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Background and Purpose of Establishment
While considering the social background and problems in the conventional 

education course of Hiroshima University, the Graduate School aims not only to provide and cultivate knowledge and skills in students’ own specialized fields but also to 
develop capabilities for integrated understanding of other fields of science and engineering, and for contribution to local and international societies. Specifically, the 
Graduate School educates students to obtain the following capabilities:
Advanced and high-level knowledge and specialized skills in areas of science, engineering, and information science (expertise);
The ability to understand other areas and application capabilities, practical skills, and the ability to identify problems in integrating and coordinating different areas 
(cross-disciplinary ability);The ability to contribute to realize a sustainable international society in which various culture and religions are equally respected and coexist 
peacefully against the background of the globalization (internationalism); and
The ability to organize a team of specialists of various academic areas as required and take an action for solving a social problem as a member or the leader of the team 
while considering the relation between the academic field and the actual society (practical skills for social implementation).
To achieve the aim, the Graduate School provides education and research activities in an advanced method in which the social needs are taken into consideration from 
cross-disciplinary points of view that is established beyond the border of the graduate schools and major courses as well as the conventional education for improving 
capabilities in each specialized area to contribute to solve social problems.

設立理念 研究科長挨拶

Establishment of a Worldwide Research and Education Center Leading Science for SustainablEstablishment of a Worldwide Research and Education Center Leading Science for Sustainable     Development

「持続可能な発展を導く科学」を実践する世界的
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　SDGsの目標達成やSociety 5.0の実現に向けて解決す
べき課題が多様化, 複雑化, 高度化している社会的背景
及び教育研究の内容が狭い専門分野に閉じられがちであ
る従来型教育の問題点を踏まえ, 学生が自らの専門分野
における知識や能力を深めるだけでなく, 多分野への融合
的理解や, 地域社会・国際社会に貢献するための基盤と
なる能力を身に付けさせることを教育上の目的とします。す
なわち,
1．理学, 工学及び情報科学分野における先進的で高度な
知識と専門技術（専門性）

2．異分野に対する理解力と, それらを融合・連携させる応
用力と実践力, 課題発見能力（学際性）

3．グローバル化に対応した異文化・宗教を尊重する持続
可能で平和な国際共生社会の実現に貢献する能力（国
際性）

4．学問分野と実社会の関連を意識し, 必要に応じて多分野
の専門家とチームを組み, その一員あるいはリーダーとし
て, 社会の課題解決に取り組む行動力（社会実践能力）

を身に付けた人材を育成します。
　そのため, 従来型の専門性を高める教育とともに, 既存の
研究科・専攻を超えた枠組みの下で学際的視野を持ち, 社
会的要請を意識した先進的アプローチによる教育研究を実
践することで, 社会課題の解決に貢献することを目指します。

先進理工系科学研究科長  高田十志和

　先進理工系科学研究科は，広島大学のミッションである「持続可
能な発展を導く科学」を実践する世界的な教育研究拠点となるため
の大学改革の中で，2020年（令和2年）4月に誕生した新たな教育
研究組織です。広島大学の理工系分野を融合させた本研究科は，
高度な専門性をもちながら異分野に対する深い理解力も身につけ，
激動する社会の課題解決に貢献できる有為な理工系人材を育成す
ることを目的としており，その斬新な試みには地元広島をはじめ世界
各所が注目・期待しているといえます。
　本研究科は，広島大学既存の理
学・工学系の5つの研究科17専攻を
再編・統合した先進理工系科学専
攻を核として，分野の専門基盤を涵
養するプログラムである理学
系の4プログラム，工学系及
び情報科学分野における8プ
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的な教育研究拠点を目指して

　　   スマートイノベーションプログラムを開設
Smart Innovation Program … 23

03  　広島大学・ライプツィヒ大学
国際連携サステイナビリティ学専攻
（ジョイント・ディグリー・プログラム）

Joint International Master’s Programme
in Sustainable Development
(Hiroshima University and Leipzig University) … 24

Message from the Dean TAKATA Toshikazu    Dean, The Graduate School of Advanced Science and Engineering

The Graduate School of Advanced Science and Engineering is a new education and research organization constituted in April 2020 in course of the 
reform of the university for establishing a global education and research center for “Establishment of a Worldwide Research and Education Center 
Leading Science for Sustainable Development” which is a mission of Hiroshima University. This Graduate School into which the study areas of science 
and engineering in Hiroshima University are reorganized aims to develop promising human resources for science and engineering fields who can 
contribute to solve the problems in the rapidly changing society with sophisticated expertise and profound understanding of the other areas. Its novel 
experiment is drawing attention of the international society as well as of the local community of Hiroshima.
This Graduate School provides 14 diploma programs that consists of: 4 programs for science areas which educate students to cultivate fundamental 
expertise for each area; 8 programs for areas of engineering and information science; and a cross-sectional program and a program for fusion area of 
science and engineering. These programs from basic to application level of science and engineering are provided mainly in the Division of Advanced 
Science and Engineering which is established as the core of the Graduate School by integrating 17 research divisions of science and engineering fields 
in Hiroshima University. In addition to that, we plan to start to provide the Smart Innovation Program based on special connections with the industries 
in FY2021. Because such a system in which various programs are provided in one division can eliminate barriers at the border between specialized areas, 
it allows students to study a wide range of areas and researchers to easily cooperate.  Furthermore, in addition to the above-mentioned programs 
provided in the Division of Advanced Science and Engineering, we will start to provide the “Joint International Master’s Programme in Sustainable 
Development (Hiroshima University and Leipzig University)” that is established based on the Transdisciplinary Science and Engineering Program.
Students who study in this Graduate School will have opportunities not only to obtain sophisticated expertise in the diploma program to which he/she 
will belong but also to acquire broad knowledge, ability for flexible thinking, international capabilities, and rich sensitivity in a cross-sectional or 
interdisciplinary education program provided in the Graduate School. With such a variety of characteristic programs related to various areas, we expect 
to develop promising human resources who can take an active role in solving problems regarding such as “Society 5.0” and the “Fourth Industrial 
Revolution” in the complicated global society in the future. We intend to provide a platform where students and the faculties can be engaged in various 
challenges to allow them to be an ingenious and resourceful professional with global awareness and contribute to realize the Hiroshima University’s 
vision, “University of World-wide Repute and Splendor for Years into the Future.” The history of the Graduate School of Advanced Science and 
Engineering has just started. We will try hard to let this Graduate School become an “Advanced” graduate school in the science and engineering realm 
in the world. We expect you to cooperate and support us.

ログラム，さらには分野横断型プログラムや理工融合型プログラムなど，理
工系の基礎から応用に至る多彩な14学位プログラムでスタートし，2021年
度には，産業界との特別なつながりを持つスマートイノベーションプログラム
を新たに追加することを予定しています。これらのプログラムを1専攻の中に
有するシステムは，専門分野間の壁が低くなる結果，学生が幅広く学ぶこと
を可能にし，研究者が協働することをたやすくする大きなメリットがあります。
また，2020年10月からは，先進理工系科学専攻に加えて，同専攻の理工
学融合プログラムを母体とした「広島大学・ライプツィヒ大学国際連携サス
テイナビリティ学専攻」を設置します。
　本研究科で学ぶ学生は，所属する学位プログラムで深い専門性を身に
つけるだけでなく，分野横断・融合的あるいは学際的な教育プログラムの
提供により，幅広い知識を修得し，柔軟な思考力，国際性，豊かな感性を

涵養することができます。このような多様な分野を含む特徴あるプログラムに
よって，Society 5.0や第4次産業革命といったこれからの複雑でグローバ
ルな社会を乗り越えていく，伸び代ある理工系人材を育成できるものと期待
しています。学生と教員が積極的に様々なことにチャレンジし，国際感覚を
身につけた機知縦横の人材となることによって，広島大学が100年後にも
世界で光り輝く大学となるために貢献したい，と考えております。スタートした
ばかりの先進理工系科学研究科ですが，広く世界の理工系分野にあって
「先進」の研究科となるべく精一杯努めますので，皆様のご協力，ご支援を
お願い申し上げます。

03-5  広島大学・ライプツィヒ大学
国際連携サステイナビリティ学専攻の
アドミッション・ポリシー（求める学生像）
Admission Policy … 26

03-6  取得できる学位
Academic Degree … 26

03-1  構成
Organization … 24

03-2  育成する人材
Human Resource Development Goals… 25

03-3  ディプロマ・ポリシー
Diploma Policy … 25

03-4  カリキュラム・ポリシー
Curriculum Policy… 26
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　本研究科は，理学・工学系の機能強化を目的として，既存の研究科・専攻を再編・統合した研究科であり，柔軟な教育
研究組織として先進理工系科学専攻（14学位プログラム）及び広島大学・ライプツィヒ大学国際連携サステイナビリティ学専
攻（ジョイント・ディグリー・プログラム）で構成します。

The Graduate School of Advanced Science and Engineering is established as a flexible education and research organization by 
reorganizing the existing graduate schools and major courses for science and engineering in Hiroshima University. It consists 
of two major courses (Division of Advanced Science and Engineering that contains 14 diploma programs, Joint International 
Master’s Programme in Sustainable Development (Hiroshima University and Leipzig University)) .

