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生命科学部

「生命」「環境」「食」をテーマに，
いのちの未来に貢献する

分野からの貢献が期待されています。生
命科学部は，生命現象の謎を遺伝子レベ
ル，細胞レベル，個体レベルで明らかにし，
生命の総合的な理解を目指します。また、
医療・環境・農・食・教育などの分野で
社会の発展に貢献できる人材育成をめざ
します。

生命科学科
応用生物科学科

生命科学部の教育上の目的

１．人材の養成に関する目的
　生命科学は，生命現象を遺伝子・分子レベルから細胞
レベル，さらに個体レベルでも明らかにし，地球社会に貢
献することを目的とする学問領域です。この生命科学を教
育研究することにより，生命の総合的理解の上に立って，
地球社会の発展に貢献する創造的思考能力，かつ倫理観
を併せ持った人材を育成します。

２．学生に修得させるべき能力等の教育目標
　生命科学における「生命」「環境」「食」を３大テーマと
し，「生命科学科」「応用生物科学科」の２学科で各々特
徴ある教育に取り組みます。特に，本学部の特色として極
限環境微生物分野，植物分野，食分野の教育に力点を置く
とともに，ヒトを含めた動物分野における教育も行います。
これにより，学生に生命科学の学問領域全般を体系的に
修得させ，実社会での問題を解決する能力，新しい分野を
切り拓いていく能力などを身につけさせることを教育目標
としています。

　極限環境に生育する生物からヒトにいたるまでの生命現象に
関する基礎知識と生命現象を解析する基礎的技術を修得した
上で、専門的な知識を獲得すること。その上で、創造的思考能力
を磨くことにより、「生命」「環境」「食」の各分野における先端科
学や高度な技術開発に挑戦していくことができること。さらに、高い
倫理性と幅広い視野、豊かな人間性と自立心を備え、地球社会
の発展に貢献するという強い意志を有すること。



生命科学科３つのポリシー
アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）

生命科学科の学び
［学問の魅力］

［４年間の学び］

学びの取り組み
１．新カリキュラムによる教育

２．社会性を磨いて就職へのイメージづくり

３．研究室への配属・研究活動

学　科 生命科学科

「生命」の不思議を解き明かし，
深い見識と独創的な発想力のある研究者を育成

教育上の目的
１．人材の養成に関する目的

２．学生に修得させるべき能力等の教育目標

生命科学科の特色

学　科 生命科学科

　生命科学科では地球上に存在する生物の生命現象を，分子・細胞・個体および地球環境レベルで探究し
ます。はじめに生命科学の基礎分野を学び，さらに近年の生命科学の発展に即した専門分野を学修してい
きます。生命科学科の特長であるバイオ分子科学，動物・人間科学，植物科学，微生物科学の各専門科目を
通じて，先端的バイオサイエンスの専門知識や技術を系統的に修得します。これらの学修課程を経て卒業
論文の研究に取り組むことで，新たな視点で生命の原理を見つけることができる独創的な発想を持った研
究者や技術者，および教育者の育成を目指すカリキュラムとなっています。

　極限環境に生息する微生物から人間がもつ高度な脳に至るまで，生命現象には未解明の部分が多く残されています。バイオサイエンスの進歩
は，“いのち” の謎を解き明かすだけでなく，豊かな人類社会の形成や地球環境の保全に貢献する技術を提供できることから，新たな産業の創
成にも欠かせないものとなっています。生命科学科では，「先端サイエンスの幅広い知識と技術を修得し，地球社会の諸問題に対応でき，かつ広
い分野で活躍できる人材を育成する」ことを目的にしています。
　具体的には，将来の生命科学を探求する研究者・技術者，高度な生命科学の知識・技術や思考を生かせる職業に国内外で携わる人材，およ
び，次代を担う生徒達の教育に携わる教員を育成します

生命科学科では，生命科学の知識や技術，思考を活かして国内外で活躍できる人材，生命科学の発展に寄与する研究者や技術者を育成す
ることを目的としています。そこで，以下のような能力を有している学生を受け入れます。

⑴ 科学全般，特に生命科学に興味を持ち，高等学校で履修した科目について教科書レベルの知識を有している。
⑵ 自分の考えをまとめ，他者に対してわかりやすく説明することができる。
⑶ 自ら設定した目標を達成するための強い意志を有している。
⑷ 生物・健康・環境などに関する問題に関心を持ち，解決に向けた活動，研究をとおして社会に貢献したいと考えている。
⑸ 積極的に新しい分野を開拓したいという意欲と創造力を有している。

　科学技術が進歩した現在でも，「生命」に残される多くの謎を解き明かすために「なぜ?」と問い続けながら探求し学ぶ学問が「生命科学」で
す。基礎知識として，生命活動のメカニズムや生体物質の基礎，物質の構造と機能に関する研究方法および研究成果を学ぶとともに最先端分野
への知識を深めます。さらに，地球環境学や再生医科学について学び，最新のバイオ技術を体系的に修得することができます。

　2017 年度導入の新カリキュラムは、①生命科学の科目を基礎科学・動物・植物・微生物の分野に分け各分野を幅広く学ぶ、②基礎から専門ま
で体系的に学ぶ、③さらに専門性の高い専門科目を配置して履修希望者の高度な興味関心に応える、ことを特長とします。また、「生命科学ゼミ
ナール」や「生命科学輪講」でプレゼンテーション力やコミュニケーション力を育成し、社会の構成員としての広い視野と生命科学の専門性を身
につけます。

　学問分野と社会との連携について考え、早期から就職への意識づけを行うため、「学外実習」や「研究所・工場見学会」を実施しています。他大
学の公開臨海実習に参加したり、量子科学技術研究開発機構、宇宙航空研究開発機構、海洋研究開発機構、民間企業の工場・研究所などを訪
れたりすることを通して、社会との連携・協調や学習・研究意欲の向上を目指しています。

　３年次後半から早期に研究室に配属し４年次から本格化する研究活動に備えます。生命科学の各研究分野で評価の高い指導教員や大学
院生と研究活動を共同で進めることにより、コミュニケーション能力や自主的・主体的な問題解決力、創造的な研究活動力を育成します。また、
学会発表や論文発表による研究成果の社会への発信を積極的に支援しています。

　理学，薬学，医学，工学，農学などの学問領域とともに，「バイオ分子科学」「動物・人間科学」「植物科学」「微生物科学」の4 つの各専門分野を
系統的に学びます。ES 細胞やiPS 細胞を対象とした再生医科学などの最先端分野の講義もあります。幅広い領域の第一線で活躍し、新たな視
点で生命科学を見つめる独創的な発想力を養います。

生命科学科では学科の掲げる教育目標を達成するため，下記の方針に従い課程表を編成し系統的な履修を促します。

　本学科のカリキュラムの規定単位を修了し，以下に掲げる能力を修得することが学位授与の要件となります。

⑴ １年次では，最新の生命科学を学ぶ前提となる基礎的な生物学を修得するために「生物学ⅠおよびⅡ」，「基礎分子生物学」などの科目を必修科
目として配置する。また，生命現象を理解し研究する上で必要な化学知識を修得するために，「基礎化学」，「生命実験化学」などの科目を必修科
目として配置する。

⑵ 生物学の基盤となる科目を修得した後，２年次にかけて動物，植物，微生物の各生物群がもつ特徴的な生命現象に対する深い知識を醸成する
ために生命科学基礎科目群を配置する。また，これらの専門分野を深く理解するために必要な基礎科学知識の修得を目的として「有機化学」や

「遺伝子工学」などの基礎科学科目群を開講する。
⑶ ３年次以降は，それまでの基礎的な知識を活用して生命科学に関する先端研究の情報や知識の修得，学生の進路決定の支援を目的として，よ

り専門性の高い生命科学科目群を配置する。
⑷ 生命科学の様々な実験手法，論理的な思考・表現を身につけることを目的として「化学実験」，「生物学実験」，「生命科学実験ⅠおよびⅡ」，「卒業

研究」を順次配置し，他の科目群で修得した知識を活用して主体的に研究活動に取り組む能力を養う。
⑸ 幅広い視野を身につけるため，基盤教養科目を配置するとともに，倫理観を養うために「生命倫理」や「生命哲学」などの科目を配置する。また，

生命科学の分野で国際的に活躍できる人材育成のために，３年次まで途切れなく英語科目群を配置して継続的な学修を促す。
⑹ ３年次までに「生命科学ゼミナールⅠおよびⅡ」，「キャリアデザイン」などを配置し，社会で必要とされるプレゼンテーション力やコミュニケー

ション力を養うとともに，学生自身の将来のキャリアデザインを促す。

⑴ 生命科学に関する幅広い知識と高い生命倫理観・専門技術者倫理観を身につけている。
⑵ 生命科学の専門的知識と実験技術を駆使して，創造的な研究活動を行う能力を身につけている。
⑶ 様々な課題に対して自主的・主体的に取り組み，論理的な思考を通して解決への筋道を立てる事ができる。
⑷ プレゼンテーション能力，コミュニケーション能力に優れ，他者と連携・協調することができる。
⑸ 社会の構成員として必要な教養を身につけ，社会貢献に対する意識とそれを実践するための能力を備えている。

⑴ 生命現象を分子レベル，細胞レベル，個体レベル，さらには地球環境レベルで理解し，説明できる幅広い知識を修得する。
⑵ “いのち”の不思議に迫るための生命科学のさまざまな技術を修得する。
⑶ 生命科学の未知の領域に挑戦する論理的かつ独創的な考え方ができる。
⑷ 地球生物社会全体と“いのち”に対する深い生命倫理観を醸成させる。
⑸ 国際的に活躍できるよう，異文化に対する理解や語学力を培う。
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バイオ分子科学分野
すべての生命は多種多様かつ膨大な数の分子から構成された分子
集合体です。生命の不思議を探求するためには、個々の分子の性
質や働き、さらには分子同士の間に働く分子間相互作用の理解と
測定手法の修得が必要になります。これらを元に、バイオセンサー
や超分子システム、ナノテクデバイスなどの開発へとつなげます。

