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数 学 科

少人数教育

立教大学理学部の特長

体系的カリキュラム 基礎重視の最先端研究
学生と教員、大学院生が一体となった、
アットホームな雰囲気のもとで、密度
の高い教育を受けることができます。

実習、実験を交えた体系的なカリキュ
ラムにより、自然科学の基礎的な原理、
法則、理論を深く理解していきます。

施設・設備を始めとする教育環境が
充実しており、基礎を重視しながらも、
最先端の研究に触れることができます。

新しい文化と創造性を育む

C O N T E N T S

数学科

物理学科

化学科

生命理学科

理学部の学びの特徴
「理学部共通教育」
 
理学部の学びの特徴
「世界最先端レベルの
教育や研究」
 
教職課程

留学制度

理学部の特色ある施設

学生支援制度
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理学部の４学科では、基礎研究を最も大切にしています。

「基礎」と聞くと地味な印象を持つかもしれませんが、「それぞれの分野の本質に迫る」という

クリエイティブな意味です。科学の根本原理はどこまで追い求めても終わりのない奥深い世界であり、

そこに迫るために理学部の教員と学生は、豊かな創造性を発揮し、多様なアプローチをしているのです。

学びのキーワード

素粒子 原子核 宇宙

数学は古代ギリシア時代以来の長い歴史をもった、最も基本的な学問で

す。現代においても、例えば暗号技術を用いたネットワーク・セキュリティ、数

理ファイナンスを用いた金融商品設計などといった様々な場面で、数学は

重要な基盤となっています。数学科では、代数学・幾何学・解析学といった

伝統的な分野から、数理物理学・計算機科学などの応用数学分野まで、幅

広い研究が進められています。

学びのキーワード

代数学 解析学 計算機科学幾何学

学びのキーワード

生物化学 分子生物学 分子細胞生物学

物理学はこの世界の仕組みや成り立ちを最もシンプルに合理的に説明

する基本法則を追求する学問です。物理学科では、世の中の全てを含む

「宇宙」から物質の根源である「素粒子」までを対象とし、人工衛星や加速

器等を利用した観測や実験と宇宙論、相対性理論、素粒子論といった理

論の両面から研究を進めています。世界最高精度の観測や実験を目指し

て新しい技術開発にも取り組んでいます。

豊かな創造性で科学の本質に迫る

学びのキーワード

物理化学 分析化学 無機化学 計算化学有機化学
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D e p a r t m e n t  o f  M a t h e m a t i c s

物 理 学 科

D e p a r t m e n t  o f  P h y s i c s

化 学 科

化学科では、分子の物性・反応・構造を柱として、基礎から応用まで幅広く探究し

ています。2014年のノーベル化学賞において、単一分子観測の鍵となったのは蛍

光のオン/オフ機能を持った分子です。本学科では、このような光などの外部刺激

に応答して機能発現する分子を始めとして、高分子材料、生理活性物質、エネル

ギー変換、固体表面、分子触媒などについて、基礎理学に軸をおき、実験と理論の

両面から分子機能の設計と開発を進めています。

さまざまな生物のゲノム情報が解読された現在、膨大な遺伝情報に基づ

いた分子レベルの研究が世界中で日常的に行われています。研究者のみ

ならず、学生も、動物、植物、微生物のDNA、タンパク質などの分子を取

り扱う基礎研究を通して生命科学の発展に寄与することができます。ま

た、このような研究成果の積み重ねがiPS細胞を用いた再生医療などの

最先端技術へとつながっていきます。

D e p a r t m e n t  o f  C h e m i s t r y

生命理学科

D e p a r t m e n t  o f  L i f e  S c i e n c e

学部長
北本 俊二

理学部４学科「数学、物理学、化学、生命理学」は、物事の本質を

探る学問を追究する学科です。全ての科学・技術はこれら基本的

学問を基にして成り立っています。この基本的学問無くして、真に

新しいものの創造はないでしょう。また、これらの学問は、自然や

数理そのものを解き明かします。そして、それは人間の究極的な

疑問「宇宙・物質・生命」の起源に立ち向かうことであり、人間の

新しい文化を生み出すことでもあります。



数 学 科

数学セミナー

ピックアップ授業

数学科のカリキュラムは入学時から、半期ごとに内容を
一段階ずつステップアップしていくように構成されています。
特に各学年での重点を置くべき科目には講義内容をしっかりと
理解するための演習がついています。1年次の春学期には、高校から
の数学と大学での数学との接続を円滑にするために、科目が設定されて
います。現代数学を理解するために必要な「言葉としての数学」を身に
つけるための授業です。基本的なカリキュラムの他に、3年次から
は代数学、幾何学、解析学など様々な分野の特論科目を履
修することができます。また、２、３年次の意欲的な学生の
ために「数学セミナー」という科目もあります。これは
通常の授業内容よりも進んだ内容を扱う少人
数のゼミ形式の授業です。

数 学 科

大学院まで視野に入れた少人数制教育
基礎から専門へ知識を掘り下げ、
数学の先端まで見識を深める

立教の数学科の大きな特色である少人数教育は、1年次から教員と学生の関係が密

接であることによく現れています。学生数に対する教員数の比率の高さは、全国の私立

大学数学科の中で最高水準を誇っています。また計算機室も整備され、計算機・情報

数学の演習の際には1人1台ずつの計算機を用いての演習が行われ、授業以外でも自

由に使うことができます。数学科で発行している欧文の数学専門誌“Commentar i i  

Mathematici Universitatis Sancti Pauli”は、そのレベルの高さが国際的に認め

られています。

数学科の研究対象と特長

物事の本質を見極める努力が

社会に出てからも必ず役立つ

　高校時代から数学で「なぜこうなるのか」と考えることが楽しいと感じていました。

大学でより専門的な考え方を身につけることで難しい内容も理解できるようになりたい

と思い、理学部数学科への進学を決めました。

　４年のゼミでは線形代数を用いたグラフ理論を学んでいます。たとえば、タイル張り問題

のような一見数学とは関連のないように見える問題でも、グラフ理論と線形代数を用いる

ことにより意外な解法が得られるなど、新たな発見が多く学んでいてとても楽しいです。

ゼミでは講義を「聞く」ことに加えて、学生自身が講義を「する」機会が与えられます。

数学の複雑な構造の陰に隠れている問題の本質をどのように聞き手に分かりや

すく伝えようか試行錯誤するうちに、問題点を整理して論理的な説明を組み立

てる力が身についたと実感しています。

　「物事の本質を見極める努力をする」という数学科での４年間の経験

は、社会に出てからも必ず役に立つものだと思っています。

数学科 ４年次（2017年度）　佐原 理紗

解 析

研究領域

計算数学

代 数

幾 何
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時間割例（1年次秋学期）

MON

物質の科学

英語
ディスカッション2

フランス語
基礎2

英語
ｅラーニング

英語リーディング
＆ライティング２

生徒・進路指導
の理論と方法

線形代数学1

線形代数学1
演習

教育制度論・
教育課程論

計算機入門2

計算機入門2
演習

微分と積分1

微分と積分1
演習

スポーツ
スタディ１

数学の
世界

フランス語
基礎2

1時限
9：00～10：30

2時限
10：45～12：15

3時限
13：15～14：45

4時限
15：00～16：30

5時限
16：40～18：10

TUE WED THU FRI SAT

D e p a r t m e n t

o f

M a t h e m a t i c s

入門科目で
大学の『数学』へ移行

「代数」「解析」「幾何」の
確実な習得

専門領域を
より深く学ぶ

志望分野の教員のもと
卒業研究に取り組む

2年次 3年次 4年次

講
義
＋
演
習

大
学
院
理
学
研
究
科 

【
数
学
専
攻
】

講 

義

ゼ
ミ
形
式

初等整数論

数学入門
微分と積分入門
計算機入門1・2
線形代数学1
微分と積分1

線形代数学2
微分と積分2・3
群論入門

計算機1・2・3・4

代数学1・2
幾何学1・2
解析学1・2
情報数理1・2

位相空間論A
応用解析入門
確率と統計1・2

科学英語1・2

代数学3
幾何学3
解析学3
情報数理3
現代数学概論

各研究室にて卒業研究数学科の基礎教育

理学部共通教育科目

全学共通科目

1年次

数学セミナー
少人数の

ゼミ形式の授業です

学
び
の

ス
テ
ッ
プ

代数学諸論
幾何学諸論
解析学諸論
情報数理諸論
各種諸論

数学講究・応用数学講究



勤務先：ヴィエムウェア株式会社

高橋 勇貴
2012年度 数学科卒業

金丸 真理子
2015年度 数学科卒業
2017年度 数学専攻博士課程
　　　　 前期課程修了

学部卒進路状況
（最近5年間）

修士修了進路状況
（最近5年間）

情報サービス系企業や教職に就く卒業生が多い。大学院へ進学は16％。

研究室を覗いてみよう
興味のあるキーワードで

数学科教員氏名と
研究テーマ

現代数学の発展は著しく、整数論や代数幾何学のような純粋数学が、暗号

理論や符号理論のような応用数学に真に役立つ時代に突入しています。大

学院理学研究科数学専攻では、学部までに学んだ基礎知識をもとにして、

現代数学をさらに学ぶことができます。数学専攻では、優秀なスタッフを集

め、創意ある活発な研究と、純粋数学から応用数学にわたるレベルの高いき

め細かな少人数教育を行っています。少人数のゼミを通して新しい理論を習

得し、未知の課題に取り組むことで、数学の奥深さ、美しさ、すばらしさを味わ

えるよう配慮しています。

数学科の卒業生の約25％が情報関連の企業に就職していますが、教職に

就く、あるいは大学院に進学する卒業生も各々15％程度と多くいます。他の

就職先も、金融・保険業、製造業、運輸・通信から国家・地方公務員に至るま

で幅広くなっています。大学院への進学では、過去5年の進学者51名のう

ち19名が立教大学の大学院へ進学し、他の32名は、京都大、首都大学東

京、北海道大、名古屋大、大阪大、千葉大、神戸大、早稲田大、横浜国立大

など他大学院へ進学しています。

■近年の大学院博士課程前期課程修士論文の例

■過去数年の主な就職実績

代数系

対称性は自然界の多くの場面で観察される性質です。また
古来から芸術や建築などにおいても重要視されて来まし
た。数学ではこの対称性を記述するために「群論」という理
論が作られました。現在では群論は大きく発展し、数学に留
まらず、結晶や水素原子などの対称性をもつ物理系の解
析においても重要な役割を果たしています。代数系の卒業
研究では、群論の他にも、素数をはじめとする整数の神秘を
解き明かす理論である「整数論」なども学ぶことができます。
「整数論」は長い歴史のある研究分野ですが、最近では
「暗号理論」などへの応用もあり、「計算数学」とも深く関
わっています。

キーワードは？
群・環・体│整数論│ガロア理論│ゼータ関数│
符号理論│暗号理論

解析系

高校の数学では、関数の性質を微分・積分によって調べる
ことを学びました。その先にある数学が「解析学」です。解析
学における研究テーマは、 微分方程式論、関数解析、複
素解析などの基礎理論から、それらを応用する数理物理
学、応用解析、数値解析など多岐にわたり、物理学などの
自然科学、経済学などの社会科学とも関連します。特に、
現象を微分方程式で記述するという考え方は、ニュートン
の惑星運動の研究以来、現在でも様々な分野で用いられ
ています。解析系の卒業研究では、微分方程式をはじめと
する様々な話題から、各自の興味に応じた題材を選んで学
びます。

