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かかる場合もありますのでご注意ください。
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●水戸駅（北口）バスターミナル7番乗り場から、
茨城交通バスで「茨城大学行き（栄町経由）」
に乗車し、
「茨大前」
下車、徒歩2分。
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高校生の皆さんへ
高校生の皆さん
−茨城大学理学部からのメッセージ−
理学部とは、
どのような学問を修得するところでしょう
か。理学の「理」は真理、原理、理論の「理」であり、論理、理
解の「理」です。理想、理念の「理」でもあります。学問として
の理学では、自然科学に関する真理、原理、理論を論理的

理学部

College of Science

に理解することを理想としています。徹底的に「理」にこだ
わっています。一方で、理学を構成している学問分野であ
る数学・情報数理、物理学、化学、生物科学、地球環境科学
は、高等学校の数学、理科の教科・科目とまさに一致してい
ますので、皆さんには十分に親しみやすいと思います。
皆さんは今まで、小学校、中学校、高等学校と学んできま
したが、大学での学びはこれまでとは大きく違います。学校
ではなく大学で、勉強ではなく学ぶ（学修）
ことになります。
大学には文部科学省が検定した教科書はありません。学
校では基本的にいつも同じ教室で授業を受けますが、大
学ではいつも居ることのできる教室も自分専用の机もあり
ません。教室で講義を受けて得られる「座学知」
と演習、実
験、実習などを通して修得する「実践知」をバランスよく組
み合わせて、皆さん一人一人が主体的に学ぶことがとても
重要になります。
大学を卒業して、さらには大学院を修了して、皆さんは
社会に出ていくことになります。社会では、いろいろな力が
求められています。大きく３つの力、思考力、判断力、表現
力が極めて大切です。課題設定力、課題解決力、情報収集
力、コミュニケーション力、プレゼンテーション力などを
しっかりと身につけて、主体的に学び、考え、そして行動で
きる人材となり、社会で大いに活躍できるように、理学部
教職員が一丸となって教育と研究を行っています。
茨城県には、世界トップクラスの研究機関や先端産業が
数多く集まっています。自然環境にも恵まれ、工業だけで
なく農業、漁業もとても盛んです。そのような利点を活かし
て、地域の研究機関等と連携して教育・研究を推進してい
るのも大きな特徴です。茨城大学理学部では、皆さんの主
体的な学びを全面的にサポートする体制を整えています。
論理的かつ創造的思考力を修得して、世界に羽ばたくグ
ローバルリーダーを数多く輩出したいと強く願っています。

理学部長

折

山

剛

理学部の構成
理学科
数学・情報数理コース
物理学コース
化学コース
生物科学コース
地球環境科学コース
学際理学コース

理学部の学習目標

1.未知なる自然への深い関心と探求心を持ち、自ら
新しい課題を発見して解決する能力を身につけ
る。
2.人類の多様な文化や思想、歴史への理解と理学の
専門知識によって、社会の持続的な発展を担う国
際感覚にあふれた人材になるための素養を身に
つける。
3.世界有数の研究機関や先端産業が集積し、豊かな
自然に恵まれた茨城県の特徴を生かした学修を
通じて、社会と科学の発展に貢献する「理学スペ
シャリスト」
として柔軟かつ論理的・創造的思考力
を身につける。
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地球環境科学コース ……………………………24

理学部の特徴
●学科の壁を取り払って１学科とし、理学部教員全
員が協力して教育にあたります。
●明確な教育目標を持ったコースを設け、入学から
卒業まで、一貫したカリキュラムによる教育を行う
ことにより、
「理学スペシャリスト」を育成します。
●高等学校までの数学・理科教育との接続性の良
い、理学の基幹分野5コースと、複数分野にまた
がった領域の教育を行う、学際理学コースを設け
ることにより、
「厚み」
と
「幅」を持った理学教育を行
います。
●理学部学生は、いずれかのコースに所属して、き
め細かな指導を受けます。

学際理学コース …………………………………28
大学院について …………………………………32
理学部担当教員 …………………………………34
理学部都道府県別入学者数一覧 ………………36
理学部卒業生進路一覧 …………………………37
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……………………………………38

地域貢献・連携事業 ……………………………41
リアルライフ座談会 ……………………………42
キャンパスライフ ………………………………48
卒業生の声

……………………………………50

地域に根ざして大きく発展する理学部 …………54
茨城大学構内案内図 ……………………………55

茨城大学のアドミッションポリシー

年間スケジュール ………………………………56

〜茨城大学は次のような人（学生）を求めています

●学修の基礎となる学力とコミュニケーション力を
備え、自らを律し、向上する意欲を持ち、知的好奇
心が旺盛な人
●自然と人間と社会に関わる諸課題に主体的に取り
組み、問題を解決する力を高め、
さらなる新しい課
題に積極的に挑戦しようとする人
●幅広い教養と高い専門性を備えた職業人として、
現代の世界と社会の持続可能な発展に貢献しよう
と志す人
理学部の学習教育目標と構成 □ 01

理 学 部のカリキュラム
□カリキュラムの特徴
理学を学修するために精選された体系的なカリキュラムです。
練られた授業ときめ細かな指導により、質の高い教育が行われます。
多様な演習と実験など実践力と理解力を高める授業が充実しています。
近隣研究機関などとの連携により、先端科学へのモチベーションを高める授業が充実しています。
科学と倫理、インターンシップ実習、理学部教育と就職など、キャリア形成を支援する授業が充実しています。

□履修する科目
教養科目
自然、社会、人間についての理解と洞察力を養います。国際化、情報化社会で活躍できる語学力
と情報処理能力を身につけます。

専門科目
基礎科目
高等学校の理科および数学の学習内容と大学での専門とをつなぐとともに、理学の幅広い
知識を身につけます。高校での履修状況に応じた習熟度別授業が組まれています。

標準科目
コースの基本知識を修得します。理学各分野の標準的専門科目です。

発展科目
コースの専門性の高い科目です。
また、先端科学にふれる連携科目もあります。

科 目 履 修 の 学 年 進 行
1 年次

2 年次

広い視野を養う

3 年次
基礎力を培う

4 年次

専門知識を修得

分野別
基礎科目

卒

入

教養科目
基礎科目

業

学

標準科目
発展科目
卒業研究

入学者選抜試験の出願時にコースの選択をします。詳しい入学者選抜方法については、下記ホームページなどをご覧ください。

茨城大学

学部入試

検

索

http://www.ibaraki.ac.jp/guidance/entrance/faculty/index.html
02 □ 理学部のカリキュラム

主 要 な履 修 科目一覧
教養科目
外国語、健康スポーツ、情報処理概論、主題別科目
（人文、社会、
自然、総合科目、主題別ゼミナール）

専門科目
基礎科目
基礎微積分、基礎行列代数、微積分、行列代数、情報基礎、統計入門、基礎物理学、基礎化学、基礎生物学、基礎地
球惑星科学、物理学、生物学通論、科学と倫理、一般物理実験、一般化学実験、一般生物実験、一般地学実験、基礎
化学実験

コース名

標準科目
集合入門、線型代数、離散数学、ベクト

数学・情報数理
コース

物理学コース

ル解析、複素級数、複素解析、応用解析、
数学基礎演習、離散数学演習、
プログラ
ミング入門、
プログラミング演習

学際理学コース

入門、アルゴリズム論、シミュレーション
入門、ネットワーク概論、マルチメディア
表現入門、データ解析概論、考究

力学、物理数学、物理学演習、物理学ゼ

の基礎、宇宙物理学、宇宙物質学、課題

ミナール、物理学実験

別物理実験、計算物理演習

学、生化学、無機化学演習実験、有機化
学演習実験、分析化学演習実験、物理化

機能性有機分子、高分子化学、生物物理
化学、化学セミナー、化学演習、アドバン
スト化学演習

動物生理学、細胞生物学、遺伝学、分類

生理・生化学実験、分子生物学実験、細

学、分子生物学、生態学、発生生物学、放

胞・発生生物学実験、生態学実験、分類

射線生物学、陸水生物学、生物学基礎実

学実験、陸水環境科学実習、生物科学野

験

外実習

地球環境科学入門、大気環境の科学、惑

地球環境科学
コース

学、測度と確率、関数解析、情報システム

相対性理論、素粒子物理入門、物性物理

学演習実験、生物化学演習実験

生物科学コース

実数論、位相空間、幾何学、群論、代数

電磁気学、解析力学、熱統計力学、量子

無機化学、有機化学、分析化学、物理化

化学コース

発展科目

星科学入門、地層学、固体地球物理学、
岩石学入門、地質調査基礎演習、地質学
実験、地球物理学実験Ⅰ

堆積環境論、火山環境学、地質環境学概
論、マグマの岩石学、構造地質学、古生
態学、古海洋学、鉱物学入門、地震学、宇
宙惑星圏科学概論、岩石鉱物学実験、地
球物理学実験Ⅱ、太陽惑星圏科学、地質
調査発展演習

上記の他コースに挙げられている標準

上記の他コースに挙げられている発展

科目の中から主及び副分野に関わるも

科目の中から主及び副分野に関わるも

のを受講します。

のを受講します。

●科目の区分、名称は変更されることがあります。

主要な履修科目一覧 □ 03

平成 28 年 度 理学 部 入 試について
一般入試
日程

学部

コ

学科

ー

ス

数学・情報数理コース

物理学コース

前
期 日

理

化学コース

大学入試センター試験の利用教科・科目等

募集
人員

15

25

25

地理歴史
公民

数学

程

理

25

理科

学

学

生物科学コース

科

地球環境科学コース

25

本学が課す科目及び科目選択の方法等

教科

国語

外国語

個別学力検査等
教科等

数学＊1

数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・
数Ａ・数Ｂ

数学＊1

数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・
数Ａ・数Ｂ

理科＊2

物（物理基礎・物理）

理科＊2

化（化学基礎・化学）

[①から2科目、
②から1科目]
①物基、
化基、
生基、
地基
又は
理科＊2
②物、
化、
生、
地
[②から2科目]

物（物理基礎・物理）
化（化学基礎・化学）
生（生物基礎・生物）
から1科目選択

国

1科目

世Ａ、世Ｂ、日Ａ、日Ｂ、
から１科目

地理Ａ、地理Ｂ
現社、倫、政経、倫・政経
①数Ⅰ、数Ⅰ・数Ａ

①から１科目

②数Ⅱ、数Ⅱ・数Ｂ

②から１科目

計２科目

から１科目

英、独、仏、中、韓

理科＊2

物（物理基礎・物理）
化（化学基礎・化学）
生（生物基礎・生物）
地（地学基礎・地学）
から1科目選択

理科＊2

物（物理基礎・物理）
化（化学基礎・化学）
生（生物基礎・生物）
地（地学基礎・地学）
から1科目選択

数学＊1

数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・
数Ａ・数Ｂ

部
学際理学コース

25
〔５教科７科目又は８科目〕

後

数学・情報数理コース

期 日
程

物理学コース
化学コース
生物科学コース
地球環境科学コース
学際理学コース

科目名等

15
同

上
課さない

20

＊１
＊２

理学部理学科（前・後期日程）の個別学力検査で課す「数学」の数Ｂについては，次のとおり内容を指定します。【数Ｂ（数列・ベクトル）】
理学部理学科（前期日程）の個別学力検査で課す「理科」の出題範囲については，次のとおりとします。
［物理］：物理基礎，物理の全項目を出題範囲とします。
［化学］：化学基礎，化学の全項目を出題範囲とします。
［生物］：生物基礎，生物の全項目を出題範囲とします。
［地学］：地学基礎，地学の全項目を出題範囲とします。
＊３ 配点は３科目(理科①から２科目及び理科②から１科目)選択の場合は200(50＋50＋100)点，２科目（理科②から２科目）選択の場合は
200(100＋100)点とします。
＊４ 配点は３科目(理科①から２科目及び理科②から１科目)選択の場合は400(100＋100＋200)点，２科目（理科①から２科目）選択の場合は
400(200＋200)点とします。

そのほか、私費外国人留学生入試（若干名）および帰国子女入試（若干名）を実施しています。
また、３年次への編入学試験〈10名）も実施しています。例年６月に試験が行われます。
詳細は学務第一係にお問合せください。

茨城大学
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学部入試

検

索

大学入試センター試験・個別学力検査等の配点等
試験の区分
センター試験

国語

地理歴史

200

公民

数学①

100

理科

数学②

100

100

計

200

100

センター試験

200

100

100

計

200

100

センター試験

200

100

100

1450

200＊3

250

950

500

250

1450

200＊3

250

950

100

500

300

200

200

100

100

100

300

500

250

1250

200＊3

250

950

300

計

200

100

センター試験

200

100

200
100

100

300

500

250

1250

200＊3

250

950

300

個別学力検査
計

200

100

センター試験

200

100

200
100

100

300

500

250

1250

200＊3

250

950

300

個別学力検査
計

200

100

センター試験

100

50

200
100

100

300

500

250

1250

200＊3

250

800

800

個別学力検査
100

センター試験

250

400

個別学力検査

計

200

300

100

100

200

800

1000

50
50

150

150

200

250

1600

400＊4

250

1200

個別学力検査

0
200

計

950

200

個別学力検査
200

配点合計

500

700

個別学力検査

センター試験

250

500

個別学力検査

計

外国語

200＊3

300

50

400

250

1200

推 薦 入 試 ［一般推薦］
出願要件

学部

高等学校又は中等教育学校を3月卒業見込みの者で、次の（1）又は（２）のいずれか一つを満たし、学習意欲、人物ともに優れ、学校長が責任
をもって推薦できる者
（1）調査書の全体の評定平均値が4.0以上の者
（2）自然科学の分野において特記すべき経験を有する者
（スーパーサイエンスハイスクール（SSH）事業による教育を受けて規定の単位を修得し、特記すべき経験を有する者を含む）

コース

学科

募集
人員

選抜方法

配

点

理

理

学

学

科

部

調査書

推薦書

志願理由書

面接

小論文

配点合計

50

（＊）

（＊）

50

100

200

50

（＊）

（＊）

50

100

200

50

（＊）

（＊）

50

100

200

50

（＊）

（＊）

50

100

200

数学・情報数理コース

5

物理学コース

5

調査書、小論文及び

化学コース

5

面接の結果を総合して

生物科学コース

5

判定します。

地球環境科学コース

5

50

（＊）

（＊）

50

100

200

学際理学コース

5

50

（＊）

（＊）

50

100

200

（＊）は面接試験の参考資料として利用することを表します。
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学 生サポート
理学部の特徴のひとつは、きめ細かな学生支援です。
１．学生担任・指導教員制
各コース毎に１名の学生担任と、複数の指導教員が指定されます。学生担任と指導教員は、１年次から３年次ま
での間、学修関係ばかりでなく、学生生活に関連した全ての面での学生の悩みや問題の相談に応じます。特に、学
生にとって最も重要な記録となる成績票は、各学期のはじめに指導教員によって手渡され、
カウンセリングや助言
が行われます。４年次になると、卒業研究の指導教員が、指導全般についての責任を持ちます。

２．オフィスアワー
シラバスには、各科目ごとにオフィスアワーが指定されていますので、積極的に授業に関する質問などに利用し
て下さい。オフィスアワーを利用するときには、前もって電話やメールなどで、担当の先生に連絡しておくことをお
奨めします。

３．その他の相談窓口
履修計画の立案は、入学した学生が最初に直面する重要な課題です。理学部では、履修の相談やカウンセリング
を行っています。
また、茨城大学全体の相談窓口にも、次のようないろいろな窓口があります。

