
蔵前工業会埼玉県支部2015年新年会

～ 東工大の近況と教育改革 ～
平成27年1月24日 ブリランテ武蔵野 サファイア

東京工業大学

副学長 植松 友彦

学
生
の
活
躍

①

混声合唱団コール・クライネス
2014全日本合唱コンクール17年連続金賞受賞

陸上競技部

松井将器さんが第91回箱根駅伝
関東学生連合チームで出場
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アメリカンフットボール部
2013関東学生アメリカンフットボール連

盟秋季リーグ戦二部の試合で優勝して
一部BIG8リーグへ昇格

端艇部
第64回東日本選手権競漕大会の
種目男子エイトで優勝
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学
生
の
活
躍

②

１３％ が留学生

世界の70ヶ国・地域から

留学生を受け入れ、

27ヶ国・地域の103機関と協定

「
時
代
を
創
る

グ
ロ
ー
バ
ル
理
工
人
の
養
成
」

～
世
界
か
ら
、
そ
し
て
世
界
へ
～

（2014年5月1日現在）
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東工大の世界ランキング

・QS World University Ranking 2014/2015:

Overall:  68th (4th in Japan)

Engineering & Technology:  22 nd (2nd in Japan)

・THE Ranking 2014:
Overall: 141ｔｈ (3rd in Japan)

Engineering: 59th (3rd in Japan)

4

5

２０１４年版 世界大学ランキング

2014年QSランキング

1 マサチューセッツ工科大学(米)
2= ケンブリッジ大学(英)
2= インペリアル・カレッジ(英)
4 ハーバード大学(米)
5=  オックスフォード大学(英)
5= ＵＣロンドン(英)
7 スタンフォード大学(米)
8 カリフォルニア工科大学（米）
9 プリンストン大学(米)

10   イェール大学（米）

【100位までの東アジアの大学】
22   シンガポール国立大学（シンガポール）
28   香港大学（香港）
31= 東京大学
31= ソウル国立大学(韓国)
36   京都大学
40 香港科技大学(香港)
46 香港中文大学（香港）
47 清華大学(中国)
51 韓国科学技術院（韓国）
55= 大阪大学
57= 北京大学(中国)
68 東京工業大学 「昨年度は66位」
71= 復旦大学（中国）
71= 東北大学
76 国立台湾大学(台湾)
86= 浦項工科大学（韓国）

【100位以降200位までの日本の大学】
103    名古屋大学
126 九州大学
135 北海道大学
197 慶應義塾大学
198=  筑波大学 分野別順位【本学関係】

工学系 22位（国内2位）
自然科学系 26位（国内3位）
社会科学・経営学系 318位（国内9位）
生命・医学系 330位（国内14位）

2014年THEランキング

1   カリフォルニア工科大学(米) 
2   ハーバード大学(米)
3  オックスフォード大学(英)
4 スタンフォード大学(米)
5 ケンブリッジ大学(英)
6   マサチューセッツ工科大学(米)
7 プリンストン大学(米)
8   カリフォルニア大学バークレー校(米)
9= インペリアル・カレッジ(英)
9= イェール大学(米)

【100位までの東アジアの大学】
23 東京大学
25   シンガポール国立大学（シンガポール）
43 香港大学(香港)
48   北京大学（中国）
49 清華大学（中国）
50   ソウル国立大学（韓国）
51   香港科技大学(香港)
52= 韓国科学技術院（韓国）
59   京都大学
61= 南洋理工大学（シンガポール）
66   浦項工科大学(韓国)
85   中東工科大学（トルコ）

【100位以降の日本の大学】
141   東京工業大学 「昨年度は125位」
157   大阪大学
165 東北大学
226-250  名古屋大学
226-250  首都大学東京
276-300  東京医科歯科大学
301-350  筑波大学

分野別順位【本学関係】
工学系 59位（国内3位）
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バラク・オバマ米大統領と日本の若者が科学技術について語り合いました。
このイベントに東工大から学部4年生2名、附属科学技術高校生5名が参加しました。

平成２６年４月２５日 日本科学未来館

アメリカ合衆国バラク・オバマ大統領、東工大生と語らう

mextmextmextmextmextmext

7

2014年日本国際賞(Japan Prize) 受賞

末松 安晴 栄誉教授(元学長)

授賞理由:

大容量長距離光ファイバー通信用
半導体レーザーの先導的研究

光エレクトロニクスの黎明期である1960 年代初頭から光通
信の研究に取り組む。1980 年代始めには、光ファイバーの

損失が最小になる波長の光を発し、かつ大量の情報を送る
ために光を高速で変調しても波長が安定した動的単一モード
レーザーを完成。大容量・長距離光ファイバー通信の実現に
大きく貢献しました。この研究成果は、現在のインターネット
社会には不可欠なものです。

全世界の科学技術者を対象とし、独創的で飛躍的な成果を挙げ、科学技術の進歩
に大きく寄与し、もって人類の平和と繁栄に著しく貢献したと認められる人に与えられる。
1985年にはじまった国際賞。



ー 東工大教育改革の骨子 ー

2014年6月27日 学長 三島良直

なぜ、今、教育改革が必要なのか
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将来、
科学・技術の力で
世界に貢献するため、