キーワードは？
微分積分│微分方程式│複素関数│関数解
析│数理物理学

幾何系

３年次に学ぶ「幾何学１・２」では、図形の幾何学として主
に曲面の微分幾何的取扱いと位相幾何的取扱いにつ
いて学びます。前者は微分を用いて曲面の形状を調べる
ものであり、後者は連続変形で変わらない図形の特徴を
調べるものです。４年次の卒業研究ではこれらの知識を
用いて、より複雑な図形である「多様体」について学び、
アインシュタインの「一般相対性理論」や３次元の多様体
との関わりの深い「結び目理論」といったテーマに取り組
みます。また、情報科学の観点から図形を調べる「画像処
理」といったテーマにも取り組んでいます。

キーワードは？
曲線・曲面│多様体│位相幾何学│結び目│
不変量

計算数学系

私たちの生活は高度な情報化技術により支えられています。
この技術の基礎となるものが数学です。情報通信で、情報を
確実に伝える符号理論や悪用や犯罪から守る暗号理論は、
代数系の理論から生まれています。また、計算機では、どのよ
うに計算するかという方法（アルゴリズム）が重要ですが、この
アルゴリズムを通して、数学と計算機科学や情報科学が密
接につながります。数学の理論をアルゴリズムにすることで、
その計算が可能になり、様 な々問題が解決できるようになりま
す。計算数学系の卒業研究では、素数の判定や素因数分
解を行う「計算数論」、連立代数方程式の解の性質を調べる
のに有効な「グレブナー基底」などが題材となっています。

キーワードは？
アルゴリズム│計算機代数│コンピュータグラ
フィックス│暗号理論

（株）日立製作所/（株）日立システムズ/（株）日立ソリューションズ/（株）エヌ・ティ・ティ・データ
/ＮＥＣソリューションイノベータ（株）/三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社/NEC
キャピタルソリューション（株）/リコージャパン株式会社/ＴＩＳ（株）/（株）ＮＳＤ/第一生命情報シ
ステム株式会社/日興システムソリューションズ株式会社/富士通（株）/東日本電信電話株式
会社（ＮＴＴ東日本）/ＭＳ＆ＡＤシステムズ（株）/アサヒビール（株）/(株）ＮＴＴデータ・アイ/塩野
義製薬（株）/（株）みずほフィナンシャルグループ/（株）三菱東京ＵＦＪ銀行/（株）りそなホール
ディングス/日本銀行/野村證券株式会社/ＳＭＢＣ日興証券株式会社/三菱ＵＦＪモルガンスタ
ンレー証券（株）/ヤフー（株）/ヤマト運輸株式会社/野村不動産アーバンネット株式会社/日本
放送協会（ＮＨＫ）/（株）湘南ゼミナール/地方自治体/中高教員

・GKZ-超幾何方程式の canonical series solutions
・ベルヌーイ数の一般化と積の和に関する公式について
・GKZ超幾何系とmisanthropeモデルの分配関数
・二重イデアル商を用いた局所化操作とその実装
・フルヴィッツ連分数について
・1パラメータ付きのEuler-Zagier型2重ゼータ関数の2乗平均値について
・Heron三角形に付随する楕円曲線の2-Selmer群
・結合型変形KdV方程式の解についての考察
・SEAアルゴリズムによる有限体における楕円曲線の有理点群の位数計算

■近年の大学院博士課程後期課程博士論文の例
・Toric rings and toric ideals arising from various configurations
 （様々な配置に付随するトーリック環とトーリックイデアル）

相手がわからないことに対し、
道筋を立てて説明できる仕事を選びました
　大きな枠組みで“理系”という言葉を考えたとき、数学が基礎にあることを

知り数学科へ進学しました。学生時代は、自分の研究成果を明確に相手に

伝えることが重要であることを学びました。ここで、相手がわかっていること

／わからないことを理解し、わからないことに対してどのように道筋を立て

て説明するのが相手のためなのかを考え実行できる仕事を選びました。現在

の業務内容は、自社製品をお客様環境において最適な状態で利用できるこ

とをゴールに設定し、お客様の現状の課題からそれらの解決するための環境

を提供するお手伝いをしています。今後もお客様の立場に寄り添い、よりよ

い環境を提供できるような人間になれればと思っています。

企業へ就職

進路を考えた際、確率論を含んだモデルを
研究したいと思い大学院へ進学
　私は高校生の頃より数学の教員を目指しはじめ、数学の面白さを更に深めたい

と思い数学科を志望しました。立教大学の数学科は教授や学生同士の距離が近

く、講義で出た疑問点などを質問したり話し合ったりして解決することができます。

学部４年次のゼミでは、数学がどのように日常に結びつけられているかに興味を持

ち、交通流モデルを研究テーマとしました。進路を考えた際に交通流モデルの応

用である確率論を含んだモデルを研究したいと思い大学院に進学しました。修了

後は教員の道に進み、６年間で学んだ数学の面白さを中高生に伝えられるような

教師になりたいと思います。

大学院へ進学

代数系研究室

青木 昇 教授
不定方程式の有理数解の研究

Geisser, Thomas 教授
数論幾何学

解析系研究室

筧 三郎 教授
数理物理／ソリトン方程式を中心とした可積
分系の研究

神保 道夫 特任教授
可積分系／数理物理の可積分系とそれに
関連する代数構造の研究

斉藤 義久 教授
表現論・代数解析学／代数群とリー代数、
およびその量子変形の表現論の代数解析
的研究

小森 靖 教授
数理物理／量子ゲージ理論や解析数論など
に現れる多重ゼータ関数の研究

山田 裕二 准教授
数理物理／2次元格子上の可解な統計力
学の模型についての研究

佐藤 信哉 准教授
作用素環論／部分因子環論

幾何系研究室

長島 忍 教授
図形情報処理／コンピュータによる図形処
理に関する研究

杉山 健一 教授
数論幾何学および双曲幾何学に現れるゼー
タ関数

西納 武男 准教授
幾何学／シンプレクティック幾何学及び代数
幾何学についての研究

計算数学系研究室

野呂 正行 教授
計算代数／計算機上で代数計算を行うため
のアルゴリズムの研究及びソフトウェアとして
の実装

横山 和弘 教授
計算機代数・代数的組合せ論／高度な数
学の諸概念・数学的な操作を計算機上でど
こまで実現できるのかの研究

数学科実験技術員

内田 由美子

可換代数
柴田 和樹 助教
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大学院案内 〈数学専攻〉

卒業後の進路

卒業生からのメッセージ

製造業15人（4.7％）

公務員11人（3.5％）

金融業・保険業
32人（10.1％）

運輸・通信
4人（1.3％）

卸売業・小売業
14人（4.4％）

その他の業種
13人（4.1％）

その他のサービス
10人（3.2％）

教育
47人

（14.8％）

大学院進学
51人（16.1％）
※内部進学19人

情報サービス
73人
（23％）

その他
47人

（14.8％）

大学院進学
1人（3.2％）

※内部進学1人

金融業・保険業
2人（6.5％）

卸売業・小売業
2人（6.5％）

公務員1人（3.2％）

その他のサービス
1人（3.2％）

情報サービス
12人

（38.7％）

教育 9人
（29％）

その他
3人

（9.7％）

数 学 科

共通教育推進室

村上 祐子 特任教授
サイエンスコミュニケーション、科学哲学、論
理学



理論
物理学

原子核・放射線
物理学

宇宙
地球系
物理学

研究領域

物 理 学 科

物理学実験1・2

ピックアップ授業

物理学実験1・2は3年次の科目で、4年次の卒業研究に
向けて必要な経験を積むだけではなく、自然の仕組みを解き明か

す方法を「実験」を通して学ぶことを目的としています。2年次までの
講義や基礎的な実験で修得した知識や経験をすべて使って、一つの
テーマをより深く学びます。時間もたっぷり用意されていて、週2日
間、午後はずっと実験室にこもります。決められた時間内に終
わらない場合は、好きな時に来て実験が行えるよう実験室
はいつも開放されています。また、勉強や学生生活の
色々な話を教員や大学院生とできる良い機会で
もあります。

物 理 学 科

極小の素粒子から極大の宇宙まで
理論を学び、実験で実証する

研究例としては極小のテーマでは素粒子・原子核物理・原子分子物理を、極大のテー

マでは地球惑星物理から宇宙全体までを扱い、壮大な幅の物理的現象を研究対象とし

ます。理論的研究を踏まえ、観測・実験により自ら実証していく姿勢が求められます。その

ため、最新の実験施設や測定・解析装置・計算機を導入するとともに、演習やゼミナー

ルでは小グループ・個別指導で学生が主体的に取り組む意欲を育てていきます。

物理学科の研究対象と特長

まだ誰も見たことのない原子核の

ユニークな現象を発見したい

　私は高校生のとき自分のやりたいことが分からず、物理が得意なことと文系と同

じキャンパスで華やかなイメージがあるということだけで立教大学の物理学科に進学し

ました。しかし大学で勉強するうちに、素粒子や原子核のミクロな世界や広大な宇宙空

間に満ち溢れている不思議な現象を実験室で、さらには紙とペンで解き明かすことのできる

物理学に魅了され、大学院への進学を決心しました。

　物理学科で学んだことは物理学の知識だけではなく、論理的な思考力や物事を定

量的に評価する能力、プログラミングの能力など、社会に出ても役に立つことばかり

です。

　現在は超新星爆発時などに瞬間的に存在するとされる特殊な原子核の性

質に興味があり、それを調べるための次世代重イオンビーム検出器の開発

に向けた研究を行なっています。大学院では次世代の検出器を完成さ

せ、まだ誰も見たことのない原子核のユニークな現象を発見したいと

思っています。

物理学科 ４年次（2017年度）　佐藤 蒼

時間割例（1年次春学期）

MON

1時限
9：00～10：30

2時限
10：45～12：15

3時限
13：15～14：45

4時限
15：00～16：30

5時限
16：40～18：10

TUE WED THU FRI SAT

D e p a r t m e n t

o f

P h y s i c s

コンピューター
実験1微分積分1基礎物理学

演習1
理学と
キャリア

英語
プレゼンテーション1

物理学
概論

ドイツ語
基礎1

社会学への
招待3

思索と
人生

線形
代数1

英語
ディスカッション1

英語
ライティング

ドイツ語
基礎1力学1

サブカルチャー
論

物理入門
ゼミナール

スポーツ
スタディ1

グローバル・
イシュー各論

少人数の講義・演習
で基礎からスタート

物理学の
専門知識を習得

多彩な物理現象への
アプローチを学ぶ

先端的な研究
現場を経験

2 年次 3 年次 4 年次

講
義

大
学
院
理
学
研
究
科 

【
物
理
学
専
攻
】

演
習

実
験 コンピュータ実験1・2

基礎物理実験
化学実験（物）
生物学実験（物）

物理学実験1・2
物理学講究
（14科目）

基礎物理学演習1・2

力学1・2
微分積分1・2
線形代数1・2
熱力学

物理学概論

物理入門ゼミナール

解析力学
波動と量子

電磁気学1・2
物理数学1・2

量子力学1・2
統計力学1・2

物理学演習1・2 物理学演習3・4

卒業研究

各研究室にて卒業研究物理学科の基礎教育

理学部共通教育科目

全学共通科目

1年次

物理数学特論
素粒子概論　原子核概論　物性概論
宇宙物理概論　宇宙地球系物理概論

電気力学
物理学特別講義1・2

科学英語2

物理数学3
流体力学
科学英語1

情報処理
エレクトロニクス

物理計測論

年次を重ねる毎に
専門科目が
増えていきます
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3人に1人は大学院へ進学。情報サービス系企業への就職が多い。

