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地球の未来を支える、 
生命と環境の科学。

生命機能学科生命機能学科

私たちが暮らす地球は、危機に瀕しています。 

人口増加による食料問題、工業化による環境問題、エネルギー問題。

これらを解決するために、重要な分野が生命科学です。 

すべての生命を支える植物の健康を守り、 

地球の未来を支える技術や地球上のさまざまな生命を

制御可能にしていく研究・技術に、大きな期待が寄せられています。

また、人類と環境および資源との共生を実現するために、 

現代化学の手法を用いた環境にやさしい新物質の開発や、

環境保全、 新しいエネルギーの創出を促すための

応用技術の確立も急がれています。

「生命科学部」では、こうした21世紀社会のニーズに応えられる

専門技術者や研究者を養成します。

生命科学部には3学科があります。 各学科は、それぞれ独自のカリキュ

ラムを編成しながら、学部共通の基礎専門科目を設定。横断的・学術的

な学びを実現しています。 これにより、生命科学と現代化学の基礎から

応用までをカバーする、 21世紀の研究・教育の拠点づくりを目指して

います。

生命科学部では「入学したばかりの学生に大学生らしくなるための教

育」として、 下記のような少人数単位で学ぶ科目を設けています。 これ

らの科目では大学生として必要とされる「自ら学ぶこと」、「議論するこ

と」、「自己アピールすること」および「レポートを書くこと」について、 

先生から直接指導を受けながら実践を繰り返して身に付けることにな

ります。

生命科学部の特色
学部共通の専門科目による、専門を超える学び

生命科学部での初年次教育

生命科学部

生命機能学基礎演習 Ⅰ
フロンティア
バイオサイエンス入門

基礎応用化学実験

植物生産基礎実習 Ⅰ・Ⅱ

生命機能学基礎英語 Ⅰ

生命機能学基礎実験 Ⅰ
生命機能学科

応用化学基礎環境応用化学科

植物医科学基礎実験 Ⅰ・Ⅱ応用植物科学科

楷（かい）の木

メンデルのブドウ

ニュートンのリンゴ

中庭に
植えられている

3本の
「学問の木」

ゲノムに含まれる遺伝情報の選択的利用の
仕組み、遺伝子産物である蛋白質分子が機
能する仕組み、生命の基礎単位である細胞
の個々または集合した全体として発現する生
理機能について分子/原子レベルで解明しま
す。本学科では、一つの細胞、一つの分子の
機能を解明しながら、それらが集合して発現
する生物の多様な機能を理解する「細胞個性
学」「分子個性学」を提案し、新しい生命科学
「生命機能学」に挑戦しています。

環境応用化学科環境応用化学科
21世紀のキーワードである「物質」、「環境」、
「生命」の関連性を踏まえ、先端化学の知識
を用いて、人間・環境にやさしく持続可能な
社会を創造するための基礎知識や応用技術
について学びます。具体的には、環境やエネ
ルギー問題の化学的解決法について学び、
環境調和型社会の様々な産業分野で活躍で
きる、「ものづくり」のプロを養成します。

応用植物科学科応用植物科学科
近年の食料・環境・エネルギー問題に対応す
るために、生命科学の応用領域を扱うのが応
用植物科学科です。 植物疾病に対する最適
な診断・治療・予防ができる人材を養成しま
す。 安全かつ効率的な食料生産や自然環境
保全を目指し、 最新の生命科学の成果を踏
まえた植物医科学の知識と実践的スキルが
修得できます。

ここが 魅 力！ ここが魅力！
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「細胞個性学」と「分子個性学」が特徴の新しい生命科学
ヒトをはじめ多くの生物のゲノムの全構造が解明されたことで、生命科
学はいま転換期を迎えています。現代生命科学は、「部分」の物質的構
成と、「部分」が担う生命機能を詳細に把握してきました。しかし、「部
分」をいくら集積しても「全体」の把握はできません。「部分」が集合す
ることで、「部分」の機能が増幅されたり、「部分」の相互作用で新たな
機能が発生するなど、「全体」の生命機能が多様化するからです。細胞
や、細胞を構成する分子一つ一つの役割が明らかになりつつある今日、
一つの細胞、一つの分子の機能を解明しながら、それらが集合した際の
複合機能までを追求する新たな細胞生命科学・分子生命科学が求めら
れています。こうした時代の状況を踏まえ、本学科では「細胞個性学」
と「分子個性学」を特徴とする新しい生命科学、「生命機能科学」を提
案。新しい学問の創成をリードし、最先端の生命科学教育を進めます。

生命科学の最先端に対応する3コースを設定

Department of Frontier Bioscience

時代を先取りする「生命機能科学」で、最先端のスペシャリストを養成

ゲノム機能、
蛋白質機能、

細胞機能の3コース制

1年次より
実験・演習を始める
実践的教育

先端技術・資材・装置で
21世紀型生命
科学研究を推進

教 員 紹 介

● 主 な 授 業 科 目
● 研 究 分 野 紹 介

生命の基本構成単位である細
胞を理解するために、構成的ア
プローチによって研究を進めて
います。細胞の再構成を目指し
て、脂質やタンパク質、核酸を
用いた再構成系の確立や、組織
の再構成を目指して、細胞を任
意の位置に配置して細胞間相
互作用を制御することにより、
細胞が集団化した時に現れる
効果を解析しています。

金子 智行 教授

細胞生物学Ⅱ

川岸 郁朗 教授

細胞生物学Ⅰ

山本 兼由 教授

分子生物学Ⅱ

水澤 直樹 教授

生物学基礎Ⅰ

雲財 悟 准教授

蛋白工学

佐藤 勉 教授

分子生物学Ⅰ

曽和 義幸  准教授

生物物理学Ⅱ

常重 アントニオ 教授

生物物理学Ⅰ

西川 正俊 助教

生物化学II

廣野 雅文 教授

生物化学Ⅰ

どんな細胞も、時々刻々と変化
する環境をモニターし、適切に
応答する必要があります。私た
ちは、細菌を対象に、環境応答
センサーや、センサーを含む超
分子情報伝達システムの分子レ
ベルでの理解を目指しています。
皆さんも、細胞のもつ高度な環
境応答能力の驚異に触れ、その
謎を解き明かしていくサイエン
スを楽しんでほしいと思います。

生命の基本ユニットである細胞
の維持・分裂・分化を解明する
ことは現代生物学の課題の一つ
です。枯草菌をモデルにゲノム
レベルで細胞分化のプロセス、
それに伴うDNA再編成や母細
胞死など、細菌の細胞分化の解
明を目指しています。皆さんと
のコミュニケーションを通じて、
生命科学の課題に取り組んでい
きたいと思っております。

DNAに含まれる遺伝子の情報
を利用してアミノ酸が連なった
長い鎖のような蛋白質が合成さ
れ、立体的に折りたたまれます。
この立体構造形成によって機能
が発揮される仕組みを掘り下げ
ます。さらに、蛋白質またはそ
れらの複合体の構造形成の仕
組みを利用して、新しい機能を
備えた人工蛋白質の設計へと
発展させていきます。