茨大なんでも相談室

履修相談から生活面での悩み事まで、なんでも気軽に相談できます。

保健管理センター

体調が悪くなったり怪我をしたときの応急処置や、精神面での悩み事について
の相談が受けられます。

学生就職支援センター 求人情報や、就職活動に対するアドバイスが受けられます。また、就職に関連し
たセミナーも開催しています。

充実した理学部内学生スペース
理学部には、マルチメディア教室・文献資料室・学生学習室・ラウンジなどがあり、講義のない時間などに自由に
自習を行うことができます。特に、学生学習室にはいくつかのタイプがあり、ホワイトボードも備え付けられた部屋
ではみんなで一緒に勉強会を行えますし、
ラウンジではソファに腰掛けてのんびりおしゃべりすることもできます。
また、階段脇や出入り口付近などには、
リフレッシュスペースが数多く設けられています。

06 □ 学生サポート

ラウンジ

マルチメディア教室

文献資料室

文献資料室

理学部新入生保護者会風景
理学部では、保護者との連携を密にして学生の指導に当たることが重要であるとの認識から、
保護者との懇談の機会も設けています。
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08 □ 数学・情報数理コース

Mathematics and Informatics

数学・情報数理コース

1. 数学・情報数理コースでめざしていること
前世紀から今世紀にかけて、数理科学は目覚ましい発展を遂げました。その発展は、一方ではより深く、そして他
方ではより広いものになっています。例えば、ポアンカレ予想が証明されたというニュースは、テレビなどマスメ
ディアでも大きく取り上げられましたから、
ご存じの皆さんもいらっしゃるのではないでしょうか。
また他方、情報科
学や複雑系科学のようにコンピュータと結び付くことで、従来数理科学の対象ではなかった生物学、心理学、経済
学などに対しても、数理科学が応用されています。
このコースでは、数学を中心とした論理の展開および表現能力の充実を図る数学プログラムと、情報数理の論理
とコンピュータ科学・データ科学の手法を学ぶ情報数理プログラムを設けています。いずれのプログラムにおいて
も、数学を基礎とした論理展開力とコンピュータを用いた情報処理能力を共通の土台として、数理科学のさまざま
な問題について、その解決に至るまでの考え方を実践的に学びます。
どちらのプログラムにおいても、論理的思考力を養い、自分できちんとした判断のできる人材の育成、そして情
報化時代の担い手として現代社会の発展に寄与できる人材の育成を目指します。
また、さらに研究を望む学生に
対しては、大学院への進学の道も開かれています。大学院での教育を通して、21世紀の数理科学の発展に寄与で
きる人材の育成にも努めます。

2. 教育内容の特徴
いずれのプログラムでも、３年後期から適当な指導教員のもとで少人数（５人以下）のゼミが始まり、卒業まで
の１年半じっくり主体的に勉強することになります。
１、２年次の教育においては数学およびコンピュータの基礎をじっくり学習します。総花的な知識の習得ではな
く、基礎学力を高めることを目標とし、講義および演習・実習を通して、基礎から緻密に論理を組み立てていくこと
の重要さを身に付けます。
３、４年次からは、数学プログラムと情報数理プログラムに分かれます。数学プログラムでは、代数学・幾何学・解
析学を柱とする、
より高度な数学を学び、数学的な論理的思考力を身につけることを目標とします。 情報数理プ
ログラムでは、情報科学・コンピュータ科学・データ科学の手法を用いて、数理科学の問題の解決に至るまでの考え
方を実践的に学ぶことを目標とします。
勉強に限らず、分からないことや悩み事について、先生方と直接相談できる時間（オフィスアワー）も設けられて
います。
また、学部４年生や大学院生が、下級生の質問や学習相談に乗る
「数学相談室」
・
「プログラム相談室」は、
教わる側と教える側の双方に良い学ぶ場になっています。

セミナー
少人数で行われます。
自分が先生のつもりで話します。

数学相談室

学部４年生や大学院生が、質問や学習相談に乗ります。
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3. 数学・情報数理コースをめざす高校生のみなさんへ
水戸は歴史がありのどかで自然の美しいところです。長い長い歴史を持つ数学や数学を基礎とした情報科学を
落ち着いて勉強したりゆっくり考えるのに適したところです。
コース担当の教員も多士済々で、少人数教育も徹底し
ています。
このような環境で学び、多くの友人もつくり充実した４年間をすごし人生の出発点にしてみてはいかが
でしょうか。なお、高校までの数学と違いやや理屈っぽくなりますが、少し努力すれば実に楽しいものになると思い
ます。

シダに見られるフラクタル構造

演習風景

数学・情報数理コース教員の研究紹介………

相羽

明

准教授

皆さんは、数学って難しい世界だと思っていま

けど知っていたか」
というメールを受け取りまし

せんか？ 私も数学をやっていて自分の才能のな

た。外国に行ける機会があり、飛行機に12時間以

さを何度感じたかわかりません。天才のようにす

上乗ってその人に会って来ました。メールを１回

ぐには理解できません。
しかし、私でもゆっくり考

やり取りしただけの初対面でしたが、お互いに共

えれば少しずつわかってきます。
このわかるという

通点がたくさんあってびっくりしました。話す言葉

感覚がうれしくてずっと数学をやっています。大学

は違えど数学の記号を書いて説明したら何とか通

の先生は授業だけでなく研究もしています。私も、

じました。

まだ誰も解いたことのない数学の問題を解こうと
がんばっています。受験と違って自分の興味があ
るもの、解けそうな問題を探してきて考えます。だ
けど、
うまくいかないことばかりです。なかなか良
い結果は出ませんが、長いことやっているとうまく
いくこともあります。
世界は広いです。
自分と同じようなことを考えて
いる人が一人はいます。突然、オーストリアの数学
者から「お前の結果は、こうすればもっと良くなる

相羽研究室・夏のゼミ合宿（於／大子合宿研修所）

これまで数学・情報系を専攻した卒業生には、
「数学」の教員免許（中学校一
種免許状・高等学校一種免許状）を取得して教員を目指す学生がたくさんいま

数学・情報数理
コース修了者の
進路

した。情報の教員免許も取得できるようになりましたので、頑張れば数学と情
報、両方の免許を取ることも可能です。他にも、県職員や警察官などの公務員
になったり、情報関係の企業や銀行などの一般企業に就職する人も多く見受
けられます。
また、大学院に進学し、
さらに勉強して高度な専門性を身につける
ことも可能です。大学院では、
「数学」の教員免許（中学校専修免許状・高等学校
専修免許状）を取得することもできますので、大学院修了後、教員になる人も多
くいます。
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数学・情報数理コース

学生の声

問題が解けたときには、
大きな達成感を味わうことが
できます。
冨田

かおり

（数学・情報数理コース）
出身高校：茨城県立日立北高等学校

私は大学に入学してこの１年間でたくさんのことを感じました。
まず、大学の数学と高校の数学は大きく異なる
ということです。高校は計算問題が中心でしたが、大学での数学は証明問題が多く、１つ１つの問題を解くのに時
間がかかります。場合によっては、
アドバイスがないとまったく解けないものもあります。難しい問題は、１人で考え
ていても行き詰まってしまいますが、友達と協力しあうことで解決につなげます。問題が解けたときには、大きな達
成感を味わうことができ、数学の楽しさを実感することができます。
また、大学生活は自分の自由な時間が増えます。その時間を、バイトやサークルや勉強にあてる人が多く、私も充
実した生活を送っています。将来の目標がはっきり決まっていない人も、大学での授業やたくさんの人との出会い
は、やりたいことや目標を決める"Chance☆"になります。
皆さんも茨城大学で充実した生活を送りませんか？＼(^O^)／

大学の数学は一言で言うと
『数学者と会話をする』
ものだと
感じています。
長谷川

貴広

（数学・情報数理コース）
出身高校：秋田県立能代高等学校

皆さんは『数学』
と聞いて何を思い浮かべるでしょうか。関数であったり、
自分が今まで習ってきた事を思
い浮かべたのではないでしょうか。私は高校まで数学が大好きだったので、大学でも数学をやっていきた
いと思い、大学へ入りました。
しかし、大学の数学は今までやっていた数学とは違うものであり、かなり驚き
があったのを覚えています。
大学の数学は一言で言うと
『数学者と会話をする』ものだと感じています。高校までは、定義や定理を
使って問題を解いていくという形が多いですが、大学ではその定理がなぜ作られたのか。なぜ考えられた
のか。その定理はなぜ成り立つのか。定理を導き出した数学者と数式を通して会話をしていく。そして、数学
者が言いたかった意味がわかったとき、
また新たな数学の一面が見えてきて、その発見をもとにさらにもっ
と深い数学の世界に飛び込んでいく。高校まででは味わえない数学の世界を味わえるはずです。
また、大学生活では、皆さんが思っている以上に様々なやりたいことが出来ます。実際に私はサークル２
つに塾講師のアルバイトを週３回で行っていますが、毎日に様々な発見があり、
とても充実した日々を過ご
しています。大学は自分のしたいことができる場所です。
また、
したいことが見つかる場所でもあります。ぜ
ひ茨城大学に来てみませんか。
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12 □ 物理学コース

P hy sics

物理学コース

1. 物理学コースがめざすもの
20世紀初頭の量子力学の建設によって幕を開けた現
代物理学は、私たちの自然観を根底から変え、さらに現代
社会をささえる科学技術の発展をもたらしました。
20世紀は自然を構成する基本物質と力の究極の姿を
探る素粒子物理学、多様な物質の性質を理解し、未知の
物質を探求する物性物理学、宇宙の進化と構造を解明し、
宇宙空間の物質を研究する宇宙物理学などが発展しまし
た。21世紀においても、物理学自体の発展とともに、量子
化学、生命科学などの自然科学・科学技術の基礎としての
物理学の役割はますます重要になっています。

宇宙観測の装置組み立て風景

当コースは、先端科学の分野で活躍する教員グループ
による自然科学・科学技術の発展に即した体系的な物理
学の教育プログラムに基づいています。
現代物理学の専門知識と方法を修得し、物事を論理
的・体系的に把握すると同時に、
さまざまな課題に専門性
を生かした柔軟なアプローチができる人材を育てます。

2. 教育内容の特徴
研究も日々の論議の積み重ねから

１年生から２年生にかけては、古典物理学の理解を図
ります。具体的には、力学、電磁気学、熱力学、波動につい
て学びます。内容は高等学校で学んだものの発展です
が、現代物理学を学ぶ基礎にもなります。また物理を学
ぶのと並行して、物理学で扱う現実世界を表現するのに
必要な数学の基礎も学びます。
２年生後期からは、最先端の物理学研究でも基礎とな
る量子力学、統計力学、相対論などを学びます。これら
は、自然界の幅広い階層を理解し、素粒子・物性・宇宙と
いった各分野の最前線の知見を理解し活用していくため
に必要なものです。
カリキュラムでは、講義だけでなく、演習や実験もふん
だんに含まれます。物理学やそれに必要な数学を身につ
けるための練習や、難しい概念を自らの手で確認する場
を通じて、
より確かな理解の獲得を目指します。
これらの
ゼミはお互いが納得するまで

科目では、教員と密に触れ合いながら、きめ細かい指導
が受けれるようになっています。

物理学コース
修了者の進路

本コースで学んだ学生の皆さんには、技術系公務員、情報関連産業、半導体や
新素材などの先端科学産業の分野への就職のほか、
「理科」の教員免許（中学校
一種免許状・高等学校一種免許状）を取得し、理系教員になる道が開かれていま
す。
また、大学院に進んで、
さらに高度な専門性を身につけることが可能です。
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3. 研究室での研究内容
素粒子理論
私たちが普段何気なく手にする身のまわりの様々なも
の、
これらは何から作られているのでしょうか。私たちを
取り巻く広大な宇宙は、一体どのようにして生まれ、
この
先どうなるのでしょうか。そもそも、私たちの住むこの世
界とは、一体何なのでしょうか。そして、そこにはどのよう
な物理法則が支配しているのでしょうか。
これらの疑問を
追求するのが、素粒子物理学です。私たちは、
これらの広
い範囲を研究テーマとする研究者が協力して教育、研究

素粒子理論は、粒子をぶつけることで得られた莫大な
実験データによって支えられています。

にあたっています。みなさんも是非この素粒子物理学と
いうexcitingな研究分野に進み、われわれと一緒に物理
学の楽しさ、深遠さを学ぼうではありませんか。

物性理論
現代のハイテク社会を支えているのは、さまざまな機
能をもった物質材料です。例えば、テレビやコンピュータ
は半導体の存在なしには考えられません。物質科学と
は、物質の性質を理解するとともに、未知の可能性を追
求する科学ということができます。その基本が物性物理

ある日の研究ノート

学です。物性物理学は、半導体・超伝導・DNAやタンパク
質…など幅広い物質と現象を研究対象にしています。
10²³個もの多数の原子の集合である物質には、個々の原
子から想像できないような驚くべき性質が現れます。そ
の神秘さと可能性を一緒に追究し、21世紀の科学に貢献
していきましょう。

高エネルギー宇宙物理

物性理論のゼミナール風景

私たちは波長の短いガンマ線という光で、宇宙を観測
しています。ガンマ線で宇宙を見ると、超巨大なブラック
ホールや、超新星爆発（星が死ぬときに起こす大爆発）な
どによって超高エネルギーの粒子である宇宙線が作られ
ているのが見えてきます。宇宙線は宇宙でかなり普遍的
に作られているようですが、
どのような天体・どのような
法則でこのような現象が起こっているかはまだよく理解
できていません。私たちは、宇宙線の謎を解き明かそう
と、時には、観測装置を開発し、時には観測データを分析
し、物理学の目を通して研究しています。皆さんも挑戦し
てみませんか。
14□ 物理学コース

フェルミ宇宙ガンマ線天文衛星（NASA提供）

P hy sics

物理学コース

物性実験
私たちのまわりには、いろいろな物質があふれています。
これらの物質は原子からつくられています。原子の種類
は約100種あまりありますが、身近に存在している原子の種類は非常に限られています。無限とも思える数の物質
が限られた種類の原子から生まれてきます。私たちは新しい性質を示す物質の開発をめざして、種々な化合物の
作製とその物理的性質の測定を行っています。
このような研究を通して、身の回りの物質の性質を原子スケールで
理解できる素養を身につけ、住みやすい環境の世界をつくることに貢献してゆきませんか。

摂氏−196度において、磁場の中に浮かぶ高温超伝導体

マイナス272度程度まで冷やし、超伝導など物質の興味深い性質を
実験によって調べています。

電波・赤外線天文観測
天体や宇宙の物質は遥か彼方にあります。
もちろん手に取って調べる事はできません。
ではその性質をどう調べ
るのでしょう？ それを可能にするのが、
まさに物理学なのです。宇宙からのささやかな信号を、物理実験の技術を
駆使してキャッチし、それをじっくり考えてみる…巨大な世界に向かってあなたの五感をフル回転させる経験は、
将来、社会で未知の問題に取り組むとき、
きっと大きな財産になるはずです。

小型アンテナで太陽からの電波を精密にキャッチ！

銀河の中心から放出する電波ジェット
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16 □ 化学コース

Chemistry

化学コース

1. 化学コースでは
人類は、紀元前よりもずっと昔から、
「物質とは何か？」
ということを知りたいと願い、いろいろな発見の経緯ととも
に化学という学問が育ってきました。近年においては、生命現象をはじめ、地球環境、宇宙における物質の創生・循
環などのしくみが化学的に理解され、周辺分野の進歩とともに発展しています。
このため、化学はセントラルサイエ
ンスとよばれることがあります。
また、化学は、医療、環境、資源、エネルギーなどの応用科学の分野にも無くてはな
らない学問です。現在、化学の知識と技術を携えて、持続可能な社会を築くのに貢献することが、若い皆さんに期待
されています。
基本的な化学知識と実験技術を身につけさせるとともに、卒業研究や地域のインターン学習をとおして、自主
性、知識の活用能力、問題解決能力、
コミュニケーション能力を高め、化学分野はもとより、生命、環境、
ナノテクノロ
ジー、装置開発、エネルギーなど、様々な分野で活躍ができる人材を育てます。
また、大学院に進学することで、
より
高度な知識と能力を身につけ、研究開発に携われる人材を育てます。

