボールの
大ファンです。

2:00-
就寝

これから博士を目指す学生へのメッセージ
　まずは、自分がどのような人間になりた
いのか、自分自身に質問をして考えてみて
ください。そして自分なりの目標が見えた
ら、その目標に向かうには何が必要か、ど
うしたら良いのか、何をすべきか、ロジカ
ルシンキング・論理的思考で準備をしてく
ださい。なによりも挑戦することが成長に

つながると思います。
　博士課程の研究は時間も労力も必要です。
心身ともに健康でバランスのとれた状態を
保つ必要があります。博士課程の研究を通
し経験することは自分自身の成長の大きな
糧となり、その後の人生の指標となると思
います。

大学へは徒歩 10分です。

好きなメニューはうどん
や牛丼です。

よく食べるメニューは
焼き魚です。

日本の友人家族に教えて
もらっています。
話すのはまだ苦手です。

▲日本の観光地はどこも興味深いです。

▲日本の霧島山（九州）へ旅行。

▲自慢のフレキシブルマイクロポンプと一緒に。

▲とても小さなマイクロポンプの研究をしています。



Seiya Watanabe
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 渡辺さんの一日

数値流体力学と
スーパー

コンピューターで
時代を切り開く！

  渡辺 勢也（26）　

博士課程へ進んだ動機
　修士課程からこの研究室に入った
のですが当初は博士課程の進学は具
体的には考えていませんでした。
　いざ修士課程へ進学し、研究室の
先輩方の研究成果を目の当たりにし
て、とても修士課程の 2 年間では
ここまでの研究成果が出せないと思
い博士課程への進学を決めました。
進学したからには、しっかりとした
成果や実績を残して卒業したいとい
う想いもありました。
　また研究をしていて、とても楽し
く刺激的な環境だったということも
理由にあります。
　修士課程の 1 年目、23 歳の時に
アメリカのニューオリンズで開催さ
れたスーパーコンピューティングの
国際会議「スーパーコンピューティ
ング・カンファレンス 2014」に参
加させていただきました。そこで世
界トップレベルの発表を聞く機会が
ありました。
　世界中からスーパーコンピュー
ティングにかかわる最先端の技術が
集まり、自分が研究している数値シ
ミュレーションの数百倍規模の研究
や計算をしているのを目の当たりに
してその技術に圧倒されました。

　自分自身もこのような世界的カン
ファレンスで発表ができるようにな
りたいと強く想ったことが、博士課
程への進学を決断した一番の動機で
す。

博士課程へ進むために
準備したこと
　自分自身の研究テーマにしっかり
と取り組み、博士課程での研究精度
を上げていく準備をしました。就職
活動がない分、研究に時間を費やし
て、様々なことを熟考し研究の精度
をあげることができました。
　修士課程の研究が創造的でとても
面白く、博士課程への進学は比較的
自然な流れだったと感じています。

現在研究している
テーマについて
　私が現在研究しているのは、CFD

（Computational Fluid Dynamics
／数値流体力学）です。流体の現象
をコンピューターを使用して研究し
ています。
　東京工業大学のスーパーコン
ピューター「TSUBAME3.0」を使
用して、今まで計算処理ができな
かった流体のシミュレーションを実
現することがメインの研究テーマで

す。修士課程の初期には長方形など
の物体を動かし、物体の動きをシ
ミュレーションする研究はある程度
確立されていました。
　近年、CPU よりも画像処理用の
GPU の計算処理性能が飛躍的に進
化してきています。その GPU を使
用することで、大きい物体や小さい
物体が混在したシミュレーションも
高速処理が可能になりました。
　博士課程では液体と小さな粒状の
物体が混在した物での研究をしてい
ます。具体的には、粒子ひとつずつ
の動きを計算して、その周りにある
液体の計算もすべて処理した、流体
と粒子の動きのシミュレーションの
研究です。
　今までは粒子より大きなメッシュ
のマス目を用いて計算していたので
すが、私は粒子より小さなメッシュ
のマス目を用いて粒子ひとつずつの
動き、その周りにある流体の動きも

計算しています。粒子側はニュート
ンの運動方程式、流体側はナビエス
トース方程式の計算をしながらシ
ミュレーションするように設計して
います。
　粒子と流体の動き約 70 万回の
ステップの超高速計算が可能な
の も、 ス ー パ ー コ ン ピ ュ ー タ ー

「TSUBAME3.0」と GPU を活用で
きる東京工業大学の研究環境のおか
げです。

留学で経験したこと
　 大 学 3 年 の 時 に、 カ ナ ダ の ブ
リティッシュコロンビア州にある

「ノーザンブリティッシュ・コロン
ビア大学」へ英語留学に行きました。
　大学のキャンパスには、アジアや
中東など様々な国から生徒が留学し
てきていました。
　夏休みを利用して行ったのです
が、授業はもちろん全て英語なので、
最初は戸惑いもありました。しかし
環境が人を変えるといいますが、最
終的に英語で生活レベルでのコミュ
ニケーションができるようになりま
した。多様な国や文化のバックグラ
ウンドを持つ人々と触れ合うこと
で、新たなものの見方や考え方に触

