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2022年度進学選択ガイダンス

マテリアル⼯学科⻑
阿部 英司教授



マテリアル⼯学とは︖

物質に“機能”を与えて“材料”にする



従来、⾦属、半導体、セラミックス、⾼分⼦・⽣体材料など
に細分化されていた材料の科学と⼯学を統合した新しい“マテ
リアル・サイエンス”の時代を築く

独⾃のカリキュラムの下、広く多様な視座で未来社会の発展
に貢献できる次世代を担う⾻太の⼈材を育成

多岐に亘るマテリアル⼯学において、学⽣の志望分野とカリ
キュラムの関係を明確にし、将来像を捉えやすくするために
コース制を導⼊

マテリアル⼯学科のミッション



マテリアル⼯学研究の魅⼒
准教授 江島 広貴



⼈⼯⼼筋

“⽣体”を模倣する

臓器

“健康”を⽀える

⼈⼯関節 擬似⽣体膜

⾻格

遺伝⼦制御ナノマシン

DNA

30年の寿命を達成︕

A : バイオマテリアル
1 mm

1 µm

1 nm

材料の性能向上を通して⼈々の健康に貢献︕

コース



ドラッグデリバリー
システム（DDS）

宮⽥ 完⼆郎 教授

⾼分⼦材料からナノマシンを作り、
新たな病気の治療法を開発



634 m

333 m
1958年

2012年
1 mm

1 µm

1 nm

鉄鋼材料の断⾯組織

原⼦レベルまで︕

ミクロ＆ナノの組織制御で構造材料の強度向上︕

B : 環境・基盤マテリアル
コース



材料の強さの秘密にせまる

吉⽥ 英弘 教授

阿部 英司 教授 ミルフィーユ構造の材料科学
新学術領域

ミルフィーユ



ナノ・機能マテリアルコース

1 mm

1 µm

1 nm

トランジスタ

8 nm

C:ナノ・機能マテリアル コース

原⼦レベルから設計することでデバイスを⾼機能化︕



ナノ・機能マテリアルコース 電⼦顕微鏡を極めれば
原⼦が⾒える

⽇テレ「世界⼀受けたい授業」より



ナノ・機能マテリアルコース

柴⽥ 直哉 教授

ヘマタイト（α-Fe2O3）結晶中の磁気モーメント
磁気モーメントを可視化できる電⼦顕微鏡を開発

電⼦顕微鏡の遙かなる
頂を⽬指して

2022年2⽉号のNature誌に掲載︕



コース間の垣根のない
融合研究

澁⽥ 靖 教授

ホヤ

材料開発

機械学習・AI

⾙

1円⽟サイズの
接着⾯積で、
300kgが
持ち上がる︕
超強⼒な
⽔中接着剤

バイオミメティック材料

読売新聞
（2022年4⽉16⽇）

⽔中

Nature Commun. 2022

江島 広貴 准教授



マテリアル工学は統合の学問

生物はアイディアの源（材料の設計）

化学の力で材料合成（ものづくり）

物理の理論で材料を理解（観察と予測）

マテリアル⼯学の魅⼒



幅広い領域をカバーする
カリキュラム



マテリアルは就職に強い︕

求⼈︓172社（うち学校推薦140社）
有効求⼈倍率︓約4.8倍!

