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化学と生命工学の融合によるナノバイオマテリアルの創成
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農と環境・食と健康・動物達への関心と興味が君を育てます

農学部ウェブサイト

農学部

卒業後は鹿児島県の田舎で農
業を中心とした仕事をしたいと
考えています。田舎には都会に
は無い魅力が多くあり、私は田
舎での暮らしに自分の幸せや
心の豊かさを感じています。現
在、農山漁村は高齢化の問題
が深刻で地域ごとの伝統や文
化なども失われつつあります。
そのような財産を後世に継承
していくことが私の夢です。

秋丸 博幸
農学部　農林環境科学科　3年
鹿児島県出身　伊集院高等学校卒業

卒業後の夢について
教えてください。

私は「食べること」が好きで、自分が口にしている食品が
どのような機能性を持っているのか興味を持ち、この学
科を選びました。現在所属している研究室では、食品の
機能性成分による抗ガン作用の研究も行っており、自分
の好きな「食」に対する視野が広がっていくのを実感し
ています。

茶薗 加奈子
農学部　生物資源化学科　4年
宮崎県出身　都城泉ヶ丘高等学校卒業

あなたが本学科を選んだ理由は？ 大学では、たくさんの講義の中から自分の好
きなものを受講したり、サークル活動を楽しん
だり、自分の好きなように時間を使うことがで
きます。私はいま、馬術部で大好きな馬の世話
をしながら、家畜に関する卒論研究を進めてい
ます。みなさんも好きなことに向かって、オリジ
ナルの大学生活を作り上げてください！

平野 里佳
農学部　生物生産学科　4年
滋賀県出身　米原高等学校卒業

鹿児島大学に興味を持っている
受験生に対する
アドバイスをお願いします。

主な
学びの分野

新物質や機能材料、バイオテクノロジー、分析や分子計測
医薬や医用材料、環境保全やエネルギー

化学は物質変換の学問であり、有用物質の生産や分析・評価の基礎として重要であるとともに、生命現象に関わる学問の基礎となります。本学科で
は、物理化学や有機化学などの一般化学と生命現象に関わる化学を基礎として学び、化学・生命工学・環境工学などの様々な分野の研究開発や技術
開発を担うことのできる能力を得ることを目的としています。また、世界的な視点および地域社会的な視点から、広範囲な視野と柔軟性をもって科
学技術の発展に貢献することを目指しています。

生命現象は、生体分子同士の認識と、その分子間相互作用のネットワークで成り
立っています。そのため、この相互作用を人為的に操作できれば生命現象を制御し
て、病気の治療・予防に用いることが可能になります。私たちの研究室では、細菌や
ウイルス由来のタンパク質や糖質などの生体分子を利用して、生物の機能を制御で
きる新しい分子の創生に取り組んでいます。特に、アレルギーの抑制やワクチンに
利用できる免疫調節分子、骨や皮膚の再生に利用できる再生材料など、医薬品、機能
性食品、医療材料への応用を目指しています。
研究テーマ　微生物由来の生体分子を利用した生物機能性材料の創成

化学生命工学科
教授

橋本 雅仁

求む、未来の化学者！ 化学の力で新しい材料・技術を創造して社会を豊かにしよう
工学部

研究室レポート

教育・研究の特色

後輩に対してメッセージをどうぞ！
私の現在の主な仕事は、有機合成化学を基盤とした創薬
研究です。新薬を開発する上での「種」となる化合物をデザ
インして具現化し、その化合物のポテンシャルを評価しなが
ら目指す新薬の開発に向けて日々 研究を行っています。より
良い薬の創出に向けてこれからも挑戦していきたいです。
研究職を含め、社会に出ると色 な々専門を背景に持つ人と協力して業務を
推進していきます。特に「ものづくり」をしていく上では、その分野の専門知識
に限らない多角的な視点が必須です。本学では化学・物理・生物等の幅広
い専門知識を身に付けることが出来、これが自分の強みになると思います。
本学では自分の可能性を広げることが出来ます。入学後は色々なことに挑
戦できる環境が整っており、学生生活中の遊びを含めた出会いを通じて生
涯の友人を見つけることも、思いのほか自分に向いていると思える物事に巡
り合う機会もあるかと思います。沢山のチャンスに恵まれた、充実した学生生
活を送ってみてはいかがですか？応援しています。

生化学工業（株） 創薬研究（有機合成化学）
理工学研究科化学生命 化学工学専攻
荒巻 力也　平成28年度修了
大分県立大分豊府高等学校出身

本学科は、化学・生物学分野の幅広い知識を身につけることを目的
として、基礎科目から専門科目まで段階的に学べるカリキュラムが
組まれています（下図参照）。1年次では、数学・物理・語学・人文社会
等の共通教育科目および基礎的な化学科目を学びます。2年次に
は、専門的な化学および生物学の講義が始まり、3年次になると、卒
業研究に向けて、より専門性の高い講義が開始されます。また、2、
3年次には、自ら考え、解決する能力を習得できるような実験・演習
科目も開講されます。3年前期終了時に「物質環境化学コース」と

「生体化学コース」に分かれ、コースに特化した専門分野の教育を
受けます。4年次には、卒業研究を行い、高度な専門知識・技術を身
につけて技術者・研究者としての基礎的素養を習得します。多くの
学生は大学院に進学し、さらに専門的な能力を磨きます。