動物・人間科学分野
動物のからだの発生過程とその生理機能は、複雑かつ緻密に制御
されています。本分野では、遺伝子やタンパク質に支えられている、
ヒトを含む動物のからだのしくみの持つ普遍性と多様性を探求し
ます。あわせて、幹細胞や脳神経系などに関する専門知識を修
得し、生命倫理を育みつつ、胚培養や再生医学、創薬など生命科
学の社会への応用に至る視点を養います。

植物科学分野
植物は大きな移動能力を持ちません。しかし、周囲の環境に応答し、
独立栄養生物として私たちの生活を支えています。本分野では、
このメカニズムを分子・遺伝子レベルで学びます。あわせて、
生産性や環境耐性の高い植物の開発による食糧問題への貢献や、
高機能成分を持つ植物の開発による医療・健康問題への貢献を
めざして、必要となる知識や技術を身につけます。

微生物科学分野
生命が備えている環境に適応するメカニズムを学びます。主要な
テーマは、高温、強アルカリ性などの極限環境を好む生物の研究や、
放射線、紫外線、化学薬剤などさまざまな環境ストレスに対応す
る生物の機能研究などです。研究を通じて、環境保全や医療診断
技術、さらには創薬や食料資源確保などの分野に役立つ知識や分
析技術を身につけます。

学　科 生命科学科（科目展開チャート） 生命科学科（専攻分野）学　科



魚類の環境適応メカニズムを明らかにする
水圏動物生理学研究室　助教 井ノ口 繭
川や海など水圏環境の塩分濃度は様々なので、そこに生息する魚は体内

の塩分を調節しなければなりません。研究室では、魚の塩分調節機構を

調べることで、魚類の環境適応メカニ

ズムを明らかにします。これにより、

健全な魚類の育成・食糧問題の解決へ

の応用を目指します。

生物の放射線耐性の増強を目指す
放射線微生物学研究室　教授 鳴海 一成
放射線抵抗性細菌の著しく高い DNA 修復能力の分子機構解明を通じ

て、ヒトの一千倍以上もの放射線耐性を示すこの微生物がなぜ放射線に

強いのかを調べています。生物が持つ

DNA 修復能力の限界を見極めること

は、放射線耐性を増強する手だてを講

じる研究開発に新たな方向性を与える

ことに繋がります。

糖を活用した新規材料の開発
糖質材料創成学研究室　教授 長谷川 輝明
糖は単に甘いだけではなく、実は細胞表面の分子認識素子として、各種疾患

（ウイルス感染やガン転移、リウマチを含む各種炎症など）に深く関与して

います。本研究室では、糖科学や有機合

成化学、分析化学や高分子科学、さらに

は超分子化学などの知識を駆使し、医学・

薬学分野において有用な新規糖質材料の

開発めざして研究を行っています。

アカパンカビの基礎研究から次世代農薬へ
環境応答研究室　教授 藤村　真
生物は環境の変化に適応するしくみを持っています。このしくみは植物

病原菌では病原性やカビ毒生産などと深く関わっています。この機構を

分子遺伝学的な手法などを用いて研究

することで、将来的には、より安全・

安心な農薬の探索や病害防除技術の開

発に役立てていきたいと考えていま

す。

植物のポテンシャルを引き出す
植物生理学研究室　准教授 廣津 直樹
植物がもつポテンシャルを最大限引き出すことで、人類にとって有用な

植物を作り出すことはできないでしょうか。研究室では、植物の光合成

速度や収量を増加させたり、環境適応

力を制御したりする遺伝子を探索し、

その機能を解析しています。また、こ

れらを活かした新品種の育成を目指し

ています。

・リアルタイムLSPRセンサーによる細胞応答評価の検討：血管内皮細胞の培養条件について
・Deinococcus grandis紫外線耐性変異株の変異原耐性解析
・中枢神経細胞の液性情報がiPS細胞の分化に与える影響
・オオムギ根におけるムギネ酸類合成酵素群の組織局在解析
・アカパンカビにおける紫外線損傷修復速度の比較
・自閉症モデルマウス海馬における樹状突起スパインの形態変化

卒業研究テーマの例

♢ 極限環境生物学会 ♢ 日本基礎老化学会
♢ 日本神経化学会 ♢ 日本農芸化学会
♢ 日本糖質学会 ♢ 日本植物学会
♢ PITTCON conference & expo 2017　(Chicago, USA) ♢ Society for Neuroscience（San Diego, USA）

学部生が発表した主な学会

トピック

研究を行っています。

神経回路の柔軟さのしくみを探る
分子神経生物学研究室　教授 児島 伸彦
脳内ニューロンはシナプスで互いにつながって回路を形成しています。

脳内の神経回路は電子回路のように固定されたものではなく、様々な経

験や環境によって柔軟に変更されるこ

とが知られています。この神経回路の

柔軟さのしくみを知ることは学習し記

憶する脳のはたらきの理解につながり

ます。

ナノテクノロジーによる分析技術の向上
バイオプラズモニクス研究室　教授 竹井 弘之
ナノテクノロジーの技術を駆使して作製された貴金属微粒子を用いて、

タンパク質、遺伝子などの生体分子や、残留農薬、抗生物質などの低分

子を高感度かつ迅速に測定できる光学

的センサーを開発しています。臨床検

査や食の安全等に利用することを目指

しています。

遺伝子の突然変異はなぜ生じるのか
分子遺伝学研究室　教授 一石 昭彦
DNA は絶えず損傷を受けています。その損傷をそのままにしておくと

突然変異を生じたり、最悪の場合、細胞は死に至ります。研究室では、

糸状菌を使って突然変異が生じる原因

や DNA 損傷を修復する機構について

研究しています。将来的には、菌が耐

性を示すことのない農薬開発につなが

るかもしれません。

自然に学ぶ生物型ハイブリッドモーター
極限環境生命科学研究室　教授 伊藤 政博
地球の様々な過酷な環境から生命（極限環境微生物）が発見されてい

ます。研究室では、高アルカリ性環境で生きる極限環境微生物の環境

適応戦略やこの細菌がもつハイブリッ

ドモーターについて研究を行っていま

す。このメカニズムを解き明かすこと

で究極のエコカー誕生のきっかけにな

るかもしれません。

ホルモンによる神経調整は健康のカギ
神経機能制御研究室　教授 金子 律子
内分泌系（ホルモン）は神経細胞を細胞死から守ったり、神経回路を発

達させたりして、私たちの健康維持に役立っています。私の研究室では、

ホルモンによる神経系の調節作用とそ

のメカニズムを、色々な動物や培養細

胞について調べています。他大医学部・

医科大学や企業との共同研究も行って

います。

生物のつくる化学物質の役割を解明する
生物機能調節化学研究室　教授 清水 文一
生物がつくる化学物質は多彩な機能を持っています。これらの物質がつ

くられるしくみや機能を研究することで、自然界の生物の相互作用を解

明していきます。また、生き物が生き

残る戦略を知り利用することで、農作

物を病害虫から守り、生物多様性とは

何かを具体的に知ることができます。

生物の無機結晶形成機構の解明
地球環境科学研究室　教授 長坂 征治
海洋性の単細胞藻類である円石藻の細胞表面は炭酸カルシウムでできた

円石で覆われている。世界中の海洋で円石藻によって作られる円石の量

は膨大で、地球規模での炭素循環に関

わっている。円石形成機構の解明によ

り、海洋での炭素固定の促進技術など

環境問題解決への貢献が期待される。

iPS細胞やヒトの行動を調べ、脳の本質を探る
脳神経科学研究室　教授 川口 英夫
iPS 細胞から分化させた神経細胞（写真）の機能を調べる細胞レベルの

研究に取り組み、脳研究や再生医療への貢献を目指しています。また、

脳の本質を探るため、ヒトの無意識の

行動を解析する「脳と行動の関係」も

研究しています。将来は高齢者の健康

維持や成人のメンタルヘルスケアに応

用していきます。

学　科 生命科学科（研究室探訪）

国際学会でポスター賞1位受賞
伊藤政博教授研究室の松井光恵さん（大学院博士前期課程2年）が、ベト
ナム国立大学ホーチミン市科学大学で開催されたThe 1st Internation-
al Conference on Applied 
Microbiology in Vietnamでポスタ
ー賞1位を受賞しました。感染症や多
剤耐性菌予防のターゲットタンパク質
としても注目されているMrp 型
Na+/H+ アンチポーターの輸送機構
に関する研究成果を発表しました。



応用生物科学科の学び
［学問の魅力］

［４年間の学び］

学びの取り組み
１．将来の目標設定を見据えた初年次教育

２．３年次後半からの研究室配属

３．学会発表・参加の促進

応用生物科学科３つのポリシー
アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）

人類社会の諸問題を解決できる人材を育成

教育上の目的
１．人材の養成に関する目的

２．学生に修得させるべき能力等の教育目標 ３．その他の教育研究上の目的

応用生物科学科の特色

学　科 応用生物科学科

　応用生物科学科では，生物の機能を学び，それを応用することによって地球が直面している問題を解決し
ようとしています。学ぶべき生物の機能は多岐にわたっています。そこで本学科では，動物を対象とする「応
用動物コース」，植物を対象とする「植物資源利用コース」，微生物を対象とする「微生物利用コース」，環境
を取り巻く諸問題を対象とする「生命環境コース」の４つのコースを設けています。まず，生物を理解するた
めの基礎となる化学・生物等の専門基礎科目について学び，１年次後半からは，４つのコースの１つを選択
し，それぞれのコースの専門科目を系統的に学修することによって生物の能力を理解し，それを利用するた
めの専門知識や技術を修得していきます。また、各セメスターごとに学生実習を配置し、野外実習にも取り
組みます。３年次後半から研究室に配属し，１年半かけて行う卒業研究活動を通じて，生物の働きを客観
的に評価し，独創的かつ主体的に問題を解決できる能力を身につけます。

