1 年時から大学院まで
同じ専任教員が一貫して教育
学科の歴史

学科の特徴

研究と教育の分野・対象

生物科学の基盤が固まった 1970 年代、この分野は理、工、

学びやすい体系化されたカリキュラムと最新の設備のも

本学科は、微生物から高等動植物に至る多様な生命機構を

農、医、薬など諸学部に分散していました。本学科は、こ

と、学生の個性と自主性を尊重し、創造性に富む科学者と

主として細胞や分子のレベルで解明する生物科学と、それ

うした諸領域を統合した新しいスタイルの学科として

しての基礎を育てます。1 年次の基礎過程から専門課程を

を基盤とする応用技術を研究することにより、バイオサイ

1976 年に全国に先駆けて誕生しました。本学科の卒業生

織り込み、専門の研究者と学生のふれあいを大切にした講

エンスの基礎から応用にいたる知識と創造力を身につけた

は、3000 名以上に上り、生物科学関連企業のほか、あら

義を行っています。女子学生の比率が比較的高いのも本学

人材の育成を目指しています。また、最近では、脳による

ゆる産業界および研究機関で活躍しています。

科の特徴です。

高次情報処理に関する研究分野も設けました。

DNA やタンパク質から高次生命現象までの

応用生物科学科
分子細胞生物学・環境科学・医薬科学・脳科学・農学・バイオテクノロジー

学びのステップ
ップ
1 年次

2 年次

3 年次

4 年次

大学院

専門知識を体系的に学ぶ

演習、実験で応用力を磨く

多様な専門領域を選択する

研究を通して学ぶ卒業研究

1 年次では、数学、物理学、化学など、バイオ
オ

生物科学のコアとなる科目、さらに生物機能を
を

3 年次には、学生の学問に対する意欲と自主性
性

少人数に分かれて研究室に所属し、教員の直接
接

（修士・博士課程）
微生物からヒトにいたる生命科学の基本法則を

サイエンスの基礎となる学問を学ぶとともに、 巧みに利用・改変して有用物質の生産や医療、 を尊重し、教員構成に応じた多様な選択に応え

の指導のもとに専門テーマを追求する卒業研究

探求するとともに、科学上の問題を解決するた

専門の教授陣による専門科目もカリキュラムに

地球環境の保全に役立てるバイオテクノロジー

られるよう、幅広い専門選択科目や特別講義が

を行います。原著論文を読み、活発なディスカッ

めの周到な実験戦略を立案・遂行する能力を有

取り入れています。

関連の講義、演習、実験が行われます。

用意されています。

ションを行いながら、研究が進められます。

する人材を育成します。

カリキュラム構成 ( 平成 30 年度入学生の場合 )



 








 




 





専門科目

基幹基礎科目
数学I

数学II

線形代数学I

線形代数学II

物理学I

物理学II

バイオインフォマティ

バイオインフォマティ

クスI

クスII

物理学演習

物理学実験A

化学I

化学II

生化学I

生化学II

化学演習I

化学演習II

生物有機化学I

生物有機化学II

生物物理化学




 


専門科目
システム生物学

生物数理統計学

生物物理学

ナノバイオサイエンス

タンパク工学

糖鎖生物学

微生物学II

生物環境化学

生態学

応用微生物学

食品科学

教育課程編成・実施の方針

生物化学実験（前期または後期）
細胞生物学II

専門基礎科目
生体物質化学

細胞遺伝学I

微生物学I

分子遺伝学II

植物科学

分子遺伝学I

細胞生物学I

基礎生物学I
生物学概論
基礎生物学II
基礎生物学実験（前期または後期）
生物科学特別講義I

生体防御

卒業研究 I

生命動態学

分子免疫学

入学者受入れの方針
・高校において本学科で学ぶために必要
な基礎知識と学習能力を備えている人
・生物科学の専門的な知識や技術の習得
に必要な能力がある人
・将来国内外で広く活躍するために必要
な基礎的な素養があり、活躍に意欲が
ある人

天然物化学

化学実験（前期または後期）

応用生物科学科の３ポリシー

卒業研究II

化学療法学

分子病態学

腫瘍生物学

神経生化学

脳神経科学

発生生物学

器官形成概論

生物科学特別講義III

生物科学特別講義IV

・生命の本質を探究する理学と学際的な
連携分野の専門教育・専門研究
・自然・人間・社会に係る幅広い
教養教育
・ 新たな科学技術の創造に活躍が期待
される人材育成等の目的を実現する
ための学士の教育課程を編成 - 人材
育成教育