当学科教員の研究分野は多岐にわたり「物質環境化学コース」で
は、機能性材料の創製、汚染物質の評価・無害化技術の開発、表面観
測・分析法の開拓等、「生体化学コース」では、ウイルスの超高感度
検出、生物機能性材料の開発、機能性バイオベース材料の創製等、
国内外の学会や学術雑誌等で高い評価を受けている研究を行って
います。

詳しくは→ 鹿児島大学化学生命工学科

1年 2年 3年 4年

共 通 教 育

卒業論文

専 門 教 育（ 共 通 ）

物質環境化学コース
3年後期より2コースに分かれる

生体化学コース

◎高等学校教諭一種免許状（理科，工業）　◎技術士補（要登録）
◎第一種、第二種衛生管理者（受験資格）　◎衛生工学衛生管理者（受験資格）
◎第一種、第二種作業環境測定士（受験資格）　◎安全管理者（期間短縮）
◎廃棄物処理施設技術管理者（期間短縮）　◎建設機械施工技士（受験資格）
◎土木施工管理技士（受験資格）　◎建築施工管理技士（受験資格）
◎電気工事施工管理技士（受験資格）　◎管工事施工管理技士（受験資格）
◎造園施工管理技士（受験資格）　◎危険物取扱者（甲種）（受験資格）
◎毒劇物取扱責任者（試験免除）

取得可能な資格

卒業後の進路

◎旭化成　◎旭有機材工業
◎オーベクス　◎川澄化学工業
◎京セラ　◎興人フィルム＆ケミカルズ
◎サツマ化工　◎日油　◎日揮触媒化成
◎日産化学工業　◎日本触媒
◎北興化学工業　◎三井ハイテック
◎三菱ケミカル　◎リンテック　など

◎上野製薬　◎栄研化学　◎大塚製薬
◎化学及血清療法研究所
◎鹿児島県薬剤師会
◎鹿児島県薬剤師会試験センター
◎クルニカルパソロジーラボラトリー
◎小林製薬　◎再春館製薬所
◎サクラファインテック　◎JCRファーマ
◎新日本科学　◎生化学工業
◎大正富山医薬品　◎ニプロ
◎日本新薬　◎日本ヒューマンメディク
◎ビオフェルミン製薬
◎メディサイエンスプラニング　など

◎えがお　◎池田糖化工業　◎大平製麺
◎熊本乳業　◎ジャパンファーム
◎テクノプロ・R&D　◎名古屋製酪
◎日研トータルソーシング　◎フジパン
◎宮崎くみあいチキンフーズ
◎明治ホールディングス　◎山野井　など

化学・繊維

製薬・医療

食品・バイオ

◎アキレス　◎アース環境サービス
◎岡野バルブ製造　◎オカモト
◎化研テック　◎鹿児島県環境技術協会
◎ガスパル九州　◎コーアガス
◎シーシーアイ　◎ゼオライト
◎日本ガス　など

◎アルバック九州　◎鹿児島トヨペット
◎ダイキン工業　◎ダイハツ工業
◎トヨタ車体研究所　◎濱田重工
◎不二熱学工業　◎不動技研工業　など

◎大分キヤノンマテリアル　◎九州商船
◎京セラドキュメントソリューションズ
◎星光　◎PMC
◎ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング
◎富士通コンポーネント　◎ボールド
◎ルネサスエレクトロニクス　◎KSK
◎鈴与シンワート　◎ソフト流通センター
◎ハイテクシステム　◎ピクオス
◎富士通鹿児島インフォネット
◎公務員　◎教職員　など

金属・材料・環境・エネルギー

機械・機器・計測技術

その他

本学科の就職先となる分野の多くは、研究者、技術者として高い専門知識が
必要となるため、卒業生の過半数が本学の化学生命・化学工学専攻へ進学し
ます。主な就職先は以下のようになります。

MAP●P68 農学部…A-5・A-8～10・A-13～21・A-26

学部の構成

農林水産学研究科
────────────────────
修士課程
○農林資源科学専攻
○食品創成科学専攻
○環境フィールド科学専攻
○水産資源科学専攻

（平成31年度設置予定）

連合農学研究科
────────────────────
博士課程
○生物生産科学専攻
○応用生命科学専攻
○農水圏資源環境科学専攻

農学部

大学院

さ
ら
な
る
研
究
と
創
造
へ

教育成果の社会への還元

農業生産科学科
豊かさを支える源、生命のたくましさ
を学ぶ
入学定員：71

応用植物科学コース
畜産科学コース
食料農業経済学コース

食料生命科学科
生物のすばらしさ、可能性を引き出す
入学定員：66

食品機能科学コース
食環境制御科学コース
焼酎発酵・微生物科学コース

農林環境科学科
自然への優しさ、人間のあり方を学ぶ
入学定員：56

森林科学コース
地域環境システム学コース

国際食料資源学特別コース
※詳細は、46ページ参照
入学定員：12

農学系サブコース

卒業生の声
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農学部　Faculty of Agriculture

農業生産科学科
命をつなぎ社会をつなぐ

主な
学びの分野

作物形態、熱帯作物、作物の多様性、作物の育種、果樹の生理、野菜の育種、
花の細胞工学、害虫の防除、家畜の繁殖、家畜の遺伝子、家畜の行動、畜産物利用
農業環境政策、国際流通、アグリビジネス