　応用生物科学科は，学部の教育理念である「生命の総合的理解の上に立って，地球社会の発展に貢献する創造的思考能力，かつ高い倫理観
を合わせもった人材を育成する」に沿って，生物が持っている優れた機能を活用して，環境，健康，資源，食糧などの社会の諸問題を解決し，人
類の持続的発展を目指す国際的な人材の育成を目的としています。また，地域産業にも目を向け，地域社会の活性化にも貢献できる人材育成を
目指しています。

応用生物科学科は，“未来を拓くバイオ”をスローガンに，生物の持っているさまざまな働きを利用して，環境，健康，資源，食糧などの社会問題
の解決に貢献できる行動力のある人材の育成を目指しています。このため，次のような学生を受け入れたいと考えています。

動植物や微生物は長い進化の過程で優れた能力を得てきました。一方で，現在の地球には環境問題や医療，食糧，人口増加など問題が山積み
です。生物の能力を探り，知識と技術を応用し，地球が直面する問題の解決策を模索する学問が「応用生物科学」です。

　1年次の必修科目として「応用生物科学序論」という科目を配置し、応用生物科学分野に対する興味を喚起し，コース選択や研究室選択，さら
には将来の目標設定の手がかりとなる情報をわかりやすく提供しています。

　技術開発を行うために必要となる独創的課題探求能力や主体的問題解決能力，また，協調性やプレゼンテーション能力など，卒業研究やゼ
ミ活動を通じて修得すべき能力は多彩です。3年次後半から研究室に配属することで，指導教員だけでなく研究室の先輩との交流を通じて，こ
れらの力を育成します。

　学生の学会発表や論文執筆を推奨しています。学会は他大学や研究機関などの研究者や学生と交流する場です。自身の研究を見つめ，他者
の研究に触れて視野を広げるほか，研究成果を公表することでコミュニケーション力や情報発信力が向上し，就業力の育成につながります。

微生物を利用して環境浄化・保全の方法を探る環境微生物学，品種改良や遺伝子組換え植物で食糧問題解決に取り組むバイオテクノロジー，
バイオマスから再生可能なクリーンエネルギーを開発するバイオエネルギー，化学物質の生物応答を活用するバイオアッセイなどの各分野を網
羅しています。1 年次後半からは，将来の目標に応じて「応用動物コース」「植物資源利用コース」「微生物利用コース」「生命環境コース」の4 コー
スが設定されています。企業との共同研究も推進し，研究開発を通じて専門性を養います。

　応用生物科学科の学位授与の要件は次のとおりです。

応用生物科学科では，「生物が持っている優れた機能を活用」する能力を身に付け，環境，健康，資源，食糧などの社会問題の解決に貢献でき
る人材を育成するために，以下のような教育を実施します。

（1）社会人としての一般教養を身につける。
（2）生命科学とその応用に関する幅広い専門知識を修得する。
（3）専門知識を社会に還元するための実践的能力，技術を修得する。
（4）産業界の活性化に貢献できる知識と行動力を身につける。
（5）国際的に活躍できるように、コミュニケーション能力や語学力を培う。
（6）物事を多面的かつ論理的に考察し、その内容を的確に情報発信できる

能力を身につける。

【 知 識 ・ 理 解 】
【思考・判断・技能・表現】
【 関 心 ・ 意 欲 】
【 態 　 　 　 度 】

（1）高等学校で履修する理科（化学・生物），外国語，数学などについて，高等学校卒業相当の知識を有している。
（2）自分が学習した内容を的確に表現し，伝えることができる。
（3）環境，健康，資源，食糧などの諸問題に関心を持ち，これら問題の解決のため社会に貢献する意欲がある。
（4）対話などにより他者との相互理解に努め，自ら学び行動する態度を有する。

（1）生命科学とその応用に関する幅広い専門知識を有する。
（2）専門知識を社会に還元するための実践的能力を有する。
（3）生命科学の知識や技術を活かし，環境，健康，資源，食糧などの人類社会の諸問題を解決するための課題探求能

力および問題解決能力を有する。
（4）物事を多面的かつ論理的に考察し，その内容を的確に情報発信し，他者とのコミュニケーションを通じて，より良

い社会の構築に貢献する能力を有する。
（5）人類社会の諸問題に関心をもち，これら問題の解決のため生命科学の知識や技術を活かす意欲がある。
（6）東洋大学の建学の精神である「独立自活」，「知徳兼全」に基づいて行動できる。

【 知 識 ・ 理 解 】

【 思 考 ・ 判 断 】

【 技 能 ・ 表 現 】

【 関 心 ・ 意 欲 】
【 態 　 　 　 度 】

（1）本学の建学の精神「独立自活」，「知徳兼全」を涵養する基盤教育科目を配置し，グローバル人材を育成するための哲学教育，語学教育，キャ
リア教育を行います。

（2）生命科学に関する基礎知識を学修する科目群を1，2年次の必修科目に配置するほか，自身の方向性・将来性を模索するための手がかりとし
て「応用生物科学序論」を開講します。

（3）1年次後半以降，系統的に専門性を養うための「応用動物コース」，「植物資源利用コース」，「微生物利用コース」，「生命環境コース」の4つの
コースを配置します。

（4）化学実験，バイオテクノロジー実験，生物学実験，生化学実験，分子生物学実験などの実習でバイオテクノロジーに関する技術を修得します。
（5）4年次では、1年次から3年次までの学修内容を基にして，卒業研究を実施，卒業論文の執筆を行うことで，発想力，論理的思考力，問題解決

力，表現力など総合的能力の向上をはかり，生物の機能を活用できる専門性を養います。
（6）条件を満たした学生は、3年次後半に「研究室演習」を履修でき、早期にゼミ教育を受けることが可能です。

　何事にも好奇心を持ち，チャレンジ精神旺盛で，かつ客
観的な視野と判断力をもとにした問題解決に積極的な行
動力を持つ人材育成を目指すとともに，人にも生き物にも
優しい心の涵養を図っています。

※2018年度　新入生より適用予定



応用動物コース
世界人口の爆発的な増加や、特に先進国で見られる超高齢社会への移行な

本コースでは、動物個体や動物細胞の生理や構造などに関する基礎
知識を修得し、さらにそれらを応用するバイオテクノロジー技術を修得す
ることによって、創薬、再生医療、予防・健康医療など多くのライフイノ
ベーション分野に対応できる思考力、応用力と高い倫理観を醸成します。

植物資源利用コース
食糧問題、環境破壊などの社会問題に対し、我々が持続可能な社会
を構築するためには、植物の有効活用が必要です。本コースでは、
植物生理学、植物代謝化学、植物機能利用学、植物遺伝育種学、植
物バイオテクノロジーの５科目を配置し、植物の優れた機能に関す
る基礎知識を学び、それを応用するバイオテクノロジー技術を修得
します。これにより、環境ストレス耐性植物や多収量作物の開発と
いった農業・園芸分野で活躍できる人材育成を目的としています。

微生物利用コース
微生物は食品や医薬品の生産などの分野で利用され ,再生可能資源 ,健康食品 ,
環境分野などにおいても微生物の潜在的機能の利用が期待されています。
本コースは,　微生物の特徴や利用に関する微生物学、微生物利用学、環
境微生物学、酵素工学に加え、極限環境に生息する微生物の機能や応用に関す
る極限環境微生物学を学ぶことにより、微生物に関する幅広い知識を身につけ、
食品、医療、健康、資源などの分野に活かせる人材の育成を目的としています。

生命環境コース
人為改変による環境変化は，自然環境が持つ回復作用の速度を大きく超え
て，世界各地で環境問題やヒト健康問題が発生しています。本コース
では，環境計測技術，環境生態系影響，環境浄化技術およびヒト健康
影響を専門に学びます。また環境倫理学，生態毒性学，環境分子生物学，
生命環境科学および生態制御学というコース必修科目を通じて，地球環境
およびヒト健康の維持のために必要な先端的な学問研究を追求します。