広い専⾨領域社会と直結



豊富な留学のチャンス︕



先輩からのメッセージ

理科⼀類
↓ 

Aコース（バイオマテリアル）
4年

羅 哲瑶



私がマテ⼯を選んだ理由

マテリアル工学科
A バイオマテリアルコース

高校生の時
オープンキャンパス

化学が好き
実験が好き

いろんな分野に
触れてみたい



マテ⼯での⽣活
3年S1の時間割例

他学科基礎・選択科目

１限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限

⽉ 材料電気化学 マテリアル⼯学実験Ⅰ

⽕ 材料強度学 材料反応⼯学 固体物性学 マテリアルズ
インフォマティクス

⽔ 数学２Ｆ 応⽤熱⼒学 組織形成論 エネルギーと社会 マテリアル
環境⼯学概論

⽊ 材料電気化学 マテリアル⼯学実験Ⅰ マテリアル⼯学倫理

⾦ 材料強度学 材料反応⼯学 固体物性学 マテリアル⼯学輪講

必修科目

• 選択科目が多い
学生の自由度が高い！

• ターム制
少ない科目を集中的に。



マテ⼯での⽣活
3年S1の時間割例

他学科基礎・選択科目

１限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限

⽉ 材料電気化学 マテリアル⼯学実験Ⅰ

⽕ 材料強度学 材料反応⼯学 固体物性学 マテリアルズ
インフォマティクス

⽔ 数学２Ｆ 応⽤熱⼒学 組織形成論 エネルギーと社会 マテリアル
環境⼯学概論

⽊ 材料電気化学 マテリアル⼯学実験Ⅰ マテリアル⼯学倫理

⾦ 材料強度学 材料反応⼯学 固体物性学 マテリアル⼯学輪講

必修科目

マテリアル工学輪講

少人数（先生１ 学生３）
で英語の論文を読み進める授業。
面白い材料研究を知ることができる

• 選択科目が多い
学生の自由度が高い！

• ターム制
少ない科目を集中的に。



MITのマテリアル⼯学科へ交換留学

• 世界最高峰の大学で専門を深める
• 研究室配属や卒業が遅れない

（東大の卒業単位に含まれる）

初めての寮生活

最新の実験施設

2021年9月〜12月（3Aセメスター）



MITのマテリアル⼯学科での⽣活

9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00

Mon Structure of 
Materials

Biomaterials Science 
& Engineering

Industrial Ecology of 
Materials

Tue Recitation 研究活動（UROP）

Wed Structure of 
Materials

Biomaterials Science 
& Engineering

Industrial Ecology of 
Materials

Thu 研究活動（UROP）

Fri 研究活動（UROP） Structure of Materials Lab

授業 研究活動

再生医療に応用される
幹細胞培養材料を研究先生と学生の距離が近い

ディスカッションベースの授業



ボストンの街を満喫

アメリカ建国の史跡

ボストン茶会事件の現場 ボストン交響楽団

ボストン美術館

Red Sox Game
初めての野球観戦



五⽉祭企画 たたら製鉄

5/14 (土)
5/15 (日) @本郷工学部４号館西

マテリアル工学科 HP, YouTubeもチェック！



ぜひマテリアル⼯学科へ︕

世界最先端の研究につながる！
やりたいことが見つかる！

昨年のたたら製鉄の様子をチェック！！



先輩からのメッセージ

理科二類
↓

Aコース（バイオマテリアル）
↓

マテリアル工学専攻

吉田（英）研究室 修士2年

中元綾乃



工学部に行きたいけど、
自分が本当にやりたい分野が
分からない・・・

マテ工では、世の中の
あらゆる材料について学んでから
専門分野を決められるらしい！

生体材料面白そう
→ Aコース進学
（バイオマテリアル）

金属やセラミックス（Bコース、環境・基盤
マテリアル）も面白いな
材料がもつ機能の起源を、ミクロな
レベルまで遡って理解するの楽しい！
→基礎寄りの研究が好みかも

2年生
進学
選択

コース
選択

4年生
研究室・
研究テーマ
選択

コースの垣根をこえた
カリキュラム

方向
転換

学科・研究室選択

視野を広げ、研究に対する好み（？）などもきちんと認識した上で、
迷いや不安なく進路を選ぶことができた



flash.gif

研究内容 電場×セラミックス

一瞬で焼き固められる 光るセラミックス

変形しやすくなる

電場なし 電場あり

電場なしで曲げたとき

電場をかけながら曲げたとき

電場なし：1400°Cで2~3時間

電場あり：850°Cで5秒（ZrO2の場合）

セラミック製品の製造にかかる
エネルギーコストの大幅削減

セラミック製品
→原料粉末を高温の炉で焼き固めて作る

速度 約1000倍

セラミックス：強度・耐熱性・耐腐食性に優れた材料

1 cm 1 cm



研究内容 電場×セラミックス

先生・先輩の充実したサポート！多くのチャレンジを通して
力をつけることができる！

電場を利用することによって、
セラミックスの可能性を広げるような面白いことが起こる

誰も解明できていないメカニズムを探求！

• 学会発表（国内・海外）
• 研究会やシンポジウムでの
意見交換 etc.

