
なぜ、いま原子力を学ぶのか。

原子力人材入試
Human Resource Entrance Exam Guide for Nuclear Power 2018

（旧 武蔵工業大学）



原子力の今、
そして必要な人材とは。
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2011年の東日本大震災、その際に起きた東京電力福島第一原子力発電所の事故。

以降、原子力発電に対する関心は、国民レベルで高くなっています。地球温暖化への対策、

原油や天然ガスの急激な価格変動への対策、エネルギーの安定供給としての視点など、

原子力科学技術の集大成である原子力発電は、これまで重要な役割を果たしてきました。

そして今、より安全性の確保が必須であることはもちろんのこと、推進・反対の立場を超えた

高度な知識と使命感を持った原子力技術者の育成が求められています。また、原子力

科学技術の修得を通じて得られる、放射線の計測や分析の技術は、医学分野にも

役立つ重要なテクノロジーであり、世界的な問題を解決するためにも必要です。

本学原子力安全工学科では、機械、電気電子にかかわる工学的な基礎知識と伝統的な

高度技術を基盤に、長年培ってきた原子力の研究・教育の実績・経験を活かした、

実機・実物による教育実習・訓練を重視し、現場の実務に即応し得る技術者・技能者の

養成を目指しています。

青森県
○ 電源開発（株）大間原子力発電所 ■

北海道
○ 北海道電力（株）泊発電所 123

新潟県
○ 東京電力（株）柏崎刈羽原子力発電所
1234567

石川県
○ 北陸電力（株）
志賀原子力発電所
12

福井県
○ 関西電力（株）美浜発電所
123
福井県
○ 関西電力（株）大飯発電所
1234
福井県
○ 関西電力（株）高浜発電所
1234

佐賀県
○ 九州電力（株）
玄海原子力発電所
1234

宮城県
○ 東北電力（株）女川原子力発電所
123

福島県
○ 東京電力（株）福島第一原子力発電所
123456
福島県
○ 東京電力（株）福島第二原子力発電所
1234

青森県
○ 東北電力（株）東通原子力発電所 1
○ 東京電力（株）東通原子力発電所 1

茨城県
○ 日本原子力発電（株）東海・東海第二発電所
■■

鹿児島県
○ 九州電力（株）川内原子力発電所 12

■ 稼働中の炉 -------------------------------------
■ 原子炉設置変更許可がなされた炉 -----------
■ 新規制基準への適合性審査中の炉 ---------
□ 適合性審査未申請の炉 -----------------------
■ 廃炉を決定した炉 -------------------------------
数字は炉番号です

