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進化し続ける農学
農業を支えるだけでなく、生命、食料、環境、健康、エネルギー、地域創生など、

現代社会が抱えるさまざまな課題に挑む「農学」。

そんな進化し続ける「農学」は、実社会での期待も高まり、

活躍できる領域もますます広がっています。

ここでは「農学」が注目されるその理由と、他分野との協働事例をご紹介します。

化学産業界から
注目を集める研究がある！

人気の食品業界で、
高い就職実績を誇る！

大学院へ進学し、
研究職を目指せる！

　農学の研究分野は多岐にわたり、その多くは化学産業界からも

期待されています。中でも、生物学と化学をもって生物の生命現象

を追究し、農学の最先端を進む応用生物科学分野は、最新の理

論と技術で生物の基本反応を理解し、人類の生活の向上と、大

気・水質・土壌といった環境問題の解決につながる分野として注

目されています。

　この分野の学びでは、基礎から応用への積み上げ方式で構築

されたカリキュラムと、最新鋭の高度な機器、施設・設備環境のも

と、有機化学、生物化学、微生物学、分子生物学の実験・実習を

多く実施します。研究活動は、学生と教員が密接に連携し進める

ことが多く、知識・技術を確実に身につけられるだけでなく、化学

産業界に貢献できる研究に取り組むことができます。

　農学分野では研究職を目指して大学院への進学を志す学生が多い大学もあります。

大手企業の研究職は修士号までを修めた学生を求めるケースが多いため、大学院でさ

らに２年間の時間を費やし、より深い研究や実験を行い、専門的な卒業論文を書ける

スキルを身につけることで、将来の活躍の幅が広がります。

　現代社会が直面する大きな課題のひとつである「食」の分野の

中心となる食品業界への就職に強いのも「農学」の特徴です。

　食の根源となる農芸化学や醸造科学、食の安全・安心と食の機

能と健康を学ぶ食品安全健康学や栄養科学。これらの領域で専

門的な知識と技術を身につけた学生は、食品産業のさまざまな分

野から大きな期待が寄せられています。食品メーカーはもちろん、

商社・小売業などの食品流通に関わる企業、また食の安全・安心

や医療を司る行政機関および公的研究機関、新たな人材を育成

する教育機関など、幅広い分野での活躍が期待されています。

「農学」が注目される理由
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学士課程修了者の進学率（分野別）

農学 工学 全体社会科学人文科学理学

24.8% 41.4% 37.1% 4.3% 2.5% 10.9%

こんなところにも「農学」の知恵が用いられているという
少し“ビックリ”な一例をご紹介します。

水田があり、その向こうには雪を
かぶった山があり、麓では森に囲
まれた集落から灯がこぼれる。こ
うした風景には、自然や人の暮ら
し、社会的背景などさまざまな要
素が含まれ、魅力的な空間と環境
をデザインするための研究があり
ます。環境保全も含めた風景を考
えるのも農学の役目です。

ランドスケープ

魅力的な街を考える

人の作業を軽減する農業ロボッ
トの研究開発だけでなく、“知農
ロボット”の開発が始まっていま
す。人同士のように直感的な意思
疎通・作業が可能になり、優れた
農家の知識・技術をロボットが学
びながら作業をするというもの。
負担を減らすだけでなく、技術の
継承も期待できます。

スマート農業

匠の技術を継承する

さまざまな病気から身体を守るた
めのワクチンは、低確率で副作用
の発生があります。より高い安全
性が期待できるのが、元が乳酸菌
の飲めるワクチン。乳酸菌の遺伝
子を組み換えて作られるワクチン
で、大量生産も比較的容易とされ
る経口ワクチンの可能性について
研究が始まっています。

乳酸菌ワクチン

注射せず飲める

石油から作られるプラスチックは
資源や環境への影響が少なくあ
りません。そのかわりとなるのが、
微生物によって生分解されるもの
や、バイオマス原料によって製造
される「バイオプラスチック」で
す。環境面での貢献はもちろんの
こと、医療分野への応用も研究さ
れています。

バイオプラスチック

資源と環境を守る

未解明なことが多かった体の奥
深くにある腸管。この腸管内に口
内の味蕾（ミライ）と同じく甘みを
感じる細胞があることがわかりま
した。味細胞の培養にも成功し、
細胞内で発生する現象も間近に
観察することができ、腸管の味蕾
が人体に与える影響なども見つ
かるかもしれません。

腸の味蕾の解明

カラダの秘密を探る

（ミライ）

“ 農学の最先端！？”