▲農学部附属演習林（高隈演習林）

▲農学部附属農場

農学部の建物は平成17年から約2年掛けて全面改修され、内
外装とも一新されました。また、附属農場、附属演習林はいず
れも国立大学の中では有数の規模を誇ります。学内にも3万
㎡を超える附属農場の一部と多種の樹木が植えられた植物園
があり、本部キャンパスに緑の潤いをもたらしています。

▲農・獣医共通棟

食と農、森と水、
基礎から
最先端バイオまで。

日本の食料基地に位置する農学部は、農林業、食品産業等、食住農関連分野の技術者、地域指導者等を養成しています。農学部は温帯から亜熱
帯へ数百kmに及ぶ多様な自然環境を背景にもち、明治の開学以来、海外への展開を使命としてきました。そのため、フィールドでの教育を重
視し、豊かな人間性、現場での実践力、優れた応用力、広い視野と国際性の涵養を教育の目的としています。

バイオサイエンスなどの最先端の科学技術教育　◎焼酎のふるさとでのバイオサイエンス

食と農・環境関連分野の実践重視教育　◎日本でも恵まれたフィールド、農場、演習林などで

農学部は、次のような学生を国内外から広く求めています。
⑴農林業や食料生産、環境保全、生命科学の農学関連分野に強い関心を持ち、将来これらの分野で活躍をめざす意欲のある人
⑵自然科学の幅広い知識と外国語の基礎的な学力を備え、知識・技能を活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力の修得に
意欲のある人
⑶フィールドでの教育に強い関心を持ち、農学に関する実務・実技能力の向上を目指す人
⑷グローバル化する産業社会に参画し、地域社会、国際社会に貢献することを目指す人

農学部は、平成２１年に開学１００周年を迎えました。
鹿児島高等農林学校講堂（鹿児島大学農学部前身）

学部の理念

アドミッション・ポリシー

南九州という多様な自然環境と生物資源に恵まれた地域の特性を活かし、フィールド等での実践的な教育を重視し、豊かな人間性と広い視
野、応用・実践能力、国際性を備えた農林業、食品産業等及び食住農関連分野の技術者・指導者などの育成を目指します。

教育目標

施設・環境

農業生産から流通まで一貫して学ぶことができる、そして潤いのある豊かな生活の
基盤造りに貢献する人材を育成する学科です。１年次においては、導入科目としての
各種概論、農場実習を通して農業の基本を学びます。２年進級時には、応用植物科学
コース、畜産科学コース、食料農業経済学コースに分かれます。

学科の概要 教育目標

農業生産科学科の特色

私は食品メーカーの研究開発部門で、商品開発
をしています。お客様のおいしい食事と健康に貢
献する為、特に原料選定や味づくり、分析や試験、
市場調査などを行っています。お客様ひとりひとり
の食のパートナーになれるよう、「お客様にどんな
価値をお届けできるか？」を考えながら日々励んで
います。
大学では、授業とフィールドワークの両方から学ぶ
ことがありました。そのため、専門性と実践をつな
ぐ総合力を培う機会が多かったです。現在の業

務でも、専門知識の積み重ねによる総合的な判
断をしなければならないことが多く、大学での学び
が活かされていると実感する場面が多くあります。
「実践の場でどう考えるか」を学ぶには、様々な
経験をすることが重要だと思います。鹿児島大学
ではチャレンジできる機会がたくさんあります。みな
さんも、ぜひ自分から様々な世界に飛び込んでく
ださい。その経験の中で、自分の得意なことや好
きなことが見つかります。それは必ず将来の糧に
なります。

キユーピー（株）
研究開発本部

塚野 桂
平成20年度卒業
鹿児島県立
鹿児島中央高等学校出身

大学は学問と実践による総合力を学べる場です。様々なことにチャレンジしてください！

共通教育による基礎的な教育1年次

2年次進級時に３コースへ2年次

農業生産科学科では、農作物や家畜を対象とした遺伝、生理、生態などの
基礎的な科目から育種、栽培・飼養技術、害虫制御、生産から流通に至る経
営経済などの応用的な科目まで幅広く習得できるようになっています。

基礎から応用まで幅広い分野を

農業生産科学科は、日本の主要な農業生産地帯である南九州を教育
の場とし、農業生産における動植物の育種、栽培や飼養管理、農畜
産物の利活用に関する知識と技術を身につけ、高品質な食料の安定
供給や付加価値の高い農畜産物の創出に貢献できる人材の育成を教
育目標にしています。

◎中学校教諭一種免許状（理科） ◎高等学校教諭一種免許状（農業，理科）
◎家畜人工授精師（受精卵移植も含む。）（畜産科学）

取得可能な資格

応用植物科学コース

　東アジアに位置する南国の温暖な気候を活かした農・園芸作物生産の
基礎知識・技術・理論の習得を通して、実践的で応用力を備えた人材を養
成するために、多様な栽培方法や病害虫防除法、また、植物の遺伝的改良
について深く学び、専門的知見を向上させる。さらに、地球温暖化等の環
境の変化に起因する様々な農業生産上の問題を解決するために、指導的
役割を果たし得る広い視野と国際性を持った人材を養成します。