2. 教育内容の特徴
化学は、原子・分子・化合物など、物質をとおして自然現象の理解と応用を行う幅広い学問です。そこで、化学
コースでは、有機化学、無機化学、分析化学、物理化学、生化学を基幹とする体系的なカリキュラム（化学コアプロ
グラム）をつくり、講義・演習・実験が一体となった学習法を導入して、基本的な化学知識と実験技術が確実に身に
つくようにしています。1年次では、主に教養科目と理学基礎科目を受講します。
とくに微積分と化学を含めた理科
の3分野を、基礎の基礎から勉強することが特徴。2年次以降では、教養科目のほか、化学コアプログラムの理学標
準科目（多くは必修）を履修します。必修科目は多いが、ついていけないことがないように、補習授業なども用意さ
れています。4年次ではコース各教員の指導のもと、卒業研究で水戸発、世界初の研究を進めることになります。
化学は、なんといっても、体験をとおして物質世界を実感する学問です。抽象的になりがちな講義内容を、直感的
に理解するために、実験をより充実させています。
また、豊富な演習は、いろいろな技術や知識の習熟に、きっと役
にたつことになるでしょう。

学生実験
きめ細かい指導と充実した
内容を実現。安全と環境に
も配慮。
卒業研究発表会

本コースで学んだ学生の皆さんには、化学分野はもとより、バイオ、環境、ナ
ノテクノロジー、装置開発、エネルギーなど、様々な分野の就職のほか、公務

化学コース
修了者の進路

員、
「理科」の教員免許（中学校一種免許状・高等学校一種免許状）を取得し、理
科教員になる道が開かれています。
また、大学院に進んで、
さらに高度な専門性を身につけることが可能です。大
学院博士前期課程を修了した場合は、化学の専門性を生かした研究職・技術
職に就く人が多くなります。博士後期課程に進学し、研究者を目指す人も毎年
います。教職に必要な単位を修得し、博士前期課程を修了すると、
「理科」の教
員免許（高等学校専修免許状）を取得することもできます。
化学コース □ 17

3. 化学コース教員の研究紹介

環境にやさしい有機合成

折山

剛 教授

私たちの研究室では、
「グリーンケミストリー〜環境にやさしい化学
〜」を中心テーマにして有機合成化学の教育・研究を行っています。環境
にできるだけ負荷をかけない反応、例えば従来、触媒を用いることが常
識とされていた反応を、試薬や溶媒を工夫して触媒を全く用いないで進
行させる「無触媒反応」や、従来２工程が必要であった変換を１段階で
行う
「ワンステップ変換反応」の開発研究を行っています。
さらに、右手と
左手の関係にある鏡像異性体の一方の化合物だけを選択的につくる
「不斉合成」の研究も行っています。
これらの研究成果は、医薬品や生体
関連物質などの合成にも大いに役立っています。
研究室の方針としては、化学的視点で物事を理解し、思考し、表現する
力を確実に修得できるように学生たちに接しています。
このような力は
化学という専門分野に限らず、世の中でも必ず通用するものだと思いま
す。化学について正確かつ冷静に情報発信できる人材、さらに、物づくり
を通して、21世紀において人類が健康で、安全かつ快適な生活をおくる
ことを強力に推進し、サポートできる人材を育成できればと願っていま

グリーンなキラル有機触媒

す。研究室では、
「常に徹底的に考えながらやれば、必ずできる」をモッ
トーに日夜、実験・研究に励んでいます。多くの優秀な卒業生たちも、社
会のそれぞれの分野で大いに活躍しています。

18 □ 化学コース

コンピュータで調べる物質・生命の世界

海外からの先生方による講義

電荷移動型有機物質の誘電率測定

充実した最新鋭の機器で純粋な化合物を得る

Chemistry

分子レベルで見る生命現象

高妻

化学コース

孝光 教授

生命現象は、細胞の中や外の化合物のネットワークをつくり、機能して
います。生命現象を化学の知識や方法で理解することによって、医薬品
をつくったり、環境の保護に重要な物質や仕組みを作ることに役立てる
ことができます。
ここでは、遺伝子工学的方法によって化学的特性を変化
させたタンパク質について、
レーザーを使ったラマンスペクトルという方
法で睡眠やアレルギーに関係している酵素（タンパク質）の構造と機能
との関係を調べています。

レーザーを使ったラマンスペクトルの測定

タンパク質の構造と機能を調べ、医薬品開発や環境保護に役立てる

いろいろな機能の集まった

機能を発揮するために

化学的特性を決定する

タンパク質の全体構造

重要な部分の特定

中心構造

量子化学計算により明らかにされる化学反応のメカニズム

森

聖治 教授

化学と物理学の原理で説明できない自然現象はないは
ずです。DNA、RNAやタンパク質の機能がシュレーディン
ガーの波動方程式を用いて説明できる時代が、計算機の進
歩とともに到来しようとしています。生体分子の反応メカニ
ズムの解明は、生化学だけでなく、医学、薬学、農学的にも
重要です。実験的なパラメータをなるべく使うことなくその
複雑なメカニズムの解明を説明しようとする試みは、物理
学と生命科学を結びつける化学者の夢の一つです。
鉄を含む酵素の中でもっとも重要なものの一つにシトク
ロムP450という酸化酵素があります。
この酵素は薬物代謝
の70％以上にかかわるほか、最近開発された「青いバラを
咲かせる」
こと、ジャスミン茶の香気成分、コレステロール・
ビタミン類の生合成の鍵にもなっています。
血液循環の調節に重要な分子である「トロンボキサン」
や「プロスタサイクリン」
も体内のシトクロムP450によって合成されますが、酸化反応ではない異質な反応です。最
近、そのメカニズムが量子化学計算により当研究室で初めて明らかにされ、化学分野の世界トップレベルの学術
雑誌に掲載されました。
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20 □ 生物科学コース

B iological S ciences

生物科学コース

1. 教育の理念
ここ40年の間に、生物学の研究とその方法は大きく変わってきています。新しい流れを踏まえ、生物科学コース
では、生物学の基礎を学び、
また最先端の研究に触れることのできる講義・演習・実験・実習を用意しています。
生命現象の根底にある遺伝情報の発現と制御、発生のしくみ、細胞の多様な能力、生命の起源と生物の進化、生
物と環境との関わりなど、基礎生命科学から多様性生物学まで学ぶことを通して、実社会で必要となる未解決の問
題をみつけて解き明かしていける能力を身に付けてもらうことがコースの目標です。

2. 教育内容の特徴
●分子生物学・細胞生物学・発生生物学・生理学などの基礎生命科学分野、分類学・系統学・分類学などの多様性
生物学分野の両方の内容をバランスよく学ぶことができます。４年間の過程で生物学のしっかりとした専門知識
と技術とを修得できます。
●理学の専門基礎と生物科学プログラムの柱となるコア・カリキュラム科目全てを履修することで、
「生物学をメ
ジャーとして理学部を卒業した」
と胸を張って言えるカリキュラムとなっています。
コア・カリキュラムを形成して
いる全ての科目が相互に有機的なつながりを持ちながら、生物学の考え方、
自然のとらえ方、生物学の人間社会
への関与の仕方が理解できるようになっています。
●実体験を通した知識や技術の修得をができるように、実験・実習・卒業研究などを重視しているカリキュラムと
なっています。実験室で、そして野外で、実際に生物に触れ、生物・生命現象を目のあたりにします。そして、生物
の生き方や生命現象に疑問を持ち、その解決に講義で得た知識を活かします。
●卒業研究：４年次では、研究室に入り、卒業研究を行います。３年次までに学んできたことを基に、研究テーマ
を一つ設定し、みなさん自身が主体的に実験や調査を計画・実行し、文献を調べ、問題を解決していくことになり
ます。

野外実習の様子

分子生物学実験の様子

生物科学
コース修了者の
進路

本コースで学んだ学生には、生命科学研究（技術者・研究者）、バイオ関
連企業（製薬、食品、検査試薬・機器、臨床検査など）、環境アセスメント
（公立、民間）、理系教員（中学、高校）、技術系公務員などへの道が開かれ
ています。就職に有利になる関連資格の取得もサポートします。
また、大学院（博士前期・後期課程）へ進学し、さらに専門性を高めるこ
ともできます。
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3. 研究室での研究内容

基礎生命科学分野
生命現象を理解するための基礎となる、遺伝学、分子生物学、生理学、細胞生物学、発生学などの研究を行って
います。
◆分子レベルの研究
遺伝物質であるDNAについて、
どのように複製されるのか、
また放射線等により損傷を受けた場合、
どのように
修復されるのか、
さらにこれらが完全でない場合に誘発される突然変異などについて、培養細胞を使って分子レ
ベルから研究しています。
◆細胞レベルの研究
動物の培養細胞を用いて、環境のストレスに対する細胞の応答反応やそれらが起こるしくみを研究しています。
◆個体レベルの研究
ショウジョウバエを使い、発生に働く遺伝子の機能や、生殖細胞の分化について研究しています。
またマウスを
用いて放射線などによる個体への影響を調べています。

多様性生物学分野
個体以上のレベルの生命現象を対象に、多様性生物学、生態学、系統分類学、進化学について、以下のような内
容の研究を行っています。
◆個体を対象にした研究
高等植物を用いた、生理生態の研究、植物の形態と機能との関連。
◆集団や種を対象にする研究
形態に基づく生物の分類、形態や遺伝子情報による系統関係の推定や形質の進化の解析。
野外の高等植物や水生生物個体群の動態解析。
DNAマーカーによる社会性昆虫の血縁解析や集団の遺伝解析。
植物と訪花昆虫・昆虫と共生微生物のような生物の種間関係の研究。
◆群集・生態系レベルの研究
野外の動植物群集の組成・多様性の調査とこれらに影響する要因の解析。
外来動植物の動態と影響評価、里山林や湖沼の保全・再生、植物に対する温暖化の影響。

ショウジョウバエの幼虫の精巣
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DNAシーケンサー
生物の遺伝子の配列を調べます。

細胞培養実験の様子

B iological S ciences

生物科学コース

研究トピックス

DNAの傷と細胞老化そして発がん

中村

麻子 准教授

私たちのDNAは太陽からの紫外線、宇宙からの宇
宙放射線、たばこの煙、さらには、
ウィルス感染などに
より常日頃から損傷を受けています。
また、細胞がエネ
ルギー代謝をする際だったり、細胞分裂をする際だっ
たり、避けては通れない細胞活動の結果としてもDNA
は傷ついています。本来、
このように大量に発生する
DNA損傷に対して細胞はそれを修復する機構をいく
つも有しており傷が残らないようにしているのですが、
大量のDNA損傷を細胞が受け修復機構のキャパシ
ティを超えてしまった場合にはDNA損傷は修復され
ず、細胞老化さらには発がんの原因となってしまいま
す。ですから、細胞内あるいは生体内にどれだけの
DNA損傷が存在するのかということは非常に重要な
情報となります。
私たちの研究室では、DNA損傷を可視化する技術
を中心として、放射線誘発のDNA損傷がどのように細

放射線照射されたマウスの小腸
赤色が細胞の核、緑色の蛍光シグナルがDNAの傷を示しています。
非常に多くのDNA損傷が認められます。

胞老化や発がんを引き起こすのか、個体の老化が
DNA損傷機構にどのような影響を与えるのか、さらには新しい大規模DNA損傷定量システムの開発研究などを
行っています。

マメ科植物の子葉紋の発見

遠藤 泰彦

教授

左の写真はエンドウマメの胚の正面観である。つまり、サヤエンド
ウのサヤから豆を取り出し、豆の薄皮（珠皮）をむいたものである。た
だし、固定液と呼ばれる腐敗を防ぐ液に数ヶ月浸けたままにした後の
姿である。あたかも顔のように見え、その鼻に相当する部分が幼根で
あり、緑色の目のように見える部分が子葉紋と名付けた部分で、葉緑
素が残っている。子葉紋部は表皮細胞がドーム状に盛り上がり子葉
の他の部分から識別される
（右下:子葉紋の走査型電子顕微鏡写真）
。
その機能はいまだ不明であり、親植
物から胚への栄養分の通り道では
ないかと考えている。
これまでの研
究の結果、約2万種からなるマメ科
植物の大部分の種類に（ダイズやソ
ラマメにも）
この紋が存在することが分かって来た。我々に身近な生物にさえ、未
知の特徴が存在する。生物の多様性の解明には、新たな生物種の発見はもとよ
り、既知の生物の新たな特徴の発見も含まれる。そして、新たな特徴の発見は、そ
の生物の思いもよらなかった生き様を知るきっかけとなる。
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Earth Sciences

地球環境科学コース

1. 地球環境科学コースがめざすもの
本コースでは、固体地球（地球の表面と内部）
とその外側の大気や海洋、太陽や惑星などの太陽系天体などを対
象として、人類を取り巻くさまざまな環境について広い視野から教育・研究しています。たとえば、
ダイナミックに変
動する固体地球の現在の素顔と、それを生み出した46億年の地球の歴史、さらには太陽系全体の起源について、
様々な手法を用いてその実態にせまります。
また、最近は地球温暖化などの地球環境問題に世界の関心が集まっ
ていますが、本コースでは大気や海洋の環境の研究、太陽の活動が地球環境に及ぼす影響の研究などを通して、
グローバルな観点からこの問題に取り組んでいます。
一方、本コースの学問分野の多くは、社会からの要請に応じて進展してきました。
グローバルおよび地域的な環
境問題への対応や、防災や地域開発への対応など、社会に直接役立つのが大きな特徴です。
このように、本コース
の教育・研究内容は、悠久の地球史を追い求めるロマンと、現実社会への貢献という両側面を備えています。
地球や惑星、地球環境問題に関心があり、意欲的に学ぶ学生を広く求めます。地球と人類の未来に関わる問題を
一緒に考え、勉強しましょう。

野外巡検（北海道の樽前山における火山地質の調査）

2. 教育内容の特徴
まず、学生が地球環境科学の全体像を把握できるよう、1年次に入門的な授業を用意します。
より専門的な授業
は2年次以降に受けることになります。地球環境科学の多様な内容を十分にカバーする授業体系が用意されます。
また、実験や演習、野外実習に重点を置くのも本コースの特色です。学生が自分で野外調査や観測をおこない、そ
のデータを解析することを通じて、地球環境科学への理解を深めます。
３年次進学時には二つの教育プログラムのいずれかを選択することになります。一つは地球惑星科学プログラ
ムで、地球環境問題や地球における様々な自然現象に対し、専門知識を活かし主体的に取り組める社会人を養成
します。もう一つは地球科学技術者養成プログラムで、卒業後、環境保全・自然の持続的開発・防災等、地球科学と
密接に関連する分野の専門技術者として活躍できる人材を養成します。同プログラムは日本技術者教育認定機構
（次ページ参照）の認定を受けています。
いずれのプログラムでも、4年次には卒業研究をおこないます。一つの研究テーマにじっくりと取り組むことで専
門知識や論理的思考能力を高めるとともに、研究発表や卒業論文の執筆を通じて表現能力を磨きます。修了後に
大学院に進んで、
さらに専門性を高めることもできます。
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例えば、こんな教員がこんな研究をしています。
岡田

誠

氷河期はなぜ訪れるのか？地磁気の反転はどのよ
うに起こるのか？私たちの研究室では、古海洋学・古
地磁気学の手法を用いて、
これらの謎に迫る研究を
行っています。そのため昔の海底で堆積した泥を、野
外の地層や、また海洋調査船で現在の海底から採取

