カリキュラムの特徴

研究と教育の分野・対象

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と、
学生の個性と自主性を尊重し、創造性に富む科学者としての
基礎を育てます。高い専門性の習得のための最善の方法とし
て、専任教員が基礎課程から教育を担当しています。また、
一年次より専門課程も織り込み、専門の研究者と学生のふれ
あいを大切にしています。女子学生の比率が比較的高いのも
本学科の特徴です。

本学科は、微生物から動物・植物の様々な生命現象を主に
細胞や分子のレベルで解明する生物科学と、それを基盤と
する応用技術を研究しています。これにより、バイオサイエ
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人
材の育成を目指しています。本学科の卒業生は3000名以上
に上り、生物科学関連企業のほか、あらゆる産業界および
研究機関で活躍しています。

学びのステップとカリキュラム構成（2022年度入学生の場合）

＊本学科は，生物科学を多面
的・総合的に学べる学科とし
て，全国に先駆けて誕生した
歴史を持ちます。2023年度よ
り生命生物科学科と学科名称
が変更され、さらなる発展を
目指しています。

〜1年次の基礎から4年次の専門，
さらに大学院まで，専任教員による教育〜

2年次

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

修士課程、博士課程

1年次では、数学、物理学、化学
など、バイオサイエンスの基礎と
なる学問を学ぶとともに、専門の
教授陣による専門科目もカリキュ
ラムに取り入れています。

生物科学のコアとなる科目、さら
に生物機能を巧みに利用・改変
して有用物質の生産や医療、地
球環境の保全に役立てるバイオ
テクノロジー関連の講義、演習、
実験が行われます。

3年次には、学生の学問に対する
意欲と自主性を尊重し、教員構成
に応じた多様な選択に応えられる
よう、幅広い専門選択科目や特別
講義が用意されています。

少人数に分かれて研究室に所属
し、教員の直接の指導のもとに専
門テーマを追求する卒業研究を
行います。原著論文を読み、活発
なディスカッションを行いながら
研究が進められます。

微生物からヒトにいたる生命科
学の基本法則を探求するととも
に、科学上の問題を解決するた
めの周到な実験戦略を立案・遂
行する能力を有する人材を育成
します。

前期

後期

前期

基幹基礎科目
数学1

3年次

大学院

1年次

後期

前期

専門科目

4年次

後期
専門科目

数学2

線形代数学1

線形代数学2

システム生物学

生物数理統計学

物理学1

物理学2

バイオインフォマティクス1

バイオインフォマティクス2

生物物理学

ナノバイオサイエンス

物理学演習

物理学実験A

生物物理化学

構造生物学

タンパク工学

天然物化学

化学1

化学2

生化学1

生化学2

微生物学2

応用微生物学

生物有機化学1

生物有機化学2

食品科学

生物環境化学

生態学

生体防御

化学演習1
化学実験（前期または後期）

専門基礎科目
生体物質化学
基礎生物学1

生物学概論

基礎生物学2

生物化学実験（前期または後期）
細胞遺伝学

微生物学1

細胞生物学2

分子遺伝学2

植物科学

生命動態学

分子遺伝学1

細胞生物学1

分子免疫学

代謝生理学

分子病態学

腫瘍生物学

基礎遺伝子工学実験（前期または後期）

基礎生物学実験（前期または後期）

卒業後の進路

公的機関 0.9％
その他 1.9％

教員 1.9％
公務員

神経生化学

脳神経科学

発生生物学

器官形成概論

選択必修科目

生物科学特別講義3

生物科学特別講義4

一般企業
15.7％

教育課程編成・実施の方針

卒業研究2

◎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・社会にかかわる幅広い
教養教育
◎新たな科学技術を創造する学科の基
本理念に基づき、人材育成のための
学士の教育課程を編成

卒業認定・学位授与の方針
◎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

76.9％

2021年3月卒業学部学生

主な企業就職先（学部学生・大学院生）
ＮＴＴデータ、アクセンチュア、アジレント・テクノロジー、いなば食品、キッコーマン、キユーピー、クミアイ化学工
業、コスモエネルギーホールディングス、ゼンショーホールディングス、ソニー、ソニー生命保険、タカラバイオ、トヨ
タ自動車、ニチレイバイオサイエンス、ニチレイフーズ、日本電気、マルハニチロ、リコー、レンゴー、伊藤ハム、栄研
化学、花王、三菱総研ＤＣＳ、小川香料、新京成電鉄、大正製薬、東ソー、日油、日立システムズ、野村総合研究所など
（社名は一部省略してあります）
試験区分

一般入試

2022

教職免許状が取得できます（教職科目）【中学校・高等学校教諭1 種免許状（理科）】
大学院の講義を4年生から受講できます【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）】
学科を越えて広く学べます【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）】
海外留学支援制度があります【語学研修・正規科目履修プログラム】