先進理工系科学研究科の概要
幅広く深い教養とともに, 理学, 工学又は情報科学及びこれらに関連する研究領域において,

 高度な専門性を核としながら, 多分野との融合的理解力を身に付け,社会の課題解決に取り組むことのできる人材

先進理工系科学専攻（M・D）

授
業
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日本人学生と留学生が
あたりまえに共存する
環境を提供

主に理工学
融合プログ
ラムを母体
とし設置

日本人学生と留学生が
あたりまえに共存する
環境を提供

数学プログラム 物理学プログラム 地球惑星システム学
プログラム 基礎化学プログラム

情報科学
プログラム

量子物質科学
プログラム

理工学融合
プログラム

応用化学プログラム 化学工学プログラム 電気システム制御
プログラム 機械工学プログラム

輸送・環境システム
プログラム

社会基盤環境工学
プログラム 建築学プログラム

001本研究科の構成
Organization
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02先進理工系科学専攻（14の学位プログラム）
Division of Advanced Science and Engineering

構成 Organization02-1

　先進理工系科学専攻は, 未知の学理の探求から今後の技術革新及び科学イノベーションを中心として担う人材を育成す
る理学・工学系の専攻であり, 高度な知識と専門技術（専門性）の担保が人材育成の基盤であることから, 幅広い分野の
専門基盤を涵養する学位プログラムとして, 理学系の⑴数学プログラム, ⑵物理学プログラム, ⑶地球惑星システム学プロ
グラム, ⑷基礎化学プログラム, 工学系の⑸応用化学プログラム, ⑹化学工学プログラム, ⑺電気システム制御プログラム, 
⑻機械工学プログラム, ⑼輸送・環境システムプログラム, ⑽建築学プログラム, ⑾社会基盤環境工学プログラム , そして, 
理学・工学を含む様々な専門領域において必要とされるデータ・情報の処理分析能力と, その土台となるインフォマティクス
に関する知識とスキルを体系的・統合的に育成し, 社会的要請に応える学位プログラムとして, ⑿情報科学プログラムを設
けます。
　さらに, 物質基礎科学, 物性物理学と電子工学を横断的に学ぶことも可能な⒀量子物質科学プログラムを設けるとともに, 
理学・工学領域における専門分野を基盤としながら, 国内外で顕在化する複合的に絡み合う社会的ニーズや課題に対して, 
自然指向型,人間指向型の俯瞰的視野に立って既存の学問体系を横断・融合する教育研究を実践し, 日本人学生と留学
生が分野の垣根を越えてアプローチする⒁理工学融合プログラムを設けます。

The Division of Advanced Science and Engineering is established as a school for science and engineering to develop human resources 
who will take a central role in the exploration of unknown scientific principles and technological and scientific innovation in the future. 
Because securing advanced knowledge and expertise is an essential foundation for human resource development, the Division of 
Advanced Science and Engineering consists of the following programs: science programs for developing wide range of fundamental 
expertise, i.e. (1) Mathematics Program, (2) Physics Program, (3) Earth and Planetary Systems Science Program, and (4) Basic 
Chemistry Program; engineering programs, i.e. (5) Applied Chemistry Program, (6) Chemical Engineering Program, (7) Electrical, 
Systems, and Control Engineering Program, (8) Mechanical Engineering Program, (9) Transportation and Environmental Systems 
Program, (10) Architecture Program, and (11) Civil and Environmental Engineering Program; and (12) Informatics and Data Science 
Program which is a diploma program for systematically developing not only the data processing and analysis capabilities required for 
various areas of expertise related to science, engineering, and other fields but also knowledge and skills related to informatics that are 
the basis of capabilities needed to meet social needs.
In addition, the Division of Advanced Science and Engineering includes the (13) Quantum Matter Program in which students can study 
basic materials science, condensed material physics, and electronic engineering beyond the border. Additionally, the (14) 
Transdisciplinary Science and Engineering Program provides education and research activities based on the existing specialized fields 
of science and engineering while integrating the existing academic frameworks beyond the border from a nature-and human-oriented 
bird’s eye view. This allows Japanese and foreign students to cope together with complicated social needs and challenges in Japan and 
abroad without considering the difference of their specialized fields
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育成する人材 
Human Resource Development Goals

02-2

　本専攻では，専門分野における知識や能力を深めるだけではなく，国際性や学際性，社会実践能力
を養う教育を行う。これにより，幅広く深い教養とともに，理学，工学又は情報科学及びこれらに関連する
研究領域において，高度な専門性を核としながら，多分野との融合的理解力を身に付け，社会の課題解
決に取り組むことのできる人材を養成する。

The Division of Advanced Science and Engineering provides education to develop not only knowledge and skills 
in the specialized areas but also ability and characteristics related to international perspective, interdisciplinary 
ability, and practical skills for social implementation. We develop human resources who are capable of solving 
social problems while being based on integrated understandings of various scientific areas with the core of 
sophisticated expertise in the research fields of and those related to science, engineering, information science, 
and as well as wide and deep intelligence.

博士課程前期  Master’ s Course

　本専攻では，専門分野における卓越した知識や能力，さらに，国際性や学際性，社会実践能力を養う
教育を行う。これにより，幅広く深い教養とともに，理学，工学又は情報科学及びこれらに関連する研究
領域において，高度な専門性を核としながら，多分野との融合的理解力を身に付け，次世代のリーダーと
して世界水準の学術研究の推進やイノベーションの創出を担う人材を養成する。

The Division of Advanced Science and Engineering provides education to develop ability and characteristics 
related to international perspective, interdisciplinary ability, and practical skills for social implementation as well 
as knowledge and skills in the specialized areas. We develop human resources who are capable of working for 
promotion of academic researches and innovation at a world level as a leader in the next generation while being 
based on integrated understandings of various scientific areas with the core of sophisticated expertise in the 
research fields of and those related to science, engineering, information science, and as well as wide and deep 
intelligence.

博士課程後期  Doctoral Course
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The Division of Advanced Science and Engineering will award either of the following degrees to students who have acquired the capabilities described 
below, earned the required credits, conducted research activities under the research guidance, and passed the doctor’s thesis examination and the final 
examination according to the research theme and the specialized area: Master of Science, Master of Engineering, Master of Information Science, Master 
of International Development and Cooperation, and Master of Arts.
1.Advanced and prominent research capabilities and specialized skills in areas of science, engineering, information science or their related / combined 

area and ability to distribute results of academic activities both at home and abroad.
2.Cross-disciplinary point of view and ability for social implementation in addition to profound expertise in any of the above-mentioned areas and 

capability of identifying and solving problems while integrating and coordinating knowledge and skills in different areas.
3.The ability to take a leading role in the activity for solving social problems through creation of “science for sustainable development” and social 

implementation of technology while cooperating with specialists of various areas.
4.The ability to understand scientific logic and noble research ethics, ability to dispatch information towards other academic areas, and an advanced 

capability for international and cross-disciplinary communication.

ディプロマ・ポリシー Diploma Policy02-3

　本専攻では，以下の能力を身に付け，かつ，所定の単位を修得し，研究指導を受け，修士論文の審査及び最終試験又は博士論文研究
基礎力審査に合格した学生に，研究テーマ及び専門領域に応じて「修士（理学），修士（工学），修士（情報科学），修士（国際協力学），
修士（学術）」のいずれかの学位を授与する。
1. 理学，工学又は情報科学及びこれらの関連分野や融合分野における先進的で高度な研究力と専門技術を有している。
2. 上記の研究領域において，深い専門性と共に，異分野に対する理解力を有し，それらを融合・連携させる応用力と実践力，課題発見能
力を有している。
3. 多分野の専門家と協働して，「持続可能な発展を導く科学」の創出や技術の社会実装などにより，社会の課題解決に取り組む能力を有し
ている。
4. 科学的論理性と研究倫理の理解，異分野への情報発信能力，国際的・学際的なコミュニケーション能力を有している。

The Division of Advanced Science and Engineering will award either of the following degrees to students who have acquired the capabilities described 
below, earned the required credits, conducted research activities under the research guidance, and passed the master’s thesis examination and the final 
examination or the qualifying examination for research in the doctoral course according to the research theme and the specialized area: Master of 
Science, Master of Engineering, Master of Information Science, Master of International Development and Cooperation), and Master of Arts.
1.Advanced and high-level knowledge and specialized skills in areas of science, engineering, information science or their related/combined area.
2.The ability to understand other areas in addition to profound expertise in any of the above-mentioned areas and application capabilities, practical skills, 

and the capability to identify problems in integrating and coordinating knowledge and skills in different areas.
3.The ability to solve social problems through creation of  “science for sustainable development” and social implementation of technology while 

cooperating with specialists of various areas.
4.The ability to understand scientific logic and research ethics, the ability to dispatch information towards other academic areas, and the capability for 

international and cross-disciplinary communication.

博士課程前期  Master’ s Course

　本専攻では，以下の能力を身に付け，かつ，所定の単位を修得し，研究指導を受け，博士論文の審査及び最終試験に合格した学生に，
研究テーマ及び専門領域に応じて「博士（理学），博士（工学），博士（情報科学），博士（国際協力学），博士（学術）」のいずれかの学位
を授与する。
1. 理学，工学又は情報科学及びこれらの関連分野や融合分野における先進的で卓越した研究力と専門技術を有し，学術成果を国内外に
発信する能力を有している。
2. 上記の研究領域において，深い専門性と共に，学際的視野と社会実践能力を兼ね備え，異分野を融合・連携させた課題発見能力及び
問題解決能力を有している。
3. 多分野の専門家と協働して，「持続可能な発展を導く科学」の創出や技術の社会実装などにより，社会の課題解決を先導する能力を有し
ている。
4. 科学的論理性と高潔な研究者倫理，異分野への情報発信能力，国際的・学際的な高度なコミュニケーション能力を有している。

博士課程後期  Doctoral Course

06



カリキュラム・ポリシー Curriculum Policy02-4

　本専攻では，ディプロマ・ポリシーに示す目標を学生が達成できるように，以下の方針で教育課程を編成し，実施する。
1. 各学位プログラムでの専門的な知識・能力を育成するため，プログラム専門科目を開設する。
2. 幅広く深い教養と「持続可能な発展を導く科学」の創出への意欲を育成し，研究科や専門領域を超えた広い視野と社会への関心や問題
意識を涵養するため，大学院共通科目を開設する。
3. 異分野理解，学際性涵養のため，他の学位プログラムの授業科目の履修を必修とする。
4. 実践力にも優れた人材を養成するため，特別演習科目を開設する。
5. 広範な課題発見能力や課題解決能力の涵養のため，主指導教員と，主指導教員とは専門の異なる教員を含む２人以上の副指導教員と
の複数指導体制で行う特別研究を開設する。
6. 国際的な研究活動に向けた基礎的能力を養うため，研究科共通科目（国際性）を開設する。
7. 社会実践能力を身に付けるため，研究科共通科目（社会性）を開設する。

To enable students to achieve the targets that are defined in the diploma policy, the Division of Advanced Science and Engineering organizes and 
executes the education courses according to the following policies:
1. Subjects specialized for the program are provided to develop the specialized knowledge and skills required for each diploma program.
2. Common subjects for the Graduate School are provided to develop wide and deep intelligence, foster ambition to create “science for sustainable 

development,” cultivate a point of view that encompasses areas of the other graduate schools and specialty, interest in society, and an awareness of 
problems.