生物学のための英語
（専門科目）

必修科目

基礎遺伝子工学実験（前期または後期）

選択必修科目

卒業認定・学位授与の方針

選択科目

※教員の異動などに伴い，選択科目では開講されない場合があります。

卒業後の進路

応用生物科学実験 I

応用生物科学実験 II

（前期または後期）

（前期または後期）

・実力主義の伝統を堅持しつつ、生物
科学の基礎と応用を習得する
・高い専門性と倫理観、国際的な視野を
身に付ける
・本学科で定める所定の単位を修得した
学生に対して、卒業を認定し、学士
（理学）の学位を授与する

主な進学先
東京理科大学大学院、東京大学大学院、筑波大学大学院、東北大学大学院、大阪大学大学院
名古屋大学大学院、千葉大学大学院、慶應義塾大学大学院など

主な就職先
警視庁、埼玉県職員、東京都職員、三重県職員、横浜市職員、アサヒビール、味の素、日本製粉
森永乳業、伊藤園、デリア食品、アステラス製薬、中外製薬、アストラゼネガ、アドバンテック
医療システム研究所、資生堂、SMBC 日興証券、大和総研、富士通、NEC ソリューション

※教職科目（中学校・高等学校教諭
1 種免許状（理科）
）
※学部・大学院「6 年一貫教育コース」
（学部教育 3 年＋大学院研究 3 年）
※大学院「横断型コース」（医理工学際
連携、農理工学際連携、教職）

NEC 通信、NTT データ、博報堂、ニトリ、オリンパス、ニコン、JAL、高校教員など

試験区分

募集人員

一般入試

募集人員

A 方式入学試験 「大学入試センター」を利用した制度です
B 方式入学試験 本学独自の入学試験です。札幌、仙台、名古屋、大阪、広島、福岡で受験が可能です
C 方式入学試験 「大学入試センター」と本学独自の入学試験を併用した制度です。
グローバル方式入学試験 英語の資格・検定試験のスコア・級を出願資格とし、本学独自の入学試験を行います。

Applied Biological Science
120

指定校制推薦入学、公募制推薦入学
帰国子女入学者選抜、外国人留学生入学試験

理工学部 応用生物科学科

応用生物科学科事務室
〒278-8510 千葉県野田市山崎 2641
TEL : 04-7122-9382
FAX : 04-7123-9767

出願書類請求先（東京理科大学入試センター入試課）
〒125-8585 東京都葛飾区新宿 6-3-1
TEL : 03-5876-1501 FAX: 03-5876-1671
E-MAIL : nyugaku@admin.tus.ac.jp

http://www.bs.noda.tus.ac.jp

東京理科大学

理工学部
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Ꮿᅕኺᅹ ܖᏯƷ᭗ഏऴإǷǹȆȠನሰҾྸƷᡙ൭
⚾ࡓࡕࡢᚰࡸ⾜ືࢆ⏕ࡳฟࡍ」㞧⢭⦓࡞⬻ᅇ㊰ࡣࡢࡼ࠺ࡋ࡚సࡽࢀࡿࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡇࡢၥ࠸⟅࠼ࡿࡇࡣࠊ⌧௦⏕
⛉Ꮫࡢ㔜せ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࡶࠊᚰ⾜ືࡢ㞀ᐖࡢቑຍࡀၥ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ⌧௦♫ࡢせㄳ࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋᮏ◊✲ᐊ࡛
ࡣࠊࣔࢹࣝື≀࡞ࢆ⏝࠸ࡓࢽ࣮ࣗࣟࣥࠊࢩࢼࣉࢫࠊᅇ㊰ࣞ࣋ࣝࡢඛ➃ⓗ࡞ᇶ♏◊✲ࢆษࡾཱྀࡋ࡚ࠊ⬻ࡢṇᖖ࡞Ⓨ㐩࣓࢝
ࢽࢬ࣒ࡑࡢ◚⥢࡛࠶ࡿⓎ㐩㞀ᐖࡢⓎ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢゎ᫂ࢆ┠ᣦࡋࡲࡍࠋࡲࡓࠊ࣐࢘ࢫᑠ⬻⚄⤒ᅇ㊰ࡢⓎ㐩ࡢ㑇ఏᇶ┙ࡢゎ
ᯒ᪂つࡢ⬻Ⓨ㐩㛵㐃㑇ఏᏊࢆ᥈⣴ࡋࡲࡍࠋKWWSZZZOPQEVQRGDWXVDFMS