私たちの体を作る細胞の中には
タンパク質の骨組みがあって、
それがダイナミックに形を変え
たり安定な精密機械のように
なったりして、細胞の分裂や運
動を支えています。多種類のタ
ンパク質分子が集合して多様な
骨組み構造ができる仕組みは
謎だらけです。それらを１つず
つ解いていく楽しさを皆さんに
伝えたいと思っています。

細菌は1細胞で1個体を形成す
る単純な原核生物であります
が、目まぐるしく変化する環境
にうまく適応し、生存すること
ができます。様々な自然環境に
応じて、細菌ゲノム上にある遺
伝子のうち必要なもののみを働
かせ、生存しています。このよう
な細菌細胞の多様な機能を分
子レベルで理解することを目指
しています。

光合成は、光エネルギーを利用
した精緻なエネルギー変換シス
テムです。光合成分野には、ま
だ多くの未解明な問題が残され
ています。私たちの研究室では、
光合成の酸素発生、光合成の
環境ストレス耐性、環境ストレ
ス下での光合成装置の動的変
化など、光合成における重要問
題の解明を目指します。

生命を構成する蛋白質は、独自
の立体構造を持つ極小部品と
言える存在です。蛋白質は人工
的に作られた部品とは異なり、
とても「柔らかい」構造を持ち、
それでいて正確に仕事をこなす
という特徴があります。環境に
適応するための蛋白質分子進化
や、情報伝達を担う蛋白質の立
体構造に注目し、その機能発揮
メカニズム解明を目指します。

細胞の中では、タンパク質が集
合してできたナノサイズの分子
機械が働いています。これら生
体分子機械は未来の人工ナノマ
シンのお手本といえる存在です。
私たちの研究室では、バイオ・ナ
ノテクノロジーを駆使して、生物
が持つ回転分子モーターの研
究を進めています。皆さんも、ナ
ノの世界で働く分子機械につい
て研究してみませんか。

生物の形作りは、決まった場所
で自ら変形することで実現しま
す。20世紀を代表する科学者の
チューリングは、自発的な場所
決めの方法を示しました。その
論文で彼は、変形と場所決めの
両方が実際の生物において重要
であると指摘しています。そこで
私達は、生物の変形と場所決め
の理解を目指し、線虫を用いた
実験と理論の研究をしています。

生命機能学科

●ゲノム機能コース
ゲノムには多数の遺伝子が含まれ、それらの総体が生物の機能を規定
しています。ゲノムの全遺伝子の機能を理解し、状況に応じて必要な遺
伝子だけを選択して発現する仕組みの理解を目指します。
●蛋白質機能コース
遺伝情報のほとんどは蛋白質の設計図といえます。遺伝子の情報を利
用して蛋白質が合成される仕組み、蛋白質分子が立体的に折りたたま
れて、多様な機能を発揮する仕組みの理解を目指します。 
●細胞機能コース
細胞は生命現象の基本単位であり、ゲノムの多数の遺伝子が発現し、
多種類の蛋白質が共同作業する舞台となっています。多数の遺伝子と
蛋白質が織りなす複合系の生命現象の理解を目指します。

在学中または卒業後に得られる取得資格および受験資格

（1）高等学校教諭一種免許状（理科）、中学校教諭
一種免許状（理科）

（2）中級バイオ技術者：2年次修了見込み時に受験
資格

（3）上級バイオ技術者：3年次修了見込み時に受験
資格

（4）技術士・技術士補（応用理学、生物工学部門） 
・技術士補：卒業により一部試験科目免除
・技術士：4年の技術士補の実務経験が  
必要

（5）生物分類技能検定：在学中に受験可能 
（6）ビオトープ管理士（2級）：在学中に受験可能

（7）特定化学物質等作業主任者：在学中に受験可能 
（8）危険物取扱者

●学びの特色

※教諭一種免許状修得には、教職関連の科目の修得が別途必要です。

1年次 2年次 3年次 4年次

細胞工学  生体超分子
細胞情報学  バイオエナジェティクス
医用生体工学  バイオイメージング
神経科学  分子免疫学
構造生物学

○ゲノム構造機能学 Ⅰ・Ⅱ
○生体分子分析学 Ⅰ・Ⅱ
発生生物学  生理病理学
生命科学データベース論・演習
有機化学概論 Ⅰ・Ⅱ
物理化学概論 Ⅰ・Ⅱ

◎生命機能学基礎実験 Ⅰ＊
◎生命機能学基礎演習 Ⅰ
○フロンティアバイオサイエンス入門＊  

◎生命機能学基礎英語 Ⅰ＊

◎生命機能学基礎実験 Ⅱ＊
◎生命機能学基礎演習 Ⅱ
生命機能学実験 Ⅰ

◎生命機能学基礎英語 Ⅱ＊

生命機能学実験 Ⅱ
◎生命機能学研究 Ⅰ
◎生命機能学演習 Ⅰ

◎生命機能学英語 Ⅰ＊

◎生命機能学研究 Ⅱ・Ⅲ
◎生命機能学演習 Ⅱ・Ⅲ
生命機能学研究論文

◎生命機能学英語 Ⅱ・Ⅲ＊

◎生物化学 Ⅱ
◎生物物理学 Ⅰ・Ⅱ
◎細胞生物学 Ⅱ
計算機科学概論 Ⅰ・Ⅱ

◎分子生物学 Ⅰ・Ⅱ  ◎生物化学 Ⅰ
◎細胞生物学 Ⅰ
生物学概論 Ⅰ・Ⅱ  物理学概論 Ⅰ・Ⅱ
生物統計学
基礎有機化学 Ⅰ・Ⅱ
グリーンケミストリ  環境と人間
植物分子細胞生物学
植物医科学概論
植物薬理学

○蛋白質構造機能学 Ⅰ・Ⅱ
○細胞構造機能学 Ⅰ・Ⅱ
機器分析学  分子微生物学
環境安全化学　分析化学
バイオエンジニアリング  応用環境化学
物質構造化学  微生物生態学
植物バイオテクノロジー概論
植物細菌学  植物ウィルス学
植物病学概論

遺伝子工学  蛋白工学
分子薬理学  食品科学
バイオインフォマティクス
ケミカルバイオロジー
高分子化学  生物有機化学
物質機能化学  物質変換化学
物質循環化学  バイオマテリアル
分子エレクトロニクス
植物メディカルゲノム学

実験演習系科目

科学英語

学科専門科目

学部共通科目

専
門
教
育
科
目※

※生命機能学科のみで開講している教養科目を含む　◎=必修科目　○=履修推奨科目（基幹科目を含む）　無印=選択科目　＊=教養科目生命機能学科 設置科目

■カリキュラム表および科目名は、変更になる場合があります。
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環境と共生するための新しい化学技術を追究
現代社会は、大量生産と大量消費という20世紀型スタイルから脱却し
て、社会全体の継続的な発展を目指す時を迎えています。そのために
は、環境に優しいものづくりが欠かせません。環境負荷の少ない化学、
つまり、グリーンケミストリ（人間・環境にやさしく持続可能な社会を目
指す化学）が求められているのです。また、生命科学の対象は物質であ
り、生体は体内で物質を化学的に変化させて生命を維持しています。こ
のような生体の優れた構造と機能についての知識を利用し、化学的手
法により新しい低環境負荷型機能性材料を開発したり、生体機能を人
工的に創成するなどの総合的分野の展開が求められています。こうした
社会的要請に応えて設立されたのが、環境応用化学科です。