主な専門教科科目 応用植物科学概論

畜産科学コース

　日本有数の畜産地帯である南九州において、
家畜の改良、繁殖、行動・飼養管理、生体機構、栄
養生理、畜産物利用等に関する教育を行い、効
率的で持続可能な家畜の生産から安全・安心で付加価値の高い畜産物の
開発に関する知識と技術を備えつつ、畜産学の進歩、地域農業の振興、国
産畜産物の競争力強化に貢献できる人材を育成します。

主な専門教科科目 畜産科学概論

食料農業経済学コース

　グローバル化が進む食料・農業・農村の問題に
ついて、社会科学的な手法による実践的な教育
を行い、食料・農業問題、地域振興およびアグリビ
ジネスに関する高度な知識を備えた地域リーダー、政策立案者、アグリビ
ジネス従事者を育成します。

主な専門教科科目 農業と社会

卒業後の進路

◎農林水産省　◎県庁　◎市役所　◎教員

◎農業関係機関・団体

公務員

農業関係

アグリビジネス

食品関係

環境アセス関係

薬品関係

化学関係

商　社

大学院進学

⑴英語、理科、数学の十分な基礎学力を備えている人
⑵植物の栽培、動物の飼育、生物・化学実験もしくは調査に意欲の
ある人
⑶農畜産物の生産・流通・消費に関心を持つ人
⑷農村地域や農村社会に関心を持つ人
⑸農作物や家畜の生産に関わる新技術やバイオテクノロジーに関心
を持つ人
⑹海外の農畜産業や食料資源に関心を持つ人

アドミッション・ポリシー

卒業生の声
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農学部　Faculty of Agriculture

農業生産科学科
命をつなぎ社会をつなぐ

主な
学びの分野

作物形態、熱帯作物、作物の多様性、作物の育種、果樹の生理、野菜の育種、
花の細胞工学、害虫の防除、家畜の繁殖、家畜の遺伝子、家畜の行動、畜産物利用
農業環境政策、国際流通、アグリビジネス

▲農学部附属演習林（高隈演習林）

▲農学部附属農場

農学部の建物は平成17年から約2年掛けて全面改修され、内
外装とも一新されました。また、附属農場、附属演習林はいず
れも国立大学の中では有数の規模を誇ります。学内にも3万
㎡を超える附属農場の一部と多種の樹木が植えられた植物園
があり、本部キャンパスに緑の潤いをもたらしています。

▲農・獣医共通棟

食と農、森と水、
基礎から
最先端バイオまで。

日本の食料基地に位置する農学部は、農林業、食品産業等、食住農関連分野の技術者、地域指導者等を養成しています。農学部は温帯から亜熱
帯へ数百kmに及ぶ多様な自然環境を背景にもち、明治の開学以来、海外への展開を使命としてきました。そのため、フィールドでの教育を重
視し、豊かな人間性、現場での実践力、優れた応用力、広い視野と国際性の涵養を教育の目的としています。

バイオサイエンスなどの最先端の科学技術教育　◎焼酎のふるさとでのバイオサイエンス

食と農・環境関連分野の実践重視教育　◎日本でも恵まれたフィールド、農場、演習林などで

農学部は、次のような学生を国内外から広く求めています。
⑴農林業や食料生産、環境保全、生命科学の農学関連分野に強い関心を持ち、将来これらの分野で活躍をめざす意欲のある人
⑵自然科学の幅広い知識と外国語の基礎的な学力を備え、知識・技能を活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力の修得に
意欲のある人
⑶フィールドでの教育に強い関心を持ち、農学に関する実務・実技能力の向上を目指す人
⑷グローバル化する産業社会に参画し、地域社会、国際社会に貢献することを目指す人

農学部は、平成２１年に開学１００周年を迎えました。
鹿児島高等農林学校講堂（鹿児島大学農学部前身）

学部の理念

アドミッション・ポリシー

南九州という多様な自然環境と生物資源に恵まれた地域の特性を活かし、フィールド等での実践的な教育を重視し、豊かな人間性と広い視
野、応用・実践能力、国際性を備えた農林業、食品産業等及び食住農関連分野の技術者・指導者などの育成を目指します。

教育目標

施設・環境

農業生産から流通まで一貫して学ぶことができる、そして潤いのある豊かな生活の
基盤造りに貢献する人材を育成する学科です。１年次においては、導入科目としての
各種概論、農場実習を通して農業の基本を学びます。２年進級時には、応用植物科学
コース、畜産科学コース、食料農業経済学コースに分かれます。

学科の概要 教育目標

農業生産科学科の特色

私は食品メーカーの研究開発部門で、商品開発
をしています。お客様のおいしい食事と健康に貢
献する為、特に原料選定や味づくり、分析や試験、
市場調査などを行っています。お客様ひとりひとり
の食のパートナーになれるよう、「お客様にどんな
価値をお届けできるか？」を考えながら日々励んで
います。
大学では、授業とフィールドワークの両方から学ぶ
ことがありました。そのため、専門性と実践をつな
ぐ総合力を培う機会が多かったです。現在の業