れ合うことができました。英語力を
磨くだけでなく、優れたアイデアを
効果的に表現する方法や、論理的表
現で説得力あるディスカッションす
るスキルなども身についたと思いま
す。
　海外の環境に飛び込んで、体当た
りでコミュニケーションした経験
は、どんな環境でもやっていける自
信につながっています。

将来のビジョンについて
　現在の研究テーマを大学の研究室
に残り、このまま第一線でさらに精
度の高い研究成果を出していきたい
と考えています。
　現在はスーパーコンピューターで
しかできないシミュレーションです
が、PC の処理能力がさらに飛躍的
に高速になり、近い将来には民間企
業の開発現場などで活用されていく
と思います。その時に私が現在研究
している数値流体力学のシミュレー
ションが活用され、企業の研究開発
に活用され社会貢献に繋がればと
思っています。
　また、津波などの自然災害のシ
ミュレーションにも活用していく事
で、社会に役立つことができると考
えています。

学生時代はバレーボールを
やっていた為、体を動かす
のが好きです。

これから博士を目指す学生へのメッセージ
　自由に研究できる素晴らしい環境と設備
が東京工業大学にはあります。自分自身で
研究したいテーマとしっかり向き合うこと
ができる時間は人生の中でも限られている
と思います。刺激的な学習環境と柔軟な思
考で、新しい世の中を創る研究をするのは

とても有意義な時間です。
　博士課程での研究経験は人生の財産にな
ると思いますので、進学と就職で悩んでい
るのでれば、私は博士課程へ進学し研究室
のメンバーと切磋琢磨しながら多くの学び
に触れることをお勧めます。

8:30-9:50
起床
朝食（自炊）

9:50-10:00
通学

10:00-12:30
研究（金曜日はゼミ出席）

12:30-13:00
昼食（大学近辺のお店にて）

13:00-13:30
コーヒータイム

13:30-19:30
研究

19:30-20:30
ジムで運動

20:30-21:30
夕食（自宅にて）

21:30-0:30
フリータイム

0:30-
就寝

大学へは徒歩 2分です !

お気に入りは駅前の
中華料理店です。

駅近くのフィットネスジムで
汗を流します。

自炊しています。
野菜炒めなどが
得意です。

ゲームなどをして
過ごしています。

▲研究室でのディスカッション。

▲シミュレーションの動画を解説中。
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車谷さんの一日

エンターテインメント
ロボットで
新しい時代をつくる！

  車谷 駿一（25）　

博士課程へ進んだ動機
　私のロボット作りの原点は、小さ
な頃にディズニーランドのロボット
を見て「ロボットってすごい！」と
感動したことです。いつの日かエン
ターテインメントロボットを創って
みたいと考えるようになりました。
エンターテイメントロボットの開発
をするために、ロボット工学の知識
と理解を深めるために博士課程への
進学を考えていました。博士課程へ
進学した先輩から「リーディングプ
ログラム※ 1」の活用アドバイスを
受けたことが、博士課程への進学の
きっかけの 1 つとなりました。
　具体的に調べてみると生活費の補
助や海外留学支援を受けられるとい
うことがわかり、自分の研究テーマ
を心置きなく追求できると考え、修
士１年の頃に博士課程への進学を決

めました。

博士課程へ進むために
準備したこと
　まずは、日本学術振興会の特別研
究員の申請準備をしました。審査を
通過できれば研究費等も支給される
ので、研究成果をまとめて論文執筆
を進めました。
 リーディングプログラムでは「環
境エネルギー協創教育院」の単位
を取得するため、通常の 2 倍の授
業を選択しました。授業数、取得
単位も多かったため、1 年間のス
ケジュールと目標を明確にして、
フェーズごとに詳細な計画と準備を
しました。
　また私の研究は新しいテーマのた
め、医学の解剖書や筋肉の運動の仕
組みなどの専門書も数多く読むこと
が必要でした。

現在研究している
テーマについて
　一つ目は「細径人工筋」の研究で
す。
　細いゴムチューブを組み紐のス
リーブで覆った「細径人工筋」を、
筋肉繊維の代わりとして活用する研
究です。ゴムチューブに空気を出し

入れすることで、筋肉繊維のように
伸縮することが可能です。
　また、「細径人工筋」を束ねて生
体筋肉の形状を模倣した多繊維構造
人工筋や、人工筋を糸に用いた動く
布を開発して、人体構造を模倣した
筋骨格ロボットに応用する研究も
行っています。
　人間の体には片足だけでも 50 種
類以上の筋肉がついていますが、
モータやシリンダでは取り付ける場
所に制限があり、これを完全に再現
することはできません。人工筋は軽
くてしなやかなので、人と同じ構造
を持つ人間らしいロボットを作るこ
とができます。
　開発した人工筋はロボットスーツ
のように人間の筋肉をサポートする
衣服にするなどの研究にも応用され
ています。