7基
7基
12基
16基
18基

（2018年3月末日時点）

出典：経済産業省・資源エネルギー庁「日本のエネルギー2017年度版」他より作成

※伊方3号機は、平成29年12月13日、
広島高裁において運転差止仮処分命令
（平成30年9月30日まで）

［日本の原子力発電所の運転・建設状況］

島根県
○ 中国電力（株）島根原子力発電所
123

福井県
○ 日本原子力発電（株）
敦賀発電所
12

愛媛県
○ 四国電力（株）伊方発電所 123

静岡県
○ 中部電力（株）浜岡原子力発電所
12345



日本のエネルギーを支える。その使命に“人材”で応える。

原子力と共に歩んだ、研究所58年の歴史

本学の原子力研究所は、昭和35年、原子力の平和利用と技術開発をめざして開設しました。

当初は、全国の大学の共同利用施設として活用され、原子炉および医療、生物治療研究を

中心に様々な成果を世に出してきました。例えば、原子炉の中性子を利用した放射化分析

システムが導入され、環境保全（公害）問題をはじめ、農業や工業の様々な分野の分析に

活用。また、医療分野では99件の脳腫瘍と9件の皮膚がんの照射治療がおこなわれ、多くの

患者の命を救う研究がなされました。施設保守の関係から平成元年に一時停止した後、

原子炉の廃止が決定されましたが、現在では、放射線同位元素の取り扱い施設として

リニューアル。本学の原子力安全工学科や早稲田大学との大学院「共同原子力専攻」が、

原子力・放射線の実験実習に使っています。また、放射線モニタリングデータの提供による

原発事故支援や市民への放射線教育を実施するなど、社会貢献を目的とした施設利用と、

学生が原子力について考えを深める機会を提供しています。

昭和30(1955)年

昭和31(1956)年

昭和33(1958)年

昭和34(1959)年

昭和35(1960)年

昭和38(1963)年

昭和49(1974)年

昭和50(1975)年

昭和52(1977)年

昭和56(1981)年

昭和60(1985)年

平成元(1989)年

平成15(2003)年

平成18(2006)年

平成20(2008)年

平成21(2009)年

平成22(2010)年

平成29(2017)年

平成28(2016)年

原子力の平和利用を目的とした第１回国際原子力平和利用会議（ジュネーブ）が開催される

 日本も同会議に参加し、同年「原子力基本法」を公布

 原子力委員会発足／東海村に原子力研究所を設置

● 早稲田大学と
大学院 共同原子力専攻 を
設置

● 原子炉が臨界に達し、定格出力100kWに到達（日本の大学関係研究用原子炉として３基目）

● 放射化分析トータルシステム（ＧＡＭＡシステム）の完成

● 熱中性子柱を改造し、医療用照射室を完成

● 第１号脳腫瘍患者の中性子捕捉療法治療を実施（以降、約１０年間で１０８例を治療）

● アルミニウム被覆燃料からステンレス被覆燃焼に交換し、再臨界達成

● 原子炉の運転を一時停止

● 原子炉の廃止を決定

● 使用済燃料の事業所外搬出

● 工学部 原子力安全工学科 を設置

● 大学院工学研究科 修士課程 原子力工学専攻 を設置

● 東急グループ内に（学）五島育英会を含む東急系１４社による
東急原子力研究グループ（ＴＡＧ）を設置

● 武蔵工業大学（現 東京都市大学）内に
武蔵工大原子力グループを発足

● 川崎市王禅寺に原子力研究所を設置（ＴＡＧ１４社の出資
により設立し武蔵工業大学の研究所として発足）

原子力安全工学科、共同原子力専攻が、 ●
日本原子力学会より、貢献賞を受賞

学科定員を50％増員 ●

● 日本原子力学会より、
原子力歴史構築賞を受賞

原子力技術研究の黎明期から
半世紀以上の実績を持つ
東京都市大学（旧 武蔵工業大学）の原子力分野

原子炉（TRIGA-Ⅱ型）加速器システム採取資料の放射能自動測定装置

社会的な原子力の流れ 原子力研究所の歩み



日本のエネルギーを支える。その使命に“人材”で応える。

高度な専門技術と取得資格により、幅広い将来への道が開かれています。

原子力安全工学科は、原子力の技術継承という社会・産業界の要請を満たすために、原子核や原子力安全の正しい理論学修に加えて放射線を扱う実務を交えた学修によって、高度の

原子力理論及び技術を手掛けることのできる専門性を有する技術者の養成を目的としています。

主な就職先（平成２９年度：原子力安全工学科・共同原子力専攻）
■ 電気・ガス・熱供給・水道業　東京電力ホールディングス／中部電力／原電エンジニア
リング／東京パワーテクノロジー　■ 製造業（電気機械器具）　日立製作所／東芝
■ 公務員　原子力規制庁　■ その他　日本原燃／凸版印刷／富士電機／東芝
プラントシステム／関電工／日立プラントコンストラクション／東京エネシス／原燃輸送／
三菱重工メカトロシステムズ／日立プラントメカニクス／富士通ＣＩＴ／三興／ＭＨＩニュー
クリアシステムズ・ソリューションエンジニアリング／シスウェーブ／非破壊検査／日本環境
調査研究所／原子燃料工業／核物質管理センター／日本原子力研究開発機構

自然科学系と数学系、情報系、機械系など、
原子力基礎の科目を学び、同時に、工学
リテラシー、環境概論などの工学教養科目
も学び、原子力技術者としての素養を身に
つけます。

狭義の原子力技術だけに限定せず、機械工
学、電気電子工学を融合させた実験実習を
行ない、工学基礎技術を修得するとともに、
原子力技術者として必要な技術者倫理や
技術に関する法規体系について学修します。

原子力技術者教育、原子力施設の放射
線環境の保全に重点を置き、リスク評価
に基づく原子力施設の安全管理を実機
展開できる人材の育成を行います。

卒業論文とともに、原子力人材への集大成と
して、従来の実験室レベルでは得られない、実
機もしくは実物を模擬した設備の活用による
実習を通じ、理論だけでなく実践を通して、原
子力の安全技術を修得することが可能です。