3. Students are required to take a class subject of another diploma program to improve their understanding of the other area and cross-disciplinary ability.
4. To develop human resources who are superior in practical skills, special exercise subjects are provided.
5. To develop a capability to identify and solve problems from a broad point of view, students are engaged in a special research under the guidance of 

a supervisor and two or more subadvisors that include a faculty of the specialized area other than that of the supervisor.
6. To develop the fundamental capabilities required for international research activities, common subjects for the Graduate School (internationalism) 

are provided.
7. To develop the practical skills for social implementation, common subjects for the Graduate School (sociality) are provided.

博士課程前期  Master’ s Course

　本専攻では，ディプロマ・ポリシーに示す目標を学生が達成できるように，以下の方針で教育課程を編成し，実施する。
1. 各学位プログラムでの専門的な知識・能力を育成するため，プログラム専門科目を開設する。
2. 幅広く深い教養と「持続可能な発展を導く科学」の創出への意欲を育成し，学際的かつ国際的な視野と社会への関心や問題意識を涵
養するため，大学院共通科目を開設する。

3. 広範な課題発見能力や課題解決能力の涵養のため，主指導教員と，主指導教員とは専門の異なる教員を含む２人以上の副指導教員と
の複数指導体制で行う特別研究を開設する。
4. 国際的な研究活動に向けた実践的能力を養うため，研究科共通科目（国際性）を開設する。
5. 社会課題解決能力を身に付けるため，研究科共通科目（社会性）を開設する。

To enable students to achieve the targets that are defined in the diploma policy, the Division of Advanced Science and Engineering organizes and 
executes the education courses according to the following policies:
1. Subjects specialized for the program are provided to develop the specialized knowledge and skills required for each diploma program.
2. Common subjects for the Graduate School are provided to develop wide and deep intelligence, foster ambition to create “science for sustainable 

development,” cultivate a cross-disciplinary and international point of view, and interest and awareness for society and its problems.
3. To develop a capability to identify and solve problems from a broad point of view, students are engaged in a special research under the guidance of 

a supervisor and two or more subadvisors that include a faculty of the specialized area other than that of the supervisor.
4. To develop the practical capabilities required for international research activities, common subjects for the Graduate School (internationalism) are 

provided.　
5. To develop an ability to solve social problems, common subjects for the Graduate School (sociality) are provided.

博士課程後期  Doctoral Course
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アドミッション・ポリシー（求める学生像） Admission Policy02-5

　本専攻では，以下のような志や意欲を持ち，それに必要な基礎学力を持つ学生の入学を求める。
1. 先進的で高度な学術研究や学際的研究を推進する意欲を有する人
2. 理学，工学，情報科学に関連する分野の研究者や技術者など，専門性を有する職業に従事することを目指す人
3. 幅広い教養と共に，理学，工学，情報科学に関連する学問領域における知識と研究能力を身に付け，多角的視点から「持続可能な発展
を導く科学」の構築や地域及び国際社会の課題解決への熱意を有する人
4. 社会人としての良識や倫理観を身に付けた人

The Division of Advanced Science and Engineering seeks students who have the following aspirations and motivation and have the basic academic 
abilities necessary for it:
1. An ambition for the promotion of advanced and high-level academic and inter-disciplinary research;
2. The will to be engaged in professional occupations such as researchers and engineers in areas related to natural science, engineering, and information 

science;
3. A zeal for establishing the “science for sustainable development” from a multifaceted perspective and for solving regional and international issues 

by acquiring knowledge and study skills for the academic areas related to natural science, engineering, and information science as well as a wide 
range of intelligence; and

4. Common sense and ethics required for a member of society.

博士課程前期  Master’ s Course

　本専攻では，以下のような志や意欲を持ち，それに必要な基礎学力を持つ学生の入学を求める。
1. 先進的で卓越した学術研究や学際的研究をリードする意欲を有する人
2. 理学，工学，情報科学に関連する分野の研究者や技術者など，専門性を有する職業において指導的な役割を担うことを目指す人
3. 幅広い教養と共に，理学，工学，情報科学に関連する学問領域における高度な知識と研究能力を身に付け，多角的視点から「持続可能
な発展を導く科学」の構築や地域及び国際社会の課題解決への熱意を有する人
4. 社会人としての良識と研究者・高度専門技術者としての倫理観を身に付けた人

The Division of Advanced Science and Engineering seeks students who have the following aspirations and motivation and have the basic academic 
abilities necessary for it:
1. An ambition for taking the leading role in advanced and prominent academic and inter-disciplinary research;
2. The will to take the leading role in professional occupations such as researchers and engineers in areas related to natural science, engineering, and 

information science;
3. A zeal for establishing the “science for sustainable development” from a multifaceted perspective and for solving regional and international issues 

by acquiring sophisticated knowledge and study skills for the academic areas related to natural science, engineering, and information science as well 
as a wide range of intelligence; and

4. Common sense as a member of society and ethics required for researchers and highly-professional engineers.

博士課程後期  Doctoral Course
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先進理工系科学専攻の14の学位プログラム Academic Degree Programs02-6

　数学プログラムでは，数学の専門教育を通して数学体系の美しさを学ばせ，現代の研究に触れて研究に対する興味と動機を深め，海外
の文献の購読や国内外との交流を通して国際性を育みます。また，数学における高度な研究能力及び専門能力と幅広い学識とともに，専門
知識の応用，分析，評価，さらには，それらを統合して創造できる能力を身に付けさせることを目的とします。
　数学及びその関連分野の将来の発展を担う研究者，産業界や他の科学分野に生じる課題を数理的に分析できる研究者，現代数学の本
質を理解し，それを反映した教育を行える教育者，ならびに論理的で緻密な思考力及び自由な発想力・創造力を兼ね備え，数学者等と連
携して課題解決に取り組むことのできる技術者を養成します。

In the Mathematics Program, students recognize the beauty of mathematics through the specialized education of it, access the results of contemporary 
research to cultivate their interest and motivation towards research activities, and foster their international sense through reading English literature and 
communicating internationally. In addition, the Program aims to educate students to obtain not only advanced ability, expertise, and wide knowledge 
required for research activities in mathematics, but also the capability of application, analysis, evaluation, and integration of the expertise for creative 
activities.
The Program aims to develop researchers who will engage in mathematics and related areas, who can mathematically analyze problems in industry or 
other scientific areas, educators who can understand the essence of modern mathematics and provide education based on it, and engineers who have the 
ability to think logically, who have free imagination and creativity and are capable of solving problems while cooperating with mathematicians and 
other people.

数学プログラム  Mathematics Program

取得できる学位 修士（理学）, 博士（理学）

https://www.hiroshima-u.ac.jp/adse/research/mathematics https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/adse/research/mathematics

ホームページ Web Site

Academic Degrees Master of Science, Doctor of Philosophy in Science
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　物理学プログラムは，物理学の幅広い専門的知識と論理的思考力を備えて，宇宙物理学・天文学及び素粒子・原子核物理学，また，放
射光やレーザーなどの先端光源を利用した物性物理学及び放射光科学を推進し，基礎科学の教育研究の成果を通して広い分野で社会に
貢献できる国際性に富んだ人材を育成することを目的とします。
　自然科学の基盤学問としての物理学について，宇宙物理学・天文学，素粒子・原子核物理学，また，先端光源を利用した物性物理学と
放射光科学の幅広い専門的知識と真理を探求する手法を習得させ，広い視野と柔軟な思考力，研究・開発に携わる能力を備え，社会の
課題解決に貢献できる研究者，教育者及び高度専門技術者を養成します。

The Physics Program aims to develop human resources who can promote research in astrophysics/astronomy, elementary particle/nuclear physics, 
condensed matter physics using advanced light sources such as synchrotrons and laser, and synchrotron radiation science with a broad knowledge of 
physics as well as logical thinking.  The Program also aims to develop human resources who can work in international environments and contribute to 
society by utilizing their educational backgrounds and research experiences in basic science.
The Program develops human resources who have expertise in physics, which forms the basis of natural science, such as astrophysics/astronomy, 
elementary particle/nuclear physics, condensed matter physics using advanced light sources, and synchrotron radiation science by participating in 
advanced research and pursuing scientific truths. In addition, the Program nurtures prospective researchers, educators, and highly-skilled engineers with 
broad perspectives, flexible thinking skills, and abilities for research and development so that they can contribute to solving various social issues.

物理学プログラム  Physics Program

Physics
Program

取得できる学位 修士（理学）, 博士（理学）

https://www.hiroshima-u.ac.jp/adse/research/physics https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/adse/research/physics

ホームページ Web Site

Academic Degrees Master of Science, Doctor of Philosophy in Science
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　地球惑星システム学プログラムは，地球惑星科学に関連する諸分野において，様 な々現象をミクロからマクロの空間スケールで見渡してシ
ステムとして捉えたうえで，基礎的観点と社会的観点の双方から問題を発見し，その解決に取り組むことを目的とします。
　地球惑星科学に関連する基礎的または応用的な諸分野において，国際的に通用する専門知識と研究能力を身に付けたうえで，広い視
野を持って社会に貢献できる研究者，教育者及び高度専門技術者を養成します。

The Earth and Planetary Systems Science Program regards various phenomena on Earth and planets as “a system”, through observation from 
microscopic to macroscopic spatial scales. We aim to discover and solve problems in the Earth and planetary systems from the perspectives of both 
science and society.
Through our Program, students will be able to obtain particular expertise and research skills in basic and applied areas of Earth and planetary science. 
The Program develops the students’ career paths to become a scientist, educator, and highly professional engineer with internationality and capability 
to contribute to society from a broader perspective.