出典：文部科学省　令和3年度学校基本調査 ― 卒業後の状況調査_大学_「関係学科別　状況別　卒業者数」を参照し、割合を算出 ―
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こんな仕事をしている先輩もいます

　学生時代は、「母体の加齢がウシ卵子におよぼす影響について」という研究に取り組みました。ウシの受精機構が人間と似ていたことからヒト

の不妊治療に興味をもったことが、この仕事をめざすきっかけでした。胚培養士には非常に繊細な技術と集中力が求められます。また、不妊治

療技術は世界的に日々進歩しており、国内外の最新学術情報の入手も不可欠です。「社会貢献をしている」という自負をもって、妊娠を望む患者

さんと歓喜を共有できる、この仕事に誇りをもって取り組んでいます。

出産を望むカップルの期待を背に不妊治療を成功に導く胚培養士

東京農業大学
農学研究科
畜産学専攻博士課程
平成22年3月修了

レディースクリニック 生殖補助医療胚培養士　山本 太陽さん

　わが国の少子高齢化・人口減少は急速な進展が

懸念されています。少子化が問題となっている日本

においては、すでに年間約6万人が体外受精により

出生していますが、これには動物繁殖学・生殖学の

研究が役立っています。晩婚化が進むことで、卵子

は老化し、流産率も高まってしまいます。そもそも母

体にとって胎児は異物であるのに、母体からなぜ拒

絶されないかという妊娠成立・維持の秘密も解明

されていません。こうした研究をヒトの卵子などで行

うことは難しいのです。動物実験にはマウスを用い

ることが多いですが、マウスとヒトとは寿命も老化の

進行も違いすぎます。ウシであれば、比較的長寿命

で、何より妊娠期間（約２８０日）・排卵や妊娠機構

がヒトと類似しています。ウシをヒトの医療や健康に

役立てるモデル動物として研究することで、卵子老

化防止の仕組みやその他の重要な発見がなされて

います。動物を研究することは、ヒトの医療に貢献す

ることに繋がっています。

アニマルサイエンスの新しい展開

この分野に関連する学びから広がる進路

少子高齢化 動物科学動物科学

東京農業大学 農学部

こんな仕事をしている先輩もいます

日本大学 生物資源科学部
国際地域開発学科
平成25年3月卒業
同大学院生物資源科学研究科
平成31年3月修了

　高校時代からアフリカや国際協力に興味を持ち、農学をベースに開発途上国の実践的な援助や協

力が学べる国際地域開発学科に入学しました。卒業後は青年海外協力隊で、東アフリカのウガンダでコ

メの栽培指導に従事しました。帰国後大学院に進学し、アフリカの稲作栽培・普及手法の研究に取り組

みました。2019年4月から援助の最前線で活躍できるレックスインターナショナルという「開発コンサル

タント企業」に就職を決めました。アフリカの未来に向けてこれからも農業開発に取り組んでいきます。

青年海外協力隊から開発コンサルタントへ －開発途上国の農業開発に貢献する

（株）レックス･インターナショナル 勤務　斉藤 雄介さん

　世界196カ国のうち開発途上国と呼ばれる国は約

150カ国に達し、多くの開発途上国は貧困や食料不足

の状況が続いています。食料や資源の大部分を海外か

らの輸入に依存している日本にとって、開発途上国の経

済発展は日本の未来を左右する大きな課題でもあるの

です。日本企業もこの点に危機感を持って、開発途上国

の支援に積極的に乗り出しています。開発途上国の経

済開発は、主要産業である「農業」を基盤に進めること

で持続的な成長が期待されています。しかし、グローバ

ル化の進展は、これまでのような単純な農業開発では

なく、農・食・観光の各資源を有効に組み合わせたアグ

リビジネス全般への取り組みと、この分野で総合的な

能力を有する人材を求めているのです。国際地域開発

学科は、農学、環境、資源をベースとする地域開発の手

法を学ぶことで、開発途上国だけではなく日本国内の

実社会で貢献できる人材育成に挑んでいます。

この分野に関連する学びから広がる進路

環境 資源（食＋観光）資源（食＋観光） 農学農学

日本大学 生物資源科学部

開発途上国の未来を支える
地域開発の専門家への期待

こんな仕事をしている先輩もいます

　近年の食品業界では、多様化する消費者のニーズに応えるため、さまざまな加工食品が開発・販売されてい

ます。「加工食品」は、その名の通り、「人の手が加えられた食品」ですから、安全性が問われるのは当然のことで