工学的基礎から原子力安全工学に関わる特徴的な学びにより、原子力

施設はもちろん、行政・自治体および研究機関の原子力部門、さらには、非破

壊検査・材料分析事業にかかわる企業や放射線医学にかかわる研究・医療

機関など、幅広い分野での活躍が期待されます。また、原子力施設における

保安監督責任者等の資格取得についてはバックアップ体制をとっています。

大学院進学 就職

学部卒業後に更に高度な専門技術の修得や、原子力の研究を希望する

学生には、本学の大学院への進学を推奨しています。本学の大学院には、

早稲田大学との共同による「共同原子力専攻」が開設されており、他の

国立大学の大学院への進学も含めて４０％以上の学生が大学院へ進学

しています。

「安全の担い手」として
日本、そして世界で活躍できる人材へ

1
年

2
年

3
年

4
年

専門科目
教育研究の特徴 実験実習科目 原子炉工学 サイクル工学 原子力機械工学 原子力安全工学 放射線工学

機械工作実習

原子力実験実習
原子炉運転実習
原子力技能訓練

電気機械・
放射線実験(1)
電気機械・
放射線実験(2)

核反応工学
原子力プラント工学

放射化学

核燃料・材料工学
核燃料サイクル工学
バックエンド安全工学

材料力学
原子力設計製図
耐震安全工学基礎

原子力機械耐震工学
廃炉工学

熱流体工学

原子力リスク評価工学
原子炉伝熱・流動工学
原子力危機管理
原子力安全工学

放射線計測
放射線安全学

放射線医療工学
加速器利用工学

原子炉物理学
原子炉運転制御工学

40%早稲田大学との共同による
「共同原子力専攻」への進学率

東京都市大学・早稲田大学

共同原子力専攻

卒業研究関連科目

事例研究
卒業研究

研
究
室

■ 原子力システム研究室
■ 放射線応用工学研究室
■ 原子力耐震・構造工学研究室

■ 原子力安全工学研究室
■ 放射線計測研究室

■ 原子力リスク評価研究室
■ 原子炉廃止措置工学研究室

入学定員：45名（内、本入試制度募集人員6名）
在学生数：173名（男子：159名、女子：14名）※平成30年５月現在

学 科
概 要

● 原子力システム
● 放射線計測

● 原子力安全工学
● 原子力リスク評価

● 放射線応用工学
● 原子力耐震工学

６つの
専門領域



【インターネット受付のみ】
【郵送およびインターネット】

【出願時に試験場を選択】

（入学金・授業料等
納入期限）

以下の課題から選択し、タイトルは自由に設定してください。

所定用紙はＡ４サイズ８００字です。５ページ（４，０００字）程度としますが、枚数制限はありません。

所定用紙に代えて、Ａ４サイズ任意書式による作成も可とし、ワード・エクセル・パワーポイント等による作成や図表等の利用も可とします。

原子力または放射線のしくみや活用方法について研究し、基礎知識のない人たちを対象として仮定し、できるだけ分かりやすく説明するレポートを作成して
ください。タイトルは自由に設定してください。また、あなたがさらに学修したい内容についてもまとめてください。

本学原子力安全工学科の趣旨を理解し、当該学科で教育を受けるに十分な基礎学力を有し、原子力工学の分野での活躍を強く考えている者。
既卒可・社会人可（併願可）

原子力人材入試の概要
東京都市大学だから踏み出せる、原子力人材への大きな一歩。

■ 出願資格 

■ 募集人員：6名 

課題レポート 

出願期間

被災状況

１　家計維持者の死亡等

2　家屋の半壊（焼）等

3　家屋の流失・全壊

4　家屋の損傷等の罹災

全額免除

全額免除

全額免除

全額免除

全額免除

全額免除

全額免除

全額免除

全額免除

全額免除

半額免除

（免除措置なし）

入学検定料 入学金 授業料

試験日 試験場 合格発表 手続期限

2018年

（21:30まで）

10月25日（木）～
11月1日（木）

2018年
11月18日（日） 2018年

11月30日（金）

2018年
12月7日（金）

● 世田谷キャンパス
● いわきサテライト
センター※

※いわきサテライトセンター：〒970-8026 福島県いわき市字田町120番地ＬＡＴＯＶ６階 いわき産業創造館（ＪＲ常磐線いわき駅より徒歩３分）

出願前に必ず別冊の「入試要項」（2018年９月完成予定）にてご確認ください。

手続き等詳細は別冊の「入試要項」「入学手続要項」を参照してください。

⑴ 調査書
⑵ 志望理由書（所定用紙：８００字）
⑶ 課題レポート（所定用紙／別途任意書式による提出も可）
⑷ 面接（学修内容の確認・提出レポート内容に関しての面接官との討議を含む）