地球惑星システム学プログラム  Earth and Planetary Systems Science Program

取得できる学位 修士（理学）, 博士（理学）

https://www.hiroshima-u.ac.jp/
adse/research/earth-and-planetary-systems-science

https://www.hiroshima-u.ac.jp/
en/adse/research/earth-and-planetary-systems-science

ホームページ Web Site

Academic Degrees Master of Science, Doctor of Philosophy in Science
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　基礎化学プログラムは，物理化学・有機化学・無機化学に関する専門知識を体系化して修得させ，基礎化学の知識基盤を確立するとと
もに，分子の構造や化学反応に関する普遍的な法則や基本原理の解明を目指した研究活動を通して，課題探究能力及び問題解決能力を
高め，真理探究への感性及び総合的判断力を培う。また，最先端の研究に触れ，学際的な研究への応用と，社会の課題解決に取り組む能
力を身に付けた人材の育成を目的とします。
　基礎化学に関する専門知識と実験技術を有し，幅広い視野を持って，社会の課題解決に貢献できる研究者及び高度専門技術者，あるい
は，基礎化学に関する専門的知識及び識見を有し，普遍的な化学の法則や基本原理を未来へ継承することができる教育者を養成します。

The Basic Chemistry Program aims to educate students to systematically acquire expertise in physical chemistry, organic chemistry, and inorganic 
chemistry to establish their knowledge base of chemistry. The Program also intends to improve the ability for identifying and solving problems through 
the research activities for clarifying universal laws or basic principles of molecular structures and chemical reactions, and to develop the sensibility and 
general judgment about the quest for truth. Furthermore, the Program allows students to have cutting-edge research activities to develop human 
resources who are capable of applying their expertise to cross-disciplinary research activities and of solving social problems.
The Program develops researchers and highly professional engineers who have expertise and experimental skills in areas of chemistry and can 
contribute to solve social problems from a broad point of view and educators who have expertise and knowledge in areas of chemistry and can transmit 
the knowledge into the future on the universal chemical laws and fundamental principles.

基礎化学プログラム  Basic Chemistry Program

取得できる学位 修士（理学）, 博士（理学）

https://www.hiroshima-u.ac.jp/adse/research/basic-chemistry https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/adse/research/basic-chemistry

ホームページ Web Site

Academic Degrees Master of Science, Doctor of Philosophy in Science

構造物理化学  Structural Physical Chemistry

レーザー分光，分子クラスター，機能性分子，分子認識
Laser spectroscopy, Molecular cluster, Functional molecules, 

Molecular recognition

固体物性化学  Solid State Chemistry

分子磁性，キラル磁性，分子マルチフェロイックス，イオン伝導体，
分子性超伝導体，分子強誘電体
Molecule-based magnets, Chiral magnets, Molecule-based multiferroics, 

Ionic conductor, Molecule-based superconductor, Molecular ferroelectrics

錯体化学  Coordination Chemistry

有機金属化学，多核遷移金属錯体，金属－典型元素間共有結合，外場応答性錯体
Organometallics, Multinuclear transition-metal complexes, 

Covalent bond between transition metal and main group element, 

Switchable coordination complexes

分析化学  Analytical Chemistry

光ピンセット，エアロゾル，ラマン分光法，蛍光相関分光法
Laser trapping, Aerosol, Raman spectroscopy, 

Fluorescence correlation spectroscopy

構造有機化学  Organic Stereochemistry

超分子化学，分子認識，機能性有機化合物，超分子ポリマー，自己集合
Supramolecular chemistry, Molecular recognition, 

Functional organic compounds, Supramolecular polymer, Self-assembly

反応物理化学   Physical Chemistry of Kinetics

化学反応速度論，化学反応動力学，分子衝突過程，レーザ分光法
Chemical kinetics, Reaction dynamics, Molecular collisions, Laser spectroscopy

有機典型元素化学  Organic Main Group Chemistry

有機合成化学，新反応開発，触媒設計，ケイ素，ホウ素，リン
Organic synthesis, New bonding and reactivity, 

Catalytic system design, Silicon, Boron, Phosphorus

反応有機化学  Reaction Organic Chemistry

開殻性分子，有機光反応，ケージド化合物，機能性有機材料，有機触媒
Open-shell molecules, Organic photoreactions, Caged compounds, 

Functional organic materials, Organocatalyst

量子化学  Quantum Chemistry

分子軌道法，量子力学/分子力場法，分子シミュレーション，溶媒和構造，内殻励起分光
Molecular orbital (MO) methods, QM/MM methods,

Molecular simulations, Solvation structure, Inner-shell excitation spectroscopy

放射線反応化学  Radiation Reaction Chemistry

スピンクロスオーバー，混合原子価状態，集積型錯体，メスバウアー分光法，
DFT，ランタノイド，環境放射能
Spin crossover, Mixed-valence state, Assembled complexes, 

Mössbauer spectroscopy, DFT, Lanthanide, Environmental radioactivity

光機能化学  Photochemistry of Advanced Materials

ナノマテリアルサイエンス，分子科学，光半導体，LED，太陽電池，エネルギー
Nanomaterial science, Molecular science, Optical semiconductor, LED, 

Photovoltaic cell, Solar cell

02-6  14の学位プログラム Academic Degree Programs
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　応用化学プログラムは，環境に配慮した機能性材料や物質を分子レベルで，設計・解析開発しうる人材の育成を目的として，地球環境に
調和した材料の開発という社会的要請の下で，物質の原子・分子レベルでの設計・解析を行い，化学的な手法を駆使して新しい機能性物
質や新エネルギーの創製に取り組むことを目的とします。
　物質の物性・構造・反応性等の分子レベルでの解析，及び機能性新物質の設計・開発を通じて新しい化学システムに結びつける能力
を有するとともに環境に安全な分子・反応の設計から環境調和型プロセスの開発に至る化学的なアプローチを通じて社会に貢献できる研究
者及び高度専門技術者を養成します。

The mission of the Applied Chemistry Program is to nurture students as researchers and scientists who can design, synthesize, assemble, characterize, 
and analyze novel materials at the atomic and/or molecular levels, by teaching interdisciplinary subjects relating chemistry and research activities. In 
response to societal demands, the program also aims to create and discover novel functional materials that are environmentally friendly and produce 
energy through chemistry-based approaches, including new synthetic methodologies and analytical techniques. Our goal is to contribute to the global 
society by producing researchers who are highly knowledgeable and skilled in chemistry and by discovering and disseminating new materials and 
scientific knowledge on the fundamentals and applications of chemistry.

応用化学プログラム  Applied Chemistry Program

取得できる学位 修士（工学）, 博士（工学）

https://www.hiroshima-u.ac.jp/adse/research/applied-chemistry https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/adse/research/applied-chemistry

ホームページ Web Site

Academic Degrees Master of Engineering, 
Doctor of Philosophy in Engineering

環境触媒化学  Catalytic Materials Chemistry

酸触媒，酸化触媒，光触媒，ポリソキソメタレート，ゼオライト
Acid catalysts, Oxidation catalysts, Photocatalysts, Polyoxometalates, Zeolites

材料分析化学  Materials Analytical Chemistry

微量分析，構造と機能，電子状態，計測化学
Trace analysis, Structucture and function, Electronic state, Instrumentation

機能性色素化学  Functional Dye Chemistry

蛍光性色素，メカノフルオロクロミズム，蛍光性水センサー，光増感色素
Fluorescent dyes, Mechanofluorochromism, Fluorescence sensors for water, Photosensitizes

有機元素材料化学  Element-Based Organic Materials Chemistry

発光材料，有機半導体，イオン伝導体，分離膜
Luminescent Material, Organic Semiconductor, lon-Conducting material, Separation Membrane

無機・ハイブリッド材料化学  Inorganic and Hybrid Materials Chemistry

光触媒材料，人工光合成，構造色材料，CO2吸着剤，環境調和型顔料
Photocatalyst’s, Artificial photosynthesis, Structurally colored materials, 

CO2 adsorbents, Environmentally-friendly pigments

高分子化学  Polymer Chemistry

精密重合，シングルサイト触媒，グリーンポリマー
Precision Polymerization, Single-Site Catalysts, Green Polymers

有機π共役材料化学  Organic π-Conjugated Materials Chemistry

半導体ポリマー，光・電子機能，有機太陽電池，有機デバイス
Semiconducting Polymers, Optoelectronics, Organic Solar Cells, Organic Devices

有機超分子化学  Organic Supramolecular Chemistry

ホストゲスト錯体，水可溶化剤，がん治療薬，抗菌
Host-guest complex, Water-solubilizing Agent, Anti-cancer Agent, Antibacterial
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　化学工学プログラムは，物質とエネルギーの移動・変換・循環に関する知識と技術を基盤とし，新規機能性物質の創製や高効率な製造・
分離・リサイクルプロセスの開発などを通して，環境・エネルギー・資源問題を解決した持続可能な循環型社会の発展に貢献することを目的
とします。
　化学及び化学工学に関わる知識をベースとして，ローカル及びグローバルな視点からの課題発見と問題解決能力を身に付け，次世代の
化学産業を始めとする製造業の発展を担える高度専門技術者及び研究者を養成します。

The Chemical Engineering Program aims to contribute to development of a sustainable recycling society in which the problems regarding environment, 
energy, and resources are solved through the creation of new functional materials and development of an efficient cycle of manufacture, separation, and 
recycling processes on the basis of knowledge and technology related to transfer, conversion, and circulation of materials and energy.
The Program develops highly professional engineers and researchers who have the ability to identify and solve problems from local and global points 
of view based on the knowledge regarding chemistry and the chemical engineering and are capable of contributing to development of the manufacturing 
industry including the chemical industry in the next generation.