す。私の仕事は、そのような加工食品の微生物検査を行い、製品と製造環境の安全性を確保することです。大

学生の時に食品微生物検査技士の2級を取得し、検査業務に直結する知識と技能を身につけ、毎日の仕事に

生かしています。これからも、食の安全を第一に考え、微生物検査を通じて貢献していきたいと考えています。

食品の安全を、微生物の視点で考える。

滝沢ハム（株） 品質保証部 勤務　黒川 紗希さん

　農林水産物は加工・調理を経て、食材から食品とな

り、食事として我 の々口に入ります。食材そのものの多彩

な機能をいっそう引き立たせ、より風味豊かでおいしく

し、また、健康増進等の潜在機能を十分に発揮させるこ

とも加工・調理の役割です。地域に根ざす多様な調理

法、製菓・製パン技術は、それらを育んできた伝統的食

文化に支えられながら、現代科学のメスが入れられます。

また、美食の探求、健康志向の高まり、超高齢社会の到

来等、現代社会の「食」に対するニーズは多様化してい

ます。加えて、流通技術とそのシステムの発達により「食」

を提供する方法も大きく変化し、これらに合わせて「加

工・調理」も日々 進化が求められています。安全で、栄養

に富み、健康の維持・増進に役立ち、誰もがそれぞれの

立場でおいしく、より手軽に食事ができること。この豊か

な食生活の達成には、伝統的な加工・調理の技術と、

食品の科学的追求との融合が必要です。

この分野に関連する学びから広がる進路

農林水産物 食品科学食品科学

東京聖栄大学 健康栄養学部

就職データ

東京聖栄大学 食品学科
令和2年度卒業生

QOL（生活の質）向上に向けたフードサイエンスの追究と
フードビジネスの新展開

東京聖栄大学
健康栄養学部 食品学科
平成29年3月卒業

就職データ

職種別
就職状況

日本大学 生物資源科学部
平成30年度卒業生（国際地域開発学科の集計による）

複合サービス事業5.6％

その他9.4％
進学・留学3.2％

電気・ガス・熱供給・
水道業0.8％

公務員5.6％

卸・小売業28.6％
サービス業10.3％
情報通信業7.1％

製造業7.1％
運輸業6.3％

教育・学習支援業1.6％

金融・保険業4.8%
医療・福祉2.4%
飲食店・宿泊業2.4%
不動産業2.4%
建設業2.4%

職種別
就職状況

公務員1.8％

営業・販売
50.0％ 一般事務

1.8％

その他5.3％

調理
17.9％

研究・分析・
開発・製造
（食品・化学）
23.2％

実験動物学実験動物学 食品学食品学

　私たちの生活に欠かせないもの「食」。近年、食

品に求められる重要な項目として美味しさ、機能性

ならびに安全性があげられます。皆さんはスーパー

で購入する農畜産物の多くは動物の恩恵を受けて

いることをご存知でしょうか？農薬や飼料の安全性

評価試験等には実験動物が利用されています。ま

た、本学でもアレルギーや腸内フローラの研究等、

多くの研究に実験動物が利用されています。動物

実験に従事する際には専門的な知識や技術だけで

はなく、倫理的な課題にも取り組まなくてはなりま

せん。安全・安心な食料の安定供給には実験動物

の力が重要となっています。日本獣医生命科学大

学応用生命科学部では人と動物を取り巻く社会

から「食の供給と健康」を探求し続けます。

人の食と健康
動物の大きな力を借りて

日本獣医生命科学大学 応用生命科学部

こんな仕事をしている先輩もいます

この分野に関連する学びから広がる進路

　現在、食品衛生法における輸入食品のカビ毒検査や農産物検査法における成分検査などを行って

います。食品の中から微量な有害成分を検出するためには、試験法の改良や新たな検査方法の開発も

必要です。検査には様々な分析手法が用いられますが、学生時代に講義や実習、研究室活動で学んだ

ことが理解の助けとなっています。思いがけない壁に遭遇することもありますが、卒業研究でコツコツと

実験を進めた経験を活かしています。

多様な分析手法を駆使し、食の安全を確実にする

日本獣医生命科学大学
応用生命科学部
平成28年３月卒業

一般社団法人 日本貨物検数協会 勤務　徳村 友里子さん

就職データ

応用生命科学部 令和2年度就職内定率
※内定率＝内定者／希望者

就職についての
詳しい情報は

こちらをご覧ください
▼

100

50

0

動物
科学科

97.4%

食品
科学科

93.6%
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