務でも、専門知識の積み重ねによる総合的な判
断をしなければならないことが多く、大学での学び
が活かされていると実感する場面が多くあります。
「実践の場でどう考えるか」を学ぶには、様々な
経験をすることが重要だと思います。鹿児島大学
ではチャレンジできる機会がたくさんあります。みな
さんも、ぜひ自分から様々な世界に飛び込んでく
ださい。その経験の中で、自分の得意なことや好
きなことが見つかります。それは必ず将来の糧に
なります。

キユーピー（株）
研究開発本部

塚野 桂
平成20年度卒業
鹿児島県立
鹿児島中央高等学校出身

大学は学問と実践による総合力を学べる場です。様々なことにチャレンジしてください！

共通教育による基礎的な教育1年次

2年次進級時に３コースへ2年次

農業生産科学科では、農作物や家畜を対象とした遺伝、生理、生態などの
基礎的な科目から育種、栽培・飼養技術、害虫制御、生産から流通に至る経
営経済などの応用的な科目まで幅広く習得できるようになっています。

基礎から応用まで幅広い分野を

農業生産科学科は、日本の主要な農業生産地帯である南九州を教育
の場とし、農業生産における動植物の育種、栽培や飼養管理、農畜
産物の利活用に関する知識と技術を身につけ、高品質な食料の安定
供給や付加価値の高い農畜産物の創出に貢献できる人材の育成を教
育目標にしています。

◎中学校教諭一種免許状（理科） ◎高等学校教諭一種免許状（農業，理科）
◎家畜人工授精師（受精卵移植も含む。）（畜産科学）

取得可能な資格

応用植物科学コース

　東アジアに位置する南国の温暖な気候を活かした農・園芸作物生産の
基礎知識・技術・理論の習得を通して、実践的で応用力を備えた人材を養
成するために、多様な栽培方法や病害虫防除法、また、植物の遺伝的改良
について深く学び、専門的知見を向上させる。さらに、地球温暖化等の環
境の変化に起因する様々な農業生産上の問題を解決するために、指導的
役割を果たし得る広い視野と国際性を持った人材を養成します。

主な専門教科科目 応用植物科学概論

畜産科学コース

　日本有数の畜産地帯である南九州において、
家畜の改良、繁殖、行動・飼養管理、生体機構、栄
養生理、畜産物利用等に関する教育を行い、効
率的で持続可能な家畜の生産から安全・安心で付加価値の高い畜産物の
開発に関する知識と技術を備えつつ、畜産学の進歩、地域農業の振興、国
産畜産物の競争力強化に貢献できる人材を育成します。

主な専門教科科目 畜産科学概論

食料農業経済学コース

　グローバル化が進む食料・農業・農村の問題に
ついて、社会科学的な手法による実践的な教育
を行い、食料・農業問題、地域振興およびアグリビ
ジネスに関する高度な知識を備えた地域リーダー、政策立案者、アグリビ
ジネス従事者を育成します。

主な専門教科科目 農業と社会

卒業後の進路

◎農林水産省　◎県庁　◎市役所　◎教員

◎農業関係機関・団体

公務員

農業関係

アグリビジネス

食品関係

環境アセス関係

薬品関係

化学関係

商　社

大学院進学

⑴英語、理科、数学の十分な基礎学力を備えている人
⑵植物の栽培、動物の飼育、生物・化学実験もしくは調査に意欲の
ある人
⑶農畜産物の生産・流通・消費に関心を持つ人
⑷農村地域や農村社会に関心を持つ人
⑸農作物や家畜の生産に関わる新技術やバイオテクノロジーに関心
を持つ人
⑹海外の農畜産業や食料資源に関心を持つ人

アドミッション・ポリシー

卒業生の声
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バイオテクノロジーや微生物の力で、食品･環境・生命の問題にチャレンジ!!

農林環境科学科 主な
学びの分野

森林環境保全、農地保全、防災、林業、緑化、木材材料、居住性、水資源
バイオマス資源、環境情報

主な
学びの分野 食品、生体分子、バイオ、遺伝子、焼酎

みどり豊かな地域環境の創出
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共通教育科目、基礎的な専門科目・
実験科目を共通で学ぶ

1年次
2年次

3年次進級時に3コースへ3年次

全科共通の専門教科科目：生物化学、応用微生物学、食品化学

化学的手法を武器に生命現象を解明しようとする分野ですから、化学と
生物学の確かな知識が必要とされ、これに対応したカリキュラム編成に
なっています。

化学と生物学が基礎

微生物や動植物を相手に分子レベルから個体レベルの視点で、さまざ
まな大きさのものを対象に幅広い研究を行っています。

対象の大きさはさまざま

◎食品衛生管理者（任用資格※）　◎食品衛生監視員（任用資格※）
◎中学校教諭一種免許状（理科）　◎高等学校教諭一種免許状（農業，理科）
※卒業後、食品衛生に関連する職種についた場合に取得できる資格です。

取得可能な資格

食品機能科学コース

　「食・健康・豊かさ」の視点から、生命現象
の理解、生物機能の利用、食品の栄養生理・
機能の解明、機能性食品の開発に関わる基
礎と応用の教育を行い、多様化するバイオ
サイエンスやフードサイエンスの新時代に
適応できる人材を育成する教育･研究分野
です。