研究室を覗いてみよう
興味のあるキーワードで

物理学科教員と
研究テーマ

物理学専攻では、極小の素粒子から極大の宇宙まで、幅広い対象に関して

現代物理学の最先端をいく研究を行い、未解決の問題解明に迫ります。幅広

い物理現象の中でも、いたずらに応用に走らず、より基礎的な課題を主な研

究テーマに選び取り組んでいます。具体的な研究分野は、素粒子・宇宙論、

原子核物理、原子・分子物理、宇宙・太陽物理、宇宙線・宇宙空間物理、地

球・惑星超高層大気物理の理論・実験・観測に及びます。理化学研究所など

の連携大学院の研究室で研究を行うことも可能です。さらに、学外の大学・研

究所と連携し、教育・研究活動の一層の充実を図ります。

物理学科卒業生の就職先企業の業種としては、情報サービス、製造業、卸売

業・小売業、金融・保険業などが多くなっていますが、教職に就く者や、公務員

（国家・地方）もいます。また、大学院進学者も多く、立教大学大学院に加え、

東京大、東京工業大、東京学芸大、東北大、名古屋大、筑波大、上智大など

他大学院にも進学しています。

■近年の大学院博士課程前期課程修士論文の例

■過去数年の主な就職実績
（株）日立製作所/日本電気（株）/キヤノン（株）/スタンレー電気（株）/東日本電信電話株式会
社（ＮＴＴ東日本）/ＮＴＴコミュニケーションズ（株）/（株）エヌ・ティ・ティ・データ/（株）日立システ
ムズ/（株）ＮＴＴドコモ/キヤノンＩＴソリューションズ株式会社/（株）日本総合研究所/ドコモシス
テムズ株式会社/パナソニックソリューションテクノロジー株式会社/株式会社ＮＴＴデータ・フィ
ナンシャルコア/ＴＩＳ（株）/（株）ＮＳＤ/富士通（株）/（株）大塚商会/トッパン・フォームズ（株）/
大日本印刷（株）/（株）三菱東京ＵＦＪ銀行/（株）三井住友銀行/（株）りそなホールディングス/
みずほ証券（株）/損害保険ジャパン日本興亜株式会社/みずほ情報総研株式会社/（株）電通
/積水ハウス（株）/野村不動産アーバンネット株式会社/（株）毎日新聞社/地方自治体/中高
教員

・q-Virasoro代数の超対称拡張に向けて
・希ガス固体表面への低速多価イオン衝撃における
 反射イオン・脱離イオン同時観測装置の開発
・特異点のない宇宙の不安定性と空間曲率が及ぼす初期宇宙への影響
・Chandra衛星とNuSTAR衛星を用いた超新星残骸RX J1713.7-3946の観測
・金星極域大気温度構造の研究

■近年の大学院博士課程後期課程博士論文の例
・一般化されたガリレアンジェネシスの観測的予言
・カノニカル法―有限密度QCD相転移の研究―
・ミニマルダブリングフェルミオンにおけるγ₅エルミート性の研究
・重力レンズを用いたエキゾチックな天体の探索
・Ｓｉ同位体における中性子魔法数N=28に向けて発展する形状変化
・陽子線がん治療の実照射線量評価のための体内中12C核および16O核の
 標的原子核破砕反応の研究

企業へ就職

大学院へ進学

大学院案内 〈物理学専攻〉

卒業後の進路

卒業生からのメッセージ

物 理 学 科

キーワードは？

理論物理学研究室

理論物理学研究室では素粒子論と宇宙物理学の理論的研究を
行っています。物質のミクロな構造を探る素粒子論と広大な宇宙で
起こる現象を取り扱う宇宙物理学は一見すると対極にあるように思
われます。しかし、現代物理学は、物質の由来を宇宙創生や星の誕
生と終焉に求め、宇宙の成り立ちは物質構造の知識抜きでは知りえ
ないことを教えてくれます。つまり、自然界の成り立ちと構造を知るた
めにはこの2つの分野は不可欠な役割を担っているのです。当研究
室には6名のスタッフが所属しています。理論物理学を選択した4年
次生が卒業研究を行います。大学院生は素粒子・宇宙両分野の基
礎を学んだ後に専門分野の研究に入ることや、分野の壁を越えた討
論が活発に行われることなど、特色のある教育・研究が行われていま
す。

素粒子論│超弦理論│一般相対性理論
│宇宙論│宇宙物理学│ブラックホール
│初期宇宙│量子重力理論

キーワードは？

原子核・放射線物理学研究室

素粒子・原子核から原子・分子にいたるミクロな世界の物理を実験
的に研究しています。電磁気力、弱い力、強い力、重力という4つの
力の性質を通して時間や空間といった最も根源的な問題の研究か
ら、それらの力で結びついた複合多体系である原子核や原子、分子
の構造などを明らかにする実験を進めています。様々な粒子を加速し
て「照明」し、反応を起こさせて出てきた粒子をセンサーで「見る」のが
加速器実験です。センサーを自分たちで原理的なところから開発、製
作することで、他の誰にも真似のできない研究を行うことを目指して
います。学内の加速器の他、国内外の研究所にある高エネルギーの
大型加速器を用いた実験も行っており、海外の超大型加速器での
実験にも参加しています。

素粒子物理学│原子核物理学│原子分
子物理学│表面物理学│余剰次元探索

キーワードは？

宇宙地球系物理学研究室

地球や惑星から宇宙の果てまで、不思議なことでいっぱいです。美し
いオーロラと太陽の関係はどうなっているのだろうか？惑星や恒星、
銀河、そしてブラックホールはどうなっているのだろうか？地球に似た
惑星は宇宙にどれくらいあるのだろうか？さらには、私たちの体を構成
する元素はどこで生まれて、宇宙の中でどのように変遷、循環してい
るのだろうか？私たちの研究室ではそんなことを研究しています。その
ために、地上の大型望遠鏡やカメラ、気球や人工衛星に搭載された
観測機器を利用して、X線から紫外線、可視光線、赤外線までの光
や粒子線の観測を行っています。また、「世界で最も良いデータを得
るためには、世界で最も優れた観測装置が必要である」という考えに
基づき、独自の望遠鏡や分光装置、検出器等を開発しています。

宇宙物理学│惑星・大気物理学│X線天
文学│ブラックホール│はやぶさ2│あか
つき│ひとみ

　宇宙物理学に興味があり、宇宙の様々な現象や構造を学びたく物理学科へ

入学しました。

　少人数単位の指導が多く、教授との距離が近いのが魅力です。計測実験な

どの解析に使用するプログラムの利便性に感動を覚え、IT業界を意識するよう

になりました。近年拡大する自然災害の脅威を目の当たりにし、人々の安全・安

心を守りたいと思いました。そこで堅牢な製品とシステムを有する当社で持続可

能な社会インフラを提供したいと考え、就職しました。現在は、自社の流通システ

ムを中心に企画から開発、運用などを手掛けています。

　今後は、競争力を生む経営基盤をITで実現し、多くのお客様の利益に貢献

できるように専門性の高いSEを目指していきます。

富田 康太
2014年度 物理学科卒業

　子供の頃に父から宇宙の話を聞いていたため宇宙に興味を持ち、将来は宇

宙の研究をしたいと思うようになりました。立教大学は理論·観測的に宇宙の研

究を行っている先生が多く、宇宙について学べる授業もあるということから進学

を希望しました。卒業研究で1年生の頃から目標にしていた先生の研究室に配

属が決まり、インフレーションの研究を始めました。研究を進めていくうちに、宇宙

への興味がより深まったので、大学院への進学を決意しました。現在は、数ある

インフレーション理論の中でも特にヒッグス粒子が引き起こす場合についての

研究を行っています。今後は、理論物理の研究で培った論理的思考力を就職

に役立てられればと考えています。

森 祐子
2017年度 物理学科卒業
物理学専攻博士課程
前期課程 2年次（2018年度）

勤務先：パナソニック システム
　　　　ソリューションズ ジャパン
　　　 株式会社

学部卒進路状況
（最近5年間）

修士修了進路状況
（最近5年間）

情報サービス
21人

（22.2％）

製造業
20人

（21.3％）

その他
14人

（14.9％）公務員 1人（1.1％）
その他のサービス
4人（4.3％）

運輸・通信
6人（6.4％）

教育 5人（5.3％）

卸売業・小売業
4人（4.3％）

大学院進学
19人（20.2％）
※内部進学18人

製造業
48人

（14.4％）
情報サービス
54人

（16.2％）

卸売業・小売業
16人（4.8％）

大学院進学
120人（35.8％）
※内部進学101人

その他
30人
（9％）

公務員 5人（1.5％）
その他の業種
10人（3％）
運輸・通信
10人（3％）

その他のサービス
16人（4.8％）

金融業・保険業
13人（3.9％）

教育 12人（3.6％）

実験で使用したプログラムの利便性に感動し
IT業界を目指しました

研究を進めていくうちに、宇宙への興味が深まり、
大学院への進学を決意
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理論物理学研究室