教授

しています。そして有孔虫という海生単細胞生物の化
石から過去の海水温や氷床量を、また泥岩の残留磁
化から過去の地磁気変動を調べています。皆さんも
私たちと一緒に地球の謎を解き明かそう！

掘削船ジョイデスレゾリューション号船上にて
ベーリング海海底から掘削された基盤岩試料を手に

河原

房総半島での野外調査

純

私たちが感じる地震のゆれは、地震の震源から出
た地震波が地表に届いたものです。地震の複雑なゆ
れの中には、震源で何が起きたか、地震波が伝わって
きた地球内部の様子など、
さまざまな情報が含まれて
います。地震のゆれ方を調べることで何がわかるか、

教授

どう調べればよいかなどを、データ解析やコンピュー
タシミュレーションなどの方法で研究しています。研
究室では、地震という謎だらけの現象に興味を持つ
学生さんたちが、
日々研究に励んでいます

理学部構内で記録された地震のゆれ

■日本技術者教育認定機構とは？
日本技術者教育認定機構（http://www.jabee.org/）は、国際的に通用する技術者養成のための教育を教育機
関がおこなっているかどうかの認定をおこなう団体です。
地球科学技術者養成プログラムでは同機構による認定を平成19年に受けました。同プログラムの修了生は修習
技術者という資格が与えられます。
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Earth Sciences

野澤
太陽を中心に研究を進めています。特に近年は観
測に力を入れています。基本的に取得した太陽観測
データは公開が原則になっています。そのため、観測
だけの研究ではなく、観測したデータを理論的に解釈
し、
シミュレーション等の手法を用いて、観測を理論的
に検証することが多くなってきています。
このように観
測と理論の両側から研究することを目標にしていま

恵

准教授

す。また、人工衛星の障害の解析を始め、宇宙天気に
関する研究を行なっています。
これから発展がある分
野です。そして、研究の成果をどのように社会に還元
していくか、教育的な利用はできないかと考え、その
実現を担う学生を大いに募集しています。

2012年5月21日の金環日食の鏡を使った観望

茨苑祭での公開講座の様子

長谷川
皆さんは噴火を見たことがありますか？普段は美し
い景観や、温泉、地熱などの恵みを与えてくれる火山
ですが、彼らはいつか、噴火という形でその与えた分
を取り返しにきます。日本には活火山が110あります
が、
どの火山が危ないか？いつ噴火するか？といった

那須火山地域における地質調査の風景

地球環境科学
コース修了者の
進路

地球環境科学コース

健

准教授

長期的な予測は、過去の噴出物を調べることで可能と
なります。我々は、現地調査と採取試料（岩石）の顕微
鏡観察・化学分析を行って、噴火予測や地球内部プロ
セスの解明に挑んでいます。

ユーラシア最高峰のクルチェフスカヤ火山にて

官庁や国立研究機関で働く国家公務員、地方自治体などで働く地方公務員、
中学・高校の理科系教員、環境アセスメント・環境分析会社、地質・土木コンサ
ルタント会社、材料開発関連会社（合金、
ダイヤモンド、貴金属、半導体など）、
建築会社、測量会社、気象情報・予報会社、
コンピュータ技術者・情報産業、およ
び大学院進学など。
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Integrated Sciences

学際理学コース

1. 教育の理念
高等学校までの理系基本科目は、物理・化学・生物・地学・数学の5つに分かれています。
しかし、
自然科学におけ
る学問領域の多くは、
これら基本科目をまたぐ範囲に基盤を置いています。学際理学コースでは、複数分野の基礎
の体系的履修により、
このような学際性の高い領域に果敢に挑戦できる能力の育成を目指します。
これを実現するため、学際理学コースには四つの教育プログラム「学際理学P」
「学際理学C」
「学際理学B」
「学際
理学E」があります。
どのプログラムも、主履修分野と副履修分野からなり、それぞれに対応する科目群で構成され
ます。主履修分野とは、各自が身につけていく専門性を高める上で中心となる分野のことで、物理学、化学、生物科
学、地球環境科学のいずれかから選択します。副履修分野とは、主履修分野と密接に関わる分野であり、図に示し
た通り、主履修分野ごとに2つの選択肢があります。いずれのプログラムを選択しても、物質の基本的性質を扱う分
野である物理学・化学のいずれかが、主もしくは副履修分野に含まれています。
これにより、様々な分野で柔軟かつ
視野の広いアプローチが可能な人材を育てます。
主履修分野の選択は、原則として2年次進級時に行います。大学入学後に自分の専門分野を決めたいと考えてい
る人にも、対応した教育内容となっています。

学際理学コースの教育プログラムにおける、主・副履修分野の組み合わせ

※平成24年度以前の入学生に対しては、学際理学
コースでは、3つの教育プログラム(「学際生物・化学
プログラム」、
「ナノ物質科学プログラム」、
「宇宙・太
陽系科学プログラム」)が実施されてきました。
しか
し、複数分野の基礎を持ち合わせていることは、自
然科学のあらゆる領域で活躍できる能力に繋がり
ます。
この実態に即して、平成25年度以降は上記の4
プログラムに基づく教育を展開し、卒業研究に配属
可能な研究室も拡充しました。
これら新プログラム
は、平成24年度までの旧3プログラムと同等のカリ
キュラム内容も包含しています。
サイエンスカフェでの話題提供
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2. 学際理学コースの教育内容と特徴

カリキュラムの概観
学際理学コースには、四つの教育プログラム「学際理学P」
「学際理学C」
「学際理学B」
「学際理学E」が設けられて
います。学際理学Pプログラムは、物理学を主履修分野とし、副履修分野は化学か地球環境科学のいずれかです。
学際理学Cプログラムは、化学を主履修分野とし、副履修分野は物理学か生物科学のいずれかです。学際理学Bプ
ログラムは、生物科学を主履修分野とし、副履修分野は物理学か化学のいずれかです。学際理学Eプログラムは、
地球環境科学を主履修分野とし、副履修分野は物理学か化学のいずれかです。
どのプログラムを選択しても、物質
の基本的性質を扱う分野である物理学・化学のいずれかが、主もしくは副履修分野に含まれています。
それぞれのプログラムは、おおむね、主履修分野科目から7割、副履修分野から3割で構成されています。1、2年
次では、
これらの基礎科目群を履修します。各自の主履修分野の選択は、原則として2年次進級時に行います。3年
次以降は、主履修分野における発展的な科目を中心に履修し、4年次では主履修分野の専門的テーマで卒業研究
を実施します。

入学から卒業までの流れ
1年次では、教養科目を含め、基礎を幅広く勉強します。また、学
際理学コースの独自科目である「学際理学入門」が前期に設定さ
れているなど、主履修分野を選択する準備期間とも位置づけられ
ます。
1年次の学習状況も踏まえ、各自の主履修分野の選択を2年次進
級時に行います。
これにより、各自の教育プログラムが決定されま
す。そのプログラムに沿って、2年次では、主・副履修分野の基礎を
更に学びます。3年次以降は、主履修分野における発展的な科目を
中心に履修します。
4年次では以下の通り、
プログラムの主履修分野に対応する研究
室から、卒業研究配属先を選択します。
◆学際理学P：物理学領域教員の研究室
◆学際理学C：化学領域教員の研究室
◆学際理学B：生物科学領域教員の研究室
◆学際理学E：地球環境科学領域教員の研究室
入学から卒業研究まで

宇宙科学教育研究センターが運用し理学部の教育にも使われている
電波望遠鏡（日立市・高萩市）
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化学系トップジャーナルに掲載された反応性金属錯体の分子軌道

Integrated Sciences

学際理学コース

3. こんな人は学際理学コースがお奨めです！
次のような人には、学際理学コースは特にお奨めです。
まず第一に、入学後、大学での基礎科目に触れてから自分の
専門分野を決めたいという人が挙げられます。主履修分野の決
定は原則2年次進級時に行いますので、1年間大学で勉強してか
ら方向性を決めたいという希望を持っている人にはピッタリで
す。あるいは、
自分が学びたい専門分野が明確な人の中にも、隣
接分野にも興味があってその基礎を体系的に勉強したいという
場合があるかもしれません。学際理学コースのカリキュラムは、
副履修分野についても系統的に学べるように構築されていま
す。
自らの専門の軸となる科目の習熟はもちろんですが、関連科
目を含めて大学で勉強した経験は、
自分自身の専門性の幅を将
来広げる際に、大きな力になることでしょう。
第二に、特に学際的色彩がより強い学問領域
に興味があるという人が挙げられます。例えば、
以下のような学問領域が挙げられます。
◆量子物理（物質科学、素粒子科学を含む）や
宇宙物理（天文学、素粒子科学を含む）
◆物性科学、生化学、機能性材料や生体関連化
合物の設計・合成・分析
◆地球惑星物理学（地球内部構造、地球環境計
測を含む）や太陽系物質科学（地球内部物質を
含む）
複数の手法を組み合わせてフル活用し、未知
の問題に挑むという方法論は、先端的自然科学
の大きな特徴です。同じコースにいながら異な
る主履修分野に取り組んでいる仲間との対話を
通じて、コミュニケーション能力も鍛えられる環
境が整っています。
これは、社会に出てからも貴

卒業研究発表：発表要旨集（上）
と茨苑会館でのポスター発表会（下）

重な財産となるでしょう。

学際理学
コース修了者の
進路

本コースで学んだ学生の進路は多岐にわたります。具体的には、バイオ関連
産業（製薬、食品、化粧品など）、電子材料・ナノテクノロジー分野（新素材・新物
質など）、情報産業（システムエンジニアなど）、宇宙関連産業（関連する技術
者・研究職など）への道が開かれています。また、理系教員（中学・高校）、技術
系公務員への道も開かれています。
もちろん、大学院に進学し、
より高い専門性
を習得することも可能です。
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大学院について
茨城大学大学院

理工学研究科

茨城大学には、大学院理工学研究科が設置されています。理学部を卒業後、さらに進学して研究を続け
たい場合には、大学院に進学して、専門的研究を続けることができます。
理工学研究科は、２年制の博士前期課程（修士課程）
と３年制の博士後期課程（博士課程）からなってい
ます。
ここでは、様々な分野の最先端の研究にふれることができます。
卒業研究で研究の面白さにふれて、
もう少し研究を続けたいと、大学院に進学する学生も増えています。
最近の進学者の人数は、理学部卒業生の半数近くに達しています。
皆さんも、ぜひ茨城大学大学院理工学研究科に進学して最先端研究にふれられるよう、学部での勉強に
励んでください。

木名瀬

健（2010 年度博士前期課程修了）

茨城大学大学院

理工学研究科

宇宙地球システム科学専攻

博士後期課程 1 年次

こんにちは。突然ですが皆さんは夢をお持ちですか？子供の時空想したあんなことや、こんなこと。それを今もお持
ちですか？
私は第52次南極地域観測隊で越冬しました。その夢を持ったのは中学生の頃です。オゾンホールのことを知り、大
気の環境問題にアプローチして地球のために動きたいと思ったのと同時に、極域に行って今の日常とはかけ離れた
自然を目の当たりにしたいと思うようになりました。
僕は四年生・修士の研究では大気エアロゾルの研究をしました。エアロゾルは気候に対して強く影響することがわ
かっている一方、まだ理解されていないことが沢山あります。大変興味深く重要な研究ですが、極域環境の道からは
外れてしまいました。
しかし南極に行ってみたいという夢はずっと残っていました。
就職か進学で悩んだ時期、このまま南極の夢を終わらせていいのかと自問しました。不安もありましたし無理にも
思えましたが、ダメ元でいいから手を上げてみようと決意し応募したところ、採用され南極に行くことができました。
極域環境から外れてしまっていましたが、実は大学院でのエアロゾル観測経験が元となり採用されることになったの
です。夢を持ち続け、歩み続けたことでチャンスを掴めたのだと思います。諦めないで本当に良かったと思います。
実際に南極に行ってみると、想像もしなかった美しい空が広がっていました。夜になればオーロラが出る時もあり、
初めてそれを見たときは大変感動しました。頭上に荘厳な光の帯が広がった時、宇宙も地球も僕もみんなつながっ
ていると哲学してしまったほどです。岩と雪氷しかない地の果てのような風景、そこで出会った命の輝き。見るもの触
れるもの一つ一つがショックを与えてくれました。人生観が変わった南極での一年半でした。
科学を広い海、研究者を旅しながら歌を書く人とすると、四年生はやっと遠くに海が見えた段階です。大学院で研
究をして初めて海辺にたどり着き、新しい世界を見つけ感じることができます。大海原に漕
ぎ出し、歌を紡げるようになるにはさらに修行が必要ですが…。
理学部に来た皆さんは科学の海にたどり着きたいと少なからず思うことと思います。大
学院での研究には想像もしない発見と感動があります。そこで身につけた力が夢を叶える
チャンスを引き寄せることも大いにあります。夢を持ち続け、まず決意して進みだしてみて
ください。夢が進む力を与えてくれます。足りないものを補うのは決意してからでもいいの
です。そこで費やす努力がいつか夢に近づくチャンスを与えくれるものと信じています。
皆さんは夢をお持ちですか？まず決意すること。そこから全てが始まります。
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Graduate School

大学院

理学専攻

博士前期課程
（修士課程）

応用粒子線科学専攻（独立専攻）
工学系（７専攻）

宇宙地球システム科学専攻

博士後期課程
（博士課程）

環境機能科学専攻
応用粒子線科学専攻（独立専攻）
工学系（３専攻）

大塚

健介（2008 年度博士後期課程修了）

一般財団法人電力中央研究所

原子力技術研究所

放射線安全研究センター 主任研究員

皆さんは大学生活を送る中で、自身の将来を想像することがあると思います。既に進路を決めて目
標に向かって邁進している方、
まだ進むべき道を探している方など様々だと思います。いずれにしても、
予め用意された答えのない社会で生きていくためには、限られた時間で自ら考え、最適解に到達する
スキルが求められます。
これは、教わって身につける機会はあまりないのですが、大学院は研究活動を
通してそのスキルを身につける最適な環境だと私は思います。大学院は、単に学部の延長ではありま
せん。
自ら考え、実践し、それを発信する技術を磨くことができる場所です。私は茨城大学理学部在籍時
に、目に見えない放射線の生物に対する影響に興味を持ち、研究者になることを目指して茨城大学大
学院に進学しました。ゼミでは研究室のメンバーと新しく出た論文の解釈を議論し、それを自身の研究
に活かし、失敗を重ねながら、新しいデータをまとめる経験を重ねました。大学院時代のテーマに縁が
あって現職の電力中央研究所に就職し、今も放射線の
生物影響に関する研究を続けています。大学院で身に
つけた論理的に考える力や、コミュニケーション能力
は、研究所という職場の中で論文を書き、国際学会で海
外の研究者と交流するような現在の生活の基盤になっ
ています。私が取り組んでいる研究テーマである「低線
量放射線の生物影響」は、2011年の東日本大震災以降、
科学的のみならず、社会的にも関心の高い課題になり、
研究者としての責任や、課題の重さを痛感しながら日々
研究に向き合っています。そのような局面でも、最終的
に求められるのは基礎体力です。茨城大学大学院での
経験は基礎体力として身についていると実感していま
す。将来研究者を目指そうと思う方、あるいは研究という
経験を活かして社会に通用するバイタリティを身につけ
たい方は、是非とも大学院で自分の可能性を試してくだ
さい。
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理学部担当教員
数 学・情 報 数 理 領 域
市村 文男
木村 真琴
下村 勝孝
中井 英一
長谷川 博
堀内 利郎
村重
淳
相羽
明
安藤
広
入江
博
大塚富美子
鈴木香奈子
長谷川雄央
藤間 昌一
渡邊 辰矢