基盤科目としてグリーンケミストリ関連科目を設置。また、有機化学、
無機化学、物理化学、分析化学などの化学の基礎をしっかり学習した
上で、生体と物質との関係について学びます。グリーンケミストリ関連
科目では、化学物質の開発および生産過程における自然界や生体への
影響、省エネルギー、資源の循環再利用など、環境調和の考え方を重
視した学習をします。化学の基本原理をベースに、生体や環境、物質と
の関わりとしての化学を学びます。さらに、最小環境負荷実現のための
物質設計など、環境問題に対応した新しい化学的解決法、低環境負荷
型機能性材料開発などに関する教育研究を展開します。人類全体の課
題に対する化学の役割を果たします。人に優しい物質開発や環境保全、
資源およびエネルギーの製造および循環プロセスに関する知識と技術
を身に付け、「ものづくり」に関連したさまざまな産業分野の研究者、技
術者としての活躍が期待できます。

物質・資源・エネルギーの製造や循環プロセスなどを研究

●グリーンケミストリコース
化学の観点から環境を捉え、物質と生命、物質と環境との関連について
学び、環境保全やエネルギー問題などを化学的手法で解決するための
知識と技術を学びます。
●物質創製化学コース
環境、資源、エネルギーの観点から、さまざまな機能性物質開発を行う
ための知識や、その機能を利用した応用開発のための基礎知識や技術
を身に付けます。  
●環境化学工学コース
環境・資源・エネルギーの観点から物質の化学変化を捉え、省エネル
ギー、低環境負荷の物質の合成、分離、精製プロセス、化学工学的プロ
セス設計の基礎を学びます。

Department of Chemical Science and Technology

現代化学の手法を用いて、持続可能な社会を実現する専門家を育成

実験・演習を
重視した

実践的カリキュラム

環境にやさしい
最先端の

化学技術の学習

環境調和型社会
で活躍する

化学のプロを育成

教 員 紹 介

● 主 な 授 業 科 目
● 研 究 分 野 紹 介

機能性無機材料の高温な環境
下における劣化挙動を解明し、
その耐久性を向上させることを
目的とした研究に取り組んでい
ます。これにより、エネルギー変
換効率の高いシステムが作れる
ようになります。環境にやさし
い明るい社会で暮らすために、
一緒に環境応用化学を学びま
しょう。

明石 孝也 教授

無機化学概論

荒井 貞夫 教授

化学基礎Ⅰ・Ⅱ

杉山 賢次 教授

有機化学Ⅰ・Ⅱ

河内 敦 教授

基礎有機化学Ⅰ・Ⅱ

髙井 和之 教授

物理化学Ⅱ

石垣 隆正 教授

無機化学Ⅰ・Ⅱ

村野 健太郎 教授

物質循環化学

大河内 正一 教授

グリーンケミストリ

森 隆昌 教授

環境化学工学概論

緒方 啓典 教授

物理化学Ⅰ

山下 明泰 教授

環境化学工学応用

化学基礎や科学実験など１年
生の基礎教育や教養教育を通
じて、じっくり考えながら理解
し、理解したことを応用、さらに
表現できる学生を育てる教育を
目指しています。また、低分子ゲ
ル化剤の合成と自己組織化、特
異な構造をもつ有機化合物の
合成などの研究にも取り組んで
います。

環境・エネルギー・生体に関連
した無機材料の合成、大きさが
100ナノメートル以下の微粒子
を分散した光・電子・磁性機能
材料の創製が研究テーマです。
プラズマ、超音波、レーザーなど
を利用して、環境低負荷な合成
を行っています。未知の可能性
を持った若い方の力が開花する
ように、将来の夢形成と実現の
手助けをしたいと思っています。

世界的水不足が懸念され、バー
チャルウォーターなどを含めた
水の配分問題や、省水化および
海水の淡水化技術などのより経
済合理性を伴う技術的課題の
解決が求められています。さら
に、何気なく毎日飲んでいる水
が、健康に大きく影響している
報告もあります。これらの水問
題を、皆さんと一緒に学び考え
ていきたいと思います。

分子エレクトロニクス材料、有
機-無機複合材料、ナノテクノロ
ジー材料等、将来の科学技術を
支えていくことが期待される
様々な機能性材料の開発およ
びデバイスへの応用研究、機能
性材料の機能発現機構の解明
に関する研究を行っています。
人類の未来をになう化学を一
緒に学び、みなさんの能力を存
分に発揮してみませんか？

私たちの生活に欠かせないプラス
チック、ゴム、合成繊維は、モノマー
と呼ばれる小さな分子が数百から数
千個も結合した高分子化合物です。
高分子化合物はどのような性質を
示すのでしょうか。そもそも、どのよ
うにして数千個もの分子を結合させ
ればよいのでしょうか。グリーンケミ
ストリの概念に基づく高分子合成化
学の新しい展開に向けて、諸君の
チャレンジ精神に期待しています。

有機典型元素化学は、炭素と典
型元素の結合を含む化合物を
研究する分野です。近年、新た
な発展期を迎えています。主に
炭素－ケイ素，炭素－ホウ素結
合を含む新しい化合物の合成と
新しい反応の開発、特異な機能
の発現を目指して研究を行って
います。斬新なアイデアと意欲
あふれる皆さんの参加を待って
います。

安全・高効率な資源・エネルギー
利用を実現する次世代型の環境
材料の開拓を目指しています。特
に炭素などの軽元素からなる固
体に注目して、構造の幾何学的な
性質や異種物質との相互作用に
もとづく機能性の発現原理を明
らかにしていきます。とかく深刻
な社会問題も、自らの手で解決し
てしまおうという楽観的な意気込
みで一緒に頑張りませんか？

酸性雨や大気汚染物質を大学キャ
ンパスで捕集し、化学分析すること
により都市汚染、越境大気汚染など
の大気環境の評価を行っています。
環境問題は快適で便利な生活を追
い求めてきた現代人に突きつけられ
た課題です。本学で、キャンパスライ
フを楽しむと同時に環境化学、物理
化学、無機化学、有機化学、化学工
学等の化学の基礎をきわめて環境
問題の解決に取り組んで下さい。

粉体はセラミックスや電池など
の工業材料から食品，医薬品
に至るまで幅広い産業で取り
扱われています。液中での粉の
ふるまいを制御・評価すること
がこれらの産業の発展には必
要不可欠です。我々は特にサ
ブミクロン以下の微粒子の液
中での集合状態を制御・評価
する新しい技術の開発に取り
組んでいます。

人の生命に関わる生体工学に関
する研究を行っています。自然
科学の知識や技術を動員して、
人工臓器やドラッグデリバリー
システムの設計・製作・評価をし
ます。環境や食品工学のテーマ
も扱う、広い意味でのバイオサ
イエンス研究室です。将来、社会
で活躍できる人材を送り出すこ
とを研究室の使命と考え、日夜
研究に取り組んでいます。