田中 秀和 教授
素粒子論／クォーク・レプトン階層における
物理現象の理論的研究

原田 知広 教授
一般相対論の基礎的諸問題、一般相対論の宇宙
物理学・宇宙論への応用

小林 努 准教授
宇宙物理学／相対論的宇宙論、インフレーショ
ンなど初期宇宙に関する理論的研究

中山 優 准教授
素粒子論／ホログラフィーや共形場理論に基
づく場の量子論・超弦理論・量子重力理論の
理論的研究と応用

横山 修一郎 助教
宇宙物理学／初期宇宙論、宇宙の大規模
構造に関する理論的研究

初田 泰之 助教
超弦理論、超対称な場の量子論及び数理物
理学

原子核・放射線物理学研究室

家城 和夫 教授
原子核物理学／宇宙の初期や超新星爆発
時に存在していた中性子過剰の原子核の構
造や反応などの研究

栗田 和好 教授
原子核物理学／広いエネルギー領域での原
子核反応実験による物質の根源と宇宙の成
り立ちに関する研究

中野 祐司 准教授
原子分子物理学／物質・光の性質と相互作
用、および関連する自然現象を対象とした原
子分子スケールの実験研究

栂野 泰宏 助教
原子核物理学／不安定原子核の構造及び
反応、核物質の状態方程式の実験的研究

植田 寛和 助教
表面物理学／凝集性固体表面における反
応ダイナミクスの実験的研究

平山 孝人 教授
表面物理学／希ガスクラスターと希ガス固体に
おける電子的励起過程の実験的研究

村田 次郎 教授
原子核・素粒子物理学／ベータ崩壊の精密
観測による標準理論の精密検証、時空対称
性の破れ、余剰次元の探索

宇宙地球系物理学研究室

北本 俊二 教授
宇宙物理学／人工衛星を用いたＸ線観測によ
るブラックホール、中性子星などの研究

田口 真 教授
惑星大気物理学／光学的手法による地球・
惑星大気やオーロラの研究

内山 泰伸 教授
高エネルギー宇宙物理学/X線ガンマ線衛星
を用いた天体観測による、宇宙の高エネル
ギー現象や粒子加速の研究

亀田 真吾 教授
惑星物理学／地上望遠鏡・周回衛星・着陸
探査機を利用した惑星系の研究

中川 直子 特任准教授
環境工学／亜臨界水反応による資源循環の
研究　〔科学英語担当〕

一戸 悠人 助教
高エネルギー宇宙物理学／X線による銀河
団の観測研究、および検出器や天文データ
の解析手法の開発

福原 哲哉 助教
惑星物理学／宇宙機に搭載する機器の開
発とそれを用いた惑星大気および表面の観
測・解析研究

物理学科実験技術員
須賀 一治



化 学 科

化学実験

ピックアップ授業

実験科目では、実験室での実験のみならず、実験の準備(実験
計画の作成)から結果の解析、レポートの作成にいたるまで、全てを
学習します。実験室における化学の実体験は何にも勝る学習になりま
すが、それを実行しさらにレポートを作成するには、これまで学んだ
化学の知識を総動員し、さらには未知の知識を主体的に調査
していく必要があります。化学科では、少人数教育の利点
を活かしたきめ細かい指導により、1年次の実験から
卒業研究にいたる過程でこれらの力を無理なく
積み上げていきます。

化 学 科

「なぜ？」を常に感じること
疑問に対しての化学的原因の解明と
自ら考える力を養う

物質の性質や変化を体験し、「新しい物質を作り出す楽しみ」「原因を解明する喜び」を

味わうことに化学を学ぶ醍醐味があります。単に実験結果をまとめるだけではなく、原子

や分子の立場から化学的原因を解明して「なぜ？」に答える、ここには暗記や詰め込み

の化学はありません。主体的に自ら考えることが求められます。少人数制を活かして1年

次からの実験科目の配置、3年次(研究実験1は3年春学期）からの各研究室での専門

実験、そして卒業研究へと進みます。また最近の化学の領域の広がりに対応して多彩な

選択科目も用意されています。

化学科の研究対象と特長

学会への参加・発表の機会を得て

“自分らしい研究”を追求する

　幼少期より始めたバレエを通じ化粧品に興味を持ったことがきっかけで、化学が

好きになりました。本学の理学部化学科は、１年次からの実験カリキュラムが充実し、

専門科目に加えて十分な英語教育・留学制度にも魅力を感じて、進学しました。化学科

の先生方は、学生一人ひとりに合った指導で真摯に向き合って下さいます。特に、4年に

なってからの研究室での生活を通して、学ぶことに対する姿勢が大きく変化しました。専

門学会などへの参加・発表の機会を得て、様々な分野の方とも交流することができま

した。そのため、化学に対する視野がとても広がったと実感しています。現在は、核

内受容体を標的として、構造生物学と計算化学を用いて新しい薬の開発に挑戦

しています。周囲への感謝の気持ちを忘れずに、自分らしい研究を、さらに本学

大学院で追求していきたいと思います。国際学会にも積極的に挑戦し、将

来はグローバルに活躍できる人材になることが目標です。

化学科 ４年次（2017年度）　清水 奏

時間割例（2017年度の1年次春学期時間割例）　

MON

1時限
9：00～10：30

2時限
10：45～12：15

3時限
13：15～14：45

4時限
15：00～16：30

5時限
16：40～18：10

TUE WED THU FRI SAT

中国語 英語
ディスカッション

英語
ライティング

英語
プレゼンテーション

有機化学
入門

分析化学
入門

物理化学
入門

スポーツ
プログラム

基礎
化学実験

スポーツ
スタディ

基礎
化学実験

基礎
化学実験

世界史の中の
キリスト教

自然科学
の探究

理学と
キャリア

中国語

無機化学
入門

数学（化）

D e p a r t m e n t

o f

C h e m i s t r y

物性解析
化学

構造解析
化学

反応解析
化学

研究領域

学
び
の

ス
テ
ッ
プ

実
験

化学実験B
化学実験C

基礎化学実験
化学実験A

物理学実験（化）
生物学実験（化）

研究実験１
研究実験２

総
論

   

・一
般 化学ゼミナール 化学の最前線

充実した基礎科目
基礎実験実習

実験の準備から解析
レポートまで全てを学修

多彩な化学の
領域を学ぶ

最先端の卒業研究
少人数教育

2 年次 3 年次 4 年次

講
義

大
学
院
理
学
研
究
科 

【
化
学
専
攻
】

そ
の
他

物理学２
科学英語（化）

創薬化学

物理化学入門
物理化学１

分析化学入門
分析化学１

無機化学入門
無機化学１

有機化学入門
有機化学１

計
算
化
学

物
理
化
学

無
機
化
学

有
機
化
学

分
析
化
学

物理化学２
物理化学３
物理化学演習
反応速度論

分析化学２
分析化学３

有機化学２
有機化学３
有機化学演習
有機構造決定法

情報科学（化）

無機化学２
錯体化学１

光物理化学
高分子物性
物性科学

有機合成化学
高分子化学
天然物有機化学

分子軌道論
分子動力学論

錯体化学２

各研究室にて卒業研究

理学部共通教育科目

全学共通科目

1年次

発展教育入門・基礎教育

卒業研究
・
輪講

物理学１
生物学（化）

数学（化）
基礎物理学
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化学系製造業、情報やサービス系への就職が多い。

研究室を覗いてみよう
興味のあるキーワードで 化学科教員氏名と

研究テーマ
化学専攻博士前期課程（修士課程）では、1学年の学生数約20名に対し

て13名の教授および准教授がきめ細やかな少人数教育を行っています。授

業では、本学の教員による講義だけでなく、他大学、企業および研究所など

の外部講師による時代の要請に応じたトピックスの講義も多数用意されて

います。院生は各教員の研究室に配属され、最先端の化学を学び未知の課

題に取り組みます。また、理化学研究所、産業技術総合研究所の連携大学

院の研究室で研究を行うことも可能です。学会発表奨励金および本研究科

独自の海外学会発表補助金制度を活用して、自分の研究成果を国内、海

外の会議で発表してみませんか。

化学科卒業生の就職先企業の業種としては、製造業、情報サービスが多く

なっていますが、卸売業・小売業、金融などが続きます。大学院進学者も多く

の割合を占めており、立教大学大学院はもとより、東京大、東京工業大、東京

医科歯科大、東京農工大、北海道大、東北大、名古屋大、京都大、千葉大、

慶応大など他大学院にも進学しています。

■近年の大学院博士課程前期課程修士論文の例

■過去数年の主な就職実績
キッセイ薬品工業（株）/デンカ(株）/テーブルマーク(株）/大塚製薬（株）/アステラス製薬（株）/
高砂熱学工業（株）/（株）パソナグループ/日本新薬（株）/日本ハム（株）/(株）いえらぶＧＲＯＵＰ
/花王カスタマーマーケティング株式会社/森永乳業（株）/日本ヒューレット・パッカード株式会
社/キヤノンマーケティングジャパン（株）/フジテック（株）/東日本電信電話株式会社（ＮＴＴ東日
本）/（株）ＮＴＴドコモ/エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社/（株）エヌ・ティ・ティ・データ/（株）
日立ソリューションズ/ＳＣＳＫ（株）/（株）インテック/（株）三菱東京ＵＦＪ銀行/（株）横浜銀行/
(株）三井住友銀行/ＳＭＢＣ日興証券株式会社/損害保険ジャパン日本興亜株式会社/みずほ
情報総研株式会社/(株）富士通ビー・エス・シー/全日本空輸（株）/地方自治体/中高教員

・キラルAg（Ⅰ）-ビスアミジン触媒を用いたインドールとα-置換 -β-
 ニトロアクリレートの不斉Friedel-Craftsアルキル化反応の開発
・FMO計算およびMDシミュレーションを用いたインフルエンザウイルス
 表面糖タンパク質と梅エキス抽出物との理論的相互作用解析
・酸素官能基化されたビサボランセスキテルペンの合成と
 NMRスペクトルにおける違い
・蛍光性ジアリールエテンの合成と評価
・ポリ（エーテルスルホン）添加によるポリプロピレンの熱特性改良
・Ag（110）上に合成した（1×1）TiO2超薄膜の電子状態
・不飽和スルフェン酸の合成と性質
・テトラシアニド白金（Ⅱ）錯体とビオロゲンからなる電荷移動塩の
 結晶構造に制御された発光

■近年の大学院博士課程後期課程博士論文の例
・ベンゾホスホール基を有するジアリールエテンのフォトクロミズム
・ヘキサシアニド鉄（Ⅱ）酸イオンと有機カチオンからなる分子性結晶の化学
  ―電荷移動相互作用と結晶構造制御
・嵩高い新規アルキル置換基の開発と高反応性化学種への応用