（教

授） 種々の整数のなす集合の性質の研究

（教

授） なめらかな図形の研究

（教

授） 解析学：関数や関数の集合が持つ色々な性質を、微分積分を使って追求します

（教

授） 解析学：複雑な関数を単純な関数の重ね合わせで表すことにより問題を解決する研究

（教

授） カオス時系列解析：複雑な現象の中から美しい法則の発見

（教

授） 微分方程式の解析的研究

（教

授） 津波のような非線形水波のモデル化と解析

（准教授） 整数｛…、-2、-1、0、1、2、…｝に関するさまざまなものの性質の研究
（准教授） 多変数の微分方程式論
（准教授） 古典力学を起源とするやわらかくて硬い新しい空間の研究
（准教授） 様々な空間の上での幾何学
（准教授） 非線形の微分方程式を使って、自然界に見られるパターン形成のしくみを探る
（准教授） ネットワーク科学：WWWや友達関係といった、現実世界の“つながり方”に関する数理
（准教授） 流れ現象のシミュレーション手法と関連する計算科学
（准教授） 波や振動のシミュレーションと解析

物理学領域
伊賀 文俊
阪口
真
佐久間 隆
中川 尚子
福井 隆裕
藤原 高徳
百瀬 宗武
吉田 龍生
岡本 美子
片桐 秀明
桑原慶太郎
釣部
通
百武 慶文
横山
淳

（教

授） レアアースを含む新物質を開発してさまざまな機能物性を研究します

（教

授） 相対論と量子論を統一する超弦理論の研究

1（教

授） Ｘ線中性子線による電池材料中の原子構造とイオンの動き

（教

授） 生体高分子が働く原理を知るための物理学

（教

授） 多様で複雑な物質の示す普遍性を追求しています

（教

授） 物質の究極の姿である素粒子とその間に働く力の研究

（教

授） 星や惑星系の誕生を電波天文学で探ります

（教

授） 天体の高エネルギー現象に関する研究

（准教授） 星や惑星が生まれるところを赤外線や電波で探ります
（准教授） 宇宙からのガンマ線（エネルギーの高い光）を観測し、高エネルギーの天体現象を探ります
1（准教授） 磁性や超伝導などの量子多体現象を主に中性子散乱実験により研究しています

（准教授） 宇宙物理学の理論的研究、特に天体の形成機構を探求する天体形成論
（准教授） 力を統一的に記述する理論の探求、および重力の量子論的側面の研究
（准教授） 新しい磁性や超伝導現象を対象とするミクロな視点に立った研究

化学領域
泉岡
大友
折山
金
髙妻
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明
征宇
剛
幸夫
孝光

（教

授） 機能性分子の分子設計と合成

（教

授） 物理化学的手法による生体分子の構造解析と機能解明

（教

授） 有機合成化学、環境にやさしい反応の開発

（教

授） 分析化学、時間・空間分解分光法と微小電極を使ったマイクロ化学

（教

授） タンパク質の構造と機能に関する研究

1

佐藤
格
西川 浩之
藤澤 清史
森
聖治
大橋
朗
神子島博隆
島﨑 優一
山口
央

（教

授） 強力な生理活性を有する天然有機化合物の全合成とそれに役立つ新規反応の開発

（教

授） 分子性導体を中心とした機能性物質の開発と物性に関する研究

（教

授） 生体関連遷移金属モデル錯体の構造と分光学的性質の研究

（教

授） 生体分子と金属化学種との相互作用および有機（金属）化学反応機構の分子軌道法による研究

（准教授） 液液界面ナノ領域の特異的反応の解明と測定法の開発
2（准教授） 金属化合物を用いる新規有機合成反応の開発

（准教授） 生体関連配位子を用いた金属錯体の合成と機能化に関する研究
（准教授） 自己組織化法によるシリカナノチャンネルの開発とその特性解明・分離分析への応用

生物科学領域
石見 幸男
遠藤 泰彦
北出
理
小島 純一
田内
広
立花
章
仁木 雄三
山村 靖夫
及川 真平
加納 光樹
中里 亮治
中村 麻子
二橋美瑞子
諸岡 歩希

（教

授） 哺乳類細胞のDNA複製に関する生化学的・分子生物学的研究

（教

授） 種子植物の分類および形態形質の進化に関する研究

（教

授） シロアリと共生微生物の生態学・分子系統学

（教

授） 社会性カリバチの分類と社会性進化の研究

（教

授） 放射線分子生物学、生物が遺伝子を守る分子機構の研究

（教

授） 生体の適応機構と遺伝子突然変異に関する細胞生物学的研究

（教

授） 発生生物学：始原生殖細胞および生殖幹細胞の研究

（教

授） 樹木の成長・生活様式と森林の動態

（准教授） 植物の生理生態学、地球環境変化への植物の応答
3（准教授） 汽水・淡水魚類の保全生態学的研究
3（准教授） 霞ヶ浦など富栄養湖沼の自然環境再生に関わる保全生態学的研究

（准教授） 細胞老化とがん化に関する細胞生物学的研究
（准教授） 昆虫のオモクローム色素合成経路の解明と分散型動原体の機能解析による染色体維持機構の解明
（准教授） 社会性昆虫の生態および系統・分類学的研究、蜂類の寄生線虫に関する研究

地球環境科学領域
安藤
岡田

寿男 （教 授） 堆積地質学、古生物学（地層形成過程の解明と化石生物の古生態進化の復元）
誠 （教 授） 古地磁気学を基礎とした年代層序学及び長周期地球磁場変動の研究、同位体を用い

河原
純
北
和之
木村
眞
小荒井 衛
藤縄

た古海洋学的研究

（教

授） 複雑な地球内部での地震波の伝わり方と地面の揺れ方の研究

（教

授） 大気科学、特にオゾンや温室効果気体など地球環境に影響を与える大気物質の研究

（教

授） 隕石と初期太陽系に関する研究

（教

授） 第四紀学・地形学に基づく地表変動メカニズムの解明と人間環境に及ぼす影響（災害）
に関する研究

明彦 （教 授） 火山地質学、造岩鉱物学、固体地球化学的手法を用いた、マグマを媒体とする地球内

野澤
恵
長谷川 健
山田 卓司
藤谷
渉
山口 直文

物質循環過程の解明

（准教授） 太陽・太陽風の電磁流体現象の数値シミュレーション
（准教授） 火山学（特に、地質学的および岩石学的手法に基づく、火山の噴火史や深部マグマ系の解明）
（特に、
地震発生の物理学的研究とその地震発生予測への応用）
（准教授） 地震学
（助

（隕石の同位体分析による太陽系形成過程の研究）
教） 宇宙化学

3（助

教） 堆積学（沿岸域の地形の変化と堆積過程の研究）

１ 応用粒子線科学専攻専任教員
２ 機器分析センター専任教員
３ 広域水圏環境科学教育研究センター専任教員
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理学部都道府県別入学者数一覧
（平成22年度〜平成26年度分累計）

全国より

1000名

大検等

2名

外国人留学生＊

9名

帰国子女＊

0名

合

北海道

青森県

1111名

計

富山県

長崎県 佐賀県 福岡県 大分県
4名

1名

0名

鳥取県

2名

2名

1名

熊本県

宮崎県

1名

6名

鹿児島県

島根県

山口県 広島県
3名
6名

兵庫県

3名

1名

高知県

8名
1名

香川県
徳島県

滋賀県

大阪府 奈良県
1名

沖縄県

石川県

3名

4名

岐阜県

長野県

7名

16名

三重県

1名
0名

福井県

3名

8名

3名
愛媛県

5名

岡山県

京都府

和歌山県

3名

愛知県
13名

3名

38名

秋田県

岩手県

12名

33名

山形県

宮城県

24名

32名

新潟県

10名

40名

福島県

26名

群馬県

栃木県

41名

65名

61名

茨城県
372名

山梨県

埼玉県

49名

東京都

42名

10名

静岡県
19名

神奈川県

千葉県
99名

15名

＊私費外国人留学生・帰国子女特別選抜は、入学定員外で、
募集人員：若干名として行われています。

3名

入学者選抜試験について

理学部では一般選抜として前期日程・後期日程、特別選抜として推薦入試、私費外国人留学生特
別選抜および帰国子女特別選抜を実施しております。募集定員は205名です。
また、短期大学および高等専門学校を卒業後または他大学に在学中の方で本学理学部に入学
したい方のために、３年次への編入学試験も実施しています。募集人員は10名で、例年、６月に試
験が行われます。詳細は学務第一係に問い合わせ願います。

茨城大学

学部入試

検

索

http://www.ibaraki.ac.jp/guidance/entrance/faculty/index.html
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理学部卒業生進路一覧
年

度

平成22年度

性

別

男

女

男

女

男

女

男

女

大学院等へ進学

89

24

91

21

83

22

85

25

教

員

17

2

6

4

9

4

7

4

員

11

6

12

3

15

5

7

1

業

33

20

26

19

26

20

42

18

他

10

2

21

3

15

8

17

4

計

160

54

156

50

148

59

158

52

公
民

務
間

そ

企
の

合

平成23年度

平成24年度

平成25年度

主な進学先
茨城大学大学院、東京大学大学院、京都大学大学院、東京工業大学大学院、東北大学大学院、名古屋大学大学院、
北海道大学大学院、九州大学大学院、筑波大学大学院、千葉大学大学院、宇都宮大学大学院、総合研究大学院大学、
よしもとクリエイティブカレッジ大阪

主な就職先
自衛隊、福島県、新潟県、那珂市、浦安市、下野市、出水市、(独)国立環境研究所、下妻特別支援学校、公立中学校
（茨城県、栃木県、宮城県）、公私立高等学校教員（茨城県、群馬県）、㈱AEVIC、㈱アイ・ピー・エス、㈱アイル、アズ
ワン㈱、茨城県牛久市商工会、㈱茨城計算センター、茨城県厚生農業協同組合連合会、茨城トヨタ自動車㈱、㈱ウ
エスト、宇宙技術開発㈱、エコー防災㈱、㈱エスアイリサーチ、㈱エンケイマカベ、㈲太田家具、㈱オリエンタルラン
ド、㈱菅野漬物食品、空港情報通信㈱、㈱グラフィック、㈱グローバル・システム・クリエイト、㈱クロスパワー、㈱群
馬銀行、コムチュア㈱、㈱サムシング、佐波伊勢崎農業協同組合、㈱サンワ、㈱システムデザイン、㈱SAYコンピュー
タ、大樹町農業協同組合、㈱ダイトーコーポレーション、ダイヤテックス㈱、中国ケミ−㈱、㈱テレコム・アニメーショ
ンフィルム、トヨタカローラ新茨城㈱、トヨタホーム東京㈱、㈱トヨタレンタリース岩手、日拓リアルエステート㈱、日
本基礎技術㈱、学校法人 日本歯科大学、㈱ネットワールド、㈱ノーブルホーム、㈲ハートマーケット、㈱東日本技術
研究所、㈱日立システムズ、㈱日立情報制御ソリューションズ、㈱日立ハイテクマニファクチャ＆サービス、㈱復建技
術コンサルタント、プログレス・テクノロジーズ㈱、㈱米国三越、㈱ポイント、丸大食品㈱、㈱三澤経営センター、㈱
みちのく銀行、水戸信用金庫、メビックス㈱、㈱山武製作所、㈱吉田測量設計、㈱ライトアップ、ローデ・シュワルツ・
ジャパン㈱

など
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就職への道
理学部では、皆さんの就職を支援するため、キャリア委員会を中心に、さまざまな取り組みを行っています。
理学部教育と就職

1、
2年生

後期

月曜3講時

企業工場・研究所見学

2年生

8月上旬

就職ガイダンス

3年生と修士1年生

5月、6月、
11月

インターンシップ実習

3年生と修士1年生

8、
9月

キャリア開発のための理学部
ＯＢ・ＯＧ交流会

学部と修士の全学生

9月末

対象年次外の学生さんも聴講・参加できます。

就職ガイダンス

OB・OG交流会

理学部教育と就 職
1、2年次生を対象にした「理学部教育と就職I、II」では、茨城大学の先輩、企業の社長さんや社員の方々などを講
師に迎え、貴重な経験に基づいて「人生」、
「社会」、
「企業」、
「職場」、
「成功例や失敗例」などのテーマについて語っ
ていただき、
どのようなスタンス・心構えで将来に臨んだら良いかを皆さんと一緒に考えます。

工 場・研究所見学会
理学部キャリア委員会は、理学部2年次生を対象とする工場および研究所見学会を実施しています。実際に科
学・技術の最先端の現場を訪問することにより、実情を把握し、就職観を広げることを目的としています。

最近の見学先

宇宙技術開発株式会社

就 職ガイダンス
学部3年生と修士1年生を対象に5月、6月、11月に実施しています。
5月のガイダンスでは茨城県職員上級試験説明会を行います。6月のガイダンスでは就職状況、準備の仕方、心構
え、スケジュールなどについて説明します。11月のガイダンスでは、就職情報の収集・分析と登録の仕方、企業を選
ぶための心得、判断の仕方を中心に説明します。理系学生の就職に特化した内容で、内定した在校生の経験談やア
ドバイス、
また就職情報誌（リクナビ、マイナビなど）の専門職員の実践的な話を聞くことが出来ます。

キャリア開発のための理学部 ＯＢ・ＯＧ交流 会
学部と修士の全学生を対象に9月末に実施しています。第1部の講演会と第2部の交流会で構成され、身近な先
輩たちの体験を聞く貴重な機会となっています。第1部では、それぞれの仕事の内容、就職活動のポイント、学生時
代にやるべき事などについての講演、第2部では、OB、OG、在学生及び教職員らが意見交換を行い歓談しながら
交流します。
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インターンシップ実習
インターンシップ実習では、おもに県内の企業・研究機関で、実際の職業を体験して、社会人としての技術・
知識やマナーなどを学びます。
自分の専門を生かす絶好の機会です。

平成26年度の実習先と実習内容
理学部斡旋企業
・日立化成株式会社（感光性フィルムの概要と評価の体験）
・独立行政法人 産業技術総合研究所（神経機能の分子細胞学的解析技術の習得）
・応用地質株式会社（地質調査、観測機器のメンテナンス等）
茨城県
・茨城県立図書館（図書整理及び配架作業、資料貸出業務等）
・科学技術振興課（調査、県ビームラインへの視察受入に関する業務）
・産業技術課（いばらきデザインセレクション審査補助等業務）
・職業能力開発課（職業訓練・障害者訓練の現場実習）
・統計課（統計資料及びパンフレット原稿の作成）など
茨城県経営者協会が募集する茨城県内の民間企業
・いばらきコープ生活協同組合（店舗業務、デリバリー業務等）
・阿さ川製菓株式会社（菓子製造補助）
・株式会社マルト
（商品陳列、接客、商品製造）
・株式会社大塚製作所（製造補助）
・アクアクララ水戸（配送補助、
メンテナンス同行）
・アイ・イー・シー株式会社（設計書作成、
プログラミング等）など

平成24年度インターシップ実習報告

（平成24年度実習生）

（平成24年度実習生）
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教員免許の取得
理学部では、所定の単位を取得すると，中学校及び高等学校の教員免許が取得できます。

教育実習
教育現場に身を置き、教育の実際を目の当たりにしたり、教員の職務に参加して、教材研究や授業体験を行うも
のです。実習校は、実習希望者本人の出身高校か中学校です。

教える体験を持つことは、物事を多面
的に捉える絶好のチャンスです、実習を通
じて、人にものを教える楽しさと難しさと
を同時に体験するようです。世代の近さや
気安さからか、生徒が親しみをもって接し
てくれる場合が多く、
「楽しい思い出」や
「成功体験」を実感できます。