■カリキュラム表および科目名は、変更になる場合があります。

環境応用化学科

地球環境に優しい物質開発や資源、エネルギーの製造および循環プロ
セス、環境問題の化学的解決法について、3コース制で学びます。

1年次 2年次 3年次 4年次

高分子化学（2）  遺伝子工学（2）  
蛋白工学（2）  生物有機化学（2）  
食品科学（2）  分子薬理学（2）  
物質循環化学（2）  物質機能化学（2）  
物質変換化学（2） 
バイオマテリアル（2） 
分子エレクトロニクス（2）

環境安全化学（2）  機器分析学（2） 
分析化学（2）  応用環境化学（2）　
物質構造化学（2） 
バイオエンジニアリング（2） 
蛋白質構造機能学 Ⅰ（2）
蛋白質構造機能学 Ⅱ（2）

○応用化学基礎（2）

○基礎有機化学 Ⅰ（2）
○基礎有機化学 Ⅱ（2） 
グリーンケミストリ（2） 
物理学概論 Ⅰ（2）  物理学概論 Ⅱ（2） 
生物化学 Ⅰ（２）  分子生物学 Ⅰ（2） 
分子生物学 Ⅱ（2）  環境と人間（2）

○応用化学入門（2） 
○化学熱力学 Ⅰ（2） 
○無機化学概論（2） 
○基礎応用化学実験（2）
教職生物学（2）

○物理化学 Ⅰ（2）  ○物理化学 Ⅱ（2） 
○有機化学 Ⅰ（2）  ○有機化学 Ⅱ（2） 
○無機化学 Ⅰ（2）  ○無機化学 Ⅱ（2） 
○化学熱力学 Ⅱ（2） 
○環境化学工学概論（2） 
○応用化学実験 ⅠA（2） 
○応用化学実験 ⅠB（2） 
化学熱力学演習（2） 
物理化学演習（2）  有機化学演習 Ⅰ（2） 
有機化学演習 Ⅱ（2） 
応用化学数学演習（2） 
コンピュータ利用化学（2） 
電気化学（2）

○応用化学セミナー（2） 
○応用化学実験 ⅡA（2） 
○応用化学実験 ⅡB（2） 
無機素材反応化学（2） 
環境分析演習（2）  触媒化学（2） 
環境化学工学応用（2） 
環境化学工学演習（2） 
量子化学（2）  錯体化学（2） 
化学統計力学（2） 
物質設計化学（2） 
エネルギー環境化学（2） 
反応工学（2） 
インターンシップ（化学）（2）

○卒業研究（4）

初年次教育

学科共通科目

環境応用化学科
専門科目

専
門
教
育
科
目

カッコ数字は単位数　○=必修科目　無印=選択科目環境応用化学科 設置科目

人と環境にやさしい社会を実現できる人材を育成   

在学中または卒業後に得られる取得資格および受験資格

（1）高等学校教諭一種免許状（理科）、中学校教諭
一種免許状（理科）

（2）技術士・技術士補（化学、応用理学、環境部門）
・技術士：4年の技術士補の実務経験が
 必要

（3）特定化学物質等作業主任者：在学中に受験可能 
（4）危険物取扱者：在学中に受験可能 
（5）毒物劇物取扱責任者：卒業することにより、資格

試験が免除 
（6）環境計量士：在学中に受験可能 

（7）公害防止管理者：資格認定講習受講により取得
可 

（8）作業環境測定士：卒業後1年以上労働衛生の実
務従事者は受験資格を有する

●学びの特色

※教諭一種免許状修得には、教職関連の科目の修得が別途必要です。
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今、世界が植物医科学に求めていること
現在、世界の人口は約70億人に達し、2050年には90億人を超えると
いわれています。一方で食料生産の増加率は鈍化しており、この状況が
続けば食料不足は必至です。世界の食料生産のうち3割を超える量が
病虫害や雑草害、貯蔵病害により失われています。この被害を少しでも
軽くすることが、今も年間8億人といわれる栄養不足状態の人々の救済
と将来へ向けた食料の安定確保へとつながります。植物医科学に求め
られていることは、これに正面から取り組むことです。また、枯渇しつつ
ある化石資源の代替として、環境負荷が少なく、持続的供給が可能な
原料が求められています。そこで植物を原料としてエネルギーや物質材
料に利用する技術も大きな進歩が必要です。社会に貢献する総合科学
としての植物医科学は生命科学や環境化学の先端技術を取り込みなが
ら、このような環境問題やエネルギー問題に多面的に取り組むことも求
められています。

世界の期待に永続的に応えるためにも、植物医科学を身につけた人材
の養成は急務です。食べものがなくやせ細った子供、崩れ落ちる氷河、
砂漠化による砂嵐などの報道映像を毎日のように目にする今、食料問
題や環境問題を解決したいという若い人たちは確実に増えています。そ
れら若い力を受け入れ、植物の健康を守ることを鍵としてこれらの問題
解決に取り組むため、応用植物科学科では幅の広い教育と研究に取り
組んでいます。人類の未来を左右する食料問題や環境問題に対して、自
分の技術と知識を高い意識をもって積極的に生かそうと考える人材を
育てているのです。

植物医科学センターの活用

世界の期待に応えるために   

求められる植物医科学領域に特化した3コース

Department of Clinical Plant Science

植物の健康を守る専門家を充実のカリキュラムで育成

1年次から
専門を学ぶ
カリキュラム 

食料と環境に
直結する
専門教育

技術士、樹木医、
自然再生士を
目指す 

教 員 紹 介

● 主 な 授 業 科 目
● 研 究 分 野 紹 介

作物の病気による損失は、約8
億人を一年間養える量です。近
い将来、人口増加による世界的
な食料難が確実視されていま
す。このような状況の中、作物
(植物)の病気を正しく診断し、
適切に防除する技術の重要性
が増しています。そこで、診断方
法、有用微生物などを用いた環
境に配慮した防除技術を開発
したいと考えています。

石川 成寿 教授

植物臨床医科学

大島 研郎 教授

植物細菌学

渡部 靖夫 教授

国際食料需給論

濱本 宏 教授

植物病防除学

越智 英輔 准教授

体育実技

佐野 俊夫 教授

植物生理病学

鍵和田 聡  専任講師

植物感染生理学

多々良 明夫 教授

応用植物害虫学

廣岡 裕吏 助教

植物病原菌類学

西尾 健 教授

フードセイフティ論

植物と微生物との関わり合いを
探る研究は、植物の病気を軽減
し、効率的に食料生産を行う技
術につながる重要なテーマで
す。ゲノム解析やトランスクリプ
トーム解析などの最新技術を
活用して病原微生物の感染メ
カニズムを解き明かし、植物を
病気から守るための新たな分
子基盤を構築することを目指し
ています。

私は土壌中の無機栄養分が植
物体内にどのように吸収され、
利用されているのかを解析し、
その結果を応用してミネラル豊
富な作物の開発や、適切な施肥
量の設定による病害発生の抑制
を目指しています。植物の栄養
バランスを考えて植物を上手に
生かし、植物を作物として利用
するわれわれ人間の生活に活か
せるよう、研究を続けています。

害虫を観察するほど、また知識を
深めるほど害虫の形態や生態の
不思議さ、多様性に引き込まれ
ます。このことは害虫だけでなく、
天敵類などの昆虫・ダニ類でも同
様です。害虫や天敵の生態の中
には害虫の防除に活用できるヒ
ントが隠されています。そこで、
それらの多様で興味深い生態特
性を解明し、環境にやさしい防除
に活用したいと考えています。