主な専門教科科目 分子食品学、糖質科学、食品タンパク質

食環境制御科学コース

　人間にとって有用かつ健全な農産物の生産
から消費にいたる供給プロセスにおける食の安
全確保を目指して、生産環境、栽培過程、保蔵・
加工・流通、および品質・安全に関する科学的な
知識と技術を有し、食料生産、食品加工・製造、
食品衛生管理、農業資材開発などの分野で活
躍できる人材を育成する教育･研究分野です。

主な専門教科科目
食料安全生産論、食品プロセス学、
ポストハーベスト生化学

焼酎発酵・微生物科学コース

　焼酎などの伝統的発酵食品及びさまざ
まな微生物に関連した基礎から応用にわた
る広範囲な知識と技術の習得により、発酵
食品をはじめとする微生物の利活用分野
における技術を継承し、かつ新技術開発の
リーダーとなる人材を育成する教育･研究
分野です。

主な専門教科科目 焼酎製造学、醸造微生物学、発酵食品製造実習

食料生命科学科は、食品の安全確保、食品の栄養生理・機能と健康と
の関わり、微生物をはじめ生物機能の利用に関する知識と技術を身に
つけ、食に関係する分野および地域産業として特色のある焼酎・発酵
食品産業で活躍できる人材の育成を教育目標にしています。

食料生命科学科は、食品の安全確保と食品の機能を活用することにより健全で豊かな食生活
を実現し、食品関連産業や鹿児島の発酵食品産業の発展に貢献することを目指しています。

農林環境科学科は、農山村における生産基盤の整備、森林資源の利活用および国土
防災にかかわる技術を習得し、地球環境の保全に貢献する人材を養成します。１年次
は、主に共通教育において、幅広い教養と国際性、自然科学に関する基礎的な能力
を養成するための科目を履修します。２年次からは、森林科学コースと地域環境シス
テム学コースに分かれて専門分野を学びます。

学科の概要 学科の概要教育目標

教育目標

農林環境科学科の特色

食料生命科学科の特色

卒業後の進路

◎県庁　◎教職
公務員

食品関係

発酵・醸造関係

薬品関係

大学院進学

化学関係

現在私は、農業農村整備事業に携わって
います。主に、水路を補修する事業や、
ため池改修事業、田んぼの区画拡大の事
業に携わっていて、現場へ工事監督員と
して行くことが多いです。今後は、災害
の防止・復旧、農道整備の事業に携わり
たいです。
大学の講義や研究では、座学だけでなく
フィールドワークも多く、自然豊かな鹿
児島県で実践的な勉強をすることが出来
ます。大学の講義の中で、農業大国であ
るタイに行き、海外の農業を目で見て体

感することが出来ました。海外に行くこ
とで日本の農業について考えることが出
来た貴重な経験になりました。
大学生活は人生の中で一番自由な時間を
過ごせる時期だと思います。大学生活と
いう限られた時間をどう過ごすかは自分
次第です。自然豊かな鹿児島で、なかな
か経験出来ないことにチャレンジし、多
くの事を体感してください。

大分県北部振興局
農林基盤部農村整備第一班

安東 里菜
平成27年度卒業
大分県立
大分豊府高等学校出身

鹿児島大学で実践的な勉強を体感しよう
私は現在、手造りの芋焼酎製造やサツマイモを
用いた発泡酒の製造などを行っています。麹や
酵母といった微生物やサツマイモや米などの農
作物に携わる仕事なので、毎日少しずつ違って
とても面白い職場です。また、新商品の開発に
も携わることが出来ており、非常にやりがいの
ある仕事をしています。
鹿児島大学入学当初は、将来のビジョンは漠然
としていました。しかし、大学生活を送ってい
く中で鹿児島の風土に触れ、独自の文化のひと

つである芋焼酎に興味を持つようになりまし
た。3 年次から焼酎製造学を専攻し、焼酎の魅
力をより多くの人に発信したいという思いを持
ちながら現在の仕事に取り組んでいます。
鹿児島大学では国や性別、年代を越えたさまざ
まな人と接する機会も多く、自分の視野を大き
く広げることが出来ます。いろいろな人との交
流を通してまだ知らなかった自分と出会うこと
もあるでしょう。失敗を恐れずに、新しいこと
にどんどん挑戦してみてください。

薩摩酒造株式会社
花渡川蒸溜所

安藤 有加
平成26年度卒業
長崎県立
諫早高等学校出身

鹿児島大学でまだ出会ったことのない自分を探してみてください！

◎中学校教諭一種免許状（理科）　◎高等学校教諭一種免許状（農業，理科）
◎測量士補 ※　◎樹木医補 ※　◎森林情報士2級 ※※
◎自然再生士補 ※
※関連科目を修得すること
※※関連科目を修得することと卒論の内容に一定の条件で資格を取得できます。

取得可能な資格

共通教育による基礎的な教育1年次

2年次進級時に2コースへ2年次

農林業は食料や木材などの収穫物を私たちに供給するという大切な役
割を持っています。また、生態系を保全したり自然景観や人間の生活環
境を創造するグローバルな産業です。地球の生態系を維持するために
は、自然への敬意、そしておごらない謙虚な態度が必要です。農林環境
科学科は、総合的な視点にたち地球環境を保全する農林業の発展に寄
与する人材を育てます。

農林環境科学科は、地域農林資源の利活用および森林や農地の保全
と防災に関する知識と技術を身につけ、自然と調和した農林業生産
の基盤づくりおよび農山村の振興や生活環境の維持と創出に貢献で
きる人材の育成を教育目標にしています。