学生が自ら進んで学び、
鍛練する“志” を育てたい。



教育改革が目指す理工系人材像

卓越した専門性とリーダーシップを

併せ持つ人材がより良い世界を創る

● 数学・物理学・化学・生命科学など

理工系基礎科目の充実による

徹底した基礎学力

● 世界最高水準の科学・技術分野での

基礎学力・専門能力

● 科学・技術により新しい社会を切り拓く

気概

● 専門に加え教養も含めた幅広い視野

● 異分野・異文化を許容し協調するため

のコミュニケーション能力

●グローバルな課題へ挑戦する力

● 世界に雄飛する気概と人間力

卓越した専門性 リーダーシップ

世界のトップスクールへ
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単位互換のためのチューニング

東京工業大学

カリキュラムの

構造等の調整

単位の換算

の調整

Physics Ⅰ

8.01-----------

-------------

Dynamics of 

Machinery

2.670----------

--------------

物理学 Ⅰ

101-----------

--------------

--------------

機械の動力学

14-201--------

-------------

世界トップクラスの大学

カリキュラム、

シラバスを

世界に公開

カリキュラム、

シラバスを

世界に公開

単位・学位

の認定

教授方法の調整

全学生の

留学経験

世界トップクラスの

教員招聘

世界トップ10に入るリサーチユニバーシティへ



学院の誕生
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日本の大学で初めて、学部と大学院を統一します。

学 部 大学院

学 院

学院の誕生 ～6学院・17系へ再編します～

現 組 織 新 組 織

現学部組織

（3学部・23学科）

数学科／物理学科／化学科／

情報科学科／地球惑星科学科

理学部

金属工学科／有機材料工学科

／無機材料工学科／化学工学

科／高分子工学科／機械科学

科／機械知能システム学科／機

械宇宙学科／国際開発工学科

／制御システム工学科／経営シ

ステム工学科／電気電子工学

科／情報工学科／土木・環境工

学科／建築学科 ／社会工学科

工学部

生命科学科／生命工学科

生命理工学部

数学専攻／基礎物理学専攻／物性物理学専攻／化学専

攻／地球惑星科学専攻／物質科学専攻／材料工学専攻

／有機・高分子物質専攻／応用化学専攻／化学工学専攻

／機械物理工学専攻／機械制御システム専攻／機械宇宙

システム専攻／電気電子工学専攻／電子物理工学専攻／

通信情報工学専攻／土木工学専攻／建築学専攻／国際

開発工学専攻／原子核工学専攻

理工学研究科
（（理学系・工学系）

現大学院組織

（6研究科・45専攻）

分子生命科学専攻／生体システム専攻／生命情報専攻／

生物プロセス専攻／生体分子機能工学専攻

生命理工学研究科

物質科学創造専攻／物質電子化学専攻／材料物理科学

専攻／環境理工学創造専攻／人間環境システム専攻／創

造エネルギー専攻／化学環境学専攻／物理電子システム

創造専攻／メカノマイクロ工学専攻／知能システム科学専

攻／物理情報システム専攻

総合理工学研究科

数理・計算科学専攻／計算工学専攻／情報環境学専攻

情報理工学研究科

人間行動システム専攻／価値システム専攻／経営工学専

攻／社会工学専攻

社会理工学研究科

技術経営専攻／イノベーション専攻

イノベーション

マネジメント研究科

新学部・大学院組織（6学院・17系）

学院：School 系：Department

数学系／物理学系／化学系

／地球惑星科学系
理学院

機械系／システム制御系／電気電子工

学系／情報通信工学系／経営工学系
工学院

材料系／応用化学系物質理工学院

数理・計算科学系／情報工学系情報理工学院

生命理工学系生命理工学院

建築学系／土木・環境工学系

／融合理工学系
環境・社会理工学院

教
養
教
育
院

技術経営専門職学位課程

※新組織は、設置認可申請のための大学による構想であり、変更する場合があります。

※学院等の名称は検討中です。



学院における教育
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具体的には

一定の条件を満たせば、学部生が修士課程の科目

を先取り履修できたり、研究室での研究プロジェクト

に参加できたりするなど、修士課程との接続がしや

すく一体的な教育体系となります。（修士→博士も

同様）

リーダーに必要とされる能力、つまり、

●専門に加え教養も含めた幅広い視野

●異分野・異文化を許容し協調するための

コミュニケーションの能力

●グローバルな課題へ挑戦する力

●世界に雄飛する気概と人間力を、専門科目、

研究を通じて、また教養科目 の履修により、

博士後期課程学生も含め身につける教育体系

です。

大学院研究の早期着手

リーダーシップ教育

博士3年次

博士2年次

博士1年次

修士2年次

修士1年次

学士4年次

学士3年次

学士2年次

学士1年次

博士論文研究

博士専門科目

修士論文研究

修士専門科目

学部専門科目

600番

500番

400番後半

400番前半＆

300番前半

200番

100番

修士論文研究

修士専門科目

教
養
科
目

教
養
科
目

学部
専門科目

博士論文研究

博士専門科目

300番後半

現 在 改革後

【ナンバリング】【年次】
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10年後の東⼯⼤のイメージ
コンソーシアム構築⼤学群
全学交流協定締結⼤学群
部局間交流協定締結⼤学群

知の環流知の環流
AOTULE & 

ASPIRE League
Joint-Degree

Program

TKT CAMPUS Asia
Joint-Degree

Program

Europe
Asia

Africa

Oceania

North America

South America

⼈材の環流⼈材の環流

Tokyo Tech

理⼯学分野の知と⼈材の環流を
担う「ハブ」としての東⼯⼤

本学の誇る教育・研究の質と実
Tokyo Tech Quality

教職員ユニット
派遣制度

東⼯⼤
博⼠研究員制度

研究特区における
国際共同研究

国際通⽤性ある
教育システム

単位互換・
共同学位の設置

知と⼈材の環流を通して、
Tokyo Tech Qualityを世界に浸透させる

知と⼈材の環流を通して、
Tokyo Tech Qualityを世界に浸透させる