植物病の中には農業活動や農
産物貿易など人間の経済活動
によって伝染する果樹や球根
類などのウイルス病が数多く知
られています。これらの研究を
進めるためには、精密な診断技
術の開発とともに、世界の食糧
事情や社会の仕組みを知るこ
とが必要です。広い視野を持つ
技術者に育ってほしいと考えて
います。

植物医科学の基礎知識を踏ま
え、これらと密接に関連する食
料問題、地球環境問題など社会
科学領域に視野を広げた研究
課題に取り組んでいます。経済
学、政治学、法律学、社会学な
どの知識が重要ですが、自然科
学系各科目で培った知識も融
合的に活用しつつ、ユニークな
研究成果を目指します。

植物は、病気にかからないため
の仕組みをいくつも持っていま
す。今、私たちの研究室が取り
組んでいる大切な研究の一つ
が、そんな仕組みの解明です。
研究の成果を上手に活かして、
植物が病気にならないための方
法をさまざまに開発したいと考
えています。これからの食料・環
境のために研究を役立てたいと
考えています。

身体運動・スポーツは正しく実施
すれば筋肥大などの効果が得られ
ますが、過度な場合は外傷・障害
を引き起こします。私はスポーツ指
導や健康づくりの現場に応用する
ために、それぞれの事象を個体か
ら細胞レベルで検討してきました。
体育実技では、社会に出ていく皆
さんに理論的に身体運動・スポー
ツを学び、正しい健康づくりを身に
つけてほしいと思っています。

植物の病気を的確に診断・防除
するためには、その病気の発生
生態や発病メカニズム、および
病原微生物の性質を詳しく知る
必要があります。植物の病気の
中には未だ解明されていないも
のがあり、こうした基礎的な解
析を通じて、我々人類にとって
なくてはならない存在である植
物を守り育てることに役立てた
いと考えています。

地球上のすべての植物は、常に色々
な病原微生物にさらされています。
その中で菌類は、これまで知られて
いる植物病のおよそ70％を引き起
こします。私たちは、その植物に存
在する様々な菌類を採集し、形態や
遺伝子などいろいろなツールを用
いながら、それら菌類の病原性や生
態、分類などを明らかにすることで、
植物病害診断、ひいては植物保護
に貢献することを目指します。

応用植物科学科

付設の植物医科学センターでは、教育研究成果の社会還元に取り組むとと
もに、学生たちに植物病の診断・治療・予防の実践を修得させ、生命科学や
環境化学の最新の技術と知見を現場に利用する応用力を育んでいます。

●植物クリニカルコース
植物医科学の臨床で活躍する人材を養成するコースです。植物病原菌
類、植物細菌、植物ウイルスをはじめとする、さまざまな病原体や、害虫
自体と、それによって引き起こされる植物病の特性を学ぶとともに、植
物病の効率的な診断・治療・予防のための臨床技術など、植物医科学
分野や植物病理学分野の基礎的・応用的・臨床的な知識や先端技術を
学びます。
●グリーンテクノロジーコース
植物医科学技術の開発で活躍する人材を養成するコースです。自然界
における植物生産と、植物病の発生メカニズムとともに、植物病の防除
に用いる生物制御剤の薬理や使用方法、食品の安全を守る技術、薬剤
を使用しない植物の保護技術など植物医科学に関するテクノロジーを
学びます。さらに、最新のバイオインフォマティクスとIT技術の植物医
科学への応用を学びます。 
●グリーンマネジメントコース
植物医科学を社会に活かすために活躍する人材を養成するコースで
す。植物生産全般に関する幅広い知識や技術を修得し、植物医科学に
関連する、グローバルな環境政策や食料・地域政策と法令、植物と人間
の関係など社会問題を学習します。また、食料問題、地球環境問題、食
品安全問題などに対する高い問題意識を養います。

在学中または卒業後に得られる取得資格および受験資格

●学びの特色

■カリキュラム表および科目名は、変更になる場合があります。

1年次 2年次 3年次 4年次

○植物医科学概論（2）  環境と人間（2）
生物化学 Ⅰ（2）  分子生物学 Ⅰ・Ⅱ（各2）
細胞生物学 Ⅰ（2）  
生物学概論 Ⅰ・Ⅱ（各2）
物理学概論 Ⅰ・Ⅱ（各2）
グリーンケミストリ（2）
植物分子細胞生物学（2）
植物薬理学（2）

植物細菌学（2）
植物バイオテクノロジー概論
微生物生態学（2）  分子微生物学（2）
細胞構造機能学 Ⅰ・Ⅱ（各2）
機器分析学（2）  環境安全化学（2）
植物病学概論（2）　
植物ウイルス学（2）  分析化学（2）
バイオエンジニアリング（2）

食品科学（2）  遺伝子工学（2）
ケミカルバイオロジー（2）
生物有機化学（2）  物質循環化学（2）
植物メディカルゲノム学（2）
バイオインフォマティクス（2）
バイオマテリアル（2）

栽培植物学（2）  植物管理技術論（2）
教職化学（2）  土壌科学（2）
植物栄養学（2）  教職物理学（2）
植物病原菌類学（2）
基礎植物害虫学（2）
植物病防除学（2）
国際食料需給論（2）
グリーン経済学（2）
○植物医科学基礎実験 Ⅰ・Ⅱ（各2）
○植物生産基礎実習 Ⅰ・Ⅱ（各1）
植物保護士演習（2）
生物学実験統計分析演習（2）

○診断技術論（2）
自然再生学概論（2）
ホーティカルチャー論（2）
教職生物学（2）  樹木医演習（2）
フードセイフティ論（2）
植物生理生態学（2）
実践植物遺伝学（2）
応用植物害虫学（2）
食料・地域政策論（2）
植物医科ビジネス論（2）
○植物医科学応用実験 Ⅰ・Ⅱ（各2）
○植物医科学インターンシップ（2）
プレゼンテーション演習（2）
植物医科インフォマティクス演習（2）

○植物臨床医科学（2）
環境昆虫学（2）  媒介システム学（2）
植物メディカルシステム学（2）
知的財産総論（2）
応用動物学概論（2）
ポストハーベスト論（2）
植物セラピー論（2）
植物生理病学（2）
雑草学（2）  植物感染生理学（2）
生物制御化学（2）
植物医科学法論（2）
グローバル環境政策論（2）
○植物医科学専門実験 Ⅰ・Ⅱ（各2）

○卒業研究 Ⅰ・Ⅱ（各2）

学部共通科目

応用植物科学科
専門科目

専
門
教
育
科
目

カッコ数字は単位数　○=必修科目　無印=選択科目 　＊カリキュラム表および科目名は、変更になる場合があります。応用植物科学科 設置科目

※教諭一種免許状修得には、教職関連の科目の修得が別途必要です。

（1）高等学校教諭一種免許状（理科）、中学校教諭
一種免許状（理科） 

（2）技術士（農業部門・植物保護）
・技術士補：在学中に資格取得を目指し、受験で
きます。
・技術士：卒業後、技術士補実務経験4年以上
で、技術士試験を受験できます。 