地域環境システム学コース

　地域資源の活用や管理、地域環境
の整備や修復および地域防災に関す
る情報の発信等に関する基礎的な知
識と論理を修得し、農業生産や豊かな
地域環境創出に関わる技術をもった
人材を養成します。

主な専門教科科目
農業水利環境学、農地保全学、環境計測学
バイオマス工学、砂防学、地域計画学

森林科学コース

　暖帯林から亜熱帯林の森
林生態系に関する理解を深
め、国内有数の木材供給基
地である南九州の森林資
源の循環的利用と国土保
全のための計画・管理に関
する知識と能力を持った人
材を養成します。

主な専門教科科目
森林生態学、森林政策実施論、国際森林論
森林動物学、フォレスター総合実習、屋久島実習

卒業後の進路
◎農林水産省　◎林野庁　◎県庁　◎市役所　◎教員
◎林業関係機関・団体　◎森林・木材関連企業
◎農業関係機関・団体　◎農業機械・施設関連企業

公務員
林業関係
農業関係

◎建設関連企業　◎環境関連企業建築関係
大学院進学

⑴化学と生物学の十分な基礎学力を備えている人
⑵物事に自発的に取り組み、実験や研究に意欲のある人
⑶動植物・微生物の生命現象や食の安全、食品の機能性、発酵食品
などに関心のある人

アドミッション・ポリシー

⑴数学、物理、化学、生物、地学、地理歴史、公民、外国語の基礎
学力を備えている人
⑵地域資源を利用した農業や林業の振興、森林や農地といった国土
の整備・保全のための勉学に意欲を持つ人

アドミッション・ポリシー

卒業生の声 卒業生の声
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バイオテクノロジーや微生物の力で、食品･環境・生命の問題にチャレンジ!!

農林環境科学科 主な
学びの分野

森林環境保全、農地保全、防災、林業、緑化、木材材料、居住性、水資源
バイオマス資源、環境情報

主な
学びの分野 食品、生体分子、バイオ、遺伝子、焼酎

みどり豊かな地域環境の創出
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共通教育科目、基礎的な専門科目・
実験科目を共通で学ぶ

1年次
2年次

3年次進級時に3コースへ3年次

全科共通の専門教科科目：生物化学、応用微生物学、食品化学

化学的手法を武器に生命現象を解明しようとする分野ですから、化学と
生物学の確かな知識が必要とされ、これに対応したカリキュラム編成に
なっています。

化学と生物学が基礎

微生物や動植物を相手に分子レベルから個体レベルの視点で、さまざ
まな大きさのものを対象に幅広い研究を行っています。

対象の大きさはさまざま

◎食品衛生管理者（任用資格※）　◎食品衛生監視員（任用資格※）
◎中学校教諭一種免許状（理科）　◎高等学校教諭一種免許状（農業，理科）
※卒業後、食品衛生に関連する職種についた場合に取得できる資格です。

取得可能な資格

食品機能科学コース

　「食・健康・豊かさ」の視点から、生命現象
の理解、生物機能の利用、食品の栄養生理・
機能の解明、機能性食品の開発に関わる基
礎と応用の教育を行い、多様化するバイオ
サイエンスやフードサイエンスの新時代に
適応できる人材を育成する教育･研究分野
です。

主な専門教科科目 分子食品学、糖質科学、食品タンパク質

食環境制御科学コース

　人間にとって有用かつ健全な農産物の生産
から消費にいたる供給プロセスにおける食の安
全確保を目指して、生産環境、栽培過程、保蔵・
加工・流通、および品質・安全に関する科学的な
知識と技術を有し、食料生産、食品加工・製造、
食品衛生管理、農業資材開発などの分野で活
躍できる人材を育成する教育･研究分野です。

主な専門教科科目
食料安全生産論、食品プロセス学、
ポストハーベスト生化学

焼酎発酵・微生物科学コース

　焼酎などの伝統的発酵食品及びさまざ
まな微生物に関連した基礎から応用にわた
る広範囲な知識と技術の習得により、発酵
食品をはじめとする微生物の利活用分野
における技術を継承し、かつ新技術開発の
リーダーとなる人材を育成する教育･研究
分野です。

主な専門教科科目 焼酎製造学、醸造微生物学、発酵食品製造実習

食料生命科学科は、食品の安全確保、食品の栄養生理・機能と健康と
の関わり、微生物をはじめ生物機能の利用に関する知識と技術を身に
つけ、食に関係する分野および地域産業として特色のある焼酎・発酵
食品産業で活躍できる人材の育成を教育目標にしています。

食料生命科学科は、食品の安全確保と食品の機能を活用することにより健全で豊かな食生活
を実現し、食品関連産業や鹿児島の発酵食品産業の発展に貢献することを目指しています。

農林環境科学科は、農山村における生産基盤の整備、森林資源の利活用および国土
防災にかかわる技術を習得し、地球環境の保全に貢献する人材を養成します。１年次
は、主に共通教育において、幅広い教養と国際性、自然科学に関する基礎的な能力
を養成するための科目を履修します。２年次からは、森林科学コースと地域環境シス
テム学コースに分かれて専門分野を学びます。