東京都市大学では、学費等を負担する保護者等が地震等の大規模自然災害を受け、災害救助法が適用された市町村に居住し、罹災
証明を受けられた場合、入学者に対する経済的支援として以下の特別措置を講じます（減免期間は１年間・入学初年度のみ）。

■ 選考方法 

■ 地震等災害における学費等減免

研究発表型：原子力・放射線等の技術の解説
課題
1

原子力発電所の政策動向や技術の進展について、基礎知識のない人たちを対象として仮定し、できるだけ分かりやすく説明するレポートを作成してください。
タイトルは自由に設定してください。また、あなたの考える課題や将来像についてもまとめてください。

社会科学型：原子力発電所の現状と課題
課題
2

各種セミナー等に参加し、セミナーの内容を踏まえ、あなたの考え方をまとめてください。

セミナー参加型
課題
3

本学が紹介する原子力関連書籍を読み、あなたの考え方をまとめてください。

参考図書型
課題
4

裏面に各課題の参考になるウェブサイト、セミナー、書籍などを紹介しています。



原子力の今、
そして必要な人材とは。

原子力人材入試に関するご質問・ご相談・お問い合わせ先

〒158-8557 東京都世田谷区玉堤1-28-1 （世田谷キャンパス）
ＴＥＬ：03-5707-0104（代）
ＦＡＸ：03-5707-2211（直）
ＵＲＬ：http://www.tcu.ac.jp
E-mail：nyushi@tcu.ac.jp

入試センター

八王子

長津田

中 川
（東京都市大 横浜キャンパス前）

等々力
（東京都市大学 等々力キャンパス前）

尾山台
（東京都市大学 世田谷キャンパス前）

あざみ野 二子玉川

センター北

センター南

池 袋

新 宿

渋 谷

品 川

大井町横 浜

日吉

中 山

自由が丘横浜市営地下鉄
グリーンライン

横浜市営地下鉄ブルーライン

みなとみらい線

東急田園都市線

横
浜
線

京浜東北線

中央線

東急大井町線

地下鉄副都心線

山手線

東急東横線

原子力研究所

横浜キャンパス
世田谷キャンパス

等々力キャンパス

課題レポート作成のための参考資料一覧

セミナー名 開催場所 日程 プログラム 申し込み

オープンセミナー 
in オープンキャンパス 世田谷キャンパス

① 学科紹介（原子力研究所の歴史・研究力・アクティビティ等）
② 原子力・放射線技術の説明・本学が考える原子力技術の将来像
③ 入試概要説明

事前申し込み不要です。
直接セミナー会場に
入室してください。

2018年
6月17日（日）11：30～
（オープンキャンパス内）

オープンセミナー 
in オープンキャンパス

2 Days

王禅寺オープンラボ
（原子力研究所見学会）

他団体セミナー

世田谷キャンパス

王禅寺キャンパス
（原子力研究所）

原子力文化振興財団等が主催し、全国各地で開催される原子力関連セミナー

（両日とも）
① 学科紹介（原子力研究所の歴史・研究力・アクティビティ等）
② 原子力・放射線技術の説明・本学が考える原子力技術の将来像
③ 入試概要説明

① 学科紹介（原子力研究所の歴史・研究力・アクティビティ等）
② 原子力・放射線技術の説明・本学が考える原子力技術の将来像
③ 入試概要説明
④ 原子力研究所見学

事前申し込み不要です。
直接セミナー会場に
入室してください。

事前申し込み不要です。
直接会場へ
お越しください。

セミナーにより異なります。

2018年8月3日（金）、
8月4日（土）

（オープンキャンパス内）

特別セミナー
in いわき

いわき産業創造館
セミナー室Ａ

（いわき市平字田町
120番地 LATOV6F）

① 東京都市大学 大学概要・入試説明  ---------------------------
② 原子力発電所廃炉の現状と課題  -------------------------------
③ 廃炉作業におけるリスク  -------------------------------------------　　　　　         
④ 東京都市大学における原子力規制人材育成  ------------------
※個別相談（入試センター）  -------------------------------------------