企業へ就職

大学院へ進学

大学院案内 〈化学専攻〉

卒業後の進路

卒業生からのメッセージ

化 学 科

勤務先：日本オラクル株式会社

加藤 雄司
2009年度 化学科卒業
2011年度 化学専攻博士課程
       　　 前期課程修了

山中 詩織
2016年度 化学科卒業
化学専攻博士課程
前期課程 2年次（2018年度）

学部卒進路状況
（最近5年間）

修士修了進路状況
 （最近5年間）

研究で培ったスキルを活用し
多くの人々にITの有用性を広めたい
　高校時代から研究者になりたいと考え、中でも化学の基礎研究に興味があっ

たため立教大学の化学科を選びました。在学中は化学の基礎を幅広く学び、計

算化学の分野でシミュレーションを専門として研究していました。研究を通じて企業

の方 と々協業する機会が多く、そこに面白さを感じたため就職を選択しました。

　計算化学の研究で培ったコンピュータやプログラミングのスキルを活用し、より

多くの人々にITの有用性を広めたいと考えて日本オラクルに入社しました。

　現在は顧客システムで発生した障害を海外の担当者と共に解析し、お客様へ

回避策等を提案する業務を担当しています。一層のITスキルを身に付け、お客様

の信頼を得て、担当ビジネスを拡大することが今後の目標です。

私の研究が実用化への有益な情報へ
繋がることを願っています
本学の理学部化学科では、1年次から実験のカリキュラムが充実しているとい

う点が大変魅力的であり、進学をしました。そこで卒業研究を進めていくうちに、

もっと新しいことを試したいという意欲が高まったのですが、学部卒では研究が

短い期間で終わってしまうのが惜しいと感じ、博士課程前期課程への進学を決

めました。現在の研究では、ペロブスカイト構造を持つ無機ナノ結晶を合成し、

そのナノ結晶の安定性を向上させることに取り組んでいます。安定性の低さが

実用化を難しくしている原因の一つであり、私の研究が実用化への有益な情

報へ繋がることを願っています。今後はこのナノ結晶に、新たな発光特性を付

加する方法も検討するつもりです。

大学院進学
146人（36.8％）
※内部進学124人

情報サービス
55人

（13.9％）

製造業
62人

（15.7％）

その他
30人

（7.6％）

その他の業種
20人（5.1％）

金融業・保険業
19人（4.8％）

運輸・通信
10人（2.5％）

卸売業・小売業
25人（6.3％）

教育 10人（2.5％）
その他のサービス
14人（3.5％）

公務員 5人（1.3％）

製造業
59人

（57.3％）

その他
6人

（5.8％）

教育5人（4.9％）
卸売業・小売業
5人（4.9％）

情報サービス
8人（7.8％）

その他のサービス
3人（2.9％）

運輸・通信3人（2.9％）

その他の業種
3人（2.9％）

その他の業種
3人（2.9％）

公務員2人（1.9％）

大学院進学
9人（8.7％）

※内部進学9人
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物性解析化学グループ

枝元 一之 教授
表面物理化学／電子分光法による固体表
面の物性、反応性の研究

大山 秀子 教授
高分子物理化学／高分子材料の構造と物
性、高分子成形加工

宮部 寛志 教授
解析分離分析化学、移動現象論／流通式
高性能液相分離系を利用する分子間相互
作用および物質移動の速度解析

鈴木 望 助教
分光分析化学・キラル化学／分光分析法に
よるキラル分子の物性および分子間相互作
用の解析

三井 正明 教授
光物理化学・分子分光学／顕微分光・1分
子計測による光機能性ナノ物質・光電変換
デバイスの研究

新堀 佳紀 助教
クラスター化学・ナノ物質化学／機能性ナノク
ラスターの精密合成と構造・物性に関する研究

反応解析化学グループ

常盤 広明 教授
 理論創薬学、分子設計／核内受容体を標
的とした効率的創薬手法の開発およびその
応用

箕浦 真生 教授
有機元素化学、物理有機化学／新規有機
元素化合物の合成と構造・反応・物性に関
する実験的および理論的研究

望月 祐志 教授
計算分子科学／理論・プログラム開発と応
用計算を主軸とする量子化学的研究

山中 正浩 教授
有機合成化学、計算化学／高機能分子触媒
の開発と高立体選択的反応の理論的研究

堤 亮祐 助教
有機合成化学／高選択的不斉触媒反応の
開発

化学科実験技術員

金森 みゆき
兵藤 直子 

構造解析化学グループ

黒田 智明 教授
天然物化学、有機合成化学／テルペン系天
然有機化合物の構造、ケイ素化合物を利用
する合成反応の開発

松下 信之 教授
錯体化学，固体物性化学／外部刺激に応
答する遷移金属錯体の合成・構造・物性に
関する研究

田渕 眞理 准教授
ナノ分析化学／ナノテクノロジーによる生体
試料の構造解析と分析技術の開発

和田 亨  教授
錯体化学／電気化学的酸化還元反応を触
媒する遷移金属錯体の開発

中薗 孝志  助教
錯体化学・光化学／分子性触媒を基盤とし
た高効率な光エネルギー変換反応系の構築

森本 正和 教授
有機光化学／フォトクロミック分子結晶の光
反応と物性に関する研究

寄付型研究プロジェクト事業
「未来テーマプロジェクト研究」

菅又 功 助教
エネルギー・環境問題から注目されている気
体貯蔵に関与する機能性分子の創製

化学科教育研究コーディネーター

京光 世玲奈
渡邉 洋江

キーワードは？

物性解析化学グループ

物性解析化学グループでは、物質と物質が接する界面（固体‐液
体、固体‐気体、固体‐固体など）で発現する機能の解明と制御を中
心的なテーマとして研究を進めています。たとえば、燃料電池の開発
には、電極表面における反応機構の解明とそれに基づく表面設計
が欠かせません。本グループでは、それらを目指した基礎研究を行っ
ています。また、界面を利用した新たな方法による物質合成法も開
発しており、それらは表面反応を利用した天然には存在しない新規
物質の合成や、界面の反応を利用した新規高分子材料の開発とし
て結実しています。さらに、単一分子の観測や、固体‐液体界面にお
ける動的過程を利用した新たな分離・精製の手法も開発していま
す。

固体表面│高分子材料│解析分離化学│
光物理化学│ナノ物質化学

キーワードは？

反応解析化学グループ

反応解析化学グループは、実験的手法と理論計算を相補的に用い
ながら様々な化学反応を研究しています。その対象は、10個程度の
原子からなる小型分子、不斉分子触媒、水素結合した水分子クラス
ター、そして巨大分子の代表であるタンパク質やDNAにまで広がっ
ています。分野としては、有機化学、構造化学、生物物理化学、及び
計算化学がカバーされています。具体的な研究例では、有機素反応
の解析、新規な不斉分子触媒の開発、新しい化学結合を含む分子
の合成、リガンド―受容体タンパク質間の結合に関する計算などが
挙げられます。また、大規模計算が可能な並列化分子軌道法プログ
ラムの独自開発を行っています。このように、化学反応解析を基軸と
した多様性・多面性が当グループの特徴と言えるでしょう。

有機合成化学│理論創薬学│有機元素化学│
計算分子科学│分子触媒

キーワードは？

構造解析化学グループ

情報、エネルギー、医療、環境などの分野でキー物質として使われる
機能性材料。これらの機能性材料の持つ有用な性質は構成する分
子やその集まりであるナノ構造の性質に拠っています。本研究グ
ループでは、物質の様々な性質を決定する基礎理論の確立を目指
し、その中で未来型機能性物質をデザインしながら新物質の合成法
や新しい活用法を研究しています。具体的な例では、光メモリや光ス
イッチへの活用が期待されるフォトクロミック分子（ジアリールエテン
誘導体、遷移金属錯体）、医療品原料（有機ケイ素化合物）、抗が
ん剤（各種マンガンカルボニル錯体）、新医療診断法（生体高分子
マイクロ電気泳動チップ）、エネルギー変換触媒などが挙げられます。 天然物化学│X線結晶学│錯体化学│

ナノ分析化学│人工光合成│フォトクロ
ミック分子



分子
生物学

分子細胞
生物学

生物
化学

研究領域

生 命 理 学 科

生命理学実験

ピックアップ授業

2、3年次に行われる生命理学実験では、週2日、午後いっぱい
の時間を使って思う存分実験に取り組むことができます。生命理学
科の様々な研究室ごとに特色のある実験を行い、生命理学の基本から
最先端の実験技術まで、深く広く学ぶことができます。また、レポー
ト課題では、自分自身で得たデータを吟味し、生命現象の分子
的な仕組みについて考察を深める思考力、文章構成力も
培われます。実験は失敗することもありますが、そこは
心配無用です。失敗から学ぶものは多く、それに
ついて教員とわいわいと議論し合う雰囲気
も魅力の一つです。

生 命 理 学 科

基礎を大切にした生命への
アプローチを目指し、研究のための
基礎知識の修得と様々な実験技法を体得

様々な生物のゲノム情報が解読された現在、生命理学科では基礎をより大切にした生

命へのアプローチを目指しています。それは、DNAやRNA、タンパク質といった分子科

学に基づく「理学」として、分子生物学、生物化学、分子細胞生物学の3つの側面から

生命現象を理解するものです。このような理念に立脚したカリキュラムによって、常に進

歩する先端的な生命研究を理解するために不可欠な基礎知識の修得と、様々な実験

技法の体得がバランスよく実現できる教育を実践しています。

生命理学科の研究対象と特長

実験結果の考察や議論を通して

論理的に物事を考える力が身についた

　私は、高校生の頃に生物を学び、微生物から植物、ヒトまでの生命の成り立ちは

共通していて、根本的な生命の仕組みは同じであることに驚きました。そして、遺伝の

授業に興味を持ち、DNA（遺伝子）の少しの違いによって驚く程の機能や形質の多様

性が生まれる生物に面白さを感じ、本学科へ進学しました。

　講義や学生実験を通じて、DNAの複製や翻訳などについて分子レベルで学び、最近

では、DNAを人為的に操作することが遺伝子治療や農産物の品種改良、医薬品の

創製にもつながることを知り、DNAの役割や機能に改めて興味を持ちました。現在

は、試験管内での遺伝子改変技術の構築を目指して研究を行なっています。実

験結果について考察し、教授や先輩、友人たちと議論することを通して、論理

的に物事を考える力が身についてきたと感じています。

　卒業後は本学の大学院に進み、現在の研究テーマを追求すると共

に、研究を進める中で新たに興味を持ったことにも積極的に取り組ん

でいきます。

生命理学科 ４年次（2017年度）　俵木 彩子

時間割例（1年次春学期）

MON

1時限
9：00～10：30

2時限
10：45～12：15

3時限
13：15～14：45

4時限
15：00～16：30

5時限
16：40～18：10

TUE WED THU FRI SAT

D e p a r t m e n t

o f

L i f e  S c i e n c e
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英語
ディスカッション1

ドイツ語
基礎1

英語
プレゼンテーション

生命理学
概論

スポーツ
プログラム

英語リーディング
＆ライティング２

生物学序論化学序論

教育原論
ライフ

マネジメントと
学生生活

基礎情報
科学

現代社会の
諸相

生命理学
ゼミナール

生命理学
基礎実験

生命理学
基礎実験

理学と
キャリア

ドイツ語
基礎1

教育
心理学

道徳教育の
理論

幅広く
理科全般を学ぶ

実験で講義の内容を
充実させる

生命理学の
最先端を学ぶ

それぞれの研究室で
卒業研究に取り組む

2年次 3年次 4年次

講
義

大
学
院
理
学
研
究
科 

【
生
命
理
学
専
攻
】

実
験
・
演
習

生命理学基礎実験
物理学実験（生）
化学実験（生）

生命理学概論
生物学序論
分子細胞学1
生物化学1
基礎情報科学
化学序論
基礎化学1
物理学1（生）

卒業研究
輪講

各研究室にて卒業研究生命理学科の基礎教育

理学部共通教育科目

全学共通科目

1年次

分子生物学1～3
生物物理学1・2
分子細胞学2・3
生物化学2・3

分子免疫学
分子発生生物学
分子神経学
多様性の生物学
生物統計学

生命理学の最前線
バイオインフォマティクス
バイオテクノロジー
生命理学実験法
生命倫理

動物科学
植物科学
微生物科学
基礎化学2
物理学2

生命理学実験1・2A・2B

生命理学ゼミナール1
生命理学ゼミナール2
科学英語1（生）

科学英語2（生）
生命理学特別演習

学
び
の

ス
テ
ッ
プ



分子生物学系の研究室

【塩見研究室】

細胞がある形態を保ち、正しく決められた場所や時間で分裂すると
いうことはその生存や栄養の取り込みなど様々な細胞機能にとても
重要です。それは私たちのような高等真核細胞だけでなく、肉眼で見
ることができないほど小さな（たった数ミクロン！）微生物でも同様で
す。球状、桿状、三角形や三日月型、らせん型など様々な形態が、
様々なタンパク質により制御され、作られています。その制御に関わ
るタンパク質は、私たちの体を構成する細胞に存在するタンパク質
の祖先と言えるタンパク質が使われています。私たちは微生物の形
態や分裂の様子をリアルタイムで観察したり、タンパク質を精製し、
その生化学的性質を明らかにすることにより、細胞形態や細胞分裂
の制御機構を分子レベルで明らかにすることを目的としています。