学　科 応用生物科学科（科目展開チャート） 応用生物科学科（専攻コース）学　科

どに伴い、健康・医療問題がこれまで以上に大きな注目を集めています。

応用生物科学科が輩出する人材



極限微生物でエコリサイクルシステムを
応用極限微生物学研究室　准教授 高品 知典
極限環境の 1 つである高塩濃度環境で生育可能な好塩性・耐塩性微生

物を研究しています。高塩濃度環境で生育する三角形古細菌の形態形

成のしくみを解明するとともに、エコ

リサイクルシステムの主役として活躍

すると考えられる産業廃棄物の分解能

力、工場廃水の浄化能力を持つ新しい

菌を探しています。

耐熱性酵素で産業分野に貢献
極限生命材料工学研究室　准教授 東端 啓貴
特殊な微生物が、煮えたぎるような温泉に生息しています。めちゃくちゃ

（超）熱いのが好きな菌という意味で超好熱菌と呼び、その菌が作りだ

す酵素は、非常に耐熱性が高いので産

業応用の面から注目されています。超

好熱菌はどうして「超好熱性」なのか

を明らかにするために研究を行ってい

ます。

バイオマーカーの探索
生体試料分析化学研究室　助教 萩尾 真人
血液や尿、糞便には多くの情報が詰まっています。それらの中から様々

な疾病に特徴的な微量物質を見つけ、症状に応じた量変化を正確に測定

できれば体に負担をかけずに体の状態

を知ることができます。血液や排泄物

に潜むヒントを読み解き、病気の予防

や治療につながる分析法の開発を目指

しています。

未発見な微生物たちが活躍することを目指して
極限環境生物資源利用学研究室　准教授 三浦　健
微生物の未知能力を探求しています。例えば、地殻内や深海にいる生物

資源（極限環境微生物）を用いて新バイオエネルギーを産生するため、

有用微生物の発見・応用・開発研究を

行っています。学生とともに、自分の

アイデアを信じて、セレンディピティ

（幸福な偶然）を目指してチャレンジ

しています。

卒業研究テーマの例

応用生物科学科（専攻分野）

トピック

進化の歴史のなかで、生物は驚くべき“機能”を身につけています。その生物の働きを学び、現代社
会の諸分野に役立てるために、幅広い研究に取り組んでいます。

植物の機能性成分が生まれるしくみを知る
植物代謝工学研究室　教授 山本 浩文
抗酸化活性を持つポリフェノールやさまざまな生理活性を有するプレニ

ル化ポリフェノールの、植物内での生産機構を調べています。これらの

植物成分は、植物にとってどのような

役割があるのか、植物がこれらを作り

たくなる環境を調べることにより、こ

れらの機能性成分の生産性を高めたい

と考えています。

動物の形作りから学ぶ疾患と再生医療
動物発生システム研究室　教授  小柴 和子
動物の心臓の形は様々で、魚類は一心房一心室、私たちヒトを含む哺乳

類は二心房二心室の心臓を有しています。興味深いことに哺乳類も発

生の過程で魚類のような心臓の形態を

とります。器官の形や機能の多様性が

どのように生じるかを調べることによ

り、ヒト疾患の発症原因を明らかにし、

治療法の開発につなげていきます。

植物のかたちから学ぶ植物ホルモンの生理作用
植物生長制御研究室　教授 梅原 三貴久
当研究室では、主に植物のかたちをコントロールする植物ホルモンの生

理作用について突然変異体を使って調べています。将来、農作業の効率

化や省力化につながる植物ホルモンの

新しい生理作用を見つけ、それを育種・

園芸へ応用し、地域農業の活性化につ

なげていきたいと考えています。

化学汚染から地球の環境健康を守る
環境健康科学研究室　教授 柏田 祥策
人間活動に関わる化学環境汚染が、環境生態系およびヒト健康に与える

影響についてメダカを用いて研究をしています。「メダカで？」と思う

かもしれませんが、「MEDAKA」は国

際標準生物として環境指標生物および

脊椎生物のモデル生物として注目され

ています。

医療や物質生産に役立つ極限環境耐性のバイオ
応用生体触媒研究室　教授 道久 則之
アルコールやトルエンなどの有機溶媒に耐性のある微生物について研究

を行っており、これらの微生物はバイオ燃料の生産や環境汚染修復技

術に応用できることが期待されていま

す。また、有機溶媒に耐性のある酵素

も探索。血液中のコレステロール値の

測定に使われる酵素の開発にも成功し

ています。

生活・環境と健康を考える研究室
環境保健情報学研究室　教授 吉永　淳
食べ物、生活習慣、環境などは人間の健康や疾患と深い関係があります。

人々を対象にアンケート調査を行ったり、血液や尿・髪の毛をもらって

化学計測をした結果を統計学的に解析

し、ヒトの健康に何が影響しているの

か、より健康になるためにどうしたら

よいか、を考えます。

神経・骨格筋細胞のストレス適応に学ぶ
動物細胞工学研究室　教授 根建　拓
細胞レベルでのストレスは様々な病気の原因となります。研究室では、

栄養条件の変化・運動・エイジングなどによる神経・骨格筋細胞へのス

トレスが細胞の運命をどのように制御

するのかを調べ、健康・医療分野で役

立つ技術を開発することを目指してい

ます。

未知の毒性物質から人を守る
細胞分子毒性研究室　准教授 椎崎 一宏
文明の発展に伴い、人類は何度も公害問題に悩まされてきました。健康

被害が出る前に化学物質の毒性や汚染の程度を知ることはできないので

しょうか。生体に対する化学物質の毒

性メカニズムを解明し、それを利用し

た検査方法を開発することで、化学物

質の危険性をより早く知ることを目指

しています。

学　科 応用生物科学科（研究室探訪）

生態系を利用した省エネ型水処理技術
環境工学研究室　 教授 角野 立夫

「下水、産業廃水の処理技術」や「アオコの分解技術」など、小型リアク

ター（写真：りん蓄積菌群を用いた下水からのりん除去試験装置）を用

いて水処理実験を行っています。こ

れらの研究は省エネ型の水処理技

術として、国内や中国の下水・廃水処

理事業、また発展途上国向けに低コ

ストで提供できます。

野生動物の目から自然環境を見る
フィールド動物科学研究室 講師 伊藤 元裕

動物を細かく観察して生態を調べることで、環境変動を迅速に察知し、そ

れが生態系に及ぼす影響を明らかすることができます。野生動物の調査

を通して、動物たちの魅力溢れる巧み

な生き様を目の当たりにするととも

に、そこから得られた結果を環境問

題が生態系に与える影響の将来予測

や環境保全活動に役立てていくこと

を目指しています。

・渡良瀬川における重金属汚染環境に対する魚類ウグイの環境応答
・高濃度尿素・硝酸含有廃水の生物処理特性
・海洋生物由来の耐塩性・好塩性セルラーゼ生産菌の分離
・エラスチンによる心筋平滑筋分化制御機構に関する研究
・アーキア特異的tRNA修飾塩基アーキオシンの生理的意義
・有機溶媒耐性向上を示した大腸菌変異株の解析
・ルピナス培養細胞におけるイソフラボノイド生産に関する研究
・ボイセンベリーのプレバイオティクス特性評価
・下水処理施設周辺の河川水における内分泌かく乱物質の検出
・植物ホルモンが栄養繁殖に与える影響
・イオンモビリティを利用した胆汁酸測定法の改良

日本環境変異原学会第45回大
会において、前迫侑也さんがベ
ストプレゼンテーション賞を受
賞しました。
発表テーマ
「職業性胆管がん発生に関与す
る1, 2 -ジクロロプロパンの
DNA 付加体の網羅的な解析
（アダクトーム解析）」



横山　友美
生命科学部生命科学科 2012 年度卒業
草加市立松江中学校　教諭

東洋大学生命科学部を選んで
入学した理由は？
私が東洋大学を選んだ理由は 3 つありまし
た。

の氏了円上井、るあで者立創の学大洋東 ①
「諸学の基礎は哲学にあり」という精神
に感銘を受けたこと。

学のどな学医や学薬、学農、学工、学理 ②
問領域にこだわることなく、幅広く「科
学」を学べること。

で得取が許免員教の科理の校高と校学中 ③
き、夢である「教師」の道につながると
思ったこと。

現在の職業を選んだきっかけは？
卒業研究では、イネを使って植物ホルモン
の研究をしていたのですが、試薬を入れ忘
れるといった小さなミスがあったり、得ら
れた結果もサンプル間の個体差が大きく、
きれいなデータが出なかったり、始めは上
手くいきませんでした。なぜ上手くいかな
いのか、原因を考え、ミスの無いよう 1 つ
1 つチェックするようにしたり、個体差を
少なくするために光の当たり方を考えてイ
ネを育てたり、試行錯誤した結果、最後に
はきれいな結果を出すことができました。
実験がうまくいくと、大きな達成感を得る
ことができました。また、卒業研究の中で
も、目には見えないような小さな変化を数
値化して目に見える形で表すことのできる
機器分析に興味を持ちました。この経験を
活かして、研究や分析の仕事がしたいと思
いました。

生命科学部で学んだこと、
役に立っていること
私は植物のフェノーム解析や、植物体内の
メタボローム分析を行っていますが、生物
分野の植物の知識だけではなく、微生物の
分野や化学分野の知識も必要となるので、

現在の職業を選んだきっかけは？
理科離れを食い止めたいという思いから、
今の職業を選びました。もともと私は小学
校のころから理科が好きで、理科の授業で
実験がある日は特にわくわくしていしまし
た。その理科の面白さを今の中学生に伝え、
理科好きの生徒を少しでも増やしたいと思
い教師になる道を選びました。

生命科学部で学んだこと、
役に立っていること
一番は研究です。大学 3 年の夏から 4 年生
まで研究に打ち込んだ日々は、大きな財産
です。研究を通じて、「なぜ？」という自
分の疑問に対して仮説を立て、それを証明
するために手を動かし、一つの結論まで導
いていくというプロセスを学びました。
また、個人で研究を進める力は、チームで
一つのプロジェクトを進めるときの土台と
なることも学びました。現在担当している
理科の授業でも、生徒から出た疑問に対し
て、既習の知識を活用させて実験を行い、
一つの結論まで導かせる授業を意識して行
うようにしています。

それらの専門的な知識を大学で得られたこ
とは大いに役立っています。また学生実験
や卒業研究での、試薬の調製方法や実験機
器の取り扱い方、機器分析の経験は仕事に
そのまま役立っています。さらに、卒業研
究を通して、始めは上手くいかなくとも、
実験を続けて結果を出すことのできた経験
から、失敗しても課題に前向きに取り組む
姿勢を身につけることができたこともしっ
かりと今の自分の力になっています。