13:00～／３０分
13:30～／５０分
14:20～／５０分
15:10～／２０分
13:30～終了まで

・ 東京都市大学 大学説明会 ＆ 原子力人材入試セミナー
・ 福島第一原子力発電所廃炉のための高校生セミナー～廃炉のために必要なこと～

東京都市大学
入試センターまで、
メール（nyushi@tcu.ac.jp）
または電話
（03-5707-0104）にて
申し込みください。

2018年
7月14日（土）
13：00～16:00

2018年8月25日（土）
10：00～16:00

研究発表型課題
1

セミナー参加型課題
3

参考図書型課題
4

社会科学型課題
2

原子力関係ウェブサイト

内閣府原子力委員会：原子力のすべて
http://www.aec.go.jp/jicst/NC/sonota/study/aecall/index.html

電気事業連合会：広報誌・パンフレットのご案内
http://www.fepc.or.jp/library/pamphlet/

中部電力：浜岡原子力発電所 安全性のさらなる追求
https://www.chuden.co.jp/corporate/publicity/pamphlet/catalog/
catalog_03/index.html

関西電力：パンフレット「かんでんエル・メッセージ」
http://www.kepco.co.jp/corporate/report/el_message/index.html

原子力規制委員会：政策について
http://www.nsr.go.jp/activity/index.html

IAEA Learning Management System(英語)：廃棄物・
廃炉等のE-Learning
http://elearning.iaea.org/m2/course/index.php?categoryid=13
※利用には登録が必要です。

福島県教育庁 義務教育課：パンフレット、放射線等に関する
指導資料 第5版等
http://www.gimu.fks.ed.jp/htdocs/?page_id=30
※資料集となります。

放射線関係ウェブサイト

電気事業連合会：放射線について
http://www.fepc.or.jp/theme/hoshasen/index.html

文部科学省：新しい放射線副読本
http://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/sonota/detail/1344732.htm

放射線教育支援：らでぃ
https://www.radi-edu.jp/

福島県伊達市：放射能教育副読本
http://www.city.fukushima-date.lg.jp/site/education/3818.html

原子力安全関係ウェブサイト

原子力学会：原子力安全の基本的考え方
http://www.aesj.net/publish-1221
※一部内容は無料ですが、全編の閲覧は有料となります。

電気事業連合会：原子力の安全文化とは
http://www.fepc.or.jp/nuclear/safety/ikusei/anzenbunka/

原子力規制委員会：原子力安全文化に関する宣言
http://www.nsr.go.jp/data/000108960.pdf

エネルギー関係ウェブサイト

経済産業省 資源エネルギー庁：日本のエネルギー
http://www.enecho.meti.go.jp/category/others/tyousakouhou/
seisakukouhou/#pamph
※注意深く読み解くこと。

その他ウェブサイト

東京電力：パンフレットダウンロード
http://www.tepco.co.jp/ps-engineering/denjikai/denjiha10-j.html
※番外編となります。

東京電力：原子力安全改革の取り組み
http://www.tepco.co.jp/challenge/nuclear_safety/index-j.html

入門編

『いちから聞きたい放射線のほんとう』 
菊池誠、小峰公子、おかざき真理著 （筑摩書房）
『放射線のやさしい知識』 
飯田博美・安齋育郎著 （オーム社）

一般向け

『天然原子炉』 藤井勲著 （東京大学出版会）
『福島第一原発廃炉図鑑』 開沼博編 （太田出版）
『放射性物質の人体摂取障害の記録』 松岡理著 （日刊工業新聞社）
『放射能と人体』 渡利一夫・稲葉次郎編 （研成社）
『先進放射線利用』 飯田敏行監修 （大阪大学出版会）
『原子力がひらく世紀』 日本原子力学会
『原子炉解体 廃炉への道』 石川迪夫著 （講談社）

専門書

『原子力安全基盤科学１～３』 総合編集 山名元
（京都大学学術出版会）
『原子力安全の基本的考え方について 第1編』
日本原子力学会
『原子力安全の論理』 佐藤一男著 （日刊工業新聞社）

大学HPでは
情報を随時更新しています。
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