留学で経験したこと
　24 歳の時、2016 年の秋から 6

か月間の留学を経験しました。留学
先はアメリカのボストンにあるハー
バード大学です。
　現地での研究室はマイクロロボ
ティクスラボで、研究チームは 5
～ 6 チームあったと思います。私
はソフトロボット研究チームに所属
していました。そこでは、深海の海
底探査ロボットの研究開発を行いま
した。海底探査ロボットはアームで
深海魚などを掴むのですが、鉄など
の固いパーツだと対象物を傷つけた
り壊してしまうことがあります。指
の部位はすでに柔らかくする研究が
進んでいましたが、手首や腕の部分
がまだ開発されておらず、その研究
開発に携わりました。プロトタイプ
の研究開発から実際に海底探査ロ
ボットに装着するパーツの開発を担
当しました。
　研究室は全体で 40 名程在籍して
いて、日本の研究室のシステムと違
い教授は一人、その下に研究室管理
のアドミニストレーターや予算管理
スタッフが在籍しています。さらに
テクニカルスタッフといって研究開
発をサポートしてくれるスタッフも
いました。ポスドク（博士研究員）
も 20 名ほどいて、研究開発には大
変恵まれた環境だと感じました。
　研究員もアメリカ、ヨーロッパ、

アジア、南米、中東など出身の国際
色豊かなメンバーで構成されてお
り、各国から優秀なメンバーが集
まっている非常に優秀なチームだと
感じました。
　ポスドク（博士研究員）の数が多
いので、それぞれの専門的知識も洗
練されていて、チーム一丸となって
短期間で一気に精度の高いプロダク
トを作り上げるスピード感の中で研
究できたことはとても良い経験にな
りました。

将来のビジョンについて
　エンターテイメントロボットや人
に寄り添うロボットはまだまだ成長
する産業と感じています。小さな頃
にディズニーランドにいるロボット
を見て「ロボットってすごい！」と
感動し、自分で創ってみたいと思っ
た夢の実現をしていきたいです。人
の生活を豊かにしてくれるロボット
の開発に携わる仕事をしていくこと
が今の私の目標です。
　また、現在研究している技術を発
展させて、人の生活を豊かにしてく
れるロボットや社会に貢献できるロ
ボットだけでなく、人々を笑顔にで
きるロボットの開発もしていければ
と考えています。

スポーツ（バスケットボール、
スノーボード、水泳）やボー
ドゲームが好きです。

これから博士を目指す学生へのメッセージ
　博士課程の研究は修士課程までとは異な
り、ひとつの研究を始めから最後まで自分
で考えて形にするというおもしろさがあり
ます。
　東京工業大学は博士課程への進学をサ
ポートしてくれるプログラムがとても充実
していて、博士課程への進学を積極的に推
進しています。
　やりたい研究があるのであれば博士課程

でより深く研究できる素晴らしい環境や設
備が、東京工業大学には揃っています。
　進路に悩んだら、一人で抱え込まず先輩
に相談してアドバイスを受けることも良い
と思います。
　また、研究テーマとしっかり向き合い、
自分のアイデアやオリジナリティを加えて
いくことで研究への楽しみも増えて長続き
すると思います。

※ 1　「博士課程教育リーディングプログラム」は、優秀な学生を俯瞰力と独創力を備え広く産学官にわた
りグローバルに活躍するリーダーへと導くため、国内外の第一級の教員・学生を結集し、産・学・官
の参画を得つつ、専門分野の枠を超えて博士課程前期・後期一貫した世界に通用する質の保証された
学位プログラムを構築・展開する大学院教育の抜本的改革を支援し、最高学府に相応しい大学院の形
成を推進する事業です。（日本学術振興会HPより抜粋）

　　　本学では、平成 23年度において、「環境エネルギー協創教育院」、「情報生命博士教育院」、「グローバ
ル原子力安全・セキュリティ・エージェント養成」が、平成 24年度は「グローバルリーダー教育院」
が採択されています。

8:00-9:30
起床、朝の準備、通学

9:30-12:00
研究（調べものや書きもの）
または
研究仲間とおしゃべり

12:00-13:00
昼食

13:00-15:00
研究（主に実験）

15:00-17:00
ジムで運動

17:00-18:00
夕食

18:00-0:00
研究または
ディスカッション

0:00-
帰宅、就寝

お弁当など自炊しています。

自炊が多いです。研究室で作って
研究室のメンバーと一緒に食べる
こともあります。

駅近くのフィットネスジム
を利用しています。

▲様々な機械が並んだ研究室。