生物化学系の研究室

生き物と死に物の境界。生物はタンパク質や核酸といった分子で出
来ています。１個１個は生きていないのに、分子が集まると、生命現
象が現れる。それはタンパク質や核酸には機能があるからですが、そ
の機能は分子の構造によって実現されています。この構造と機能の
関係が生命現象の基本であって、とても面白く、奥深い。僕の研究
室では、DNAに働くタンパク質を対象に、構造と機能の関係を調べ
ています。また、僕は以前から進化に興味があり、中国横断山脈地
域に植物採集に行き、DNAの塩基配列を決めて多様性を調べてい
ます。全然ちがう研究のようですが、タンパク質や核酸といった分子
に高度な機能があるのも進化の結果なので、広い意味では共通性
があるのだと考えています。

植物分子発生学研究室では、植物の形態形成の仕組みをシロイヌ
ナズナとゼニゴケを使って研究しています。シロイヌナズナでは、葉の
大きさを決める仕組みや、平らな構造を作る仕組み、根では枝分かれ
を作る仕組みを調べています。面白いことに、翻訳に必要不可欠なリ
ボソームを作る遺伝子が変異すると、形態形成に特徴的な異常が
出ます。例えば、平らな葉の代わりに棒状の葉を作ったり、根の分裂
組織が再生不能になったりします。そこで、リボソームがどのように働
くことでこのような仕組みを制御するのかを、分子レベルで解析して
います。一方、ゼニゴケは葉を持ちませんが、シロイヌナズナで葉を作
るために重要な遺伝子にそっくりなものは持っています。このような遺
伝子がどのように変化し、葉を作るように進化したのかを調べる研究
も進めています。

【花井研究室】

【堀口研究室】
分子細胞生物学系の研究室

バイオ関係企業、金融・保険関連への就職が多い。

研究室を覗いてみよう
興味のあるキーワードで

生命理学科教員氏名と
研究テーマ

生命理学をより深く学びたいと思ったら、大学院理学研究科生命理学専攻に

進み、より高度な研究を行うこともできます。大学院では各教員の研究室に所

属し、教員1名あたり学生数名程度という非常に充実した環境で、最先端の

研究に没頭することができます。また理化学研究所、海洋研究開発機構の連

携大学院の研究室で研究を行うことも可能です。大学院での研究では、これ

まで学んできた人類共通の知識に、新たな内容を付け加えることになります。

誰も答えを知らない生命の謎を、私たちと一緒にあなた自身の手で解き明かし

てみませんか。

就職先では、バイオ関係と情報サービス関係の企業が多く、銀行や保険会

社などにも就職しています。大学院前期課程修了者の多くはバイオ関係や

情報サービス関係企業に就職しています。さらに、立教大学大学院や他大

学院の後期課程に進学する者もいます。立教大学大学院はもとより、東京

大、京都大、東京工業大、東京医科歯科大、東京農工大、北海道大、大阪

大、名古屋大など、全国に広がっています。

■近年の大学院博士課程前期課程修士論文の例

■過去数年の主な就職実績
アステラス製薬（株）/杏林製薬株式会社/日本イーライリリー（株）/大正製薬株式会社/ノバ
ルティスファーマ（株）/ニプロ（株）/三井化学東セロ（株）/スリーエムジャパン（株）/（株）ワコー
ルホールディングス/大日本印刷（株）/カバヤ食品（株）/日本電気（株）/（株）池田理化/ソフト
バンクグループ（株）/東日本電信電話株式会社（ＮＴＴ東日本）/（株）エヌ・ティ・ティ・データ/さ
くら情報システム（株）/三菱ＵＦＪインフォメーションテクノロジー株式会社/三菱総研ＤＣＳ（株）
/（株）みずほフィナンシャルグループ/(株）りそなホールディングス/（株）横浜銀行/(株）ファース
トリテイリング/興和（株）/東京海上日動火災保険（株）/（株）大塚商会/丸紅（株）/株式会社
三越伊勢丹/日本郵便株式会社/旭化成ホームズ（株）/地方自治体/中高教員

・マスト細胞において膜型Protein Tyrosine Phosphatase ε （PTPRE）はPTPドメイン
D2を介して脂質ラフトに局在し、FcεRI介在性の活性化シグナルを制御する
・アフリカツメガエルの側線形成におけるPou5f3.1の機能解析
・アカハライモリにおける2つのPOU family class Ⅴ遺伝子の比較解析
・アフリカツメガエルの成体心臓形成・心筋再生におけるIslet-1発現細胞の役割
・シロイヌナズナOLI1-HDA9-PWR複合体は葉の細胞増殖を正に制御する
・IEEにより誘導される大腸菌染色体への外来DNAの挿入の解析
・大腸菌Hfqタンパク質による翻訳抑制の解析
・植物の成長に多面的に働くAN3とGRF遺伝子の発現制御機構の解析
・複製サイクル再構成系を用いた長鎖ゲノム領域クローニング、及び改変法

■近年の大学院博士課程後期課程博士論文の例
・細胞質型チロシンホスファターゼPTP-PESTによるマスト細胞活性化シグナルの制御機構
・深海由来絶対好圧性細菌Shewanella benthicaのイソプロピルリンゴ酸脱水素酵素の
耐圧性と構造に関する研究
・腸管出血性大腸菌O157:H7 Sakai株に存在するStx2ファージにコードされたSmal l  
Regulatory RNA SesRの機能解析

企業へ就職

大学院へ進学

大学院案内 〈生命理学専攻〉

卒業後の進路

卒業生からのメッセージ

生 命 理 学 科

キーワードは？
バクテリア│細胞形態│細胞分裂│細胞
骨格タンパク質│顕微鏡

キーワードは？
DNA複製│バクテリア│ゲノム│蛍光顕
微鏡観察│試験管内再構成│合成生物
学

キーワードは？
器官形成と組織再生│細胞の分化誘導
とゲノムの初期化│ゲノムの重複と遺伝
子進化
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勤務先：シミック株式会社

長谷川 俊
2013年度 生命理学科卒業
2015年度 生命理学専攻博士課程
       　　 前期課程修了

深田 かなえ
2015年度 生命理学科卒業
2017年度 生命理学専攻博士課程
　　　　  前期課程修了

学んだことを活かして
暮らしの根幹である健康を支えたい
　生物は様々な遺伝子やタンパク質の働きが絶妙に合わさることで生きていま

す。そんな最も身近な神秘に心を惹かれ、幅広く生物学を学ぶために生命理学科

に入学しました。就職先を決める際は、立教で学んだことを活かして、暮らしの根幹

である健康を支えたいと考えました。特に、より良い薬をより早く患者様に届けたい

という想いが強く、臨床開発モニター（CRA）として働くことを決めました。現在は、

治験が関連法規やルールに従って実施されていることおよび被験者の人権・安

全・福祉が守られていることを保証する業務に当たっています。今はまだ知識・ス

キルともに未熟ですが、積極的に様々な業務に挑戦し、いち早く一人前のCRAに

なりたいと考えています。

中学・高校、もしくは小学校の教師を
目指すことを決め、大学院へ
　中学・高校で学ぶ中で生命現象に関心を持ち、関心を持った研究室があっ

たため、立教大学の理学部生命理学科への入学を決めました。学部3年次の

ときに中学・高校の理科の教師か小学校の理科の専任の教師を目指すことを

決め、大学院への進学を決めました。現在は生物分野においてよく研究がされ

ており、モデル生物であるシロイヌナズナを用いて研究を行っています。具体的

な研究内容は葉の向背軸形成にリボソームがどのように関わっているのかの

解析です。今後の目標は大学院在籍中に自分の研究内容を追求し、その他生

物分野での最先端の研究について学んでいきたいと考えています。

分子生物学系の研究室

後藤 聡 教授
翻訳後修飾の生物学／細胞社会である多
細胞生物のからだをうまく調節する仕組み

関根 靖彦 教授
植物とバクテリアの分子生物学／オルガネラDNA
の維持機構・バクテリアの動く遺伝子（トランスポゾ
ン）の研究・noncoding RNAの研究

塩見 大輔 准教授
バクテリアの形態形成制御機構および細胞
分裂の制御機構の解明

榊原 恵子 准教授
発生進化学／陸上植物の進化に関する研究

笠井 大司 助教
分子生物学、生物物理学／光学顕微鏡を
用いたバクテリアの形態の研究

生物化学系の研究室

花井 亮 教授
分子生物物理学／タンパク質・核酸の構
造・相互作用と機能との関係の研究

松山 伸一 教授
生体膜の生物化学／大腸菌細胞表層の機
能と生合成機構の研究

山田 康之 教授
生物物理学／生体エネルギー変換系タンパ
ク質の機能解析

末次 正幸 准教授
生化学と細胞生物学／バクテリア細胞のゲ
ノムDNA複製機構に関する研究

赤沼 元気 助教
細胞の環境変動適応機構とそれを司るタン
パク質機能の解析

向井 崇人 助教
遺伝暗号の生物学／タンパク質合成系の
多様性と可能性の研究

分子細胞生物学系の研究室

岡 敏彦 教授
分子細胞生物学／細胞小器官（オルガネラ）
の形態形成とその生理的役割の研究

赤羽 しおり 助教
分子細胞生物学／オルガネラの形態形成と
その制御機構の研究

木下 勉 教授
発生生物学／細胞分化とゲノムの初期化
機構に関する研究

眞島 恵介 教授
シグナル伝達の細胞生物化学／主に免疫
細胞のシグナル伝達を制御する分子の研究

堀口 吾朗 教授
植物発生学／転写・翻訳制御による葉の発
生機構の解析

前川 修吾 助教
植物分子生物学／植物のリボソームストレス
反応

立教大学研究ブランディング事業
「インクルーシブ・アカデミクスー生き物とこころの
「健やかさと多様性」に関する包摂的研究」

樋口 麻衣子 助教
ゼブラフィッシュを用いたストレスと神経系の
解析

日野 美紀 助教
ストレスと自然免疫の解析

生命理学科実験技術員

武次 美恵子

生命理学科教育研究コーディネーター

辻島 由子

学部卒進路状況
（最近5年間）

修士修了進路状況
 （最近5年間）

製造業
34人

（9.6％）
情報サービス
56人

（15.7％）
卸売業・小売業
37人（10.4％）

金融業・保険業
17人（4.8％）

公務員 9人（2.5％）

運輸・通信
16人（4.5％）

その他のサービス
12人（3.4％）

その他の業種
12人（3.4％）

教育 8人（2.2％） その他
24人
（6.7％）

大学院進学
131人（36.8％）
※内部進学64人

情報サービス
16人

（26.2％）

製造業
15人

（24.6％）

教育 5人（8.2％）
その他のサービス
5人（8.2％）

運輸・通信 1人（1.6％）

卸売業・小売業
4人（6.6％）

その他 3人（4.9％）

その他業種
9人（14.8％）

大学院進学 3人（4.9％）
※内部進学1人
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理学の応用力・実戦力を 身につける
理学部共通教育