（3）樹木医 
・樹木医補：所定科目を修得すれば、卒業後の申
請により、樹木医補資格の取得ができます。
・樹木医：卒業後、樹木医補として実務経験1年
以上で、樹木医研修選抜試験を受講できます。
この研修での試験に合格すると、樹木医資格を
取得できます。 

（4）自然再生士 　　
・自然再生士補：所定科目を修得すれば、申請に
より、自然再生士補資格の取得ができます。 
・自然再生士：卒業後、自然再生士補としての実
務経験1年以上で、自然再生士資格試験を受験
できます。 
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Current StudentLaboratories

研 究 室 紹 介

生物ナノマシンの動きを捉える
細胞の中には、タンパク質でできた数多くのナノメートル程度の小さな
分子マシンが働いています。代表的な分子マシンとして、化学エネル
ギーを力学的な運動へと変換する生物分子モーターがあります。生物
分子モーターは100%に近い高エネルギー変換効率で駆動することが
でき、人工のモーターを凌駕する性能をもつ未来の人工ナノマシンのお
手本といえます。私たちの研究室では独自に開発した顕微鏡を用いて、
生物がもつナノマシンの動きを観て、測って、操作することで、その機能
を明らかにすることを目指しています。

応用化学
実験ⅠB

体育実技Ⅰ

無機化学Ⅱ

物理化学Ⅱ

健康の科学

機器分析学

有機化学Ⅱ

応用化学
実験ⅠB

アカデミック・
リーディングⅡ

環境化学
工学概論

応用
環境化学

アカデミック・
ライティング

物質
構造化学

月

1

2

3

4

5

火 水 木 金 土

●山田さん：2年秋学期の時間割

中学の頃から化学や実験の授業が好きで、
将来は大学で学んだことを活かせる仕事を
したいと考えていたので、理系の学部に進学
することにしました。環境に優しいグリーン
ケミストリーを学べる点や、一年次から実験
の授業がある点に惹かれ本学科を選択しま
した。3年生の後期から研究室配属や研究
テーマも決まり、研究が本格的に始まりま
す。尊敬できる教授の研究室で、面白くて頼
れる先輩や同期と一緒に研究するのがとて
も楽しみです。自分のやりたかったことに携
われるので、どんなに苦労してもできたとき
には達成感があるので、自主的に学び、より
深く理解していきたいと思います。将来は、
大学院で研究を重ね、その後興味のある化
粧品分野での研究職で、自分の強みを活か
して活躍するのが私の夢です。

生命機能学科

分離の技術で生体機能に迫る
化学工場を設計し、無駄なく環境負荷の少ない運転をするための学問
を化学工学といいます。化学工学には蒸留や抽出といった分離の技術
がたくさんあります。生体の臓器のうち、心臓はポンプ、血管はパイプラ
イン、肝臓は化学反応装置、腎臓は濾過装置、肺はガス吸収・放散装置
などにたとえることができます。私たちの研究室では、化学工学の古典
的な技術を生体レベルで展開し、生体内で起きている現象の解析や、
医療用装置（人工臓器）の設計、ドラッグデリバリーシステムの開発な
どを通じて、現代医学に貢献しています。

環境を活かす植物に学び、
われわれの生活に活かす
植物は動物のようには身動きができないことから、その場の環境を活か
して適応する能力を蓄えています。例えば土壌中の無機栄養分を効率
よく吸収するために、多くの植物の根には菌根菌と呼ばれる菌類が共
生しています。しかし、近年の地球温暖化にともなう気温の上昇は植物
に障害を与え、トマトの着果、着色不良などの農業被害も生じています。
植物栄養医科学研究室では、植物が土壌中の無機栄養分を効率的に
吸収するしくみや、高温環境に適応するしくみを植物個体、組織、細胞
レベルで解析しています。そして、その結果を応用して食品機能面での
有用作物の育種や、温暖化、土壌中有害物質への耐性強化を目指し、
植物を作物として摂取するわれわれ人間の生活に活かします。

山下 明泰 教授生体化学工学研究室

曽和 義幸 准教授超分子機能学研究室

環境応用化学科

佐野 俊夫 教授植物栄養医科学研究室
応用植物科学科

レーザーによる照明で、
1個の分子を観察できる顕微鏡

温室でのバジルの植え替え風景。

バクテリアがもつ
生物分子モーターの模式図 ●生命科学部年間カレンダー（参考）

5月

4月

6月
7月

8月

9月
10月
11月

12月

1月

2月

3月

履修登録科目確認

春学期授業終了、補講、定期試験

夏休み、オープンキャンパス

春学期成績発表、秋学期授業開始、９月卒業者学位記交付式

学祭

TOEIC－IPテスト（１・２年生対象）、冬休み

秋学期授業終了、補講、定期試験

春休み、入学試験、卒論発表会

進級・卒業発表、学位授与式

入学式、学年開始、ガイダンス、TOEIC-IPテスト（1年生対象）、
春学期授業開始、履修登録

法政大学   植 物 医 科 学センター

設立の目的
法政大学植物医科学センターの目的は、植物の生育障害
（病気・害虫・生理障害等）および植物育成地の自然環境保
全・修復等に関する検査・診断、そしてこれらに関して助
言・情報の提供を行うことにより、生命科学部応用植物科
学科（植物医科学専修）の研究成果を広く社会に還元する
ことです。
また、在籍する学生および大学院生に対する実践的な教育
環境も提供しています。将来学外においても植物病の診
断・治療にかかわる人材を幅広く養成することを狙いとし
ています。さらに、植物病の臨床分野における広域的連携
拠点としての役割を果たすことも念頭においています。

主な業務・社会活動
法政大学植物医科学センターは、下記のような業務及び社会活動を実
施しています。

●近隣・地域の方々、農業者、自治体、企業から依頼された植物の生育
障害（病気・害虫・生理障害等）の診断・治療・対処法に関する助言・
情報の提供を行うとともに、植物病の診断・治療・予防等に関する広
域連携の拠点的機能
●応用植物科学科・大学院に在籍する学生および大学院生の臨床実習
の場としての、より実践的な教育機能
●植物医科学関連の技術・教育に関する中学高校理科教員および中学
生・高校生に対する研修や、企業・都道府県などの技術者等に対する
研修
●植物医科学研究教育の発展のための、植物医科学関連図書の刊行、
情報の発信、講師派遣等の啓発活動
●その他、植物医科学に関する調査・研究の受託等、学内外の各種要
望に応える活動

今 の 学 び

慣れない実験レポートに
苦戦したこともあるけど、
化学の幅広い分野が学べ
得るものが大きいです。

山田 咲織 さん

環境応用化学科4年
（環境粉体工学研究室）

長野県立伊那北高等学校 出身

開発中の人工腎臓のプロトタイプ：同じ素材を
使っても、細長いタイプと太く短いタイプとでは
あらゆる性能が異なる。

開発中の分離膜：内側表面は平滑で、そ
の表面に近い断面は緻密（緻密層）であ
り、その他は粗い構造（支持層）を持つ。

開発中の新型
血液浄化器の
評価実験。

1個の生物分子モーターの動きを
高精度で追跡するための顕微鏡

23℃で栽培し、赤色に着色したトマト（左）と
37℃で栽培し、着色不良のトマト果実（右）。

マメ科植物ミヤコグサ（左）
と菌根菌（白丸）が共生した
根（右）。

クリーンベンチでの無菌的
なミヤコグサの播種風景。

※時期や内容は変更になる場合があります。

支持層

緻密層

内側表面
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法政大学は、文部科学省の平成26年度スーパーグローバル大学等事
業「スーパーグローバル大学創成支援」に、本学の取り組みが採択され
ました（タイプB：グローバル牽引型）。その構想は、世界的な規模で多
様な研究を本学に集結させ、日本だからこそなし得る「日本発」のサス
テイナブル教育の確立と発信を通じて、我が国社会のグローバル化を
牽引する大学を目指すことを目的としています。