もう一度、学生に戻れるとしたら、
何に取り組みたい？
学科や専攻に関係なくいろいろな講義を受
けたいです。研究課題へのアプローチの仕
方は様々なので、それに対応するためにも
学生のうちに多くの分野の知識を学びたい
です。また、職場では英語論文を読むこと
や、英語のセミナーを聞く機会があるので、
英語の講義には特にしっかり取り組みたい
です。

後輩へのメッセージ
大学で学ぶ専門分野の知識は社会に出たら
使わなくなる方も多いと思います。しかし、
卒業研究などでの失敗や成功を繰り返して

もう一度、学生に戻れるとしたら、
何に取り組みたい？
研究です！研究は、やればやるほど面白
かったです。また、学会発表や卒論発表で、
自分の研究内容を人に伝えたときの興奮は
今でも鮮明に覚えています。東洋大学生に
戻れるとしたら、またひたすら研究したい
です。

後輩へのメッセージ
本気で卒業研究に打ち込んでから、社会に
出てほしいと思います。東洋大学生命科学
部は、研究するのにとても恵まれた環境で
す。たとえ、将来の職業に直結するテーマ
でなくても、研究のプロセスから学べるこ
とは山ほどあります。本気になって研究に
取り組んだ人は、その経験が一生の財産に
なるのではないでしょうか。ぜひ、飽くな
き探求心と情熱を持って、頑張ってくださ
い！

課題に一所懸命取り組んだ経験は、必ず社
会に出てからも様々な課題を解決するため
の力になるはずです。大学生活の 4 年間は
一度しか有りませんから、後悔の無いよう、
しっかり学び、しっかり楽しんでメリハリ
のある濃密な 4 年間を過ごして欲しいと思
います。

生命科学のおもしろさを中学生に伝えたい

菊池　沙安
生命科学部応用生物科学科 2012 年度卒業
国立研究開発法人理化学研究所
テクニカルスタッフ

大学で培った専門知識を活かす

佐藤　洵
生命科学部応用生物科学科　2016年度卒業
エイツーヘルスケア株式会社

小倉　友里奈
生命科学部生命科学科 2011 年度卒業
生命科学研究科 2013 年度修了
医療法人社団レディースクリニック京野
胚培養士

学びたかったことに到達できた
微生物に関心を抱いたのは、高校生の時で
した。もともと生物に興味があったところ
へ、図書館でたまたま手にした科学雑誌の
微生物特集を見て、その意外性のある性質
に強く惹かれたのです。特に、人間や一般
的な動植物はとても生きることのできない
極限的な環境下だけで増殖することができ
る「極限環境微生物」について学びたいと
思い、この分野の研究に力を入れている東
洋大学に入学しました。

熱望して入っただけあって、授業はとても
楽しくてたまりません。１年生の時は一般
教養科目のほか、生物全般について学びま
した。２年生では「細胞利用」「微生物利用」

「環境科学」と３コースの中から、迷わず「微

東洋大学生命科学部を選んで
入学した理由は？
私は、幼い頃より生命の不思議に興味を抱
いていました。中学生の頃、理科の発表会
に参加する機会があり、そこで自分で実験
をしてそれを発表する楽しみを知ったこと
が科学を学びたいと思ったきっかけです。
大学を調べていく中で、東洋大学生命科学

様々な角度で学ぶことができると感じまし
た。私は、大学に入学する段階で視野を狭
めたくないと思い、幅広い知識を学んだ上
で特に興味を持った分野の研究を行える本
学部を選択しました。

現在の職業を選んだきっかけは？
私は学生時代、神経細胞の研究を行ってい
ました。そこで学んだ細胞培養の知識や技
術を活かすことができる職業を探していた
ところ、所属していた研究室の教授より "
胚培養士 " という職業があることを教えて
いただきました。当時、神経細胞の細胞保
護機構の研究を行っていたこともあり、細
胞の生死には大きな関心を抱いていまし
た。そこで、細胞の生と死は表裏一体の関
係であると考え、社会では細胞死の知識を
活かした上で、胚培養士として生命の誕生
に貢献していきたいと思い、この職業を選

生物利用コース」を専攻。微生物を培養し
て酵素を取り出したり、有効利用する価値
があるかどうかを調べたり、さまざまな実
験に夢中で取り組んでいます。微生物を扱
いながら「すごいなあ」と感動することも
あり、生命活動を目の当たりにする実験は
いつも刺激的。学びたかったことを専門的
に学んでいける環境に、ようやく到達でき
たという思いです。

希望の研究室に入れるよう、日々努力
大学の学問が高校の学習と大きく違うの
は、自分で授業を選択するということ。興
味のある講義を選んで履修できるのはうれ
しくもあり、また責任も感じます。だから
こそ、選択の自由の意味を履き違えてはい
けませんし、自分を律していなければなら
ないとあらためて実感しています。
3 年生になると、研究室に配属されて、専
門的な研究に取り組みます。私が希望して
いるのは、極限環境微生物や新しい微生物
の働きを研究するほか、人間の身体によい
働きをもたらすプロバイオティクス（乳酸
菌）を実用化につなげる研究をしたり、バ
イオエタノールの生成などに取り組んだり
している研究室です。研究室の配属には成
績が関係するため、希望がかなうように良
い成績を維持する努力をしています。一見
あたりまえのことですが、心がけているの
は、「授業にはきちんと出てノートを取り、

びました。生命科学部で学んだこと、役に
立っていること生命科学部では 4 年間、神
経細胞学や発生学、また微生物学、植物学
など多岐に渡る生物系の学問を学びまし
た。その中でも実験実習では実験のノウハ
ウや考え方などを学び、さらにその延長と
して、卒業研究の研究室では動物細胞工学
を学びました。これらの実験実習や研究室
での経験が大学院に進むきっかけのひとつ
にもなりましたし、現在の職業においても、
技法や思考力、知識などが役に立っている
と感じています。

もう一度、学生に戻れるとしたら、
何に取り組みたい？
夏休みや春休みなどの長期休暇を活用し、
数ヶ月間、海外へ短期留学に行きたいです。
大学院生時代も現在も、英語の文献を多く
読まなければなりませんし、対話力も必要
になってきます。そのため、学生のうちに
語学力アップを行いたいです。留学でなく
とも、英語のスキルアップに繋がる講義等
にも積極的に参加したいですね。

後輩へのメッセージ
大学の 4 年間はあっという間です。受身で
何もせずに過ごしているとすぐに過ぎ去っ
てしまいます。そこで、皆さんには積極的

その都度しっかりと理解する」「わからな
いことをその日に残さない」「不明点はす
ぐに先生に聞きに行く」ということ。授業
中に理解できなかったことを先生に質問し
た際、納得できるまで教えてくださり、ア
ドバイスもたくさんいただけました。自分
が積極的に動いた分だけ、結果はちゃんと
ついてくるものだと思います。

サークルや学外での活動で
さらに充実感を

大学での研究はもちろん、サークル活動や
アルバイト、就職活動などを通して、新し
いことに挑戦し、たくさんの人に出会い、
さまざまな経験を積んだことは、私の人間
としての幅を広げることに役立ったと思い
ます。いつも何かにワクワクしていた、そ
んな充実した学生生活でした。
今、振り返ると、進路を考えるときや就職
活動の際には、大学での様々な経験や誰
かにかけられた言葉が、折りに触れて活
きてきたと思います。大学には、いろいろ
なことに挑戦するチャンスがたくさんあり
ます。そのチャンスをつかむかどうかは自
分次第。大切なのは、入学時に将来の進路
への明確な目標を持っているかどうかでは
なく、それを「見つけたい」「かなえたい」
という意志があるかどうかではないでしょ
うか。意思があれば、必ず世界は開けるの
です。

に何事にもチャレンジする 4 年間を過ごし
て欲しいです。勉学はもちろんのこと、今
しかできないことを精一杯やってみてくだ
さい。後悔はしないはずです。私自身もそ
うですが、大学 4 年間で得た知識、経験は
自身の宝になります。行き詰ったら、相談
に乗ってくださる教職員の方も大勢いらっ
しゃいます。皆さん、何事も楽しみながら
充実した 4 年間を過ごしてください。

心底望んだ学びに没頭できる喜び

細胞の知識を活かして生命の誕生に貢献したい

学　部 voice



学　部 voice（活躍する女性アスリート）

主な活動内容
❖ 授業内容・進路相談・研究の相談 / ❖ 化学の計算問題勉強会 / ❖ 英語特別授業「イングリッシュ・リメ
デアル・カフェ」 / ❖ バイオ技術者認定試験 模擬試験 / ❖ 自習用教材による学習
その他、様々な催しを企画・実施しています。

ラーニングサポートセンター

教職課程、教職支援室

サポート体制学 生
支 援

小笠原　楓 食環境科学科　スポーツ・食品機能専攻　４年

　私は高校生の時に、炭水化物の制限により走ることに集中
出来なかった経験から、食事とスポーツの関係性についてよ
り深く学びたいと思い食環境科学科を選択しました。
　食環境科学科には、陸上部の活動を続けながら食事や栄養
について学ぶことができる環境が整っています。1 年次の実
験では、周りの学生の傍で実験の様子を見ていることが多
かったのですが、3～4年次になると自分の学んだ知識が広がっ
たことで積極的に実験に参加することができるようになり、
現在はとても充実した学生生活を送ることができています。

陸上部の活動では、周りの仲間から刺激を受けながら日々
切磋琢磨しています。大学で食事について日々学んでいるこ
とから、その日のコンディションに合わせてタンパク質やビ
タミンを取るよう心がけるようになり、大学での勉強が部活
動に直接活かされていると実感しています。
　将来は、これらの経験を活かしてスポーツと食のつながり
について多くの方に伝えることができるような職業に就きた
いと考えています。