現代社会にどう貢献していくのか？

■理学とキャリア（SAL1）

1年次春学期に多くの学生が選択します。授業は多彩な外部講師を迎え、大学で
学ぶ意義をキャリアの視点から考えていきます。グループに分かれての発表を数回
行い、他の人の意見を聴く、そして聴き出す力を身につけます。

聞く・理解するSTEP1
学んだことを文章で“人に伝える”

■サイエンスコミュニケーション入門（SAL2）

コミュニケーションの基本である「書く」についてみっちりと学びます。新聞記者や、
編集者などの外部講師から「文章を書き、添削を受け、講評を聞く」という流れを繰り
返し行います。また、マスメディア、出版、展示などの作り手の体験談を聞くことで、科
学を伝える立場と技術を学びます。

観る・書くSTEP2 自分の興味や気づきを
高校生にもわかるように伝える　　　　　

理数教育企画を体験

「3Dプリンターを使う」とシラバスで見て、面白
そうと思い、履修しました。私は、以前聴きに
行った講演会で、高次元に存在するカラビヤ
ウ多様体に興味を持ち、もし、人間が理解でき
る3次元からその多様体を見たらどうなるのか、
をテーマにして作りました。制作中に、どう頑
張ってもカラビヤウ多様体のほんの側面しか
表せないことを知ると、見ることは不可能、しか
し何次元であってもすべてを表せる“式”という
概念の偉大さを感じられました。

豊島区との理数教育連携協定に基づき、
双方における教育の質の向上をめざし、
さまざまな活動を行っています。

豊島区の小学生を対象に科学実験教室を開
催しました。今年は、「植物の解剖ー花のひみ
つ・葉のひみつー」というタイトルで子どもたちの
身近な「植物」の花や葉のつくりについて学び
ました。また、榊原恵子准教授による陸上植物
の講義から最先端の研究を学びました。

■夏休み科学実験教室

「おもしろサイエンスワールド２０１7」

理学部の地域連携

グループに分かれてテーマを決め、高校生を対象とした理
数教育プログラムを実際に企画します。一方的な説明だけ
でなく、実験や体験を取り入れるなど、高校生が能動的に参
加して自ら学ぶことができる企画を開発していきます。

話す・教えるSTEP3
■理数教育企画（SAL3）
魅力を変換して伝えるチカラ 経営学部との共同授業

科学的思考力・問題解決能力を社会における様々な問題に適用し、戦略的志向・起
業家精神を学ぶ。他分野の学生とのチームワークで、より大きな成果を生み出せるこ
とを経験的に学びます。

つくる・伝えるSTEP4
■理学とビジネスリーダーシップ（BL4）

■数学史 ■科学史 ■科学の倫理
■知的財産権概論 ■地学概説 ■地学総合実験
■医学概論 ■サイエンスインターンシップ

広い視野を養う

Science with Active Learning（SAL）
■理学とキャリア（SAL1）
■サイエンスコミュニケーション入門（SAL2）
■理数教育企画（SAL3）
■理学とビジネスリーダーシップ（BL4）

■短期海外留学プログラム１ ■短期海外留学プログラム2
■短期海外留学プログラム3 ■短期海外留学プログラム4

海外プログラム

共通教育推進室
北本 俊二 （室長）／村上 祐子 （特任教授）
吉澤 樹理 （教育研究コーディネーター）

共通教育科目

2014年度よりスタートしたSALプロジェクト。身につけるスキルご

とにステップに分け、主体的に学んでいきます。最終的には経営学

部との共同授業である理学とビジネスリーダーシップ（BL4）といっ

たバックグラウンドの異なる人達と共同で授業を進めていきます。

Science with Active Learning（SAL）

段階的に
スキルを身につけ
社会での
実践力を育てる

カリフォルニア大学リバーサイド校での英語研修とシリコン
バレーでの企業体感プログラムを実施し好評でした。
2018年度からはカリフォルニア大学アーバイン校での、
理系向け科学英語とビジネス英語研修の新プログラムを
追加し、目的別に4つのプログラムを展開します。

■カリフォルニア大学リバーサイド校
「 C o n v e r s a t i o n  a n d  
American Culture Program」

参加者は、ホームステイをしながら、カリ
フォルニア大学リバーサイド校エクステ
ンションセンターで開催される英語研修
に参加します。午前中に講義を受け、午
後は文化ワークショップに参加します。
現地大学生のチューターとの交流も予
定されています。

■カリフォルニア州シリコンバレー
　グローバル人材・企業体感プログラム
シリコンバレー周辺での会社等の見学、シリコ
ンバレーで働く人達の話を聞いたり、討論を行
います。その他、ミュージアム訪問、現地学生と
の交流会、ビジネスピッチコンテストが予定さ
れています。

海外プログラム

数学科 3年次（2018年度）
村田 涼

理学部の

学びの特長

豊島区の小学校に出向き、科学クラブの時
間に実験を行います。２０１７年度は、「花粉
のヒミツ」「水中の小さな生きもののヒミツ」
「チョウの翅のヒミツ」などを含む６テーマを取
り上げ、子どもたちに生物のおもしろさを伝え
ました。１０校で１８回実施。

■科学クラブ

豊島区内の小学校の教員を対
象に、教員実技研修会を行いま
した。今年は、「日本のアリとヒア
リを見てみよう」というタイトルで
実物のヒアリを見ながら、日本に
いるアリとの形態・生態の相違
点について学びました。

■豊島区小学校理科部会
　教員研修会

リバーサイド校での授業風景

訪問したインキュベーションセンターの受付アリ採集道具づくり

ヒアリの観察

榊原恵子准教授による講義

トルコキキョウの解剖と観察
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私立東洋高等学校 教諭
小野田 千鶴
2014年度 生命理学科卒業
2016年度 生命理学専攻博士課程
　　　　  前期課程修了

学生時代、興味関心を深め、未知の課題へ
挑戦した時間が今の自分を支えてくれる

私が理学部生命理学科への進学を決めた理由

の一つに、純粋な科学的探究心に重きを置いて

いると感じたことがあります。単に「人類の役に立

つ」知識や技術を追い求めるのではなく、生命現

象に対する畏敬の念をもって、その面白さと向き合

いながら学ぶことができるのではないかという期待

がありました。そして卒業した今もその期待は決し

て間違っていなかったと確信しています。将来は教

職に就きたいと兼ねてから考えていたので、教職

課程も履修しました。教職課程と専門分野を同時

に学び進めていくことは決して簡単ではありません

が、自らの興味関心を深めること、未知の課題へ

挑戦する時間は、一人の人間として生徒の前に立

つにあたって必要なことだと思えたので、苦にはな

りませんでした。立教大学で過ごした6年間が、今

も私を支えてくれています。

教育職員免許法が改正され、2019年度から教職課程の制度が変更になり
ます。これに伴い、教員免許状の認定について、下記教員免許状が取得できる
ように、文部科学省に再課程認定の申請をしているところです。文部科学省に
おける審査の結果、予定している教職課程の開設時期や免許教科等が変更と
なる場合もありますので、入学前後に本学ホームページ等で確認をしてください。

立教大学は現在、世界26カ国・地域に119校の国際交流協定校（うち
学生派遣は87校）があります（2017年10月20日現在）。学生を派遣す
る87校のうち、84校に派遣先大学の学費免除制度があり、3大学には
立教大学の学費免除制度があります。また、海外留学を支援するための
奨学金もあり、学生の積極的な海外留学・海外学習を支援しています。派
遣留学・認定校留学では、「在学留学」か「休学留学」を選択することがで
き、「在学留学」では留学先で修得した単位を立教大学の卒業要件単位とし
て認定申請することもできます。理学部では、留学以外でも、学会発表や
調査・研究のために海外へ行く機会があり、各学科で「科学英語」の授業
を行うなど、学生の英語能力の強化に努めています。

▲アメリカ・ベロイト大学にて

理学部では、各学科ごとに「科学英語」という専門分野の英語を学ぶ科目があり、専門用語から英文レ
ポートの書き方まで総合的に学ぶほか、科目によっては国際会議に参加するというシチュエーションでの
会話練習を行います。英語で展開される専門分野の論文や学会発表を理解できる下地をつくることをめ
ざしています。

■ 科学英語

現代心理学部との学際融合により得た新たな知見を
立教大学のブランドとして社会へ発信
加速するグローバル社会の中でストレスが増大していま

す。ストレスに対する分子・細胞レベルの解明を行い、メ

ンタルヘルス問題が発現するメカニズムを心理学的に

探求します。生命科学的研究と心理学的研究を学際融

合することで、生き物とこころの「健やかさと多様性」を

包摂する新たな知見を得、その成果として、精神的健康

を高めるプログラムの提案を行い、立教大学のブランド

として社会に向けて発信します。

教職課程 留学制度 英語で専門分野を学びたいと思い
現地の学生と全く同じ授業を履修

　中学生の頃より長い期間留学したいと考えてい

ました。立教大学理学部化学科に入学後、英語で

専門分野を学びたいと思いました。そこで派遣留

学という大学間交換留学の制度を使うことにしま

した。イギリスでは3年生が学部の最終学年なの

で、留学中は現地の化学科の2年生と全く同じ講

義及び実験を履修しました。

　この留学で成長したことのひとつに自分自身で

進んでいく力が挙げられます。化学科では唯一の

交換留学生だったので友達とは違う手続きが多

く、自分自身で何とかしなければならないことが多く

ありました。ビザの延長申請や予定していた寮に

入れないといったトラブルも順次解決していきまし

た。留学中は化学科長にメールで近況を把握して

もらいました。卒業後は留学の経験を活かしていき

たいです。

専門分野で
世界に羽ばたくための
理学部独自の授業

2017年度 化学科卒業

望月 彩加

イギリス・シェフィールド大学
2015年7月～2016年6月

理学部の

学びの特長 世界最先端レベルの

教育や研究を展開

理学部・理学研究科は、世界最先端レベルの教育や研究を

展開しています。理学研究科に付属する4つの研究センター

（「先端科学計測研究センター」「未来分子研究センター」

「生命理学研究センター」「数理物理学研究センター」）にお

ける研究をはじめ、連携大学院制度による理化学研究所、

産業技術総合研究所、海洋研究開発機構、国立がん研究

センター、聖路加国際病院、放射線医学総合研究所での研

究、さらにブルックヘブン国立研究所などの海外の研究所と

の共同研究などが活発に行われています。

理学研究科に付属する
4つの研究センター

■先端科学計測研究センター
■未来分子研究センター

■生命理学研究センター
■数理物理学研究センター

立教大学ブランド：インクルーシブ・アカデミクス（I.A.）
生き物とこころの「健やかさと多様性」に関する包摂研究

◆ ストレスの諸問題の理解
 〈過度〉精神的肉体的疾患の増悪
 〈適度〉健康増進や生活機能の改善

◆  精神的健康を高める介入手法
◆ 「メンタルヘルスプログラム」の革新
◆ 適度なストレスによる改善

◆ ストレスの生命科学的理解 ◆ 新たな介入技法提案の心理学的基礎研究

ストレス、メンタルヘルスに関する生命科学と心理学が融合した

新たな生物・人間の理解

外部機関による評価点検

学外評価点検グループ 様々なストレスとその影響を、モデ
ル生物、細胞・分子レベルで解析
し理解する

生命科学研究者グループ

融合研究の点検・推進と学際領
域の開発と確率
PDCAサイクルの促進

学内ブランディング
推進・点検委員会 ストレスによる影響の理解を精神障

害や発達障害の理解と対応に繋ぐ
医療・相談機関・企業を介して、
メンタルヘルスプログラム提供等で
社会還元

心理学研究者グループ

I.A.
融合研究

立教の強み

教員免許状の種類
（認定されていた免許教科及び認定申請中の免許教科）

学科■ 

学 

部

中学校（1種） 高等学校（1種）

数学科
物理学科
化学科

生命理学科
※学士の学位を取得することが必要です。

数学
理科
理科
理科

数学・情報
理科
理科
理科

■ 

大
学
院

専攻 中学校（専修） 高等学校（専修）

数学専攻
物理学専攻
化学専攻

生命理学専攻

数学
理科
理科
理科

数学
理科
理科
理科

※一種免許状の取得に加えて、大学院で専修免許状に必要な科目・単位を修得し、
修士の学位を取得することが必要です。

▲研究に用いるゼブラフィッシュ
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コンピュータを用いた授業の際に使用。 物理学に関する様々な実験に使用。