学生就職支援センター
茨城大学

就職支援

検

索

http://ssc1.admb.ibaraki.ac.jp/
何年生でもOKです。早めにホームページを覗いてみよう。
全学の求人情報が就職支援センターに集約されていて、簡
単にインターネットで閲覧できます。センターの専門職員が
様々な相談にのってくれます。
全学・一般学生を対象にした「就職ガイダンス」や「就職セ
ミナー」を多数開催しています。
また、幕張メッセで開かれる
「企業説明会」へバスで連れて行ってくれます。
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地域貢献・連携事業
理学部では、学術委員会を中心に、高校生や一般市民を対象に、
さまざまなイベントを実施しています。いずれ
も参加は無料です（ただし、事前申込みが必要な企画もあります）。開催日程や参加要領等はホームページに随時
掲載しています。
また、茨城県内だけではなく、栃木県・福島県などの近隣県の高校へも出前授業などを積極的に行っています。

茨城大学サイエンステクノロジーフェスタ
毎年、4月の「科学技術週間」に合わせて、高校生や市民を対象にした講演や体験講座、研究室公開を行っています。

「茨城の大地の成り立ちを考える地質観察会」 高校生の科学研究発表会＠茨城大学
高校生を対象に、大学の施設を使った先進的な実験体験講座や野外観察会を実施しています。また高校生による科
学研究発表会を開催して、将来の科学を担う人材養成を支援しています。

教育研究における連携先（連携協定締結あるいは連携教員の所属機関）
日本原子力研究開発機構（JAEA）、放射線医学総合研究所（NIRS）、宇宙航空研究開発機構（JAXA）、産業技術総合
研究所（AIST）
、
国立天文台、
埼玉大学理学部、
信州大学理学部、
静岡大学理学部、
富山大学理学部

海外の学術交流協定先
モンタナ州立大学ボーズマン校文理学部（米国）、河北工業大学理学院（中国）、西北農林科技大学（中国）、中国科
学院理論物理研究所（中国）、天津理工大学生物化学工程学院（中国）、北京師範大学原子核理工学院（中国）、イン
ドネシア科学院生物学研究センター（インドネシア）、ベトナム科学技術院生態学・生物資源研究所（ベトナム）、
マレーシア国立大学理工学部
（マレーシア）
、カセサート大学理学部
（タイ）
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茨城大学
理学部生
※座談会の収録は、2013年2月13日に行われました。
学生の学年は収録時のものです。折山学部長は収
録当時には次期学部長の立場で参加していますが、
文中では学部長と表記しています。

リアルライフ座談会
自己紹介・
興味を持っていること
● 司会

本日はお忙しいところお集

鈴木夏都子です。地学は大学に入って

にとっていちばん興味のある授業の

から初めて勉強を始めました。ほかの

内容や、
そのほか高校との違いについ

惑星と比較したり、地下深くからの岩

て聞かせてください。

石を通して地球を学んだりが驚きの

●加藤(輝)

高校の時と比べて授業

連続でとても楽しいです。

時間が９０分と長くなったが、授業に

まりいただき、
ありがとうございます。

● 山田

集中していると、あっという間に終わ

司会の鈴木です。きょうは、みなさん

淑乃です。いまは、宇宙太陽系プログ

るという感じです。内容を理解しやす

の大学生活について、
自由なご意見を

ラムというサブプログラムで物理や

くするために演習の授業もあるので

うかがえると楽しみにしています。
気

地学など、関山さんや鈴木さんが習っ

助かっています。

軽にお話しいただければと思います。

ている授業の両方を学んできました。

● 西尾

はじめに、
自己紹介を兼ねて、
いま、
み

● 加藤(淳)

化学コース４年の加藤

大学の授業は自分が学びたいことを

学際理学コース３年の山田

講義の時間が長いですが、

なさんが興味を持っていることにつ

淳輝です。折山先生の研究室で、有機

細かいところまで学べることは魅力

いて、
話して下さい。

化学の研究をしています。いまは卒業

です。

●加藤(輝)

研究に追われて、
苦しんでいます。

●関山

数学・情報数理コース１

年生の加藤輝です。
１年生のうちは、

●学部長

数学だけでなく、物理や化学など基礎

に入学して、
１年生から４年生まで、楽

から学んでいます。さらに、歴史や英

しいこと、辛いこと、苦しいことがあ

語など一般教養も学んでいます。

ったと思います。今日はそうした生の

● 西尾

生物科学コース２年の西尾

声を出してもらい、茨城大学理学部で

友佑です。いま、遺伝子レベルのこと

学ぶことや、学び以外のことでの楽し

から、生態系まで幅広く学んでいま

み、サークル活動、課外活動、アルバイ

す。
２年次から専門的講義が増えたの

ト、ボランティア活動など、それぞれ

で大変ですが、その分、自分の興味の

が体験したこと、感じたこと、思って

ある分野が学べるので楽しいです。

いることを率直に出してもらえれば

● 関山

いいと思います。

物理学コース２年の関山舞

です。
２年生になると講義もだいぶ専
門化して、物理だけではなく電磁学と
か物理数学とか、分野ごとに細かく学

講義について

んでいます。

● 司会

● 鈴木

ので、
楽しい話が聞けそうです。
高校生

地球環境科学コース２年の
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物理という名前が付いてい

折山です。
理学部６コース

１年生から４年生までいる

かと う

加藤

あきら

輝

【 数学・情報数理コース1年 】

出身：私立水城高等学校
趣味：読書

リアルライフ座談会

解しなければいけません。そこが高校
とは違って大変だと思いました。
●司会

理解を文章にするのは初め

は難しいけれど大事なことですね。
●加藤(淳) クラスがないので、
最初
にできた友達と４年間ずっとつきあ
っていくことになるのがいい意味で
仲を深めることができて、高校との違
いを感じます。
●司会

クラスがないのは広い範囲

で友達づきあいをするから、より密な
にし お

ゆう すけ

西尾 友佑 【 生物科学コース2年 】
出身：茨城県立牛久高等学校
趣味：ギター

感じでいい友達ができますね。
●学部長

90分の授業時間や、高校

までは必ずクラス、教室、自分の机が
あって決まっていた自分の居場所が、

せき やま

関山

まい

舞

【 物理学コース２年 】

出身：私立茨城高等学校
趣味：サッカー観戦

大学では必ずしもない。そんなことか
る講義なのに、ベクトルの微分をやり

らも皆さんは既に、高校までとは異な

があります。１年次には筑波山に登

始めたり
（笑）。高校の先生に、
「物理に

る大学での「学びの質」を感じている

り、
２年次には県北の大子にある 収

進んでも数学ばっかりだよ」といわれ

のだと思います。つまり、
「 勉強する」

容所 と呼んでいる施設（茨城大学大

てはいましたが、最初は、その矛盾に

というより
「学ぶ」。なぜ学ぶのかを理

子合宿研修所）で、仲間たちと山ごも

びっくりしました。

解し主体的に学ぶ。主体的に考え、主

りをする合宿が印象に残っています。

● 司会

体的に行動する。社会からも求められ

1週間山にいるので、体力的にも精神

学・情報数理コースと一緒の数学の授

ていることです。そうした人材として

的にも辛いが、授業で習った地層が

業がたくさんありますね。

社会に出て、活躍してもらえればいい

本当にある、といった感じになりま

●鈴木

確かに物理学コースは数

と思います。

す。それを通して私はフィールドワー

解くのが主流でしたが、大学ではもっ

●司会

クがもっとしたいなと思える人間な

ともらしい説はあっても、それが正

験について聞かせてください。

ので、とても貴重な体験でした。

解であるとは限らないことがたくさ

● 加藤(淳)

●司会

ん出てくるし、講義中も先生方から

は、無機化学Ⅰという半分くらいが落

やましいです。

「ここはまだ分かっていないことだ」

ちてしまう厳しい授業があって、ずい

● 関山

という話をたくさん聞くことができ

ぶん勉強したのを覚えています。もう

が行われました。とくに、電子回路を

て、まだまだ研究することが世の中

一つは、実験が印象に残っています。

つくるものがあったのですが、抵抗と

にはたくさんあることを改めて感じ

研究室に入ってからの実験は、自分で

かＬＥＤ、スピーカーを自分でつくる。

させられました。

試行錯誤しながら進めるので、研究者

何度か失敗して、あきらめかけていた

●司会

としての第一歩を踏み出したのかな、

ところ、ランプがついたり、音が鳴っ

意欲がわきますよね。

と感動しました。

たりした時は、楽しくなり、もっとや

● 山田

実験のレポートを書くとき

● 山田 １年前期の最初に受けた物

りたいと思いました。

は自分が理解したことを 日本語 に

理学演習Ⅰの授業。まだ高校生までの

●西尾 1年次の主題ゼミナールで、

戻さなければならないので、完全に理

知識しかないのに、いきなり積分のプ

先生から出されたテーマについて自

リントを渡され（笑）、解くのに徹夜し

分で調べて発表するという学生中心

高校までは暗記や計算して

そういう講義を聞くと、学ぶ

印象に残っている講義や実
二つあります。ひとつ

数学は実習がないからうら
2年生でやっと物理学実験

なければ終わらず、毎週のようにやら

に講義が進んでいくことが大学生ら

されました。大学生って結構楽しい、

しいと印象に残っています。2年次の

と聞いてきた中で、理系大学生の辛さ

生物学基礎実験では、
高校では座学で

を知ったのがこの講義でした。

手を動かさないのに対し、白衣を着て

●鈴木

私たちのコースの特色のひ

実際に実験をやってみて、
「やってみた

とつに、フィールドワークに出ること

かったのは、
これだよ」
と思いました。
●司会

数 学 は 実 験 も な い（ 全 員

笑）
。
何でもうらやましいです。
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● 加藤(輝)

1年前期の主題別ゼミ

い出てきちゃって困っています。いち

ナールで、先生や学生の前で発表する

ばん興味のあることを早く見つけな

機会があったのは、新鮮で、いい経験

くては、
と思っています。

になりました。

●鈴木

●学部長

私も宇宙や太陽系など地球

大学教育の特色のひとつ

とのかかわりの大きい星とか惑星研

は、バラエティに富んでいることにあ

究への進路を考えていたのですが、好

ります。授業は124単位以上。必修も

きなフィールドワークを通して、もっ

あるが、自分の責任で選ぶ。ユニーク

と外に出て活動し、本物を見たいなぁ

な先生もいっぱいいる。先輩、後輩、友

という気持ちが強くなったので、3年

達がいる大学は、いろいろな考え方や

次以降は地質岩鉱の分野へ進みたい

価値観を持った人のいる社会の縮図

と考えています。

ともいえます。大学の中にある多様

●司会

性、バラエティが社会に出てそのまま

つつある3、
４年生に聞きます。

繋がるわけで、多様性の中に自分がい

● 山田

る、
という意識が大事なのです。

波天文を学ぶことになりました。ずっ

卒業研究に向けて
● 司会

すでに専門的なことを学び
研究室の配属が決まり、電

やま だ

よし の

山田 淑乃 【 学際理学コース3年 】
出身：静岡県立韮山高等学校
趣味：イベントの企画・運営

と宇宙の観測をやりたかったので、が
んばって観測していきます。

一般の感情に流されている部分とは

●加藤(淳)

違って、客観的なことを冷静に、
正しく

4年になりますが、講義

1〜2年生の皆さんは、3年

がすごくわかりやすかった折山先生

伝えられる人になることでもあり、
と

次以降に勉強したいことや、進みたい

の研究室で有機化学の勉強をしてい

ても重要なことです。

分野について聞かせてください。

ます。講義が分かりやすいと、その分

● 加藤(輝)

3年次以降は数学プロ

野が楽しくなります。配属されて変

グラムに進んで、
複素解析など、
解析学

わったのは、実験などで忙しく、自分

の分野を勉強したいと考えています。

の時間がすごく減って、遊びの時間が

●司会

●西尾

今後の進路について
卒業後や将来についての夢

少なくなったことです

を話して下さい。

したいと考えています。ただ、これか

●学部長

●加藤(輝)

らは専門性が増すと思うので、幅広く

地帯、つくばの研究学園都市、東海村

生になりたいと考えていますが、その

学んでいきたいと思っています。

の原子力施設など、全国的にも、世界

前に大学院に進学して数学をもう少

●関山

ずっと宇宙の方向に進みた

的にみても先端の研究機関がありま

し深く学び、専修免許を取得してから

いと思っていたのですが、いろいろ学

す。
一方、
北海道に次いで全国第２位の

教師になろうと思っています。

んでいると興味のわくことがいっぱ

農業県。東京築地市場の農産物の取扱

●西尾

量は第１位。
畜産や漁業も盛んです。

生かしたいと思っていますが、まだ

生態系関連の勉強や研究を

茨城県は鹿嶋などの工業

産業がバランスよく発展している茨

な

つ

こ

鈴木夏都子【 地球環境科学コース２年 】
出身：新潟県立新潟南高等学校
趣味：旅行
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将来は大学で学んだことを

はっきりしたことは決めていません。

城県にある茨城大学理学部としては、

3年次までには見つけたい。

そういう環境材料を積極的に生かして

● 鈴木

教育・研究を進めたい。
研究に関しては

出身県で、
周囲にフィードバックできる

産業技術総合研究所や日本原子力研

人材になりたいと考えています。それ

大学で学んだことを故郷や

究開発機構と連携しながら研究を推

が教育現場なのか、公共事業なのかは

進しているので、チャンスを積極的に

決めていませんが。現在は教職と学芸

生かしてもらえればいいと思います。

員の課程単位を合わせてとっています。

具体的には、
「 総合原子科学プログ

すず き

将来は高校の数学の先

●山田

人々に物理だけでなく科学

ラム」があって、原子力機構の先生方

全般の楽しさを伝えられる学芸員に

が、
われわれの分野だけでは十分にカ

なりたいと思っていますが、募集が少

バーできない原子科学、
放射線などに

ないのが悩みです。

ついて講義します。
たとえば、
原子力発

●司会

電所の事故の問題で原子という言葉

ありますか。

学芸員の話を聞ける機会は

には、ネガティブなイメージがあるけ

●山田

れど、
理学部で学ぶということは社会

ミュージアムパークの学芸員の方々が

学芸員の課目は県南の
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担当されます。また。集まりなどに参
加する機会もあります。
●司会 「学芸員」
に関する具体的なイ
メージから希望になっているんですね。
●加藤(淳)

大学卒業後は茨城大学

の大学院に進学する予定です。研究室
で引き続き研究を進め、将来的には企
業の研究所に就けたらいいなと思っ
ています。

サークルに入っています。体育館でバ

が欲しくてやめました。研究室に入っ

学生生活について

レーやバスケットなど、
先輩、
後輩の関

てから始めたひとり暮らしは自由で楽

係なく仲好く、何より運動不足の解消

しいけれど、
自分でやるべきことが増

になります。予備校でのチューターと

えてしまう。研究で忙しくて洗濯をサ

●司会 勉強から離れて、
サークルや

かしまスタジアムでアルバイトをして

ボっていると、家に帰ったら明日はく

アルバイトなど、学校の外での生活に

います。
1年間は実家から通学し、
いま

パンツがない、
ということも
（笑）
。
そう

ついて聞かせてください。

はひとり暮らしをしていますが、時間

いうことがしっかりできれば、ひとり

● 加藤(輝)