→ 学会発表で優秀講演発表賞を受賞（M1）

粉体粉末冶金協会 2021年度春季大会
発表テーマ：フラッシュ焼結が及ぼすY2O3の結晶構造への影響

B4・M1から
積極的に参加

研究生活



就活の話

材料・セラミックスに限らず、色んなメーカーの研究職に応募

マテ工で良かったこと

• 「材料」は、あらゆる産業の根幹となる分野
→ 幅広い事業領域のメーカーに受け入れられやすい！

研究職の就活で大事だと思ったこと

• 研究内容について面白く、かつ楽しそうに話すこと（研究職の面接では、バ
イトやサークルの話はほぼなし。研究内容の深掘りが大半）

まとめ

「研究で成果を残したい」「就活もうまくやりたい」「でも自分がどんな研究を
やりたいか / どんな研究に向いてるのかわからない」という人にはマテ工が
オススメ！！



先輩からのメッセージ

理科⼀類 →
Cコース (ナノマテリアル) 出⾝

マテリアル⼯学専攻
内⽥研究室 博⼠2年 (学振DC2)

加藤 太朗

硬式庭球部に所属していました



私の研究内容: 超⼩型ガスセンサの創出



私の研究内容: 超⼩型ガスセンサの創出

センシング部
幅: < 100 nm
厚さ: <10 nm

ナノスケールならではの特性 (触媒作⽤, 表⾯体積⽐，
量⼦効果) を活かして, 200種類のガス分⼦を検知する︕



現在の流⾏

⼈類が唯⼀電⼦化できていない五感: 嗅覚

機械学習

(Neural Network,

Reservoir Computing)

システム(MEMS, Gas 
Chromatography)

電⼦⿐

センサ材料の探索
(⾦属, 半導体, ⾼分⼦, …)

電⼦⿐実現の要は材料研究にある︕

現在: 20〜30種類
将来: 200種類が必要



機械学習デバイス実装

新規材料開発 材料を出発点に
デバイス応⽤まで︕

内⽥研 (C: ナノマテリアルコース) の研究



内⽥研(Cコース)の研究 〜ナノ材料の融合〜

ナノ材料ならではの特⻑を利⽤して，新規センサを作製

ナノ⾦属の特異な触媒性
→ガス分⼦が選択的に吸着

グラフェン︓表⾯体積⽐∞
→微⼩サイズでも分⼦吸着 多



内⽥研の研究 〜デバイス応⽤〜

センサを端末実装

センサ
応答

機械学習でガスを判定

複数の種類のセンサを集積化

⾃作センサをデバイス実装し，機械学習による分析まで⾏う︕



研究は学外でも評価されている
応⽤物理学会(かなり⼤きい)で
講演奨励賞(1%)を頂きました!

⾃分で作ったセンサで
⾃分の呼気を測定→分析



なぜマテリアルへ︖
⾼校3年⽣のとき，⻘⾊LED研究がノーベル賞の栄冠︕

材料研究はロマンがある!
実際にマテ⼯に⼊って，マテ⼯では基礎研究から
デバイス応⽤までの⼀貫⼒が⾝につくと実感．

⼀緒にマテリアル⼯学科で研究しましょう︕



マテ工

ホームページを⼀度⾒にきてください︕



5月13日(金) 駒場生向け
マテリアル工学科見学会

www.material.t.u-tokyo.ac.jp

https://forms.gle/JyA1CmNj9QN1ZVbK7

先着順となります。早めにご登録ください。

工学部4号館＠本郷キャンパス

正面玄関

希望者は、事前申し込みの上、
14時に本郷工学部4号館正面玄関集合

申込はこちらのフォームから

＊1時間ほどの見学です。場合によっては、集合時間の調整
をさせて頂きます。必要に応じ、メールにてご連絡します。
（連絡の無い方は14時集合でお願いします。）

吉田英弘研究室
構造セラミック材料

江島研究室
バイオ高分子材料

長汐研究室
ナノカーボン材料

以下の3研究室と4号館内を見学します

https://forms.gle/JyA1CmNj9QN1ZVbK7
https://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_04_05_j.html


この後、展⽰・相談会を
実施しています︕

展⽰・相談会

帰る前に寄っていってね︕