化学工学プログラム  Chemical Engineering Program

取得できる学位 修士（工学）, 博士（工学）

https://www.hiroshima-u.ac.jp/adse/research/chemical-engineering https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/adse/research/chemical-engineering

ホームページ Web Site

Academic Degrees Master of Engineering, 
Doctor of Philosophy in Engineering

蛍光体，LED
ナノ材料
複合材料
電子材料

高分子材料・ゲル
セラミック
金属材料
光触媒
燃料電池
MOX燃料
医薬品

生理活性物質
再生プラスチック

微粒子合成
コーティング
粉粒体プロセス
超臨界流体
蒸留・抽出
高分子材料プロセッシング
膜分離
吸脱着
汚染評価・制御
保全・計測技術
水･廃棄物処理
生態系修復

先
端
材
料

環
境･

エ
ネ
ル
ギ
ー

医
薬
系

化学工学が支える研究・開発分野

化学工学:化学の工学
化学の成果を具現化し，人類の繁栄と福祉に貢献

ケミカルエンジニア
きわめて幅広い対象分野
専門性＋総合力

材料･製品 プロセス

輸送現象 物性 プロセス･装置 反応 分離 環境
物質移動論
伝熱論
流動論

物理化学
化学工学熱力学
材料物性

粉体工学
材料科学・力学
腐食防食

反応工学
高分子化学

拡散系単位操作
機械的単位操作

環境工学
生態工学
再資源工学

02-6  14の学位プログラム Academic Degree Programs
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モデルベース開発（MBD）による実システムの
制御系設計 高速パラレルリンクロボット人間の運動制御メカニズム

Control System Degign using Model Based

Development (MBD) Approach
Human motor control Mechanism High-speed parallel robot

　電気システム制御プログラムは，電気エネルギー系統制御や情報処理など，高度情報化の進む現代社会において，社会を支える重要な
基盤技術であるさまざまな実システムを対象とした方法論の開発を通じ，グローバルな視点で人間社会との融和及び地球環境との調和に貢
献することを目的とします。
　大規模・複雑化したシステム，人間と有機的に統合されたシステム等，社会を支えるさまざまな実システムを，システム工学の観点から効果
的に運用するための幅広い基礎知識及び最新の技術・応用に関する専門知識を修得し，高度な技術を先導できる高度専門技術者及び
研究者を養成します。

The Electrical, Systems, and Control Engineering Program aims to develop a methodology for various actual systems such as those for controlling 
electric energy system and information processing that compose the important technological foundation supporting the modern society of the 
information age to contribute to communion with society and harmonic co-existence with the global environment from a global point of view.
The Program develops researchers and highly professional engineers capable of taking a leading role in development of advanced technology based on 
a wide range of basic knowledge required for effectively operating an actual system that supports society such as a large and complicated system and a 
system organically integrated with the mankind from a point of view regarding the system engineering and professional knowledge of the 
state-of-the-art technology and applications.

電気システム制御プログラム  Electrical, Systems, and Control Engineering Program

取得できる学位 修士（工学）, 博士（工学）

https://www.hiroshima-u.ac.jp/
adse/research/electrical-systems-and-control-engineering

https://www.hiroshima-u.ac.jp/
en/adse/research/electrical-systems-and-control-engineering

ホームページ Web Site

Academic Degrees Master of Engineering, 
Doctor of Philosophy in Engineering

社会情報学  Social Informatics

ビジネス活動の意思決定分析とデータ解析
Decision analysis , data analysis of business activities

生産システム工学  Production Systems Engineering

生産システムやサプライチェーンの構成と運用の計画法
Design, planning, control of production systems, supply chains

数理学  Mathematics

偏微分方程式，力学系理論，統計力学
Differential equations, dynamical systems, statistical physics.

システム制御論  Control Systems Engineering

システム制御，信号処理
System control technology, digital signal processing

電力・エネルギー工学  Electric Power & Energy System

電力システムの運用，計画，解析，制御
Operation, planning, control of electric power systems

生体システム論  Biological Systems Engineering

生体機能の計測，解析，モデリング
Modeling and analysis of biological functions

スマートロボティクス  Smart Robotics

ハイパーヒューマンロボティクス技術
Hyper-human robotics technology

サイバネティクス応用  Applications of Cybernetics

複雑現象のモデリングとその応用
Modeling and application of complicated phenomena
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　機械工学プログラムは，機械工学に関する先進的で高度な研究を推進し，学際的視野とリーダーシップを持って課題解決に取り組むととも
に，その成果を社会に還元して，豊かで持続可能な国際共生社会作りに貢献することを目的とします。
　機械工学に関する専門的知識とその工学的応用に関する幅広い知識と教養を有し，狭い専門性にとらわれない広い視野を持って，グ
ローバルな視点から次世代機械技術の設計・製造，及び新時代の機械システムの最適化，高機能化，知能化の研究開発を遂行できる研
究者及び高度専門技術者を養成します。

The Mechanical Engineering Program aims to promote advanced and sophisticated research related to the mechanical engineering, take a leading role 
for solving problems from a cross-disciplinary point of view, and provide the results of such activities to contribute to establish an affluent and 
sustainable international multicultural coexistence society.
The Program develops researchers and highly professional engineers who are capable of promoting machine design and manufacturing technology, and 
research and development for optimization, functional enhancement and intellectualization of the next generation machine system from a wide and 
global perspective based on professional knowledge regarding the mechanical engineering and a wide range of knowledge and intelligence required for 
its engineering application.

機械工学プログラム  Mechanical Engineering Program

取得できる学位 修士（工学）, 博士（工学）

https://www.hiroshima-u.ac.jp/
adse/research/mechanical-engineering

https://www.hiroshima-u.ac.jp/
en/adse/research/mechanical-engineering

ホームページ Web Site

Academic Degrees Master of Engineering, 
Doctor of Philosophy in Engineering

02-6  14の学位プログラム Academic Degree Programs

機械システム Mechanical Systems Engineering

エネルギー変換 Energy Conversion Engineering

材料加工 Materials Design and Processing

機械設計システム  Mechanical Design & Systems

燃焼工学 Combustion Engineering

成形プロセス工学 Materials Forming Science & Eng.

機械力学  Machinery Dynamics 材料力学  Mechanics of Materials 制御工学  Control Engineering

機械知能システムA, B  Machine Intelligence & SystemsA, B 機械加工システム  Machining & Machining System

機械材料物理学 Materials Physics 材質制御工学 Properties Control for Mechanical Materials

機械材料強度学 Strength & Fracture of Mechanical Materials 接合プロセス工学 Materials Joining Science & Eng.

熱工学 Thermal Engineering 動力システム Mechanical Power & Motor Systemsエネルギー変換材料工学 Materials Eng. for Energy Conversion & Storage

量子エネルギー工学 Quantum Energy Applicationsプラズマ基礎科学 Plasma Science反応気体力学 Reactive Gas Dynamics
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輸送と環境の調和を求めて
輸送機器, 環境共生機器および環境評価技術について

教育と研究を行っています。

海上物流ビッグデータ海上物流ビッグデータ

将来予測・設計支援将来予測・設計支援A.IA.I

　輸送・環境システムプログラムは，輸送機器や物流システムならびに環境関連分野に関わる技術的問題に対して，地球環境という広範な
視点から総合的に問題解決を図り，人類の持続可能な発展に資する技術を開発・構築するとともに，それを担う技術者や研究者を育成す
ることで広く国際社会に貢献することを目的とします。
　輸送システム工学や環境システム工学に関する基礎から応用までの幅広い知識をベースに，人工物である輸送機器等と自然環境とが調
和した共生システムを構築・創造でき，他の専門分野との融合的理解を実現しながら総合的に社会の課題解決に取り組むことのできる高度
専門技術者及び先進的な研究を遂行できる研究者を養成します。

The Transportation and Environmental Systems Program aims to contribute to the international society by comprehensively solving technical problems 
regarding the transport equipment and distribution system from a broad point of view regarding the global environment protection, developing and 
establishing technology that contribute to the sustainable development of society, and developing engineers and researchers who can be engaged in such 
processes.
The Program develops researchers and highly professional engineers who can create and establish a system for coexistence in which artificial objects 
such as transport equipment and the natural environment coexist in harmony on the basis of a wide range of basic and applied knowledge regarding the 
transportation system engineering and environmental system engineering, and comprehensively solve social problems or conduct advanced research 
while promoting mutual understanding with the other area of expertise.

輸送・環境システムプログラム  Transportation and Environmental Systems Program

取得できる学位 修士（工学）, 博士（工学）

https://www.hiroshima-u.ac.jp/
adse/research/transportation-and-environmental-systems

https://www.hiroshima-u.ac.jp/
en/adse/research/transportation-and-environmental-systems

ホームページ Web Site

Academic Degrees Master of Engineering, 
Doctor of Philosophy in Engineering
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将来予測・設計支援A.I

　建築学プログラムは，人間の生活に身近な建築とその集合体である都市の安全性や快適性を合理的に実現・持続していく建築生産技
術の開発及びこのような建築生産活動を支える技術者や研究者の育成を通して，国内外における人々の生活や社会の発展に貢献すること
を目的とします。
　建築物の計画，構造，意匠，環境，材料，生産及び都市計画に関する専門知識とそれらを統合する実践的能力を持ち，建築物の使用
者や社会のニーズに応えるための技術開発や各種活動を，国内外において実施できる高度専門技術者及び研究者を養成します。

The Architecture Program aims to develop architectural production technology required for rationally realizing and maintaining safety and 
comfortability of architecture familiar for mankind and cities that are composed of such architecture as well as engineers and researchers who support 
such development to contribute to development of people’s life and society at home and abroad.
The Program develops researchers and highly professional engineers who have expertise regarding planning, structure, design, environment, material, 
and the production of architecture and urban planning and practical ability to integrate such knowledge and are capable of promoting the development 
of technology that meets the needs of the users of architecture and society and other activities at home or abroad.

建築学プログラム  Architecture Program

https://www.hiroshima-u.ac.jp/adse/research/architecture https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/adse/research/architecture

ホームページ Web Site

取得できる学位 修士（工学）, 博士（工学） Academic Degrees Master of Engineering, 
Doctor of Philosophy in Engineering

02-6  14の学位プログラム Academic Degree Programs
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　社会基盤環境工学プログラムは，社会基盤施設の設計・管理，地震や水害等の自然災害の軽減，自然環境の保全・再生，地球環境問
題の解決に貢献する技術の開発及びそれを担う技術者や研究者の育成を通して，安全・安心・快適な国土・地域の形成に貢献することを
目的とします。
　土木工学を基盤とする構造工学，防災工学，土木環境学に関する幅広い知識と問題解決能力を有し，国や地域の社会基盤の整備・維
持，防災を担う中核的技術系行政官，高い技術力とマネジメント能力をもとに国内外の社会基盤の課題に総合的に対応できる建設技術者，
自然環境の保全・再生技術の新産業分野を拓く環境技術者等の高度専門技術者及び研究者を養成します。

The Civil and Environmental Engineering Program aims to contribute to make the land and region safe, secure, and comfortable to live in through the 
educations of engineers and researchers in infrastructure. The technologies developed in the program enables design and management of facilities of 
social infrastructure, mitigation of natural disasters (i.e. earthquakes and floods), maintenance and restoration of natural environments, and the solution 
of problems regarding the global environment.
This program produces the following alumni; the technocrats who have a wide range of knowledge regarding the structure of engineering, disaster 
prevention engineering, and environmental engineering and take a central role in maintenance of the national/regional social infrastructure and disaster 
prevention, the construction engineers with advanced technology and management capacity to give comprehensive solutions in challenges regarding 
the social infrastructure at home and abroad, and the researchers and highly professional engineers who pioneer a new area of industry regarding to the 
maintenance and restoration technology of natural environment.