普段は同じコースの友

の使い方を考えなければならないと

暮らしは楽しいと思います。

人たちと行動して授業を一緒に受けた

感じています。
料理が苦手です
（笑）
。

● 学部長

り、
昼飯を食べたりしています。
教師に

大学に
●鈴木 スキーのサークルで、

あったが、勉強ばかりでなく、
「 遊び」

なるための練習にもなるので、
塾講師

入ってから初めてスノーボードをやっ

も重要。
バランスが大切です。

のアルバイトをしています。生徒のつ

ています。ほかの学部の学生との交流

昔は「健康に」といったのが、いまは

まずくポイントが分かったりするので、

ができたり、たてのつながりができる

「心身ともに健康に」といういい方を

みなさんの話の中にも

とても勉強になります。実家暮らしな

ので、サークルに入ってよかったと感

します。肉体的な健康だけではなく、

ので生活は困らないが、
最近はアルバ

じています。

メ ン タル の 健 康 も 社 会 全 体 で デリ

イトでお金をためて、ひそかにひとり

● 山田

茨苑祭 ※ 実行委員会に所属

ケートな問題になっていて、バランス

暮らしをしようかとたくらんでいます。

し、さまざまな人たちと話し合いなが

のよさが「心身ともに健康」に繋がっ

● 西尾

らの、ひとつのイベントをつくる楽し

ていくのだと思います。

高校まで柔道をやっていま

した（全員納得で、笑）。大学に入って、

さが好きでした。塾で講師のアルバイ

ひとり暮らしなのに、料理が得意で

やりたかったギターサークルで活動

トをしていますが、生徒からの「大学

ない、という声がありましたが、
「 食」

しています。いまでは、簡単な弾き語

に受かった」という報告がうれしかっ

は人間の全ての源です。食の安全が問

りができます。夜の掃除のアルバイト

たです。ひとり暮らしは、3年目になる

題になっている中、生きる源の「食」に

をしています。9時から11時までの短

と、
いろいろ荒れてきます
（全員笑）
。

注目することは大事です。

時間ですが、翌日に1限の授業がある

● 加藤(淳)

アルバイトは飲食店と

バランスをとることは、いろいろな

としんどいです。

家具小売業でやっていましたが、
４年

ことに興味、関心を持つということに

● 関山

生になって研究室に配属されると時間

もなるでしょう。

週1回、ゆっくり運動する

※茨城大学学園祭。11月に水戸キャンパスで行われます。
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路を、
大学に入ってから大幅に変更しま

としたら答えすらないかもしれない。

した。
それは、
勉強していく中で、
自分が

そういう問題に対して取り組んでいく

知らなかった分野に出会うことができ

ことになります。

たからだと思う。高校時代の進路選択

それは社会に出ても全く同じで、さ

の際は広い視野で考えてみることを勧

まざまな状況の中で何が問題か。
何を

めたい。
私の地球環境科学コースは、だ

解決するか。課題を抽出すること、そ

いぶ広く選択できるのでおすすめです。

して解決することが求められます。

● 山田

従って課題抽出力、そして課題解決力

学際理学コースは、化学、生

物、物理、地学など選び放題なので、

か とう

あつ き

加藤 淳輝 【 化学コース4年 】
出身：茨城県立日立北高等学校
趣味：旅行、グルメ

課題を抽出して解決するには、いろ

います。サークルもいいが、私は学外へ

いろな力が必要になってきます。その

出るのが好きです。社会人も入ってい

ひとつが、情報の収集力。必要な情報

る学外の団体では、学生だけでなく、社

を取捨選択する力が求められます。

会人の考え方、過ごし方や将来の相談

主題別ゼミナールでは、
それぞれに

にものってもらうといった機会があり

与えられた課題を自分なりに解決し
て発表する。高校まではなかったこと

ます。

後輩へのメッセージ
●司会

茨城大学に入りたいと思っ

ている高校生や１，２年生に向けた
メッセージをください。

が必要になってきます。

迷っている人には優しいところだと思

● 加藤(淳)

大学では年齢も考えも

で、新鮮だという声がありましたけれ

違ういろいろな人と交流を深めること

ど、社会に出れば解決した結果を当

ができます。それが、社会で役に立つの

然、自分の答えとして人に伝えます。

ではないかと思う。

伝えると質問や、疑問点が出されて応

見えないかも知れませんがぼくは、

答する。
そこで、
プレゼンテーション力

●加藤(輝) 大学に入ったらゴール、

勉強をちゃんとやってきました
（笑）
。

やコミュニケーション力が必要になっ

ということではないので、その先の、

●司会 そう見えますよ
（笑）
。

てきます。

就職などに向けて頑張ってほしい。

●加藤(淳)

●西尾

理学部はタテのつながりが

に遊べるので、
勉強と遊びを両立できれ

薄くなりがちで、進路についての話も

ば、
大学生活は楽しいものになります。

大学の友達とは結構自由

大学の４年間でそうした
「力」
をつけ、
活躍してもらうことを願っています。

きけなくなってしまうし、視野もせま

●学部長

くなってしまうので、サークルや部活

人生の中の手段であり、最終的には社

に入ることを勧めたい。

会に出て、それぞれが社会から期待さ

● 関山

れる人間として大いに活躍できること

●司会

サークルには理学部の４年

大学に入るということは、

学部長への要望
学部長にみなさんからの要

生や院生もいるので、入った方がいい

が望ましいことで、そのためには将来、

望があったら聞かせてください。

と思う。
適度にアルバイトもして。
こん

社会で自分がどういう感じで働いてい

●山田 数人が集まって勉強できる

なに長い休みがあるのも今のうちな

るかをイメージして学ぶと良いと思い

部屋がもう少し欲しい。

ので、有意義にやりたいことをしたら

ます。

●学部長

いい。私は、春休みに、カナダにオーロ

高校まではペーパーテストで力を測

ラを見に出かけます
（全員
「オー」
笑）
。

られてきたが、大学での学びは正解が

● 鈴木

ない、答えが見つかっていない、ひょっ

高校で漠然と考えていた進

理学部では建物が改修さ

れ学生ラウンジを設置しました。管理

鈴木 准教授
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しまい、次週まで解けなかったことが

が、教員の立場から体制がとれない

あります。週２回ぐらい開設してもら

こともあります。充実させるという意

えると、余裕をもって相談にいけるの

味で、
回数を増やす努力はされる方向

ではないかと思います。

だと思うが、学生がもっと相談に行っ

● 学部長

て、週１回では対応しきれない状況を

相談室は理学部の特色あ

る取り組みのひとつ。
主体的に考え、
行

つくること。相談室に限らず、他のこ

動する人材になるためには、主体的に

と、先ほどの「収容所」もそうですが

学ぶことが前提。数学、物理など古くか

（全員笑）ニーズ、実績をつくることが

ら体系づくられた学問をきちんと学ぶ

折山 学部長

重要でしょう。

のは、大変な苦労があります。学問を主

●司会 これで座談会を終わります。

体的に学ぶには、自分で努力して疑問

長い時間、
ありがとうございました。

点をしっかりと持ったうえで、
相談室や
担当教員のところに行ってください。
相談室の開設日数は多い方がいい

上の問題で、夕方以降は使えませんが
学生ラウンジを利用してほしいと思
います。
● 鈴木

茨城大学自宅外生の生活費

コースの部屋はあるが、
１，

２年の時から先輩と交流できる部屋
があったらよかったと思う。パソコン
の部屋、開放ラウンジなど、管理上の
問題もあるのだろうが、もう少し長い
開放時間がほしい。
●学部長

学生のためのスペースは

15人の自宅外生たちに生活費についてのアンケートに答えてもらい、
平均してみました。奨学金の有無やバイトをしているかどうかなどで、
人によってかなり額が違うので、あくまで目安だと思ってください。電
話代を親に負担してもらっている人や、大学近くに住んで徒歩通学の
ため交通費0円の人もけっこう多いようです。

大学にとっても重要なので、図書館の

一人暮らしの先輩からの一言

充実などの学生サービスを考えてい

一人暮らしは自分を人間として成長させ

ます。夜の１０時ごろまで開放される

る大きなきっかけとなると思います。掃

附属図書館のＬ字型の増築と改修が

除・洗濯・料理のスキルアップはもちろん、

25年度に終わります。新しい大学の

新しいことへの挑戦を縛られることなく

図書館に期待して活用して欲しいと

自由にでき、道が広がるでしょう。新しい

思います。

自分を想像し楽しみにして下さいね。

●西尾

ラウンジやパソコン室など

で暑いとき寒いときがあるようです。
●学部長

いまこの部屋が寒いです

ね（笑）。節電で毎時０分にエアコンが
一旦切れるんです。

に入学した目的を見失わないようにして
下さい。
極力自炊をして、健康面に気をつけて下さい。

た
（付けに行く̶笑）
。

ば、バイトをしながら勉強の時間を確保す

●学部長

るのは大変なことかもしれませんが、自

んでいます。教育・研究に支障がない
範囲としていますので、協力をお願い
します。
●加藤(輝)

相談室の開設は水曜日

１日だけです。水曜日の授業の課題を

54,000円

◎奨学金

（0〜88,000円）

36,000円

◎バイト

（0〜50,000円）

105,000円
支出
34,000円

◎住宅費

（家賃です）
（25,000〜46,000円）

◎光熱費

11,000円

◎電話代

8,000円

（携帯料金など）

自分で学校にかかる費用を賄うのであれ

ではなく、エネルギーの節約に取り組

66,0０0円

（0〜100,000円）

いろいろ自由ですが、大学生として、大学

つ付けに行けばいいかと思ってまし

状況を考えて、大学として、電気だけ

収入
◎仕送り

合計

●加藤(淳) 気付いてたんですが、
い

日本社会が置かれている

自宅外生平均収支

8,000円

◎交通費

（70%の人は0円）

5,000円

◎教養費
（本代など）

分のスタイルにあったバイトを探して頑

◎娯楽費

12,000円

張って下さい。

◎食費

22,000円

◎その他

12,000円

初めての一人暮らしは不安があるかもし
れませんが、
慣れてくると自由な時間に自
分の好きなことができるのでとても楽し
いです。ただし、一人なので体調だけには
気をつけて生活を楽しんで下さい。

（交際費など）

◎貯金等

19,000円
（60%の人は0円）

合計

105,000円

※各費目の金額は「0円」の回答を除く平均．従って
各費目の金額と合計は一致しない．)

考えているうちに、相談室が終わって
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塩谷 仁実
所属：数学・情報数理コース
出身：茨城県立下館第一高等学校
趣味：弓道
サークル：こどもふれあい隊
2列目中央

Weekdays
大学の講義は１コマ90分あり、1講時開始が8時50分、お昼休みが12時から13時、5講時終了は17時50分
です。高校と比べると自分で自由に使える時間が増えますが、掃除、洗濯などもすべて自分でやらなければ
ならないので初めは大変でした。
でも慣れると、余った時間を好きに使えるので毎日がすごく楽しいですよ♪
では、講義についていくつか紹介します。

月曜
１講時

２講時

３講時

４講時

５講時

前期

微積分Ⅰ

後期

情報基礎

前期
後期

数学基礎演習Ⅱ

火曜

水曜

木曜

金曜

体育

英語

物理学Ⅰ

英語

基礎物理学Ⅱ

情報処理概論

基礎生物学Ⅰ

英語

化学

英語

微積分Ⅱ

数学基礎演習Ⅰ

前期
後期
前期

基礎生物学Ⅱ
心理学

都市の歴史的景観

基礎化学
人文地理学概論

後期

地球科学

行列代数

夢の日本史

統計学

線型代数

現代社会とコミュニケーション

前期

主題別ゼミナール 食料問題の展望

後期

基礎地球惑星科学Ⅱ 離散的思考のすすめ

集合入門

数学基礎演習Ⅰ・Ⅱ
主に「微積分Ⅰ・Ⅱ」、
「行列代数」、
「線型代数」の演習をします。
どれも高校よりもさらに専門的な内容
になるので、最初は大変でしたが、大切な内容なのでしっかり理解できるようにしています。演習中は分か
らない問題などは友達と相談しながら、互いに理解を深めています。
英語
高校の内容の復習からより専門的なことまで学べます。英語の他にも中国語やスペイン語など様々な外
国語を学ぶこともできます。
主題別ゼミナール
数学・情報数理コースの学生をさらに少人数に分けて行う授業です。主に「集合入門」の演習などを行い
ました。

After school
講義終了後はサークルに行ったり、近くのカフェやファミレスで友達とおしゃべりをしたりします。バイトを
している人も多いです！

Circle
私はこどもふれあい隊というサークルに入っています。教師になるために役に立つ経験がたくさんできま
す♪学年や学部の枠を越えていろいろな人と知り合えるので、サークルは絶対入った方がいいですよ☆
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化学の広さと深さを多方面から知ることの楽しさ
渡邊あゆ美

所属：化学コース
出身：福島県安積高等学校

化学という大きな学問分野の中には、物理化学や有機化
学、生化学などの分野が含まれ、それぞれが発展を続けてい
ます。私の所属する化学コースでは、様々な自然科学の分野
の理系科目と関連する化学を、あらゆる面から知ることがで
きるカリキュラムが組まれていると感じます。興味がある分
野について、
どんどん発展的な科目を受講し、知識を深めて
いくのは楽しいです。
また、
自ら進んで学習することがとても大切です。
学習だけでなく、サークル活動やアルバイトも、楽しく、自身の成長にもつながるので、積極的に行うこと
をおすすめします。学生のうちに人とのつきあい方を身につけ、社会に出る時に必要なコミュニケーション
力を高めるのも重要だと思います。
月

講時

火

水

1
2

植物多様性生物学

3

物理化学 Ⅰ

生物物理学

4

分析化学 Ⅱ

5

化学演習

木

金

統計入門

生化学Ⅰ

放射線とRIの基礎
分析化学演習実験Ⅰ 分析化学演習実験Ⅰ

有機化学
健康スポーツ科目

（2年生後期の時間割）

卒業研究と４年生
宇野由何子

所属：生物科学コース
出身：茨城県太田第一高校

私が所属する生物科学コースでは、配属先の研究室が3年
後期に決まり、4年の4月から研究室での生活が始まります。
私は希望通り、
「路傍植物群集の構造と生育環境との関係」
のテーマで、植物生態学の研究室で卒業研究を行うことにな
りました。研究内容は、道端の草本植物群集を調査対象に、刈取り、種の同定、重量の測定を行い、パソコン
の統計ソフトでデータを解析するものです。5〜10月にかけて、定期的に野外調査地へ足を運びましたが、
特に夏の日向で丸一日かけて行う調査は、
とてもしんどいものでした。
しかしその分、膨大なデータを収集・
整理し終えた時や、データからねらい通りの結果が導けた時は、大きな達成感がありました。
この他に、英語の生物の教科書を読む「外書講読」や、英語の論文を読んでまとめ、研究室で発表しあう
「文献紹介」のセミナーが毎週あります。専門の知識だけでなく、科学全般の理解や英語の勉強もとても大
切だということを、4年生になって強く認識しました。
就職活動や教員免許取得のための活動が重なる時期は忙しく大変でしたが、規則正しい生活を心がけ
ることで、研究との両立を図ることができました。
４月 研究室配属、歓迎会

10月 野外調査終了、
データ解析開始、中間発表、
ソフトボール大会

５月 卒業研究テーマ決定、野外調査開始

11月 ゼミ旅行

６月

12月 忘年会

７月 バーベキュー大会

１月 データ解析終了、最終発表

８月

２月 卒業研究発表会、卒論提出

９月 （教育実習）

３月 送別会、卒業式
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の声
卒業生
同生活も思い出深く、下宿先に出没するゴキブリの対策

三宅 晶子
2003年度学部卒
2005年度修士課程修了
2008年度博士課程修了
茨城工業高等専門学校
電気電子システム工学科
教員

「宇宙が学べる大学」をキーワードにインターネット検

法について夜通し議論したこともありました。異なる環
境で育ち様々な価値観を持った友人たちとの学生生活
が、私の狭い狭い視野をぐんと広げてくれたのは言うま
でもありません。
「よく遊びよく学ぶ。」そんな私の青春の
舞台は茨城大学にありました。
大学院生として研究生活を続ける中で、私は茨城大学
だけでなく他大学の学生との出会いにも恵まれました。
また大学卒業後は他大学の助手・非常勤講師として多く