陸上競技部・女子長距離部門　監督コメント
女子長距離部門はお蔭様で６年目のシーズンをスタートすることができました。まずは春のトラッ

クシーズンから自己ベスト更新を目標にし、駅伝シーズンに向けて選手層の構築を進めていきます。
応援してくださる方々への感謝の気持ちと TU の誇りを胸に、攻めの走りと最後まであきらめない姿
勢で「杜の都」「富士山」で上位入賞を目指します。

岸　みのり 食環境科学科　スポーツ・食品機能専攻　2016年度卒業
ちふれASエルフェン埼玉（なでしこリーグ1部）入団

　私は高校生の頃に、トレーナーから食生活に関するサポー
トを受けて、練習や試合に向けた食事内容を考えるようにな
り、「食」に興味を持ち始めました。食環境科学科で、特に
印象的であった講義はスポーツ栄養学です。試合前の食事の
内容、減量時の食事方法、さらには種々の食品にどのような
成分が含まれているかを学びました。これらの内容は非常に
実践的であったため、普段、トレーニングを行う上でも参考
になり、より効率的な身体作りができていると実感していま
す。学生時代は毎日の生活が非常に充実していて、勉強と部
活動で時間が足りないくらいでした。スポーツ栄養や身体の
仕組みには非常に興味があったため、勉強が嫌いだった高校
生の時と比べて、学生時代は自然と自ら勉強する習慣が身に
つきました。大学では自分で学びたいことを選択できること
が、高校までの授業と大きく異なると思います。食環境科学
科で学んだことをもとに、サッカーだけでなく、一人の人と
して、あるいは将来的に家庭をもった時に、「食」の視点を
生かしていきたいです。そして私自身としても大きな目標を
立て、ずっとサッカーを続けて活躍できることを目指してい
ます。

サッカー部・女子部門　監督コメント
サッカー部・女子部門は「明るくシビアで粋なチーム」をチームスローガンに掲げ、全日本大学女

子サッカー選手権大会の優勝を目指しています。文武両道を常に意識し、定期的に勉強会を開いて、
大学院の先輩に授業のわからないところを質問あるいは相談することで、日ごろから勉強習慣を身に
つけるようにしています。将来、社会に出た時、スポーツと勉強の両方で得た知識や経験を生かせる
よう日々努力しています。

永井　聡

戸田　有悟

　2017年3月、32名の学生が中学校教諭1種免許状（理科）、高等学校1種免許状（理科）、栄養教諭免許状
を手に卒業しました。このうち4名がこの4月から公立中学校に正式採用され、さらに5名が臨時任用・非常
勤採用、1名が教育系大学院に進学しています。
教育職員を目指す学生の支援として、本学では教職支援室を設置。学校教育や教育行政に永年従事した見識
豊かなスタッフが、公立・私立学校の教員になるまでの様々な相談や試験対策サポートを行っております。
また、採用に関する情報提供や教員採用後の業務相談も実施し、教育職員を目指す学生の皆さんの活動をト
ータルにサポートします。

教職支援室におけるおもな相談内容

■教員採用試験の準備（願書・面接票の書き方、論文指導、模擬授業）
■教員採用試験に関する情報
■教員採用後の業務相談（学級経営・校務分掌等）

教職課程担当教員

■角谷　昌則　教授　（生命科学部 生命科学科）
専攻：研究テーマ／教育政策、道徳教育学、比較教育学

■後藤　顕一　教授　（食環境科学部 食環境科学科）
専攻：研究テーマ／化学教育、科学教育、教育課程

■井上　広子　准教授（食環境科学部 健康栄養学科）
専攻：研究テーマ／栄養教育、実践栄養学、健康科学

　自発的・意欲的に学習したい学生をサポートする
のが『ラーニングサポートセンター』です。また、高校
までの学習内容を定着させ、大学での学習をスムー
ズに進めることが出来るように、高校時代の基礎を
復習することも目的としています。積極的に活用し
て、充実した学生生活を送りましょう。
大学での学びは、高校までの学習が基礎となりま
す。本センターには高校で実際に英語・化学の教員
経験のあるスタッフが皆さんの学習を丁寧にサポー
トします。また、大学での授業が分からない、レポー
トの書き方が分からないといった講義に関する質問
も受け付けています。

・授業での疑問点について聞きたい
・高校までの授業についてもう一度復習したい

こんなときは、気軽にラーニングサポートセンターに
お越しください。



生命科学部 （2017年3月卒業生）

取得可能資格一覧

主な就職先一覧（2017年 3月卒業生）

就職実績学 生
支 援

生命科学科 応用生物科学科

中学校教諭
1種免許状

（理科）

高等学校教諭
1種免許状

（理科）

上級・中級
バイオ技術者
認定試験

危険物取扱者
（甲種） 技術士補 公害防止

管理者 環境計量士

食品衛生管理者
および食品衛生
監視員の任用資格

生命科学部
（生命科学科・応用生物科学科）

資格名称

● ● ◎ ◎ ○ ○ ○●

●所定の科目の単位を修得することで、卒業と同時に資格が得られる ◎所定の科目の単位を修得することで、受験資格が得られる
○在学中もしくは卒業後、試験に合格することで資格が得られる

●所定の科目の単位を修得することで、卒業と同時に資格が得られる ◎所定の科目の単位を修得することで、受験資格が得られる
○在学中もしくは卒業後、試験に合格することで資格が得られる

管理栄養士国家試験の高い合格実績と手厚い支援体制平成28年度生命科学部資格取得実績

業　　種

メーカー（製薬）
農業
検査（食品）
メーカー（食品）

卸・商社

教育
農協
公務（教育）

公務（行政）
公務（保安）

決定先

中外製薬工業（株）
ホクト（株）
一般（財）日本食品分析センター
森永乳業（株）
亀田製菓（株）
岩下食品（株）

（株）武蔵野
信州ハム（株）
みたけ食品工業（株）
日本食研ホールディングス（株）
トキタ種苗（株）
茨城県自然博物館
新田みどり農業（協）
埼玉県教育委員会
栃木県教育委員会
本庄市役所
足利市消防本部

製造・生産関連職
生産管理・品質管理職
総合職
生産管理・品質管理職
営業職
製造・生産関連職
総合職
総合職
総合職
営業職
総合職
その他
一般職
教員（高等学校）・教員（中学校）
教員（中学校）
一般事務職
保安職業従事者

職種業　　種

メーカー（化学）
メーカー（製薬）

メーカー（食品）

メーカー（その他）
卸・商社
医療
農協

公務（教育）

公務（行政）

公務（保安）

決定先

北興化学工業（株）
全薬工業（株）
サンノーバ（株）
山崎製パン（株）
敷島製パン（株）
滝沢ハム（株）
わらべや日洋（株）

（株）トンボ鉛筆
（株）井田産業
（株）新日本科学ＰＰＤ
ちば東葛農業（協）
越後ながおか農業協同組合
埼玉県教育委員会
茨城県教育委員会
北海道庁
栃木市役所
警視庁

営業職
総合職
製造・生産関連職
生産管理・品質管理職
製造・生産関連職
生産管理・品質管理職
総合職
その他
営業職
CRA（臨床開発食）
総合職
一般職
教員（中学校）
教員（中学校）
一般事務職
一般事務職
保安職業従事者

職種

5%

4%

56%

12%

23%

3%
3%

75%

11%

8%

食環境科学部（2017年3月卒業生）

取得可能資格一覧

主な就職先一覧（2017年 3月卒業生）

食環境科学科 健康栄養学科
業　　種

受託給食

一般企業（食品）

一般企業（その他）

病院・クリニック

福祉
保育
公務員

決定先

（株）日本栄養給食協会
（株）ＬＥＯＣ
エームサービス（株）
イートランド（株）

（株）桃屋
（株）神戸屋
第一屋製パン（株）

（株）はくばく
（株）ロック・フィールド
パルシステム生活協連
ファンデリー

（株）スギ薬局
戸田中央医科グループ（ＴＭＧ）
山王病院

（福）ちとせ交友会
キッズラボ（株）
足利市役所
板倉町役場

管理栄養士
管理栄養士
管理栄養士・栄養士・店舗運営職
栄養士
開発・研究職
営業職
製造・生産関連職
総合職
総合職・販売職
総合職
管理栄養士
管理栄養士
管理栄養士
管理栄養士
管理栄養士
栄養士
一般事務職
管理栄養士

職種業　　種

農業
メーカー（化粧品）
メーカー（食品）

学術機関
飲食
小売

公務（教育）
公務（行政）

決定先

ホクト（株）
（株）ナリス化粧品
（株）神戸屋
（株）なとり
味の素冷凍食品（株）
イオンフードサプライ（株）
キッコーマンソイフーズ（株）

（株）全農・キユーピー・エツグステーシヨン
（株）ギャバン
（株）サンデリカ
（株）武蔵野
（株）日本サンガリアベバレッジカンパニー 東京支店
公益（財）社会福祉振興・試験センター
エームサービス（株）

（株）セブン－イレブン・ジャパン
明治屋産業（株）
千葉県教育委員会
上尾市役所

製造・生産関連職
その他
生産管理・品質管理職・製造・生産関連職
生産管理・品質管理職
営業職
総合職
営業職・製造・生産関連職
製造・生産関連職
総合職
総合職
総合職
一般事務職
総合職
総合職
総合職
販売職
教員（中学校）
一般事務職