社会基盤環境工学プログラム  Civil and Environmental Engineering Program

取得できる学位 修士（工学）, 博士（工学）

https://www.hiroshima-u.ac.jp/
adse/research/civil-and-environmental-engineering

https://www.hiroshima-u.ac.jp/
en/adse/research/civil-and-environmental-engineering

ホームページ Web Site

Academic Degrees Master of Engineering, 
Doctor of Philosophy in Engineering

Structural Engineering:
Structural Materials and Concreten Structures, Design and Maintenance of Structures,
Geotechnical Engineering, Infrastructure Management

構造工学

Environmental Engineering:
Global Environment and Planning, Environmental Preservation Engineering, Hydraulic Engineering, 
Coastal Engineering

環境工学

市街地破堤氾濫流に関する水理実験
Hydraulic experiments of dike flows with buildings

交通計画に関するミーティング
Meetings for transportation planning

大型RCはりの載荷試験
Loading test of large RC beam

地盤沈下による遺跡建造物の変状解析
Settlement analysis of a historic masonry structure
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　情報科学プログラムは，インフォマティクスとデータサイエンスに関する高度な技術の研究・開発を通して，社会の情報化に貢献するととも
に，新領域及び学際領域に挑戦を続け，国際競争を勝ち抜くことのできる人材を育成することで，社会に貢献することを目的とします。
　インフォマティクスとデータサイエンスの知識とスキルを土台として，先端的研究・開発の場において高度な技術を社会的・学際的課題に
対して実践する能力を備えるとともに，チームの一員として研究・開発を推進できる優れた資質を持つ国際色豊かな高度専門技術者及び研
究者を養成します。

The Informatics and Data Science Program aims to promote the research and development of advanced technology regarding the informatics and data 
science and develop human resources who continuously try to make progress in a new academic area and can survive the international competition to 
contribute to society.
The Program develops researchers and highly professional engineers who have obtained the ability to exercise advanced skills for solving social and 
academic problems in the field of advanced research and development and has superior characteristics required for internationally promoting research 
and development activities as a member of the team based on knowledge and skills regarding informatics and data science.

情報科学プログラム  Informatics and Data Science Program

取得できる学位 修士（情報科学）, 博士（情報科学）

https://www.hiroshima-u.ac.jp/
adse/research/informatics-and-data-science

https://www.hiroshima-u.ac.jp/
en/adse/research/informatics-and-data-science

ホームページ Web Site

Academic Degrees Master of Informatics and Data Science,
Doctor of Philosophy in Informatics and Data Science

02-6  14の学位プログラム Academic Degree Programs
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　量子物質科学プログラムは，物質基礎科学，物性物理学を含む物理学分野から電子工学分野までの教育研究を行い，新しい量子現象
を示す物質の創成，その内部状態及び外場との相互作用を，物理学を基礎とした実験・理論によって明らかにします。また，物性物理学を
基礎とする物性工学と電子・光デバイスから集積システムに渡る電子工学を発展させ，これらの教育研究を通じて，社会の課題解決に貢献
できる人材を育成するとともに，優れた研究成果を発信することによって，国際社会・地域社会に貢献することを目的とします。
　物質基礎科学，物性物理学，物性工学，電子工学の専門知識を身に付け，またこれらを，社会が求める新しい機能を有する物質・材料・
デバイス・システムの創成・設計・実現に応用することで，国際社会や地域社会に貢献できる研究者，教育者及び高度専門技術者を養成
します。

The Quantum Matter Program provides education and research in areas related to the physics and electronic engineering including materials science 
and condensed material physics. That is to say, the education and research in the Program aims to create a material that demonstrates a new quantum 
phenomenon and reveal the inner state of the material and interaction between it and the external field using experiments and theories based on physics. 
In addition to this, the Program contributes to develop the material science and engineering that is based on condensed material physics and the 
electronic engineering that covers areas from electronic and optical devices to integrated systems. The Program aims to contribute to the international 
and local societies by developing human resources who can work for solving social problems and by transmitting superior research results through the 
education and research activities.
The Program develops researchers, educators, and highly professional engineers who have obtained expertise regarding materials science, condensed 
material physics, material science and engineering, and electronic engineering and are able to contribute to the international and local societies by 
applying the expertise to creation, design, and realization of a material, device, and system that has a new function society requires.

量子物質科学プログラム  Quantum Matter Program

https://www.hiroshima-u.ac.jp/adse/research/quantum-matter https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/adse/research/quantum-matter

ホームページ Web Site

取得できる学位 修士（理学），修士（工学），修士（学術）
博士（理学），博士（工学），博士（学術） Academic Degrees

Master of Science, Master of Engineering, 
Master of Philosophy
Doctor of Philosophy in Science, 
Doctor of Philosophy in Engineering, 
Doctor of Philosophy

物性工学
物性物理学

物質基礎科学

電子工学
電子・光デバイス

集積システム
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　理工学融合プログラムは，自然環境・自然災害，総合物理，情報システム環境，開発技術などの中核となる専門分野を基盤としながら，俯
瞰的視野に立って既存の学問体系を横断・融合することにより，「知識集約型社会」の新たな価値を生み出すことができる人材の育成を目
的とします。そのため，自然指向型思考の観点から，環境問題や資源・エネルギー問題を視野に入れた環境リスクや，物質・生命から生態
系に至る要素・システムの科学，情報技術やメディアと人間の共生システムについての情報環境等に関する専門知識と研究手法を修得さ
せ，自然科学や情報科学等に関する理解と洞察を基盤として社会に貢献できる能力を身に付けさせる。一方，人間指向型の観点からは，都
市開発,地域づくり,産業振興及び環境保全などの発展途上国の開発課題に対し，人間指向型技術開発のための理論と分析手法を研究
することで，グローバルに持続可能な開発に資する能力を身に付けさせます。
　さらに，多分野の高度専門職業人と協働して国内外でイノベーションを実現するための，多分野の日本人学生と留学生が学修する融合
型学位プログラムとします。
　自然指向型，人間指向型の視点を理解し，自然環境・自然災害，総合物理，情報システム環境，開発技術などの中核となる専門分野及
び関連分野の研究能力と専門知識・技能及び学際的な視野を身に付けた研究者，教育者，あるいは多様な文化の理解力とグローバルな
洞察力を基盤にした俯瞰的な視野と問題解決能力を有する行政官及び高度専門職業人を養成します。

The Transdisciplinary Science and Engineering Program aims to develop a “knowledge-intensive society” by merging the existing academic systems 
beyond the border among them from a bird’s eye view while being based on the core area of expertise such as the natural environment, natural disasters, 
integrated physics, information system, media, and development technology. To achieve the aim, the Program educates students to obtain expertise and 
research skills for environmental problems, environmental risks related to resources and energy problems, elemental sciences and systems regarding 
areas from the materials for life and ecosystems, and environmental information related to the system in which mankind coexists with information 
technology and the media from a nature-oriented point of view. Students will also develop an ability to contribute to society based on understanding 
and insight for the natural science and information science throughout the Program. In addition to this, from a human-oriented point of view, the 
Program encourages students to research the theories and analysis methods for the development of human-oriented technology for development issues 
in developing nations such as urban development, community development, industrial promotion, and environment protection to obtain an ability to 
globally contribute to sustainable development.
In addition, the Program is organized as a multi- and inter-disciplinary diploma program in which Japanese and foreign students with various academic 
backgrounds study together to realize innovation domestically and internationally in cooperation with advanced professionals in various fields. The 
Program develops researchers and educators who understand a human-oriented point of view and have obtained research abilities, expertise, 
professional skills, and cross-disciplinary points of view for the areas of core expertise and related areas such as the natural environment, natural 
disasters, integrated physics, information system, media, and development technology. The Program will also foster technocrats and advanced 
professionals who have a bird’s eye view and problem solving capability based on understanding of diverse cultures and global insight.

理工学融合プログラム  Transdisciplinary Science and Engineering Program

取得できる学位 修士（工学），修士（学術），修士（国際協力学）
博士（工学），博士（学術），博士（国際協力学）

Academic Degrees

Master of Engineering, Master of Philosophy, 
Master of International Cooperation Studies
Doctor of Philosophy in Engineering, 
Doctor of Philosophy, 
Doctor of Philosophy in International Cooperation Studies

https://www.hiroshima-u.ac.jp/
adse/research/transdisciplinary-science-and-engineering

https://www.hiroshima-u.ac.jp/
en/adse/research/transdisciplinary-science-and-engineering

ホームページ

Web Site

02-6  14の学位プログラム Academic Degree Programs

理工学融合プログラム
Transdisciplinary Science and

Engineering Program

Sastainable Science
and Development

人間
Human

科学
Science

環境
Environment
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取得できる学位 修士（工学）, 博士（工学）

https://www.hiroshima-u.ac.jp/adse/research/smart-innovation https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/adse/research/smart-innovation

ホームページ Web Site

Academic Degrees Master of Engineering, 
Doctor of Philosophy in Engineering

　スマートイノベーションプログラムは，モデルベース開発やデータ・信号解析などのデジタルものづくり技術に関する知識と技術を基盤とし，
新しいスマート材料やスマート計測・制御システムの開発を通じて，新産業創出に貢献することを目的とします。
　スマート材料開発，スマート計測・制御に関連する深い専門性を身に着けると共に，産業界との密接な連携により，社会が求めるニーズを
多面的にとらえ，高度な専門知識を融合・連携させる応用力と実践力に優れた専門技術者及び研究者を養成します。

Smart Innovation Program aims to contribute to the creation of new industries through the development of new smart materials, smart measurement and 
control systems based on knowledge and technologies related to digital manufacturing technologies such as model-based development and data / signal 
analysis. 
The program also aims to develop deep expertise in smart material development, smart measurement and control. Moreover, in close cooperation with 
industry, to understand the needs of society from multiple angles and apply and combine advanced expertise, it aims to train professional engineers and 
researchers with excellent practical skills.