Super Global University Project

本学の国際教育について ～ 世 界 の 変 化 に 応 え る 力 を 育 て る ～

法政大学のスーパーグローバル教育について紹介します。

井上 舞 さん
応用植物科学科３年

愛知県立一宮高等学校 出身

アメリカ
カリフォルニア大学デイビス校

スタディ・アブロード（SA）プログラム
海外で語学力・コミュニケーションスキルを身に付ける
英語によるコミュニケーション能力向上とともに、科学技術分野で必要と
される実践的英語スキル習得に対する強い動機づけを目的として実施して
います。夏休みおよび春休みの約４週間を利用して、ホームステイをしなが
ら海外の大学（夏はアメリカ・カリフォルニア大学デイヴィス校、春はアイル
ランド・リムリック大学）で短期集中型フィールドワークを行います。ＳＡ費
用の一部補助として10～15万円のＳＡ奨学金制度（選考あり）を設けて
おり、理工学部・生命科学部合わせて55名程が参加できます。

SAに参加したのは、海外の大学の授業や
現地の大学生と交流したいと思ったからで
す。また、カリフォルニア大学デイビス校は
農学において世界トップレベルで、植物科
学の研究にも関心がありました。SAに参加
してとても充実した1か月を過ごせ、海外の
学生や先生と交流ができ、いまでもSNSで
ファミリーや先生と繋がっています。週末を
利用して友達とサンフランシスコのゴール
デンゲートブリッジを自転車で渡り切ったこ
ともいい思い出です。勉強では慣用句につ
いて学ぶイディオムの授業で苦労しました
が、周囲にアドバイスを受けながらなんとか
がんばりました。SA体験によって自分の英
語力で足りない部分がわかりました。私の
場合、ファミリーや先生に自分の考えなどを
伝えることは出来たのですが、言われたこと
を理解するのに時間がかかり、リスニング
力が足りないこと自覚しました。これから
は、SAで気付けた自分の英語力での苦手
部分を向上していこうと思います。

SA先で出会った
ファミリーや先生と
いまでもSNSで
交流しています。＊金額は、夏：1ドル130円、春：1ユーロ130円としています。

為替レートの変動やその他の事情により費用は変わります。

※1：ESTコース（サイエンスコース）　※2：CCPコース（コミュニケーションコース）

航空券・手数料など

ビザ申請・SEVIS費用・保険料 学費・ホームステイ費用（食費込）

航空券・手数料・保険料など

〈春〉 アイルランド・リムリック大学

〈夏〉 アメリカ・カリフォルニア大学デイヴィス校

ESTコース※1

CCPコース※2

ESTコース※1

CCPコース※2

内　　容

学費・ホームステイ費用（食費込）

合　　計
合　　計

費用（2015年度）

内　　容 費用（2015年度）

387,828円

368,928円

247,750円

57,220円

692,798円

673,898円

329,353円

187,050円

516,403円

ＳＧＵ事業について1

グローバル化が進む21世紀社会においては、語学、特に英語の能力は
技術者・研究者にとって必要不可欠となっています。本学部ではこの点
を1年次に「コンプリヘンシヴ・イングリッシュⅠ」「コンプリヘンシヴ・イ
ングリッシュⅡ」「コミュニケーション・ストラテジー」の3科目、2年次に
「アカデミック・ライティング」「アカデミック・リーディングⅠ」「アカデ
ミック・リーディングⅡ」の3科目を必須として設定しています。またそれ
ら以外にも教養科目群の中に選択科目の英語と英語以外の外国語を学
習することが可能です。生命機能学科生のみが対象の必修の英語科目
もあります。
生命科学部の英語教育の目的は、点数をあげることだけでなく、英語コ
ミュニケーション能力を養成することを基本に、研究生活に役立つ英語
を身に付けることを目指しています。また本学理工学部・生命科学部英
語教育部門教員による英語の学び方ハンドブック「英語上達への道」を
毎年発行し、新入生に配布、英語の学びを奨励しています。

生命科学部の英語科目について2

生命科学部では、入学時に新入生全員がTOEIC-IPテストを受け、クラ
ス編成を行っています。また、1年次の12月、2年次の12月にも全員が
受験します。

共通TOEICテストについて3

本学では、全学的にERP（英語強化プログラム）を実施しています。通
常の授業期間中の開講に加え、春季集中講座など、さまざまな講座が
展開されています。生命科学部では、これらの科目の一部を「自由選択
科目」として12単位まで卒業所要単位として認めています。
このプログラムは、TOEFL® iBT39（PBT/ITP430相当）以上の英
語力を備えた学生を対象に行われます。授業の空き時間を利用して受
講することができ、通常のカリキュラムに加えて、実践的な英語力を効
率よく身に付けることが可能です。ほぼすべての科目で外国人講師によ
る英語だけの授業を実施しています。費用は無料です（教材費は有料）。

ＥＲＰプログラムについて4

英語ネイティブスピーカーである「英語学習アドバイザー」が、正課授
業実施日の一定の時間に英語でコミュニケーションに応じている空間
です。国際ボランティア・国際インターンシップの申込み窓口にもなって
います。

Ｇラウンジ（Global Lounge)について5

派遣留学制度では、現在19の国と地域の協定校52校に学生を派遣し
ています。生命科学部からもこの制度を利用して留学している学生がい
ます。派遣留学制度は2・3年生から選抜され、奨学金が支給されます。
認定海外留学制度もあり2～4年生が対象です。期間はそれぞれ1年間
です。他にも目的に合った様々な留学制度（短期～中長期）があります。

法政大学の派遣留学生・
認定海外留学制度等について6

留学全般の相談（派遣留学含む）、短期語学研修についての相談が可
能です。各種資料も設置されています。また、海外からの留学生の窓口
にもなっています。

国際交流支援室について7

英語による科学技術コミュニケーション能力を高めるため、理工学部・
生命科学部合同で実施しています（詳細は下段をご参照ください）。

スタディ・アブロード（SA）プログラム8

SA先
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Koganei Campus

小 金 井 キャンパ ス
Former Student学 び が 生 きる 仕 事

Career Options

生命科学部が新設されたのは私が入学する時
で、新しく生まれた場所でどのような学生生活
になるのか期待を胸に入学を決意しました。大
学で学んでいた時、「一番得意なものを活かした
仕事より、二番目に得意なものを活かした仕事
に就け」という言葉をいただきました。私は化学
が二番目に得意なことと、また、生命現象を学ん
できたこともあり、生命に直接的に関わる医薬
品業界に興味を持ちました。就職直後、医薬品
業界という違う分野に足を踏み入れたことで、
新しいルールや概念の理解、化学中心の分析業
務をこなすのが大変でした。しかし、工場に配
属後、製造で用いる調製液の微生物試験を実施
する必要性が出てきたため、微生物学を学んで
いた経験を活かして計画の立案から試験の実施
を担当しました。今後は自身の業務を遂行する
傍ら、手順書等を作成しながらより仕事のしや
すい環境作りをしたいと考えています。

