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理科大が選ばれる理由
長　野全国から理科大に学生たちが集まってきます。

ここで学び、自分の専門知識を生かして社会に貢献したいと願う学生たち。
彼らはどのように理科大を知り、そして、この大学でどのような夢が広がっているのか。
理科大を選ぶ理由、選んでよかったと思う理由を聞いてみました。

長野県立長野吉田高等学校出身
前田 浩彰
工学部第一部  工業化学科  4年

帰省し、他大学の友達と話をすると、決まって「そん
なに勉強するの!?」と驚かれます。いつの間にか慣
れていた理科大の勉強量。その分、実力が身に付い
ていると自信になります。

入って伸びる大学だと
実感

北海道

北海道札幌東高等学校出身
南 龍郎
国際火災科学研究科  火災科学専攻  修士課程  1年

経営学部から国際火災科学研究科に進学しまし
た。理科大では、数学・統計学に強い経営学を学ぶ
ことができたので、現在の専門分野の研究において
も大きな強みとなっています。

「数学に強い経営学」を
学べる

秋田県立秋田高等学校出身
福田 義宏
理学部第一部  応用化学科  4年

「大学では研究に打ち込みたい」と決めている人は
理科大を受験することが多いと思います。研究を重
視する学風で大学院進学率も高く、学部時代から長
期的な研究ができ、専門分野を究められます。

大学院を視野に
入れたら、理科大

宮　城

宮城県・私立宮城学院高等学校出身
山下 春香
基礎工学部  生物工学科  1年

生物系で自分のやりたい研究を探してみたら、理科
大の基礎工学部にたどり着きました。選ぶには迷う
ほど研究室が多く、多彩な理科大なら「ココだ！」と
思える研究室が必ず見つかります！

研究室がいっぱいある。
それが魅力

福　島

福島県・私立日本大学東北高等学校出身
吉田 拓馬
理工学部  土木工学科  4年

東日本大震災のこともあり、学んだ知識を生かして
公務員として地元で働きたいと思うようになりまし
た。理科大は公務員試験対策も万全で、3年次以降
は勉強会や模擬試験など、とても充実しています。

専門知識を生かし
復興に尽力したい

東　京

東京都・私立豊島岡女子学園高等学校出身
塩田 彩夏
理工学研究科  土木工学専攻  修士課程  1年

私の出身高校は理系ならば理科大を受けるという
のが伝統のようでした。理科大に進んだ先輩も多
く、理科大の良さはよく耳に入っていたので「理科
大なら間違いない」という安心感がありました。

実際に進学した
先輩たちのお墨付き

東　京

東京都・私立城北高等学校
緒方 貴憲
理工学部  建築学科  4年

入学前のイメージに反して、理科大にはおしゃれで
面白い人がたくさんいます。柔軟な発想とセンスの
良さが求められる建築学科の仲間は皆、個性的！想
像以上に刺激的で楽しい学生生活です。

「真面目」だけじゃない
個性豊かな仲間

神奈川

神奈川県立希望ヶ丘高等学校出身
佐々木 千明
工学部第一部  機械工学科  4年

理科大の良さは、理科大出身の父からよく聞かされ
ていました。私が感じる一番の魅力は国内外の学会
発表の機会が多いこと。父が言うとおり、厳しくも
学生を大切に育ててくれる大学だと思います。

親子そろって
理科大出身

茨　城

茨城県・私立水城高等学校出身
石井 千晶
理工学部  応用生物科学科  4年

生物系の実験は設備と研究費が研究を大きく左右
すると聞いていました。今、恵まれた環境の中で最
先端の研究に携わっています。専門の技術を身に付
け、いつか自然科学の発展に貢献したいです。

最先端の研究が
できることが魅力

千　葉

千葉県立柏高等学校出身
安居 洸貴
薬学部  薬学科  6年

地元・野田にキャンパスがある理科大は幼い頃から
知っていました。地元でも人気があり、真面目な学
生が多いと評判でした。研究レベルの高さは、入っ
てから改めて気付く魅力です。

地元でも
評判が良い大学

埼　玉

埼玉県立浦和高等学校出身
若林 将史
工学部第一部  経営工学科  4年

「勉強が大変で留年する割合が比較的高い」という
理科大のイメージ。実際、進級がかかった科目は皆
が必死です。しかし自らを律し、勉強に励むために
も、この厳しさが自分に合っていると感じています。

勉強する姿勢が
身に付く進級システム

愛　知

愛知県立岡崎高等学校出身
廣濱 早美
経営学部  経営学科  4年

親身に指導してくださる先生方や、フレンドリーな
先輩・後輩。そんな「人の温かさ」も理科大の魅力だ
と思います。恵まれた人間関係の中でやる気が加速
し、何倍も頑張ることができると思います。