スマートイノベーションプログラム  Smart Innovation Program

0スマートイノベーションプログラムを開設
2021年4月

養成する
人 材 像

スマート制御システム
Society 5.0を支える技術としての，データ駆動型
スマートシステムの構築に関する教育と研究。具
体的には，制御システム，通信システム，ディジタ
ル信号処理，モデルベース開発，ならびにこれら
の産業システムへの応用を行う。

大学と産業界が強固に連携し，社会実装に向けた研究開発活動と高度産業人材を育成します

MBR

スマートロボティクス
実世界をターゲットとしたセンシング・制御・メカニズム等に係る
多様なロボット要素技術を融合した，人間の能力を超えるスマー
トロボティクス技術の研究。具体的には，超高速知能を内包した
ビジョン，スマート検査，メカニズム，マニピュレーション等を行う。

スマート材料
モデルベースによる新規な高機能材料の創出を目
指して，分子シミュレーションによる材料の機能・特
性解明，理論先行型材料設計に向けた数理モデル
の構築を行うとともに，それらに基づいて，実際の材
料の設計と合成，物性・機能評価，応用を検討する。

異分野融合による
イノベーションの創出

・モデル・データを用いたデジタルものづくり技術を産業へ直結させる人材，新産業創出を担う人材（博士課程前期）
・デジタルものづくり技術を産業へ直結させるリーダーシップ人材，新産業創出をリードする専門的人材（博士課程後期）
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　広島大学・ライプツィヒ大学国際連携サステイナビリティ学専攻は，「大学院人間社会科学研究科広島大学・グラーツ大学
国際連携サステイナビリティ学専攻」と共に開設した広島大学にとって初めての国際連携専攻（ジョイント・ディグリー・プログラ
ム）です。
　国際連携専攻（ジョイント・ディグリー・プログラム）では，本学と相手大学が共通の教育課程を構築し，双方の教員が協働し
て研究指導を行うことにより，両大学の特色ある教育を学生に提供することが可能となります。また，2年間の教育課程のうち，1
年間を外国の大学で学ぶことで，広い視野，複眼的な思考や他者と協働して課題解決に取り組む能力を，異文化を背景とした
学生と切磋琢磨する中で，身に付けることが可能となります。
　本専攻では，ドイツのライプツィヒ大学と共同して2年間の修士課程を実施し，学生は広島大学とライプツィヒ大学で1年間ず
つ学修します。修了者には，両大学共同で単一の学位「修士（学術）」を授与します。入学定員は2名（広島大学をホーム大学
とする学生1名，ライプツィヒ大学をホーム大学とする学生1名）です。

The Graduate School of Advanced Science and Engineering Joint International Master’s Programme in Sustainable Development 
(Hiroshima University and Leipzig University) is the first Joint Degree Program for Hiroshima University (HU) established with the 
Graduate School of Humanities and Social Sciences Joint International Master’s Programme in Sustainable Development (Hiroshima 
University and University of Graz).
The Joint Degree program can provide distinctive intellectual training for students, through developing a curriculum shared by HU and 
the partner university, by means of academic supervision involving close collaboration with faculty members from both HU and the 
partner university. 
In addition, from following the two-year curriculum, including study abroad for one year, students can develop a broad perspective, 
multi-view thinking and skills, to cope with various issues, through joint collaboration with other students who have different cultures 
and various backgrounds.
Our program offers a two-year master’s course in collaboration with the Leipzig University (LU) and students study at both HU and LU 
for one year each. Graduates are awarded a Master’s degree (Master of Science), which is jointly awarded by both universities. The 
admission quota is two students, who chose HU and LU as their entrance (home) university, respectively.

*The “entrance university” is defined as the university where students are enrolled as regular students, and where students start the 
program and spend at least the first semester and last semester.

03広島大学・ライプツィヒ大学
国際連携サステイナビリティ学専攻（ジョイント・ディグリー・プログラム）
Joint International Master’s Programme in Sustainable Development 
(Hiroshima University and Leipzig University)

構成 Organization03-1

広島大学（HU）-ライプツィヒ大学（LU）  ジョイント・ディグリー・プログラム

Hiroshima University (HU) - Leipzig University (LU) Joint Degree Program

1セメスター（秋）

Basic Module

1st Semester

広島大学

Hiroshima University

Basics in SD

2セメスター（春）

erer

Specialization

2nd Semester

ライプツィヒ大学

Leipzig University

Environmental Technology
Management

3セメスター（秋）

erer

Integration

3rd Semester

ライプツィヒ大学

Hiroshima University

Integration Module

4セメスター（春）

erer

Master Thesis

4th Semester

広島大学

Leipzig University

Master Thesis
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　　本専攻では，SDGs 達成に向けた地域と世界の喫緊の課題，とりわけ，途上国の急激な都市化に伴う環境問題を中心とした開発課題
に対して，環境学における持続可能な開発論を基盤にし，理工学的アプローチで研究や実務を遂行できる能力を有するとともに，大学・研
究機関，政府・国際機関，民間企業，NGO 等において，他者と協働できる高いコミュニケーション能力を有し，国際的な労働市場で高い就
職力を発揮できる人材を養成する。

In order to resolve the pressing regional and global issues related to the SDGs, especially the environmentally-driven development issues caused by the 
rapid urbanization of developing countries, the Joint International Master’s Programme in Sustainable Development (Hiroshima University and Leipzig 
University) is designed for fostering human resources with an ability to conduct research and engage in practice based on the fundamental principles of 
sustainable development in environmental studies and by means of science and engineering approaches, and those with excellent collaboration and 
communication skills and who exhibit competitive capability for employment in the international labor market of universities, research institutions, 
governments and international organizations, private sectors, and NGO, etc.

育成する人材 Human Resource Development Goals03-2

　本専攻では，以下の能力を身に付け，所定の単位数を修得し，修士論文及び最終試験に合格した学生に，「修士（学術）」の学位を授与
する。
１．自立的に研究を行うための，科学的思考や手法を理解する能力，及び根拠に基づいた意思決定能力
２．書く技能，議論する能力，争いを調和する能力，協働する能力，企画運営能力等，広く社会で活躍できる能力
3. 欧州とアジアの見方の違いを理解する中で，異文化コンピテンシーを高めるための，背景の異なる他者と協働できるコミュニケーション能力
4. 複雑な課題に対し，複数の学問分野から，課題に適した知識と科学的手法を選択するとともに，分野横断型の研究手法を用いる力
5. 「持続可能な開発」の概念を構成する自然的，社会的，経済的側面，及び複雑な相互関係を理解する力
6. 世界の課題解決に貢献するための，環境学における持続可能な開発論を基盤にした，SDGs 達成に向けた研究・実践能力

This program will award the degree Master of Science to the student who has acquired the capabilities described below, has earned the required credits 
defined for the education course, and has passed the master’s thesis examination and the final examination:
1. The ability to understand scientific way of thinking and methods required for the autonomous conduct of research activities and the capacity for 

decision making based on various types of evidence;
2. Skills required for active work in society, such as writing, discussion, conflict intervention, cooperation, planning, and management;
3. Communication skills required for cooperating with people of different backgrounds, with the aim of developing intercultural competency while 

fostering the understanding of differences in viewpoints between Europe and Asia;
4. The ability to select and use both appropriate knowledge and scientific approaches, as well as interdisciplinary research methods, to address complex 

issues;
5. The ability to understand the natural, social, and economic aspects of the concept of sustainable development and their complex interrelations;
6. Research and practical skills required for contributing to solving global problems and achieving SDGs, based on the fundamental principles of 

sustainable development in environmental studies.

ディプロマ・ポリシー Diploma Policy03-3
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取得できる学位 Academic Degree03-6

専攻名  Division 修士課程  Master’s Course

広島大学・ライプツィヒ大学国際連携サステイナビリティ学専攻
Joint International Master’s Programme in Sustainable Development

(Hiroshima University and Leipzig University)

修士（学術）
Master of Science

　本専攻では，ディプロマ・ポリシーに示す目標を学生が達成できるように以下の方針で教育課程を編成し，実施する。
1. 持続可能な開発に関する学修に必要な，俯瞰的思考と，多様な視点から持続可能な開発を探求する基礎を身に付けるため，「ベーシック
科目」を開設する。
2. 環境的に持続可能な発展を実現するために必要な技術について，基礎的な理論・技術・応用事例・応用方法への理解を深めるため，「専
門科目/Specialization 科目」を開設する。

3. これまで学修してきた様々な科学的アプローチを結び付け，持続可能な開発に関する理解を深め，実践力を高めるとともに，研究分野の
深化や拡張，修了後のキャリア形成，知的好奇心の拡大等を促すため，「専門科目/Integration 科目」を開設する。

4. 自立的に研究を行うとともに環境学における持続可能な開発論を基盤にし，SDGs達成に向けた研究力や実務能力を身に付けるため，
「修士論文に関する科目」を開設する。

To enable students to achieve the targets that are defined in the diploma policy, this program organizes and executes the education curriculum according 
to the following guidelines:
1. Basic Subjects are provided to allow students to develop capabilities required for studies regarding sustainable development, such as the capacity for 

thinking based on a generalized viewpoint and the fundamental ability to explore sustainable development from various points of view.
2. Specialization Subjects are provided to deepen understanding of basic theories, techniques, and also applied cases and methods regarding 

technologies for realizing environmentally sustainable development.
3. Bringing together the various scientific approaches studied up to now, Integration Subjects are provided to deepen students’ understanding of 

sustainable development and to enhance practical skills, as well as to encourage students to explore their research field more deeply, develop their 
career after graduation and enhance their intellectual curiosity

4. Master Thesis Classes are provided as a method to acquire the research capabilities and practical skills aimed at the achievement of the SDGs, based 
on the fundamental principles of sustainable development in environmental studies, in addition to conducting independent research.

カリキュラム・ポリシー Curriculum Policy03-4

　本専攻では，以下のような志や意欲を持ち，それに必要な基礎学力を持つ学生の入学を求める。
1. 一定程度の英語力を有し，持続可能な開発の問題，特に，国際的な広がりがある持続可能性の問題に関心がある人
2. 環境学における持続可能な開発論を基盤に，学際的な視点から複雑プロセスを分析，評価する意欲を持つ人

This program seeks students who have the following aspirations and motivations and have the basic academic abilities necessary for it: 
1. A person who has a certain level of English proficiency and is interested in sustainable development issues, especially global sustainability issues. 
2. A person who is motivated to analyze and evaluate complex processes from an interdisciplinary viewpoint based on the fundamental principles of 

sustainable development in environmental studies.