日本製粉㈱、ヤマザキナビスコ㈱、㈱ポーラ
ファルマ、東日本電信電話㈱、日本サムスン
㈱、㈱常陽銀行、㈱足利銀行、㈱東日本銀行、
日新火災海上保険㈱、埼玉県教員、法政大学
大学院、東京大学大学院、大阪市立大学大学
院、京都府立医科大学大学院、奈良先端科学
技術大学大学院

卒 業 後 の 進 路
化学関連企業、医薬品産業、食品産業、化粧品産業、バイオテクノロジー産業、半導体産業、自動車産業、繊維産業等各種製造業、環境分析関連企業、
環境保全事業等における技術者・研究者、環境コンサルタント、都市緑化事業や森林・自然環境の保全に携わる専門家や公務員、大学や研究機関にお
ける研究者、中学や高等学校の理科教諭、大学院進学など幅広い選択肢があります。

就　職

大学院（理工学研究科）

主な就職先・進学先 （2015年度生命科学部卒業生 実績）

大きく「生命機能学」と「植物医科学」の2つの領域にわけ、ゲノム、タンパク質、細胞、
生命システム、基盤植物医科、実践植物医科の6分野について研究を進めます。

物性化学、材料化学、化学工学、環境化学の4基幹分野を設置。幅広い産業界において
化学の専門的な知識を活かして持続的社会構築に貢献できる人材養成を行います。

高度な知識と、不断に磨いた最新かつ高度な専門的技能、および職業
意識を身に付けた「自立型人材」の養成に重点を置いた教育と研究指
導を行います。
ものづくりだけでなく、地球環境・エネルギーの問題に取り組み、知識
型社会の発展に寄与する人材の養成を目指しています。

●生命機能学科
伊藤ハム㈱、高梨乳業㈱、山崎製パン㈱、㈱カ
ネボウ化粧品、日本電気㈱（ＮＥＣ）、岩谷産
業㈱、キヤノンマーケティングジャパン㈱、大
和証券㈱、みずほ証券㈱、損保ジャパン日本
興亜保険サービス㈱、㈱ベネフィット・ワン、㈱
エイチ・アイ・エス、経済産業省、林野庁、埼玉
県庁、千葉県庁、小平市役所、横浜市教員、東
京大学大学院、法政大学大学院

●応用植物科学科
東洋エンジニアリング㈱、高砂熱工業㈱、京セ
ラ㈱、㈱東芝、㈱ＬＩＸＩＬ、大王製紙㈱、㈱村
田製作所、日本原燃㈱、日本軽金属㈱、野村
証券㈱、㈱サイバーエージェント、カルチュア・
コンビニエンス・クラブ㈱、日本郵便㈱（日本
郵政グループ）、本庄市役所、神奈川県教員、
東京都教員、東京工業大学大学院、北海道大
学大学院、法政大学大学院

●環境応用化学科

※データは生命機能学科生命機能学専修のものです。

※データは生命機能学科植物医科学専修のものです。

●生命機能学専攻 生命機能学領域（修士課程・博士後期課程）
　　　　　　　　 植物医科学領域（修士課程・博士後期課程）  

●応用化学専攻（修士課程・博士後期課程）

小金井キャンパスは、JR東小金井駅から徒歩15分ほどの落ち着いた
町並みの一角にあります。最先端科学・技術を学ぶ学生が集うIT時代
のインテリジェント・キャンパスとして、情報・研究設備を拡充し続けて
います。近隣の玉川上水や都立小金井公園などの自然を感じながら、
新宿や渋谷、吉祥寺などにも気軽に出かけられる環境となっています。

部室棟

東館
精密分析室（B1F） 
食堂（B1F） 
ワークショップ（B1F） 
マルチユースホール（1F） 
学科事務室（1F） 
体育館（2F） 
スタディルーム（2F） 
研究室・実験室（5F）
温室（屋上）

イオンビーム工学研究所

北館
スタディルーム（3・4F）
研究室・実験室（1～4F）

管理棟
学部事務室（2F）

キャリアセンター（2F）
学生生活課（2F）

食堂（3F）
診療所（4F）

学生相談室（4F）
情報メディア教育研究センター（4F）

守衛所 けやき門

正門

西館
マルチメディアホール（B1F）
PC教室（B1F）
教職課程センター（1F）
アクティブラーニングラボ（3F）

学生ラウンジ（1・2F）
情報ラボ（3F）
LL教室（2F）
研究室・実験室

共通実験準備室棟

南館

図書館（1F）
アクティブラーニング教室（2F）

研究室・実験室
メディアライブラリー（3F）

グラウンド

管理棟 テニスコート

緑町校舎

マイクロ・ナノテクノロジー
研究センター

中央館
研究室・実験室

中庭
A

B
C

D

E

F

G

B 精密分析室  ［東館地下1階］

各種物質・材料等の研究に必要となる、学部間
にまたがる共通性の高い精密分析装置（走査型
電子顕微鏡、Ｘ線光電子分光装置など）を設置し
ています。

B 東館食堂  ［東館地下1階］

小金井キャンパスで最も大きい食堂。スクールカ
ラーのオレンジと青、DNAの螺旋構造をイメー
ジさせる特徴的な階段で１階のマルチユース
ホールと結ばれています。

B 温室  ［東館屋上］

さまざまな気象条件を再現することで応用植物
科学科の実験を効率的に進められます。

D 管理棟食堂  ［管理棟3階］

スエヒロが運営する学生食堂です。お手頃な定
食から豪華サーロインステーキまで多彩なメ
ニューが楽しめます。テイクアウトショップも併
設されています。

D キャリアセンター ［管理棟2階］

学生の就職活動やキャリア形成をサポートする
機能が集まっています。相談ブースや先輩の就職
活動記録などの資料を閲覧できるコーナーなど
があります。

F メディアライブラリー ［南館3階］

多数のDVDが所蔵されており、視聴することが
できます。一人で視聴するブースと複数人と視聴
できるブースもあります。

F 図書館  ［南館1階］

和・洋図書約14万冊、和・洋雑誌・新聞約2,900点
を収蔵し、自習席も完備しています。理系学部での
学びに欠かせない専門雑誌も充実しています。閲覧
室やスタディールーム等も学内に整備されています。

中  庭

小金井キャンパスの中庭には桜をはじめ、サルス
ベリやカエデ、常緑樹など、1年を通して見どころ
を与えてくれるさまざまな植栽があり、学生の憩
いの場となっています。

一見自分と
関係ないような分野でも
学んだことを活かす
チャンスは巡ってきます。

吉成 輝 さん
日本薬品工業株式会社 茨城工場 技術課

工学研究科 生命機能学専攻 生命機能学領域
生命科学部 生命機能学科 生命機能学専修

私立川越東高校 出身
※勤務先の所属は、取材当時のものです。 
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