身近な先生、
学生間の交流も盛ん

三　重

三重県立四日市高等学校出身
高橋 由佳子
理工学部  工業化学科  4年

「研究室で選べ」という父のアドバイスから、各大学
を一通り調べました。中でも理科大は研究ジャンル
が多彩で、一番興味が湧いた研究室も理科大にあ
りました。実際に今、その研究室に所属しています。

研究室を見極めて、
この大学へ

新　潟

新潟県立三条高等学校出身
大橋 朋史
理工学部  経営工学科  4年

向上心さえあれば、どんどん自分を伸ばすことがで
きる大学です。高い目標に挑戦できるだけの力が身
に付くから、就職にも強い。私も4月から、学んだこ
とを生かせる、第一希望だった企業で働きます。

自信を持って希望の
企業に挑戦できる

大　分

大分県立別府鶴見丘高等学校出身
伊藤 駿一
基礎工学部  電子応用工学科  1年

地元では「理科大は厳しいだけに実力が付き、就職
も良い」と聞いていました。就職が厳しい時代だか
らこそ、そこに魅力を感じました。大変な勉強も一
緒に頑張る仲間が多いので苦ではありません。

知れわたる
実力主義の伝統

熊　本

熊本県・私立秀岳館高等学校出身
梅田 真梨奈
科学教育研究科  科学教育専攻  修士課程  2年

各学科の専門分野への知識を深めながら、教員を目
指せることが理科大の魅力です。また、「出前授業」
など実習以外で子どもたちと触れ合える機会が多
く、教育者としても成長できる充実した環境です。

専門分野を持った
教員になれる強み

沖　縄

沖縄県立沖縄工業高等学校出身
秋元 賀行
理学部第二部  数学科  2年

工業系の高校で学ぶうち、技術の原理や理論を知り
たいと思い、大学進学を決意しました。祖父の先生
も学んだという歴史ある理科大で実力を付けたい
と思いました。

歴史ある理科大で
十分な基礎知識を培う

兵庫県立尼崎稲園高等学校出身
小林 彩香
基礎工学部  材料工学科  4年

オープンキャンパスで先輩方が研究室を紹介してく
れました。その時のスマートさや物腰の柔らかさが
とてもかっこよく、理科大への憧れが急上昇。こうな
りたい！と思える先輩にたくさん出会えます。

学生の雰囲気の良さが
決め手

広　島

広島県・私立広島なぎさ高等学校出身
大濱 諒子
基礎工学部  電子応用工学科  4年

基礎工学部の卒業生が、社会の中でチームワークに
優れていると評判なのは、1年次の寮生活があるか
ら。共同生活を通して協調性やコミュニケーション
力が磨かれ、人としての成長を実感できます。

人間として
大きく成長できる！

島　根

島根県立益田高等学校出身
舛谷 友一
工学部第一部  電気工学科  1年

高校の担任や物理の先生が理科大の良さを教えて
くれました。教え子たちの伸びる姿を知っているせ
いなのか、「教え子がもっと成長できるように」とい
う想いで勧めてくれているようです。

高校の先生方から
信頼されている

石　川

石川県立金沢二水高等学校出身
福岡 広人
理学部第一部  応用物理学科  1年

高校の先生に「理科の教師になりたい」と相談した
ら、間髪入れず理科大を勧めてくれました。理数系
教員の育成に定評があり、理科大出身の先生も「実
力が付く」と太鼓判を押してくれました。

教員を目指すなら
伝統ある理科大へ

徳島県立城ノ内高等学校出身
正木 恵
理工学部  土木工学科  4年

建築系・土木工学系・情報系の人にとって、東京で
学ぶことには大きな意味があります。東京に集まる
最先端の社会インフラ。それを間近に見ながら、研
究に生かすことができます。

東京で学ぶという
メリット

静　岡

静岡県・私立日本大学三島高等学校出身
菊池 麻子
理学部第一部  応用物理学科  4年

高校で開催された大学説明会で、理科大は他大学
にはない魅力を放っていました。「絶対に実力が付
く。ただし、その分勉強する」。その時の印象通り、学
生の頑張る気持ちを裏切らない実直な大学です。

理科大に惹かれた
大学説明会

大　阪

大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎出身
森 清貴
工学部第二部  経営工学科  2年

大学で建築を勉強している姉から理科大の話を聞
き、文系だった私は理系へ。第二部で夜間の授業後
も議論をとことん交わすなど志の高い仲間に囲ま
れ、本当に充実しています。

質の高い
第二部の教育

香川県立坂出高等学校出身
野口 真
基礎工学部  材料工学科  1年

父が「会社の理科大出身の社員が優秀だ」と理科大
を勧めてくれました。就職率が高いのは多くの企業
が理科大を評価しているから。社会で通用する実力
や社会性を育む土壌が理科大にはあると思います。

社会に
期待されている大学
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