Ӟࠊɟ
˱ᑣیя

㑇ఏᏊࡣ⏕ࡢᇶᮏ༢࡛࠶ࡾࠊᩘⓒࡶ࡞ࡿ㑇ఏᏊ⩌ࡀ༠ㄪⓗാࡃࡇ࡛⏕ࡢ㡹ᙉᛶࡀ⿵ൾࡉࢀࡲࡍࠋࡑࡢࡼ࠺
࡞」㞧࡞㑇ఏᏊ⩌ࡢ㛵ࢃࡾලྜ㸦ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸧ࢆㄪࡿࡓࡵࡣࠊ᪂ࡋ࠸ᴫᛕࡀᚲせ࡛ࡍࠋᮏ◊✲ᐊ࡛ࡣ⏕≀ࡔࡅ࡛࡞ࡃ
Ꮫࡸ⤫ィᏛࠊࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮⛉Ꮫࡢᡭἲࢆ㥑ࡋࠊ⏕≀ሗࢆᐃ㔞ࡍࡿࡇ࡛᪂ࡓ࡞ᴫᛕࡍ࡞ࢃࡕࢩࢫࢸ࣒⏕≀Ꮫࢆゎ
ࡁ᫂ࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋࡲࡓࠊࡑࡢ▱ぢࢆேࠎࡢᗣࡸ㎰స≀㔞ࡢྥୖ࡞ᛂ⏝ࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

 Ў܇ဃཋܖ

ࢱࣥࣃࢡ㉁ࡣ⏕ᮏ㉁ⓗ࡞ᙺࢆᢸ࠺ࠊ⮬↛ࡀࡘࡃࡾฟࡋࡓ✲ᴟࡢࢼࣀ࣐ࢩ࡛ࣥࡍࠋࡑࡢศᏊࡢ⤌ࡳࡸタィࢆ⌮ゎࡍࡿ
ࡇࡀ⏕ࡢㅦࢆゎࡁ᫂ࡍ㘽࡞ࡾࠊࡉࡽࡣ  ୡ⣖ࡢᛂ⣲Ꮚࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ་⒪ࡢᛂ⏝ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ⚾
ࡓࡕࡣࠊ≉㓝⣲ࡼࡤࢀࡿ⏕యᛂࢆゐ፹ࡍࡿࢱࣥࣃࢡ㉁ࢆ୰ᚰࠊࡑࡢゐ፹ࡸάᛶㄪ⠇ࡢࡋࡃࡳࢆ㑇ఏᏊᕤᏛࠊ࠶
ࡿ࠸ࡣ≀⌮Ꮫⓗ࡞ᡭἲࡼࡗ࡚᫂ࡽࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉKWWSZZZUVWXVDFMSPQDNDMLPDLQGH[KWPO

⫗║࡛ࡣぢ࠼࡞࠸ࢼࣀ࣓࣮ࢺࣝࢧࢬࡢ㓝⣲ࡀാࡃᵝᏊࢆࡲࡿ࡛ぢ࡚ࡁࡓࡢࡼ࠺᫂☜⌮ゎࡍࡿࡀ⚾㐩ࡢ┠ᶆ࡛ࡍࠋ
⏕యෆࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮㏻㈌ࡤࢀࡿ $73 ࢆࡗ࡚ാࡃ⺮ⓑ㉁⩌╔┠ࡋࠊࡢ㒊ศࡀᵓ㐀ኚࡋࠊ࠸ࡘᏛᛂࡀ㉳
ࡇࡾࠊ࠺ࡸࡗ࡚ᶵ⬟ࡘ࡞ࡆࡿࡢࢆศᏊෆᵓ㐀ࡢ࡛ࣞ࣋ࣝゎ᫂ࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋศගჾࡼࡿ⁐ᾮ ᐃ➼࡛ከศᏊࢆࡳࡿ
⏕Ꮫᐇ㦂ගᏛ㢧ᚤ㙾ࡼࡿ  ศᏊほᐹࢆ㍈ࠊ㑇ఏᏊ᧯సࡸ᭷ᶵྜᡂࡶ㥑ࡋࡲࡍࠋ