職種

5%

4%

1%

81%

9%

管理栄養士・栄養士
としての就職割合

中学校教諭
1種免許状

（理科）

高等学校教諭
1種免許状

（理科）

栄養教諭
1種免許状 栄養士 管理栄養士 フード

スペシャリスト

食品衛生管理者
および食品衛生
監視員の任用資格

食環境科学科
健康栄養学科

資格名称

● ●
● ● ◎ ◎●

◎●

健康栄養学科では、管理栄養士国家試験の受験資格が得られることが大きな特徴の1つです。平成28年度には、受験を希望する1期
生全員が受験し、88名中86名が合格しました。合格率97.7%という受験者数80名以上の規模の管理栄養士養成施設校としては全国トッ
プ10に入る高い合格率を1期生から達成することができたのは、本学科学生の素直な気性や粘り強さといった特性に加え、手厚い試験

対策があったからだと考えます。本学科では、通常の講義に加えて、e-ラーニングシステムにも力を入れており、
1年次から4年次まで毎日定時に問題が配信されるなど、学習の習慣化に取り組んでいます。また、4年次にお
いては、毎月1回の模擬試験、セミナー、講演会、集中補習など多岐に渡る手厚い支援を実施しています。

19%

13%

5%
5%

6%
3% 1%

18%

46%

29%

【公害防止管理者試験】公害防止管理者試験（国家資格）に10名合格しました（水質1種に3名、水質4種に7名）
【技 術 士 第 1 次 試 験】技術士（国家資格）第一次試験（上下水道部門または生物工学部門）に16名合格しました。
【バイオ技術者認定試験】バイオ技術者認定試験では、上級に41名、中級に18名が合格しました。

生命科学部は上級バイオ技術者認定試験の成績優秀者（平成28年度：受験者総数657名中上位13
名）を毎年輩出しており、平成28年度で4年連続となります。



2017 年度生命科・食環境科学部入学生納付金額一覧
　2017 年度入学生の納付金は下表のとおりです。入学年度により納付金額が異なりますので、ホームページ等でご確
認ください。東洋大学ホームページ（納付金）　http://www.toyo.ac.jp/site/jyugyou/campuslife-g02-index.html

◆表彰・報奨制度
東洋大学では、学業成績優秀者や、社会貢献活動を行う学生を奨励し、表彰しています。
制　　度　　名 内　　容 選考方法 出願時期 概 要 採否決定時期

東洋大学第１種奨学金
（学業成績優秀者奨学金） 30万円給付 選抜制 （出願するものでは

ありません）
学部２年生以上で、学業成績、人物ともに優秀である
学生を教授会で選考し、奨学金を給付します。 ７月中旬

東洋大学
社会貢献者表彰制度

表彰状および
表彰金10万円 出願制 10月下旬

社会の各分野において著しい貢献を行った学部生に対
し、その努力に報いることと、それによって得た実践
能力を今後の学習活動に活かすことを奨励・目的とし
ます。

２月上旬

東洋大学学長賞 賞状および
賞品又は賞金

選抜制
・

出願制
通　年

（２月末締切）
文化活動及び体育活動等において顕著な業績を挙げ、
本学の発展に貢献したとみなされた場合に、その功績
を讃え授与されます。

３月

◆奨学金・学費減免制度〈東洋大学独自〉
意欲のある学生が安心して学べる環境を整え、また、不慮の事故などで修学困難になった学生や海外への留学を経済的
に支援するための制度を用意しています。ただし、奨学金は修学の意思のある方を対象としており、成績基準があります。

奨　学　金　名 種類 給付・減免額
（対象期間） 出　願　時　期 受　給　資　格　（抜　粋） 採否決定時期 振込

時期

東洋大学第２種奨学金
（経済的修学困難者奨学金） 給付 授業料半額相当額

（１年間）
４月（在学生は３～４月）
10月（10月進級者対象）

７月中旬 9月下旬

12月 ３月
学業成績・人物ともに優良であり、
経済的困窮度が高く修学困難な学部生

東洋大学第３種奨学金
（家計急変者奨学金） 給付 授業料半額相当額

（１年間）

プログラムにより異なります

プログラムにより異なります

本学が設定する語学基準

各種プログラムの選考に合格した
学部・大学院生

主たる家計支持者が死亡し

東洋大学「独立自活」支援
推薦入試実施時

てから３ケ月以内
勉学意欲・人物ともに優良であり、入
学後に主たる家計支持者の死亡により 出願後随時

入学前３月

プログラムにより
異なります

プログラムにより
異なります

東洋大学甫水会奨学金 給付 月額３万円
（当該年度内）

家計が急変した場合は、速
やかに相談してください 出願後随時

自然災害被災者への
納付金減免支援

東洋大学留学奨学金
（交換留学・認定留学・
　協定校語学留学奨学金）

給付
・

減免

減免

３万円～学費全額
（当該学期）

自然災害に対する支援が決
定次第、詳細を案内します

地震・風水害等の自然災害（災害救助
法適用地域に指定）により被災した世
帯の学部生

出願後随時

随時

随時

東洋大学
海外留学促進奨学金 給付

給付

4万円～150万円

授業料4分の1相当額
～授業料相当額

随時

◆奨学金〈各種団体〉
公共団体や民間団体による奨学金の紹介や受付も行っています。奨学金は修学の意思のある方を対象としており、

成績基準があります。

奨学金名 種　類 貸 与 ・ 給 付 額
（対象期間） 出　願　時　期 受　給　資　格　（抜　粋）

備　　　考
採否決定
時期

日本学生支援機構
第一種奨学金

貸与
（無利子）

月額　30,000円
　　　54,000円［自宅］
　　　64,000円［自宅外］
※上記金額から選択

（最長４年間。毎年継続手
続きがあります）

★予約採用 大学進学
前年

［受給資格］
人物・学業ともに特に優れ、経済的理由
により著しく修学困難な学生

［備考］
日本学生支援機構  http://www.jasso.go.jp/
予約採用制度を希望する方は、大学進学
前年までに高等学校等に相談してください

大学進学
前年

在学採用 ４月 ７月中旬

☆緊急採用 家計急変後
１年以内 随時

日本学生支援機構
第二種奨学金

JASSO支援金

貸与

給付 10万円 自然災害が発生した
翌月から4ヶ月以内

自然災害等により、学生が居住する
住宅に半壊以上の被害等を受けた場合

（有利子）

月額　30,000円
　　　50,000円
　　　80,000円
　　 100,000円
　　 120,000円
※上記金額から選択

（最長４年間。毎年継続手
続きがあります）

★予約採用 大学進学
前年

［受給資格］
人物・学業ともに優れ、経済的理由によ
り修学困難な学生

［備考］
日本学生支援機構  http://www.jasso.go.jp/
予約採用制度を希望する方は、大学進学
前年までに高等学校等に相談してください

大学進学
前年

在学採用 ４月 ７月中旬

☆応急採用 家計急変後
１年以内 随時

随時 随時

振込
始期

５月

７月

随時

５月

７月

随時

東洋大学
独立自活支援奨学金

授業料及び一般施設
設備資金の半額相当額

（4 年間。毎年度継続
審査あり）

東洋大学「独立自活」支援推薦入試に
合格し、白山キャンパスの大学事務局
等で就労する者
甫水会（父母または保護者の会）会員が不測の
事態により、家計事情が急変し、修学が困難と
なった学部生※当該年度に東洋大学第2種または
第3種奨学金を受給していない学生を優先する

経済的に修学困難となった学部生

学　　　費

小　計

その他の費用

合　計
２年次以降の

納入金額
〈参　考〉入学金 授業料 一般施設

設備資金 実験実習料
甫水会費

学生課外活動
育成会費小計

250,000 990,000 260,000 80,000 1,580,000 10,000 1,590,000 1,340,000

就職支援学 生
支 援 学費・奨学金学 生

支 援

キャリア形成・就職支援室

胚培養士って？

 

生命科学部
１．カリキュラムに組み込まれたキャリア支援活動
　1 ～ 2 年次は，資料収集・活用方法や、プレゼンテーション・議論の
方法を学ぶほか，企業人や学部卒業生の講演を通じて就職や進学への意
識づけをします。3 年次はインターンシップ（実務研修）を通じて将来
の進路や職業適性を考え，社会のニーズに対応する能力を身につけます。

２．資格取得や体験学習プログラムの実施
　「生殖補助医療胚培養士」（日本哺乳動物卵子学会の認定資格）や「公
害防止管理者」（国家資格）の資格取得支援や関連施設の見学を実施し
ています。田植えや稲刈りを体験し，米作りについて学ぶことができる

「農業体験」も実施しています。その他，「技術士補」（技術士を目指す
ために最も近道な国家資格）や「危険物取扱者」等の資格取得に対して
も対策講座を実施し、意欲のある学生を，充実したサポート体制でバッ
クアップしています。

３．グローバル社会に向けた人材育成
　生命科学の専門分野での語学力，および，企業や研究機関で活躍できる語学力の向上を図り，英語担当教
員が指導します。また，正規科目以外にも，TOEIC スコアを基準とする英語の習熟度別授業など，板倉キャ
ンパスには生きた英語に数多く触れる機会があります。海外での学会発表者には奨励金を支給する制度もあ
ります。

食環境科学部

１．食品工場見学会および報告会
　４月中旬に、１年生全員がクラス単位で板倉キャンパス近隣の食品工場を見学します。製造現場において、
食品会社の担当者の方々から直接説明を受け、製造工程だけでなく、食品の品質や原材料の安全性の確保に
ついての方策、食品企業の理念や経済活動などを知ることができます。このため、社会で必要とされる能力
を実感することにより、修学におけるモチベーションを高めることが期待されます。また、7 月の報告会では、
パワーポイントを使って見学させていただいた企業（および工場）の説明を行うことが求められ、各クラス
は定期的に集まり資料づくりを行います。クラス全員が協同して作業を行うことで、仲間づくりを促すだけ
でなく、新入生の孤立化を防ぐことにも繋がります。 