主な進学先
東京理科大学大学院、東京大学大学院

大学院進学

入試情報

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

応用生物科学実験2（前期または後期）
※
※
※
※

生命生物科学科の3つの方針

専門科目

応用生物科学実験1（前期または後期）

※教員の異動などに伴い、開講されな
い選択科目が生じる場合があります

2.8％

後期

卒業研究1

必修科目

選択科目

前期

A 方式入学試験
B 方式入学試験
C 方式入学試験

「大学入試センター」を利用した制度です
本学独自の入学試験です。札幌、仙台、名古屋、大阪、広島、福岡でも受験が可能です
「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
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

創域理工学部 生命生物科学科
http://www.bs.noda.tus.ac.jp

募集人員（合計）

120名

生命生物科学科事務室
大学入試関連問い合わせ先（東京理科大学入試課）
TEL : 03-5228-7438 FAX: 03-5228-7444
〒278-8510
千葉県野田市山崎 2641 6号館 E-MAIL : nyushi_kagu@admin.tus.ac.jp
入試情報詳細 : https://www.tus.ac.jp/admis/fac/seido/
TEL : 04-7122-9382
FAX : 04-7123-9767
資料請求 : https://www.tus.ac.jp/demand/
（2022年4月版）

創域理工学部

生命生物科学科

2023年度より新学部学科名称で始動（2022年度までは理工学部 応用生物科学科）

Department of Applied Biological Science
Faculty of Science and Technology

研究室・教員紹介｜Research Groups and Members

応用微生物学

Department of Applied Biological Science | Faculty of Science and Technology

生物有機化学

発生生物学

生理心理学

鎌倉 高志 教授 荒添 貴之 講師 坂本卓也 講師

倉持 幸司 教授 古山 祐貴 助教

和田 直之 教授 坂下 美咲 助教

市川 寛子 教授（教養所属・学生受入研究室）

微生物の多様な能力を研究して
科学や生活のために利用しよう

化学の力で生命現象を解明する

我々の体が作られる過程を、
細胞の振る舞いに注目して理解したい

心の動きを生み出す脳の仕組みを知る

真菌（カビの仲間）等の真核微生物は、複雑な多
細胞生物より簡単な体制と小さな染色体で構成さ
れていますが、真核生物の基本機能をほぼ完全に
そろえています。
この真菌を研究材料として、未だ明
らかにされていない基本生命現象の解明を目指し
ています。
また、真菌や細菌などの多様な微生物が
持つ特殊な能力を研究することにより、
それらの能
力がどのように獲得されたのかを考えたり、私達の
生活への応用を目指した取り組みをしています。
Approach: 分子生物学・環境生物科学

化学的手法によって生命現象を解明するケミカル
バイオロジーは世界中で急速に発展しています。
こ
れはひとえに、生命の諸現象を分子レベルで解明
することが生命科学の進歩ひいては人類の健康増
進に不可欠と考えられ、生命科学の基盤としての化
学の重要性がこれまで以上に認識されるようになっ
たために他なりません。私たちの研究室では、
自分で
合成した化合物を、生命現象を解明するための道
具に利用し、生命の諸現象を分子レベルで明らかにすることを目指します。
Approach : 生物有機化学・ケミカルバイオロジー・天然物化学

植物成長発生学

タンパク質科学
中島 将博 准教授

定家 真人 准教授 滝川 雅大 助教

中村 由和 准教授 金丸 佳織 助教

コケ植物を用いて
陸上植物の根底にある成長発生の原理を理解する

立体構造から酵素の働く仕組みを明らかにする

がんの脆弱性の探索とがん抑制手法の開発

脂質が持つ未知の機能を解き明かし
皮膚疾患治療へつなげる

光合成という宿命をもつ植物は、光合成を最適化する
ための成長調節様式を進化の過程で獲得してきまし
た。
その仕組みを理解することは、地球規模の諸問題
の解決に大きく貢献します。単一の共通祖先から進化
した陸上植物は、遺伝子セットや機能制御機構を共
有しています。本研究室では、維管束植物とは分岐した
コケ植物に属し、モデル生物でもあるゼニゴケを用い
て、遺伝子改変技術やオミクス解析を駆使しながら、
光合成と調和した成長や発生の調節機構を解き明かす研究を行っています。
Approach : 植物生理学・分子生物学・細胞生物学・進化発生学・システム生物学

タンパク質は生命現象の中心的な役割を担う、
自
然がつくり出した精妙な分子です。
そして、
その機能
はタンパク質の三次元的な形によって決まります。
こ
のタンパク質の形と機能との関係は生命の謎の解
明やタンパク質の応用利用の鍵ですが、
その仕組
みは極めて多様で複雑です。私たちは、特に主に酵
素とよばれる生体反応を触媒するタンパク質を中
心に、
その反応や活性調節のしくみを酵素学的な
解析、X線結晶構造解析などの手法によって明らかにしていきます。
Approach : 生化学・分子生物学・構造生物学