広島大学・ライプツィヒ大学国際連携サステイナビリティ学専攻の
アドミッション・ポリシー（求める学生像）
Admission Policy

03-5
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ブールバール

山中池

ぶ
ど
う
池

ぶ
ど
う
池

ぶ
ど
う
池

国際の森国際の森国際の森

角脇調整池

北体育館北体育館北体育館

第3テニスコート第3テニスコート第3テニスコート

北グランド北グランド北グランド

総合博物館総合博物館総合博物館

北2コープショップ・
食堂・喫茶

北2コープショップ・
食堂・喫茶

北2コープショップ・
食堂・喫茶

文書館文書館文書館

第4テニスコート第4テニスコート第4テニスコート

保健管理
センター
保健管理
センター
保健管理
センター

西体育館西体育館西体育館

西図書館西図書館西図書館スペイン広場スペイン広場スペイン広場

西2コープショップ・
食堂
西2コープショップ・
食堂
西2コープショップ・
食堂

広大西口
バス停
広大西口
バス停
広大西口
バス停

課外活動共用施設
（体育系・芸術系）
課外活動共用施設
（体育系・芸術系）
課外活動共用施設
（体育系・芸術系）

課外活動共用施設
（文化系・芸術系）
課外活動共用施設
（文化系・芸術系）
課外活動共用施設
（文化系・芸術系）

大学会館
コープショップ・
食堂・喫茶

大学会館
コープショップ・
食堂・喫茶

大学会館
コープショップ・
食堂・喫茶

埋蔵文化財調査室埋蔵文化財調査室埋蔵文化財調査室

サタケ
メモリアルホール

サタケ
メモリアルホール

サタケ
メモリアルホール

学士会館
la Bohème
（ラ・ボエーム/レストラン）

学士会館
la Bohème
（ラ・ボエーム/レストラン）

学士会館
la Bohème
（ラ・ボエーム/レストラン）

la place
（ラ・プラス/マーメイドカフェ広島大学店）
la place
（ラ・プラス/マーメイドカフェ広島大学店）
la place
（ラ・プラス/マーメイドカフェ広島大学店）

広島大学内郵便局広島大学内郵便局広島大学内郵便局

池の上学生宿舎

農場
（生物圏科学研究科
  附属瀬戸内圏フィールド
  科学教育研究センター）

歯科診療所歯科診療所歯科診療所

広大中央口バス停広大中央口バス停広大中央口バス停

学生プラザ（学生総合支援）学生プラザ（学生総合支援）学生プラザ（学生総合支援）

大学会館前
バス停
大学会館前
バス停
大学会館前
バス停
大学会館前
バス停

教養教育本部教養教育本部教養教育本部

情報メディア教育
研究センター（本館）
情報メディア教育
研究センター（本館）
情報メディア教育
研究センター（本館）東食堂東食堂東食堂東食堂

東図書館東図書館東図書館
東体育館東体育館東体育館

実験棟実験棟実験棟

南グランド

環境安全センター
馬場陸上競技場

プールプールプール

第5テニスコート第5テニスコート第5テニスコート

相撲場
弓道場
自動車部車庫

厩舎

野球場野球場野球場

法人本部/高大接続・入学センター法人本部/高大接続・入学センター法人本部/高大接続・入学センター

法学部/経済学部
人間社会科学研究科
法学部/経済学部
人間社会科学研究科

文学部
人間社会科学研究科

文学部
人間社会科学研究科

工学部工学部工学部工学部

教育学部
人間社会科学研究科

教育学部
人間社会科学研究科

情報科学部情報科学部

中央図書館中央図書館中央図書館

保育園保育園保育園

北1コープショップ・
食堂・レストラン
北1コープショップ・
食堂・レストラン
北1コープショップ・
食堂・レストラン

➡➡

農
場
へ

農
場
へ

農
場
へ

至 JR西
条駅→

↑
至 

J
R
八
本
松
駅

がから口
バス停
がから口
バス停
がから口
バス停

自然科学研究支援開発センター
（低温・機器分析部門）
自然科学研究支援開発センター
（低温・機器分析部門）
自然科学研究支援開発センター
（低温・機器分析部門）

ナノデバイス・バイオ
融合科学研究所
ナノデバイス・バイオ
融合科学研究所
ナノデバイス・バイオ
融合科学研究所

工作室
RI実験棟

環境モデル実験棟

工作室
RI実験棟

環境モデル実験棟

工作室
RI実験棟

環境モデル実験棟

自然科学研究支援開発センター
（アイソトープ総合部門, 遺伝子実験部門）

自然科学研究支援開発センター
（アイソトープ総合部門, 遺伝子実験部門）

自然科学研究支援開発センター
（アイソトープ総合部門, 遺伝子実験部門）

生物生産学部
統合生命科学研究科
生物生産学部

統合生命科学研究科

総合科学部
人間社会科学研究科
統合生命科学研究科

総合科学部
人間社会科学研究科
統合生命科学研究科

理学部
統合生命科学研究科

理学部
統合生命科学研究科

統合生命科学研究科統合生命科学研究科

理工学融合プログラム（開発科学分野）
Transdisciplinary Science and Engineering Program (Development Science Field)

広島大学・ライプツィヒ大学国際連携サステイナビリティ学専攻
Joint International Master’s Programme in Sustainable Development
(Hiroshima University and Leipzig University)

先進理工系科学研究科

先進理工系科学研究科

先進理工系科学研究科

先進理工系科学研究科

先進理工系科学研究科
人間社会科学研究科人間社会科学研究科人間社会科学研究科

応用化学プログラム

化学工学プログラム

電気システム制御プログラム

機械工学プログラム

輸送・環境システムプログラム

建築学プログラム

社会基盤環境工学プログラム

情報科学プログラム

スマートイノベーションプログラム

Applied Chemistry Program

Chemical Engineering Program

Electrical, Systems, and Control Engineering Program

Mechanical Engineering Program

Transportation and Environmental Systems Program

Architecture Program

Civil and Environmental Engineering Program

Informatics and Data Science Program

Smart Innovation Program

量子物質科学プログラム
Quantum Matter Program

数学プログラム

物理学プログラム

地球惑星システム学プログラム

基礎化学プログラム

Mathematics Program

Physics Program

Earth and Planetary Systems Science Program

Basic Chemistry Program

理工学融合プログラム（環境自然科学分野）
Transdisciplinary Science and Engineering Program

(Environmental and Natural Sciences)

〒739-8527  東広島市鏡山1丁目4番1号  TEL：082-424-7505  FAX：082-422-7039 （工学系総括支援室）
https://www.hiroshima-u.ac.jp/adse　E-mail  kou-bucho-soumu@office.hiroshima-u.ac.jp

大学院先進理工系科学研究科 Graduate School of Advanced Science and Engineering
代表窓口

Contactお問い合わせ先

●数学プログラム，物理学プログラム，地球惑星システム学プログラム，基礎化学プログラム
　〒739-8526  東広島市鏡山1丁目3番1号  TEL：082-424-7305  FAX：082-424-0709（理学系支援室）
●応用化学プログラム，化学工学プログラム，電気システム制御プログラム，機械工学プログラム，輸送・環境システムプログラム，建築学プログラム，社会基盤環境工学プログラム，
   情報科学プログラム，スマートイノベーションプログラム  〒739-8527  東広島市鏡山1丁目4番1号  TEL：082-424-7505  FAX：082-422-7039（工学系総括支援室）
●量子物質科学プログラム  〒739-8530  東広島市鏡山1丁目3番1号  TEL：082-424-7004  FAX：082-424-7000（理学系支援室）
●理工学融合プログラム（環境自然科学分野）  〒739-8521  東広島市鏡山1丁目7番1号  TEL：082-424-6306  FAX：082-424-0751（総合科学系支援室）
●理工学融合プログラム（開発科学分野），広島大学・ライプツィヒ大学国際連携サステイナビリティ学専攻（ジョイント・ディグリー・プログラム）
   〒739-8529  東広島市鏡山1丁目5番1号  TEL：082-424-6905  FAX：082-424-6904（国際協力学系支援室）

Access, Map交通アクセス・地図

自家用車  Car

車 20分
Car, 20 min.
車 20分

Car, 20 min.
車 20分

Car, 20 min.
車 20分

Car, 20 min.

大阪方面
From Osaka

九州方面
From Kyushu

西条I.C
Saijo Interchange 

志和I.C
Shiwa Interchange 

東広島キャンパス  Higashi-Hiroshima Campus

バス  Bus

高速バス 60分
Highway Bus, 60 min.
高速バス 60分

Highway Bus, 60 min.

広島バスセンター
Hiroshima Bus Center

新幹線・電車  Shinkansen, Train

JR山陽新幹線
15分

Sanyo Shinkansen, 15 min.

JR山陽新幹線
15分

Sanyo Shinkansen, 15 min.

タクシー 15分
Taxi, 15 min.
タクシー 15分

Taxi, 15 min.

JR山陽本線
40分

Sanyo Line, 40 min.

JR山陽本線
40分

Sanyo Line, 40 min.

JR山陽本線
30分

Sanyo Line, 40 min.

JR山陽本線
30分

Sanyo Line, 40 min.

東広島駅
Higashi-Hiroshima Station

西条駅
Saijo Station

八本松駅
Hachihonmatsu

Station

バス 20分
Bus, 20 min.
バス 20分
Bus, 20 min.

バス 20分
Bus, 20 min.
バス 20分
Bus, 20 min.

広島駅
Hiroshima Station

JR山陽本線
10分

Sanyo Line, 10 min.

JR山陽本線
10分

Sanyo Line, 10 min.

西条駅
Saijo Station

飛行機  Airplane

バス 15分
Bus, 15 min.
バス 15分
Bus, 15 min.

バス 25分
Bus, 25 min.
バス 25分
Bus, 25 min.

バス 20分
Bus, 20 min.
バス 20分
Bus, 20 min.

広島空港
Hiroshima Airport

白市駅
Shiraichi Station