索したら茨城大学がひっかかった。そんな安易な理由で

の学生を見てきました。それらの経験を通して分かった

茨城大学の門を叩いたものの、幸運なことに私は良き

ことは、大学生には各大学特有のカラーがあるというこ

師匠と研究テーマに出会うことができ、茨城大学には学

とです。学力に優れるが人付き合いの苦手な学生が多

部３年生に編入学してから博士号を取得するまでの7年

い大学、個性豊かで良くも悪くも自由奔放な学生の多い

間お世話になりました。

大学など、もちろん個人差はありますが、この大学の学

茨城大学の志望理由は薄っぺらでしたが、
「宇宙に関

生はこんな傾向が強い、
と言う事ができるのです。では、

してとにかく学びたい！」
という意欲にはあふれていまし

茨城大学はというと？振り返ってみるに、お互いの個性

た。そして茨城大学は、私の希望に叶う学びを提供して

を尊重しながらも協力しあうことのできる協調性豊かな

くれました。先生の話を一字一句逃したくないあまり授

人が多かったと思います。それはおそらく学生同士の触

業音声をこっそりテープレコーダーに録音した日々が懐

れ合いによって代々受け継がれる精神なのでしょう。そ

かしいです。大学近くに下宿する県外出身仲間との半共

んな茨城大学スピリット。皆さんも養ってみませんか？

に決めることができたので、興味をひかれた地球科学
や法学、漢詩など専攻外の授業も積極的に受講しまし
た。それにより、新たに関心のわいた分野があったり、や

勅使河原 愛
2009年度学部卒
2011年度修士修了
東和薬品（株）勤務

っぱり理系の中でも生物が好きだということを再認識し
たりと、自分に対して発見することも多くありました。ま
た、授業の合間にアルバイトをして、自分が人にものを
教えることが好きなことや手を動かす仕事が好きなこと
がわかり、就職先について考える材料にもなりました。
研究室に配属されてからは、自分の研究を結論づけ

私が理学部に入ろうと思ったのは、遺伝子によって引

るために実験と失敗を繰り返しながら検討しました。自

き起こされる病気に興味があり、そのメカニズムについ

分でゴールを設定しそこまでの道のりを考えながら進

て勉強してみたいと思ったからです。

む、
ということが初めてだったので足踏みもたくさんしま

私がいた生物科学コースでは、遺伝子に関することだ

したし、振り出しに戻ることも少なくありませんでした。

けではなく、動植物の進化や生態、放射線に対する生物

けれども、それを乗り越えて結果を出せたときの達成感

の応答など、生物に関連する幅広い知識を得ることがで

は、今までに感じたことがないほど大きかったです。

きました。実習も豊富に開講されており、授業で学んだ

最後に、大学時代に様々な分野に興味を持てたこと

ことを五感を使って体験することができたのも強く印象

や、結果までの過程を大切に考える意識が身についたこ

に残っています。

とは、現在仕事をする上で非常に役立っています。これ

大学は高校までとは違い、クラス分けが明確ではな
く、時間割も自分が受けたい授業を選択することで自由
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からも、多方向にアンテナを広げて常に自分から学ぶ、
発見する姿勢を心掛けていきたいです。

卒業生の声

ります。企業でいえばトップ＝経営者なわけですから、
トップと話をすることでその企業の様々な情報を仕入
れることができます。大学におきかえてみると、先生＝

牛島 杏子
2008年度学部卒
税理士法人合同会計勤務

その研究のプロなわけです。先生から直に話が聞ける
ということはより濃い知識を得られることになります。
つまり、同じ時間をかけても聞く人によって得られる情
報の質に差がでてくるわけです。
また、実験の設備に恵まれていることもポイントで
す。専門的な装置や器具は高価なものが多いので、仮

はじめまして。私は茨城大学理学部化学コース大友

に所持していたとしても、学生実験では使用できない
大学もありますが、茨城大学では学生実験でも使用さ

研究室に在籍していました。
４年間を通して茨城大学のここがスゴイ！と感じた

せてくださいます。実験を実際に行うことにより、より

ことは、質問に伺うと、
どの先生方も丁寧に教えて下さ

興味がわき、
自分の研究したいテーマを決める際の参

るということです。
「何だ、そんなこと。」
と思うかもしれ

考にもなります。

ませんが、
これが結構重要です。大学の先生は授業、研

そして何より、コミュニケーション能力、
レポート作

究、学会．．．など、様々なことをなさっているのでかな

成能力、興味をもって自ら動くなど、社会に出たら必要

り忙しいです。
しかし、茨城大学の先生方はきちんと質

不可欠な能力が自然と身につくことです。
これらのこと
はどんな職種でも絶対に求められます。大学生活が社

問に答えてくださいます。
私は仕事柄、企業のトップと話をさせて頂いていま
すが、トップと話をするのとしないのとでは大きく変わ

会でも活かせる茨城大学に、ぜひみなさんも来てみま
せんか？

てまわりましたが、大学で学んだことを活かすことがで
きればと思い、気象情報会社へ就職することができま
した。が、就職してから一番必要だと思ったものは気象

瀬戸 崇史
2005年度学部卒
(株)ウェザーニューズ勤務

の知識云々よりも
「コミュニケーション力」でした。
どん
なに勉強ができても、
自分の考えていることをうまく伝
えられなければ意味がありませんし、相手の立場を考
えずにただ一方的に話してもなにも伝わりません。私
は入社以来、営業を4年間続けていますが、初めはとて
も苦戦しましたが、相手の立場を考えたコミュニケー

私は高校時代、地学を勉強していたわけではありま

ションを意識し、たくさんのお客様と接することでだん

せんが、気象・環境問題に興味があり、2002年、当時の

だんと身についてきたのではないかと思います。もち

理学部地球生命環境科学科へ入学しました。1〜2年

ろんまだまだ発展途上ではありますが。

次は、地球温暖化、大気汚染、オゾン層破壊、地震など

こういったものは一朝一夕では身につくものではあ

幅広く学ぶことができ、3〜4年次には関心が一番あっ

りません。もちろん勉強も大切ではありますが、サーク

た「大気科学」のゼミを受けていました。また、興味が

ル・バイト・ゼミなどの学生時代にしかできないことを

行き過ぎてか、在学中に「気象予報士」の資格も取得

通じて、たくさんの人と接する機会をもってもらいたい

することができました。受験以上に机に向かったかも

なと思います。茨城大学は、学部も多様ですし、全国各

しれませんが、夢中になれるものがあると、何でも楽し

地から学生さんが集まってきます。皆さん、
よく学び、
よ

くできるものです。

く遊び、色んな価値観をもった人とめぐり合える学生

就職活動中は、ジャンルに関係なく様々な会社を見

生活を茨城大学で過ごしてみませんか？
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の声
卒業生

寺松小百合
1996年学部卒
東京都北区 環境課
環境政策係 勤務

私は、地球科学科地球環境学講座を卒業後、環境に
関連した仕事をしています。
茨城大学に入学したのは、当時あまりメジャーでなか
った『地球温暖化現象』の解明につながる地球物理学講
座があったから。その頃、地球環境学や気象学、天文学
などを扱っていたのは、旧帝大など偏差値の超高い大
学ばかり。なんとか地球物理学のある茨城大学を見つ
け出し、晴れて大学生に。地球環境学講座の1期生とし
て、国立天文台や気象研究所などで、最先端の研究に触
れることができたのは貴重な経験です。地方都市なの
で、家賃や物価が安い上、周辺に競合する大学が少な
く、高時給を狙える家庭教師や塾講師などで生計を立て
られるのも魅力です。

就職については、専門職を希望すると、学部卒では多
くの企業で門前払いが悲しい現実。私の場合、訪問した
企業は30社以上。内定した民間の環境調査会社では、朝
から晩まで海や山の現場を歩き、夜中は事務所に戻りデ
ータ分析、
という毎日でした。2年後、新卒時、学部卒を理
由に3次選考で落とされた大手の建設コンサルタントに
転職。環境アセスメント部門で、国内外を飛び回り、建
設・開発事業による環境影響を調査し、緩和策の提案な
どに携わりました。子供が産まれてから、今の職場に転
職し、子育てをしながら、区域の地球温暖化対策につな
がる取組みを計画し、普及・啓発する仕事をしています。
社会に出て18年間、社会人向けの大学に通ったり、技
術士やTOEICなどの資格試験にチャレンジしたりと、自
己啓発という名のもとに勉強は一生続きます。特にグロ
ーバル化が進む現代で語学は必須。大学では人文学部
の授業も含め、英語の他、8ヶ国語を学べたことや、卒業
前、スペインに語学留学し、海外生活を体験したことは、
社会に出てからも役立っています。
貴重な4年間を過ごす大学選びは人生の第一歩です
が、その後も自分の努力次第でどうにでもなります。ま
だ無限にある可能性を信じて、将来を切り拓いていって
下さい。

同じ研究室に配属になった仲間達や先生方と、飲み会
やイベントを行い楽しいこともたくさんありました。苦
楽を共にした研究室の仲間たちとは、今でもかけがえ
のない友達となっています。
就職活動にあたっては、学んだ化学の技術や知識を

柴田 篤
2011年度修士課程修了
三菱化学メディエンス（株）勤務

活かして、人の役に立つ職業に就きたいと考えていま
したが、特に業界は絞らず、業界を検討していました。
そうしたなかで、研究室時代に学んだことの生かせる
化学分析会社へ就職することができました。仕事で

大学生活の中で一番印象に残っている事は、やはり

は、卒業研究時に学んだ化学の知識や技術だけでな

卒業研究で研究室に配属になっていたころの生活で

く、先生方や仲間たちとの議論の中などで学んだ物事

す。私は、理学部の化学系の研究室に所属していまし

への考え方や人とのコミュニケーションの仕方など

た。理系の研究室ということもあり、卒業研究時代は研

様々なことを生かすことができています。

究室中心の生活でした。朝はまず研究室に行き、そこ

学生生活では、勉強だけでなくサークル活動やバイ

から自分の研究を進めるなり、授業に出席するなりし、

ト、研究室などを通して様々なことを学んでほしいと思

夜遅くまで実験を行い帰るといった生活を繰り返して

います。茨城大学は、多様な学部があり様々な先生方

いました。
このような生活の中では、実験がうまくいか

や学生たちと接することができる絶好の環境だと思い

ずに悩んだり、夜遅くまで体力勝負で実験をしたりと

ます。皆さん、
よく学び、
よく遊び、様々なことを学ぶこ

大変なことはたくさんありましたが、今ではとても良い

とができる茨城大学で学生生活を過ごしてみません

経験となっています。また、大変なことばかりではなく

か？

52□ 卒業生の声

卒業生の声

就職後は、人との繋がりやコミュニケーション力の
大切さを身にしみて感じ、地域のイベントには積極的
に参加するようにしています。驚いたのは、学生ボラン
ティアの方が思っていた以上にたくさんいること、イベ

古川 希望

ントを通して、ごく自然とコミュニケーションを図って

2007年度学部卒
水戸市役所勤務

いる姿が印象的でした。学生の本業は勉学かもしれま
せんが、サークル、バイト、地域活動などを通して、たく

私は、高校時代に学んだ微積分の世界に惹かれて、

さんの人と接する機会を持つことはとても大切なこと

2003年、当時の理学部数理科学科に入学しました。３

だと思いますし、学生時代にしか経験できないことも

年次までは、解析、代数、幾何など幅広い分野を学習

たくさんあります。

し、４年次には興味を持っていた微積分の分野に特化

茨城大学には、毎年全国各地からさまざまな価値観

したゼミに配属しました。また、同時に数学の教員課

を持った学生が集まってきます。そんな素敵な学生た

程も受講し、その時は童心に帰った気持ちで学ぶこと

ちと巡り会える茨城大学で、充実した学生生活を送り

ができました。良い意味でメリハリのある大学生活を

ませんか？

送ることができたと思います。

茨城大学理学部後援会のご案内
茨城大学理学部後援会は、茨城大学理学部と大学院理工学研究科の
学生の保護者等で組織され、学生の教育研究活動、国際交流活動、就職
活動、その他の活動を奨励し、理学部および大学院理工学研究科の教育
の振興と質の高い教育の実現に寄与することを目的とした団体です。

茨城大学理学部同窓会のご案内
茨城大学理学部同窓会は、昭和55年（1980年）旧文理学部理学科及び
現理学部の卒業生を会員として発足しました。右の会報は、平成10年に創
刊され、年１回発行されています。
2004年４月から、茨城大学は「国立大学法人

茨城大学」
となり、ます

ます同窓会組織が重要となって参りました。同窓会では、母校の一層の発
展を祈りつつ、互いに協力し、親睦の和をはかっていきたいと思います。

同窓会のホームページ http://dousoukai.sci.ibaraki.ac.jp

卒業生の声 □ 53

地域に根ざして大きく発展する理学部
茨城県には、世界的にも類がないような大型研究施設を持つ最先端研究機関や企業が数多く集積しています。
このような特色を活かして、茨城県は、
「科学技術創造立県」をめざしています。
日立、東海、大洗、那珂、つくば、鹿嶋のほぼ中央に位置する県都水戸にある
「茨城大学理学部」
でも、
このように
めぐまれた環境を最大限に活用して、様々な研究機関等の協力を得ながら、学部カリキュラムに連携教育を積極
的に組み入れています。具体的には、最先端の研究開発を展開している日本原子力研究開発機構（JAEA）、産業技
術総合研究所（AIST）、宇宙航空研究開発機構（JAXA）、高エネルギー加速器研究機構（KEK）などの研究者や技術
者の協力を得て、連携科目を設定しています。
例えば、JAEAとの連携で「総合原子科学プログラム」を提供しています。
このプログラムでは、講義だけでなく、
実験や実習を効果的に組み合わせた教育を行っています。
理学部は、課題発見能力と課題解決能力を伸ばすための主体的取組みの必要性を強く認識し、理学を基盤とし
て社会に大きく貢献できる人材の育成をめざしています。

日立高度産業集積地域
N

日本原子力研究開発機構

茨城大学

（日本原子力研究開発機構提供）

つくば研究機能集積地域
宇宙航空研究開発機構

高エネルギー加速器研究機構

（宇宙航空研究開発機構提供）

つくば市にある宇宙航空研究開発機構。国際宇宙ステーショ
ンの日本実験モジュール「きぼう」
をもちいた実験拠点。
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東海村にある日本原子力研究開発機構に建設された大強度
陽子加速器。
（日本原子力研究開発機構と高エネルギー加速
器研究機構の共同事業） 物質の構造と機能を明らかにする
多様な量子二次ビームの実験拠点。

（高エネルギー加速器研究機構提供）

つくば市にある高エネルギー加速器研究機構。極微の世界を
探る先端研究のための巨大加速器の開発拠点。

茨城大学構内案内図

水戸地区

配置図（人文学部・教育学部・理学部・大学教育センター・図書館・事務局）
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・学務課
・学生生活課
・留学交流課
・学生就職支援センター
・大学教育センター
・留学生センター
理学部Ｓ棟
・IT基盤センター水戸分室
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年間スケジュール
前学期試験
前学期授業終了
理学部学生交流会
夏休み
（9月30日まで）
ゼミ・サークルの合宿
インターンシップ
関東甲信越地区体育大会

会

理学部学生交流

1年次生学生同士の交流と教職員との交流を兼ねたパーティー
56□ 年間スケジュール

理学部での学生生活、思い描いてみてください

年間スケジュール □ 57
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