がんは生体内の環境に適応し、増殖や生存を維持します。近年、
がんに関するビッグデータの解析やカタログ化が進み、種々の
がんが持つ特徴があぶり出され、治療法の開発につなげられ
てきていますが、がんのなかには未だに特別な治療法が存在
しないものもあります。当研究室では、基礎生物学的手法を用
いてがんの脆弱性を探索し、がんの治療標的（分子・経路）の
発見と、治療法の開発につなげることを目標とした研究を進め
ています。がん抑制のために、標的細胞を細胞死へ誘導する手
法だけではなく、細胞老化へ誘導する手法を採用する取り組みも行なっています。
Approach : 分子生物学・遺伝学・細胞生物学

脂質は生命の源とも言える物質であり、すべての細胞は脂質か
らできた膜に包まれています。脂質は私たちの皮膚ではバリア
として働いていて、皮膚の脂質の異常は乾癬やアトピー性皮膚
炎などの皮膚の病気のもとになります。そこで私たちは特に皮
膚細胞の脂質に注目して研究しており、最終的には脂質に直接
働きかけ、皮膚の病気を治療する医薬品の開発につなげること
を目指しています。脂質はゲノムDNAにコードされていない、
水に溶けにくいなど扱いが難しく、タンパク質や核酸と比べて
研究が進んでいませんが、だからこそ可能性が大きい将来有望なフロンティアです。
Approach : 脂質生物学・皮膚科学・細胞生物学

ナノバイオサイエンス

政池 知子 准教授 田中 信清 助教

植物分子生理学

朽津 和幸 教授 橋本 研志 助教

脳神経科学

エピゲノム動態学

蛋白質から細胞までの1単位を動画撮影して
仕組みを理解する

植物の環境応答・情報処理・免疫の仕組みを探る

神経・シナプス伝達の仕組みから脳の機能を理解する

生命の連続性を担う
生殖細胞のエピゲノム形成機構を解明する

１分子の酵素から１細胞までの「単位」が働く様子
を見て来たかのように明確に理解する事が私達の目
標です。生体内のエネルギー通貨と呼ばれるATPや
その他ヌクレオチドを使った動きを伴う生命現象に
着目し、どの部分が動き、いつ反応が起こり、どの
ように生命機能につなげるのかを定量的に解析しま
す。生化学測定の基礎を手掛かりに、手作りの最先
端光学顕微鏡、微細加工技術も活用し、医療や産業
への応用につながる生命現象の根本的な理解を目指します。
Approach : 生物物理学・生化学・1分子生物学

ゲノム情報に基づく分子遺伝学的手法、生物機能
を生きたまま解析するバイオイメージング・分子生
理学的技術などを武器に、植物が外界を認識し、
情報を処理、伝達するしくみを分子レベルで解明
することに挑戦しています。地球環境問題や食糧問
題の解決を見据えて、病気に強く低農薬で栽培で
きる、環境ストレスに強い、環境を浄化できる植物の
作出など、新世代のバイオテクノロジーの展開の基
盤となる研究を進めています。
Approach : 環境生物科学・分子生物学

私たちの脳は日々外界からの刺激(情報)を統合し、
再び行動として出力しています。情報伝達の担い手
となる神経細胞は脳内で緻密な回路網を構築し、
また伝達部位となるシナプスは脳の機能を支える
重要な役割を担っています。私たちの研究室では、
ʻこころʼに関連する神経回路を中心にシナプスを形
態学的・生理学的に研究し、脳の理解を深めること
で様々な精神・神経疾患の原因解明などに貢献す
ることを目指していきます。
Approach: 神経科学・免疫組織染色・マウス行動実験

個体発生や細胞分化は、遺伝子発現の変化によってもたらされます。
個々の細胞では、ゲノムDNAに刻まれた遺伝情報を必要に応じて取
り出しています。DNAやヒストンに付いている化学修飾の目印「エピ
ゲノム」によって、使われる遺伝子が決まります。私達は、生殖細胞の
エピゲノム制御機構の解明を目指しています。生殖細胞は、生命の連
続性を担う重要な細胞です。生殖細胞特異的に形成されたエピゲノ
ムは、生殖細胞の分化制御に限らず、生物の世代継承にも大きな役
割を担っています。私達は、この特別なエピゲノム変化の分子機構を
明らかにし、その成果をもとに体外再構成系の開発や生殖再生医療への応用を目指しています。
Approach : 生殖科学・イメージング・エピジェネティクス・クロマチン動態・トランスオミクス