化学に関する様々な実験に使用。 生命理学に関する様々な実験に使用。

化学実験室 生命実験室

計算機実験室
（数学科）

物理実験室

池袋図書館は、収蔵可能冊数200万冊、閲覧席数1,520席を誇
る、国内でも屈指の大規模図書館です。総合学習図書館及び研究
図書館として2つの機能を持ち、教育・研究をサポートしています。

176万冊の豊富な学術書図書館

物理
学科数学科 化学科 生命

理学科

コッククロフト・ウォルトン型加速器
原子・原子核実験で活躍するコッククロフト・ウォ
ルトン型加速器（300keV）。

物理
学科

レーザープラズマ光源
真空紫外から軟Ｘ線領域までの広い範囲の連続
光が得られる光源。

物理
学科

クリーンルーム
人工衛星搭載観測機器を開発するために清浄な
環境を提供する実験室。

物理
学科

NMR核磁気共鳴
溶液中の分子構造を解析する装置。

化学科

X線構造解析装置
物質の構造や反応、物性についての知見を得るた
めに結晶構造を解析する装置。

化学科

DART質量分析
微量であっても、分子やイオンの質量を求めること
ができる。

化学科

共焦点レーザー顕微鏡
高解像度のイメージと三次元イメージを得ることが
できる顕微鏡。

生命
理学科

動物飼育室
発生研究によく使われるアフリカツメガエルの飼
育室。

生命
理学科

DNAシークエンサー
DNAの塩基配列を決定する装置。

生命
理学科

理学部の

特色ある施設
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立教大学ウェブサイトで、詳しい内容をご覧いただけます。 www . r i k k y o . a c . j p
学費 トップ＞メニュー＞入試情報＞学費＞学費・納入金 奨学金 トップ＞メニュー＞学生生活・キャリア＞奨学金のサポート

オープンキャンパス

2018年8月1日（水）～3日（金）
9：40～16：10

■学部説明
■体験授業［学科単位にて］
■大学説明会

■資料配付コーナー
■資料閲覧コーナー
■入試説明会

■立教生と話すコーナー
■キャンパスツアー
■質問コーナー　　　　その他

入学試験についての詳細は、2019年度入試要項で確認してください。
入学試験に関するお問い合わせ先：立教大学入学センター 03-3985-2660

理学部は4年間池袋のキャンパスで過ごします。
池袋はアクセスの良さが魅力。遠方からも近隣からもスムーズにアクセスできます。アクセス

■ JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン、東武東上線、西武池袋線、

　 東京メトロ丸ノ内線・有楽町線・副都心線「池袋駅」下車。西口より徒歩約7分。

■ 東京駅より東京メトロ丸ノ内線池袋駅まで約16分。

東京

日暮里

赤羽

秋葉原御茶ノ水

東京メトロ
有楽町線東京メトロ

副都心線東急東横線

東京メトロ
丸ノ内線

武蔵野線南浦和

武蔵浦和

北朝霞
和光市

朝霞台

新座

西国分寺

志木川越

中央線

新宿

渋谷

池袋

池袋
キャンパス

新座
キャンパス

飯田橋

京浜東北線
埼京線

　「自由の学府」奨学金はオープンキャンパスの理学部
説明会で知りました。返還が不要の給付型奨学金であり、
申請資格も満たしていたため、申請することに決めました。
奨学金は全額を学費に充てています。特に理学部は給付
額が他学部と比べて多いため助かっています。
　私の１年生の時間割は、週に５日間１時限目の授業があ
りましたが、午後は空いていることがあったのでサークル活
動やアルバイトをしたり、息抜きをする時間は十分にありまし
た。また、週１回化学実験の授業があり、もともと実験が好き
なのでとても有意義な時を過ごすことができました。有機や
無機の実験だけではなく、分析実験や測定実験などで得ら
れた数値からグラフの解析も行いました。
　立教大学の魅力は、理学部でも英語の教育が充実し
ていることや、全学共通科目では文系科目の履修も可能
なため理系だけに偏らずいろいろな視点から考えることが
できること、そして、レンガ造りの建物や図書館が充実して
いることであると思います。

　TA/SA制度とは、学内での授業補助のことで、私は今、３年生の実験の補助と授業に関して質問が
ある人が昼休みに先輩に質問できる学習支援室という２つのアルバイトをしています。「お金はないけど、
アルバイトをしすぎて授業に身が入らなくなるのは怖い」という心配があるとは思いますが、TA/SAは学内で
するものなので、わざわざ学外のアルバイト先への移動時間がなく、その時間を課題などにあてることができ
ます。さらに、質問の答えをしっかり伝えるために自分も理解する必要があるので、勉強し、どうしたら相手に
伝わるか考える習慣が自分の中にできます。これは生活の中で、自分のことを相手に伝える際により良い
伝え方をする力が身につき、就活でも有利な能力にもなるので、やっていてよかったと思います。

与えられていることに
精一杯取り組み、次につなげたい
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立教池袋
中学校・
高等学校

池袋キャンパス
〒171-8501  東京都豊島区西池袋 3-34-1

日時

当日のプログラム

※2019年度以降制度変更の可能性があります。

※2019年度以降制度変更の可能性があります。

学業に専念するための経済的な援助
経済的理由により学業継続が困難な者、また、優れた能力を有する者に対して経済的な援助を図るための奨学金制度があります。

経済的な不安を緩和し、より多くの時間を学業に向け、皆さんの可能性をさらに引き出すことができるように大学生活の条件を整え

るためのものです。日本学生支援機構奨学金以外にも立教大学独自の奨学金制度が数多くあります。なお、金額は2017年度の

ものです。

奨学金

化学科 3年次（2018年度）

菅野 朱里

入学前に採用が決まる奨学金

年額70万円 原則4年間支給（継続審査有）／採用候補者数500名程度
首都圏1都3県（東京、神奈川、埼玉、千葉）以外出身者対象

■立教大学「自由の学府」奨学金

年額60万円 原則4年間支給（継続審査有）／採用候補者数250名程度
首都圏1都3県（東京、神奈川、埼玉、千葉）出身者対象

■立教大学セントポール奨学金

※出身高等学校所在地により、上記どちらの奨学金に申請できるかが異なります。
　詳細はウェブサイトや募集要項でご確認ください。

■ 理学部の学生が応募可能な主な奨学金（学部生対象奨学金）

〔採用実績は2017年度実績〕
＊1 日本学生支援機構の奨学金を利用するには、家計審査・成績審査があり、2018年度以降入学者が
　　第一種奨学金の最高月額（5万4千円、6万4千円）を選択する場合には、一定の家計基準を満たすことが必要です。
＊2 2017年度受給者実績

日本学生支援機構 第一種奨学金
（貸与・無利子）

日本学生支援機構 第二種奨学金
（貸与・有利子）

名 称 理学部生の
採用実績

■自宅通学
月額2万円、3万円、4万円、5万4千円＊1から選択
■自宅外通学
月額2万円、3万円、4万円、5万円、6万4千円＊1から選択
（自宅外通学の学生は、5万4千円も選択可能）

月額2万円～12万円（1万円単位）から選択

22名

25名

家計基準を満たした者
全員に支給グローバル奨学金 10万円～40万円

校友会成績優秀者留学支援奨学金 10万円

18名

「自由の学府」奨学金 70万円 3名 ＊2

セントポール奨学金 60万円  2名 ＊2

学部給与奨学金 60万円

理学部創立30周年記念奨学金

校友会奨学金

30万、20万、10万のいずれか 1名
学業奨励奨学金 20万円 5名

10万円 1名立教大学「第一生命保険株式会社
数学学業奨励奨学金」

50万円 1名

■ 理学研究科の学生が応募可能な主な奨学金（大学院生対象奨学金）

日本学生支援機構 第一種奨学金
（貸与・無利子）

名 称 金 額（年額） 理学研究科生
の採用実績

前期課程
月額5万円、8万8千円から選択
後期課程
月額8万円、12万2千円から選択

日本学生支援機構 第二種奨学金
（貸与・有利子） 5万、8万、10万、13万、15万から選択

大学院給与奨学金 前期課程 30万円/年
後期課程 40万円/年

グローバル奨学金

理学部創立30周年記念奨学金

10万円～40万円

30万、20万、10万のいずれか

30万円

理学部創立50周年記念
海外活動助成金
立教大学「第一生命保険株式会社
数学学業奨励奨学金」

15万円

17名

1名

33名

0名

1名

6名

〔採用実績は2017年度実績〕

TA/SA制度
ティーチングアシスタント/ステューデントアシスタント

RA制度
リサーチアシスタント

本学学部生・大学院生が担当教員のもとで、授業や実習・実験の補佐、学生からの質問への応答、その他の形で学部教育を手助けする制度で
す。この教育補助システムを導入することで授業の質が上がり、また、学部生・大学院生が将来、教育・研究に携わるときに必要とされる生きた経
験を積む機会を提供しています。TA及びSAは本学学部・大学院に在籍する学生の中から、各学部に設置した選考委員会が選考を行い、採用し
ます。なお、年次に応じて給与が支給されます。

本学大学院生が、立教大学の行って
いる研究・教育プロジェクトなどに必要
な研究補助業務に従事する制度です。
その業務はプロジェクトなどの遂行に
必要な研究支援全般にわたります。
RAはプロジェクトの研究代表者または
教育プログラムの事業推進責任者が
選考を行い、採用します。
 
2017年度実績
後期課程
採用人数5名（1,500円／1時間）

理学研究科 物理学専攻
博士課程前期課程 2年次（2018年度）

湯澤 洋治

本学を希望する受験生とその保護者の方を対象に、オープンキャンパスを開催します。
総勢200人以上の学生スタッフが皆さんをご案内。
理学部では、学科ごとに体験できる授業を開催します。
ぜひご来場いただき、実際にキャンパスをご覧ください。

100名（全学部）

家計基準を満たした者
全員に支給

金 額（年額）

学生支援

制度

「自由の学府」奨学金を利用

TA制度で身についた相手に伝える力を
将来に活かしたい

2018年度より事前予約制での入場となります。
詳細については本学ホームページで確認してください。