学科の概要 学科の概要教育目標

教育目標

農林環境科学科の特色

食料生命科学科の特色

卒業後の進路

◎県庁　◎教職
公務員

食品関係

発酵・醸造関係

薬品関係

大学院進学

化学関係

現在私は、農業農村整備事業に携わって
います。主に、水路を補修する事業や、
ため池改修事業、田んぼの区画拡大の事
業に携わっていて、現場へ工事監督員と
して行くことが多いです。今後は、災害
の防止・復旧、農道整備の事業に携わり
たいです。
大学の講義や研究では、座学だけでなく
フィールドワークも多く、自然豊かな鹿
児島県で実践的な勉強をすることが出来
ます。大学の講義の中で、農業大国であ
るタイに行き、海外の農業を目で見て体

感することが出来ました。海外に行くこ
とで日本の農業について考えることが出
来た貴重な経験になりました。
大学生活は人生の中で一番自由な時間を
過ごせる時期だと思います。大学生活と
いう限られた時間をどう過ごすかは自分
次第です。自然豊かな鹿児島で、なかな
か経験出来ないことにチャレンジし、多
くの事を体感してください。

大分県北部振興局
農林基盤部農村整備第一班

安東 里菜
平成27年度卒業
大分県立
大分豊府高等学校出身

鹿児島大学で実践的な勉強を体感しよう
私は現在、手造りの芋焼酎製造やサツマイモを
用いた発泡酒の製造などを行っています。麹や
酵母といった微生物やサツマイモや米などの農
作物に携わる仕事なので、毎日少しずつ違って
とても面白い職場です。また、新商品の開発に
も携わることが出来ており、非常にやりがいの
ある仕事をしています。
鹿児島大学入学当初は、将来のビジョンは漠然
としていました。しかし、大学生活を送ってい
く中で鹿児島の風土に触れ、独自の文化のひと

つである芋焼酎に興味を持つようになりまし
た。3 年次から焼酎製造学を専攻し、焼酎の魅
力をより多くの人に発信したいという思いを持
ちながら現在の仕事に取り組んでいます。
鹿児島大学では国や性別、年代を越えたさまざ
まな人と接する機会も多く、自分の視野を大き
く広げることが出来ます。いろいろな人との交
流を通してまだ知らなかった自分と出会うこと
もあるでしょう。失敗を恐れずに、新しいこと
にどんどん挑戦してみてください。

薩摩酒造株式会社
花渡川蒸溜所

安藤 有加
平成26年度卒業
長崎県立
諫早高等学校出身

鹿児島大学でまだ出会ったことのない自分を探してみてください！

◎中学校教諭一種免許状（理科）　◎高等学校教諭一種免許状（農業，理科）
◎測量士補 ※　◎樹木医補 ※　◎森林情報士2級 ※※
◎自然再生士補 ※
※関連科目を修得すること
※※関連科目を修得することと卒論の内容に一定の条件で資格を取得できます。

取得可能な資格

共通教育による基礎的な教育1年次

2年次進級時に2コースへ2年次

農林業は食料や木材などの収穫物を私たちに供給するという大切な役
割を持っています。また、生態系を保全したり自然景観や人間の生活環
境を創造するグローバルな産業です。地球の生態系を維持するために
は、自然への敬意、そしておごらない謙虚な態度が必要です。農林環境
科学科は、総合的な視点にたち地球環境を保全する農林業の発展に寄
与する人材を育てます。

農林環境科学科は、地域農林資源の利活用および森林や農地の保全
と防災に関する知識と技術を身につけ、自然と調和した農林業生産
の基盤づくりおよび農山村の振興や生活環境の維持と創出に貢献で
きる人材の育成を教育目標にしています。

地域環境システム学コース

　地域資源の活用や管理、地域環境
の整備や修復および地域防災に関す
る情報の発信等に関する基礎的な知
識と論理を修得し、農業生産や豊かな
地域環境創出に関わる技術をもった
人材を養成します。

主な専門教科科目
農業水利環境学、農地保全学、環境計測学
バイオマス工学、砂防学、地域計画学

森林科学コース

　暖帯林から亜熱帯林の森
林生態系に関する理解を深
め、国内有数の木材供給基
地である南九州の森林資
源の循環的利用と国土保
全のための計画・管理に関
する知識と能力を持った人
材を養成します。

主な専門教科科目
森林生態学、森林政策実施論、国際森林論
森林動物学、フォレスター総合実習、屋久島実習

卒業後の進路
◎農林水産省　◎林野庁　◎県庁　◎市役所　◎教員
◎林業関係機関・団体　◎森林・木材関連企業
◎農業関係機関・団体　◎農業機械・施設関連企業

公務員
林業関係
農業関係

◎建設関連企業　◎環境関連企業建築関係
大学院進学

⑴化学と生物学の十分な基礎学力を備えている人
⑵物事に自発的に取り組み、実験や研究に意欲のある人
⑶動植物・微生物の生命現象や食の安全、食品の機能性、発酵食品
などに関心のある人

アドミッション・ポリシー

⑴数学、物理、化学、生物、地学、地理歴史、公民、外国語の基礎
学力を備えている人
⑵地域資源を利用した農業や林業の振興、森林や農地といった国土
の整備・保全のための勉学に意欲を持つ人

アドミッション・ポリシー

卒業生の声 卒業生の声