微生物生態学

応用生物化学

Website : https://www.bs.noda.tus.ac.jp/lab.html#kamakura

西浜 竜一 教授

Website : https://www.rs.tus.ac.jp/nishihama/

Website : https://www.bs.noda.tus.ac.jp/lab.html#masaike

鈴木 智順 教授（教養所属・学生受入研究室）

Website : https://www.rs.tus.ac.jp/kuramoch/

Website : http://www.rs.tus.ac.jp/m-nakajima/index.html

Website : https://www.facebook.com/Kuchitsulab

べています。
Approach: 分子発生生物学・進化発生学・器官再生・数理生物学
Website : https://www.bs.noda.tus.ac.jp/lab.html#wada

がん細胞生物学

Website : https://www.rs.tus.ac.jp/msadaie/top.html

萩原 明 准教授

Website : https://www.rs.tus.ac.jp/ahagiwar/index.html

古屋 俊樹 准教授

微生物の生き様を探り、彼らに学ぶ

微生物・酵素を化学の視点で捉えて役立てる

微生物の99%は培養できず、環境中で何をしているのか、ほ
とんど分かっていません。
そこで、環境中ではどの様な微生
物がどの様に活動しているのかを、非培養法（環境から
DNAやRNAを抽出し、塩基配列解析する方法）により、培
養困難な微生物も含めた全ての微生物の群集構造解析に
よって解明するとともに、代謝産物を介した微生物の相互作
用についても解析を行っています。
また、光エネルギーで活
性酸素種が発生する光触媒を用いた、微生物殺菌のメカ
ニズム解明や、
その応用である日光社寺文化財のカビ防除法の開発も行っています。
Approach : 環境生物科学・微生物系統学・微生物生理学

土1 gには約1億、
ヒトの腸内には約100兆も存在す
る微生物は、生態系や生体内において重要な役割
を担っているにもかかわらず、機能が明らかにされ
ている微生物はごくわずかであります。私たちは、
こ
の微生物の無限の可能性に問いかけ、新規微生物
・酵素の発見や機能の解明、
さらには「有用物質生
産」や「環境浄化」への応用を目的として研究に取
り組んでいます。微生物・酵素を化学の視点で捉え
て役立てることに主眼を置いています。
Approach : 環境生物科学・生物有機化学・分子生物学

Website : https://www.bs.noda.tus.ac.jp/lab.html#suzuki

我々の体を構成する器官は、複数の種類の細胞・
組織から出来ています。正常な器官が作られるため
には、細胞の移動や認識、増殖、分化といった一連
の振る舞いが正しく調節されることが必要です。
こ
れは発生過程だけでなく、器官再生の過程でも同
じと考えられます。私たちは、細胞がおかれた状況
に応じてその振る舞いを変え、特定の形を作ってい
く過程について、細胞レベルと分子レベルから調

Website : https://www.bs.noda.tus.ac.jp/lab.html#furuya

応用
生物科学
倉持・西浜
中島・政池

環境
生物科学
朽津・鈴木
鎌倉・古屋

生命科学
和田・市川・定家
中村・萩原・前澤

心理学は、目に見えない心の動きを、行動という目に見
える指標を使って数値化してとらえようとする学問です。
ヒトの認知過程には個人差が大きいことがわかっており、
その人の感情状態や性格、生まれ育った文化によってさ
え異なります。私たちは、
ヒトが他者を認知しているときの
脳波や視線行動を計測することで、認知の個人差をと
らえる研究をしています。特に発達障害傾向など脳神経
基盤の明らかな性格特性によって対人行動がどのよう
に異なるかを明らかにし、脳がどのように心を生み出すかという謎に迫ります。
Approach : 行動科学・認知心理学・神経科学
Website : https://www.rs.tus.ac.jp/ichi/

脂質生物学

Website : https://www.rs.tus.ac.jp/ynakamur/

前澤 創 准教授

Website : https://www.bs.noda.tus.ac.jp/lab.html#maezawa

連携大学院制度

当学科には、応用生物科学系、
環境生物科学系、生命科学
系の研究系教員が結集して
います。互いに協力しあうこと
で、複合的・領域横断的・革
新的なアプローチにより新し
い研究領域を創造します。

今井 亮三｜農業・食品産業技術総合研究機構

4年次には、多様な研究分野
から研究室を選ぶことができ
ます。

正井 久雄｜東京都医学総合研究所

研究室間の風通しが良いた
め、多方面から指導・刺激を
受けることができ、共同研究も
生まれやすい環境にあります。

客員教員と所属研究機関

大石 勝隆｜産業技術総合研究所
広田 亨 ｜がん研究会がん研究所
井上 晴彦｜農業・食品産業技術総合研究機構
渡士 幸一｜国立感染症研究所
当学科に所属したまま、外部機関で、連携大学院制度の客員教員の指導
を受けることもできます。