Ūဃ҄  ܖЎ܇ဃཋܖ

ဋӝᡮဏ
ɶݩҦ ֚ᚠ
ᜒࠖ

̾ŷƷᖨႉឋƕƘۋǛžѣဒજࢨſƠƯȡǫȋǺȠǛᚐଢƢǔ

ࣇဃཋဃ७ܖ

ᑑࡀᘏࡧࡓ⌧௦♫࡛ࡣࠊ୍᪉࡛ࡉࡲࡊࡲ࡞Ẽࡀ㉳ࡇࡾࡲࡍࠋࡇࡢࡼ࠺࡞୰࡛ࠊ⚾ࡓࡕࡣࠊ⒴⣽⬊ࡣṇᖖ⣽⬊ࡇࡀ
㐪࠺ࡢࠊ࡞ࡐ㌿⛣ࡍࡿࡢࠊࣝࢶࣁ࣐࣮࡞࡛ࡳࡽࢀࡿ⣽⬊ࡢṚ㸦࣏ࢺ࣮ࢩࢫ㸧ࡣࡢࡼ࠺ࡋ࡚㉳ࡁࡿࡢࠊ
࡞ࡘ࠸࡚◊✲ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡉࡽࠊࡇࢀࡽࡢ⌧㇟ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿኳ↛≀ࡽගゐ፹ࡲ࡛ࡢ⏕⌮άᛶ≀㉁ࡢస⏝࣓࢝ࢽࢬ
࣒ࢆㄪࡿࡇ࡛ࠊ᪂ࡓ࡞⒪⸆ࡋ࡚ࡢ࣮ࣜࢻྜ≀ࢆ㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ᚤ⏕≀ࡢ 㸣ࡣᇵ㣴࡛ࡁࡎࠊ⎔ቃ୰࡛ఱࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢࠊࢇศࡗ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋࡑࡇ࡛ࠊ⎔ቃ୰࡛ࡣࡢᵝ࡞ᚤ⏕
≀ࡀࡢᵝάືࡋ࡚࠸ࡿࡢࢆ㠀ᇵ㣴ἲ㸦ᇵ㣴ࡏࡎ┤᥋ '1$ ࢆᢳฟࡋࠊࡑࡢ㑇ఏᏊࡢゎᯒ࡛ᇵ㣴࡛ࡁ࡞࠸⣽⳦ࡶྵࡵࡓ
⣽⳦ྀࢆゎ᫂ࡍࡿ㸧ࢆ⏝࠸࡚◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ⌧ᅾゎᯒࡋ࡚࠸ࡿᑐ㇟ࡣᚠ⎔ᆺίᵴẼ࡛ࡍࠋίᵴࡣ⮬↛⏺
࡛ࡢ᭷ᶵ≀ศゎࡸ≀㉁ᚠ⎔ࡢࣔࢹࣝࡋ࡚⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊẼ୰ࡢᚤ⏕≀ྀゎᯒࡣᚤ⏕≀⏕ែᏛࡢᇶ♏ⓗ࡞▱ぢ㞟ࠊග
ゐ፹ᛂࢆ⏝࠸ࡓᚤ⏕≀ไᚚࡢᛂ⏝ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ɶဋɟࢄϱ
ٻԧͤދʚя

ŪЎ܇ဃཋ  ܖᢡˡ  ܖኬᏘဃཋܖ

ƕǜ৮СǷȸǺႆ ܖƕǜƷᏤࢊࣱƷኧƱƕǜ৮СඥƷႆ
ܼܭჇʴϱ

൷ჷࠖᜒ܇

Ūؾဃཋᅹࣇ  ܖဃཋဃྸܖ

ኬᏘኄᦋဃཋ ܖဃ˳ǷǹȆȠǛᛦǂƯСࣂƢǔЎ܇ǛႆƠǑƏ

Ūဃ҄  ܖኬᏘဃཋܖ

ᜂជԍϱ

ŪဃཋཋྸܖᲩဃ҄ܖ

ǿȳȑǯឋᅹ ܖᣞእƷƸƨǒƘˁኵǈǛྸᚐƠƯŴૼᙹƳᣞእǛƭƘǖƏ

ࡀࢇࡣ⏕యෆࡢ⎔ቃ㐺ᛂࡋࠊቑṪࡸ⏕Ꮡࢆ⥔ᣢࡋࡲࡍࠋ㏆ᖺࠊࡀࢇ㛵ࡍࡿࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱࡢゎᯒࡸ࢝ࢱࣟࢢࡀ㐍ࡳࠊ✀ࠎ
ࡢࡀࢇࡀᣢࡘ≉ᚩࡀ࠶ࡪࡾฟࡉࢀࠊ⒪ἲࡢ㛤Ⓨࡘ࡞ࡆࡽࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡀࢇࡢ࡞ࡣᮍࡔ≉ู࡞⒪ἲࡀᏑᅾ
ࡋ࡞࠸ࡶࡢࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋᙜ◊✲ᐊ࡛ࡣࠊᇶ♏⏕≀Ꮫⓗᡭἲࢆ⏝࠸࡚ࡀࢇࡢ⬤ᙅᛶࢆ᥈⣴ࡋࠊࡀࢇࡢ⒪ᶆⓗ㸦ศᏊ࣭⤒㊰㸧
ࡢⓎぢࠊ⒪ἲࡢ㛤Ⓨࡘ࡞ࡆࡿࡇࢆ┠ᶆࡋࡓ◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋࡀࢇᢚไࡢࡓࡵࠊᶆⓗ⣽⬊ࢆ⣽⬊Ṛㄏᑟࡍ
ࡿᡭἲࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⣽⬊⪁ㄏᑟࡍࡿᡭἲࢆ᥇⏝ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
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ࣇဃཋƷဃƖಮǛǓŴࢬǒƴܖƿ
ᤠங
èྸȷޓ
ܖဃӖλᄂᆮܴ