２．就職支援授業科目（食品科学特別講義）
　食品科学の分野に関連する研究動向、あるいは、新商品開発に関わる話題、企業の経営戦略など食品産業
界の最新のトピックスをテーマに、実践的な講義がオムニバス形式で行なわれます。食環境科学科の各専門
分野の教員の講義と、現場で活躍する外部の招聘されたスペシャリストによる、食品科学の分野に関連する
研究動向や新商品開発に関わる話題、および企業の経営戦略など食品産業界の最新のトピックスについての
講義により構成され、実務レベルで食品産業界を理解することができます。本講義を通して、食品の研究開発、
食品ビジネスに関する知見を広げ、食品産業界の直面している課題等を考えるとともに、就労意識の低下し
がちな 2 年生に、明確な目標設定をもたせることを目的の一つとしています。

キャリアの取り組み

　板倉キャンパスのキャリア形成・就職支援室では、大学に送られてきている求人票のほか、ジョブカフェや
ハローワークなどの情報も網羅した多彩な求人情報を整理・蓄積しています。また、OB・OG の就職活動記
録やさまざまな就職情報誌なども整え、就職活動の情報拠点として機能しています。就職に関する質問・相談
への対応はもちろん、エントリーシートや履歴書の添削、希望者には模擬面接も実施しています。4 年間を通
して学生一人ひとりの状況を把握し、きめ細かい就職活動指導を行っています。
　また3・4 年生の就職支援だけでなく、1・2 年生のためのキャリア形成支援として、資格取得や将来に向け
ての大学生活の過ごし方などの相談にも対応し、積極的なキャリアサポートを行っています。

　生殖補助医療を目的として、医師の指
導の下に体外で配偶子及び胚を取り扱う
業務に従事する医療技術者です。生命科
学部では、生殖補助医療機関における見
学・実習や、関連する専門知識について
の講義を行うなど、さまざまなサポート
を行っています。



⑫ 体育館
授業で使用する以外に、バスケットボー
ルやフットサル等のサークルの活動の場
として使用。

⑦ 図書館
1997 年 4 月に生命科学部が設置されると
同時に開館しました。両学部のニーズに
応えられる専門書が充実。設立当初から
地域住民へ開放されています。

⑨ テニスコート
3 面あるテニスコート。授業実施時以外
は学生にも貸出を行っています。

⑧ 多目的グラウンド
サッカー、フットサル、野球、ソフトボール、
バスケットができる人工芝の多目的
グラウンド。

⑥ 食堂棟
和・洋・中が揃い日替わりランチが楽し
みな学食。800 席以上の座席が設置され
ており、学生の憩いのスペースとなって
います。

⑤ ５号館
36 の実験室と 10 の共通機器室、コラボ
レーションスペースにより、十分な研究
環境が整っています。

⑩ サッカーグラウンド
女子サッカー部が活動する人工芝のサッ
カーグラウンド。ライトが設置されてお
り、夜でも活動を行うことができます。

⑪ 陸上競技場
１周 400m の陸上競技場。陸上部の練習
がないときは、サークルの活動等でも使
用しています。

最新の設備がそろった自然に恵まれたキャンパス
生命科学部と食環境科学部の学生が修学する板倉キャンパス。
実験施設を備えた 5 号館（実験棟）ではゆとりのあるスペースに
最新の設備をそろえ、学生一人ひとりの研究を力強くサポートします。

① １号館
板倉キャンパスのシンボルとして開設当
初から学生を迎えた 1 号館。約 500 名収
容の大教室とキャリア形成・就職支援室、
事務局等が設置されています。

③ ３号館
主に学生実験教室を有する3 号館。
1 階に産官学連携用実験室 1室、大学院
生用実験室 2 室を設置し、多様な研究ニ
ーズに対応しています。

② ２号館
開設当初から設置された講義棟と実験
棟の機能を併せ持つ校舎。学生実験実
習用機器室は、ガスクロマトグラフ室、
HPLC・原子吸光光度計室、クリーンベ
ンチ室等、各種学生実験に特化した機器
室となっています。

④ 生命環境科学研究センター
平成 26 年度私立大学戦略的研究基盤形成
支援事業に採択され、「人為由来環境変化
に対する生物の適応戦略と小進化」に関す
る研究を行っています。

キャンパスマップ大 学
案 内



様々な固形物の柔らかさや粘弾性の特性を評
価する装置。新しい食品の食感などを数値化
することができます。

窒素や炭素を測定します。加工食品をはじめ、
土壌肥料や植物、化学合成物、公共製品など
様々なサンプルを分析する事が可能です。

試料を前処理なしで光学顕微鏡を超える高倍
率ですばやく観察し、また、元素の分析が
できます。食品分野では、シイタケの胞子
やカビの状態、炊飯時のコメや乾燥昆布の表
面解析など、様々な食品の解析ができます。

これまでの実体顕微鏡では不可能だった「立
体感」と「高解像度」を両立させた顕微鏡。
加工食品や食材、作物、生体試料まで様々な
素材の成分分布や観察に利用できます。

人間の官能評価と同じように，においの「質」
と「強さ」を表現できる装置です。においの
強さや質を数値化することにより，客観的な
評価ができるようになります。食品の風味変
化の定量化（賞味期限の設定）、異臭混入時
の原因推定、ロット間のかおりの差の確認、
嗅覚のにおい差判定閾値の比較など、最新の
食品開発に利用されています。

食品素材、加工食品、加工だし、発酵食品、
血液や尿、家畜や農作物など、様々な素材の
アミノ酸の種類と含有量を測定します。タン
パク質の構造解析、臨床検査における疾患の
診断・病態解析、製薬における品質検査分野
など、様々な分野に使用されている装置です。

食品の味に関する総合的な感覚を数値化した
装置です。人の五感である視覚、聴覚、触覚、
嗅覚、味覚を代行するもので、新しい食品の
開発に利用されます。

原子吸光分光光度計は、試料を高温中で原子
化し、そこに光を照射したときに生じる吸収
スペクトルを測定することで試料中の元素の
定量を行うものです。特定の元素に対して高
い選択性を示すことから、食品分野をはじめ
多くの分野で広く用いられています。

食品分野やライフサイエンス分野における
様々な試料の分光特性を、感度よく、迅速に
測定する装置です。

高分子材料・医薬品・食品等の研究開発・品
質管理分野において材料の特性情報を得るた
めに必要不可欠な熱分析装置です。測定試料
と標準物質との間の熱量の差を測定すること
で試料の純度測定やポリマー硬化の測定な
ど、様々な分野に用いられています。

レオメーター エネルギー分散型X線分析装置

実体蛍光顕微鏡 におい識別装置 アミノ酸分析装置

味認識装置 原子吸光分光光度計

紫外可視近赤外分光光度計 自動示差走査熱量計

細胞内構造等を観察する顕微鏡。この他に
SEM, AFM も設置されています。微細な構
造の観察・同定に用いられています。

焦点情報を用い、解像度とコントラストに優
れた三次元的画像を観察・撮影します。試料
の立体的な構造やタンパク質の分布などの解
析を行います。

顕微鏡観察と同時に、観察している細胞部位
をレーザーで特異的に採取します。採取した
細胞は、遺伝子発現や生化学分析に用いられ
ます。

PCR 法による核酸増幅をリアルタイムにモニ
ターするための装置。遺伝子の発現量を定量
解析するために用いられています。

分子構造を原子核レベルで解析する装置で
す。核磁気共鳴スペクトルから、化学物質の
分子構造の分析や同定を行います。

液体中の化学成分・生体成分を高感度に定量・
定性分析します。また、発現タンパク質の網
羅的な解析（プロテオーム解析）も可能です。

　本センターでは、文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事
業で採択された「人為由来環境変化に対する生物の適応戦略と小進
化」という研究プロジェクトを実施しています。本研究によって、
重金属汚染および医薬品類（抗菌剤）汚染に対する生物個体および
個体群の戦略的環境適応（小進化）を明らかにします。

標的分子をイオン化して、得られたイオンの
質量電荷比の違いに基づく飛行時間の違いを
利用することで質量分析を行います。糖鎖な
どの生体高分子の詳細な構造解析および配列
解析を行います。

選択性の高い四重極型および高分解能である
飛行時間（TOF）型の長所を組み合わせた
LC-MS/MS システムです。装置の性能が高分
解能かつ高感度なので、微量な化合物の定性・
定量分析が可能です。

プラズマによりイオン化された試料中の元素
の定性・定量を行います。本機器は他の ICP-
MS に比べて感度が高く，水・土壌・生物といっ
た多様なサンプルに含まれる金属原子の定量
を行います。

研究設備紹介大 学
案 内

板倉キャンパスに設置されている研究設備・機器を一部紹介

透過型電子顕微鏡 (TEM） 共焦点レーザー顕微鏡 レーザーマイクロダイセクション

定量PCR装置 核磁気共鳴（NMR）装置 LC-QTOF(MALDI)/MS

AXIMA®Resonance

TripleTOF®5600+System NexION ICP 質量分析装置

生命環境科学研究センター

スミグラフ

四重極型GC/MSシステムは、揮発性物質な
どの低分子量化合物のイオンの質量電荷比
を測定することのできる装置です。食品中
の香り成分、環境中の成分、水道水中の混
入薬剤、化学製品などに含まれる成分の分
析に用いられています。

試料中に含まれる微量成分を高感度で検出する
ために用いられる分析装置です。液体クロマト
グラフィーで混合物から分離された分析対象成
分はイオン化され質量について分離、検出されま
す。環境試料や食品、医薬品、化学製品などの分
析のために多くの分野で用いられています。

タンデム四重極型LC/MS システム

四重極型GC/MSシステム




