
自然科学科の「未来に活きるKeywords」

科学技術の細分化が進む現在では、自然科学科全般を理解してわかりやす
く社会に伝え、その発展に貢献する力が求められます。また気候変動
や自然災害の中でも生物を守り、活かすための研究は、人と自然の
共存のために欠かせない領域です。

科学のゼネラリスト

人と自然の共存

理工学部　自然科学科　
《数理》実験原子核物理研究室

西村 太樹 准教授
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▍《自然》ソフトマテリアル研究室
食品や化粧品に代表されるソフトマテリ
アル（やわらかいもの）についての研究

▍《自然》高分子科学研究室
コロイド、ゲル、高分子、液晶、界面活性剤 
などが示す興味深い性質についての研究

▍《自然》分析化学研究室
自然界の様々な物質を原子・分子の 
レベルで解析する

▍《自然》生物多様性研究室
様々な環境に適応した生物の多様化の
歴史を紐解く

▍《自然》地球科学研究室
生命を育んだ惑星・地球の進化の過程を
地層や岩石、鉱物から読み取り解明する

▍《自然》古生物学研究室
骨や歯などの化石を手がかりに、生命の
進化と生態系の成り立ちを解明する

▍《自然》宇宙科学研究室
主に宇宙線（宇宙から降り注ぐ放射線）
の観測を通して、宇宙に関する新たな知
見を獲得する

▍《自然》天文学研究室
地上や宇宙からの天文観測により、宇宙
誕生から現在に至る歴史と、宇宙におけ
る生命について研究する

▍《自然》化学物理研究室
内部に水を含む物質の物性の起源を、オ
リジナルの実験装置で解明する

▍《数理》基礎物理学研究室
ミクロな世界からマクロな世界まで、多彩
な現象のからくりを理論的に解明する

▍《数理》微分幾何学研究室
ヴィラソロ代数の対称性を持つシステムを
トポロジーの観点から解析する

▍《数理》位相幾何学研究室
位相不変量を用いて高次元の空間を調べ
たり、位相空間の分類に関する研究を行う

▍《数理》整数論研究室
代数学を用いて、神秘的な数の体系である
整数や有理数、素数の性質を明らかにする

▍《数理》理論物理研究室
素粒子論や原子核物理学の理論的な研
究を通して、初期宇宙や高エネルギー原子
核反応における物質形成機構を解明する

▍《数理》実験原子核物理研究室
加速器実験を通して、原子核の構造や
反応メカニズムおよび宇宙での元素合
成の謎を解明する

▍《数理》一般物理研究室
物理学を中心として、概念形成に注目し
た理科教育の研究

[ 専門的に学べる研究室 ]

[ めざせる資格・免許 ] ● 中学校教諭一種免許状（数学）（理科）　● 高等学校教諭一種免許状（数学）（理科）　● 学芸員

●所定の単位を修得すると得られる資格（実務・研修・講習を含む）

● 自然科学の諸分野を体験学修　　● 卒業研究で自分の興味を追究　　● 学芸員としての進路も選択可能[ 学科の特徴 ]

在校生の学科を選んだ理由を知りたい人は

89〜90ページへ▶LINKS ▶ もっと詳しく
資格・免許の詳細は

129ページへ▶

学びの領域は

31〜32ページへ▶
卒業後の仕事のイメージは

119〜128ページへ▶

理
工
学
基
礎
科
目

前 期 後 期 前 期 後 期 前 期 後 期 前 期 後 期
微分積分学（1a）※MS
微分積分学（1b）※MS
線形代数学（1a）※MS
線形代数学（1b）※MS
物理学実験（a）●
物理学実験（b）●
化学（1）●
生物学（1）●
生物学実験（a）●
生物学実験（b）●
地学（1）●
地学実験（a）●
地学実験（b）●
情報リテラシー演習（a）
情報リテラシー演習（b）

微分積分学（2a）※MS●
微分積分学（2b）※MS●
線形代数学（2a）※MS●
線形代数学（2b）※MS●
物理学及び演習（1）
物理学及び演習（2）
物理学（3）
物理学（4）
電磁気学基礎
上級力学
化学（2）●
化学実験●
生物学（2）●
地学（2）●
コンピュータ概論（a）
コンピュータ概論（b）
プログラミング基礎（a）
プログラミング基礎（b）

微分方程式論●
ベクトル解析学●
数理統計学（a）※MS
数理統計学（b）※MS
技術者倫理
電気工学概論（実習含）

フーリエ解析学●
数値解析
金属加工（製図・実習含）

【学年配当しない科目】インターンシップ（1）／インターンシップ（2）／海外体験実習（1）／海外体験実習（2）

P
B
L
科
目

SD PBL（1） SD PBL（2） SD PBL（3）

専
門
科
目

専門教養

サイバーフィジカルDX
知的財産

理工学と生活
工業概論
原子力汎論
探究の進め方

量子力学入門
相対論入門●

学部共通 Direct Current Electrical Circuit Analysis 電気化学（a）
電気化学（b）

電気電子通信計測応用

学科共通

自然科学科実験及び演習
生涯学習概論◆
博物館学（１）●◆

野外調査法及び実習（１）●
自然と数理
現代科学論
博物館教育論◆
博物館学（２）◆
映像表現論●◆

野外調査法及び実習（２）
博物館学（３）◆
博物館展示論◆
博物館学実習（１）◆

博物館資料保存論◆
博物館学実習（２）◆

【学年配当しない科目】特別講義（NS-1）／特別講義（NS-2）／特別講義（NS-3）

自　然

力学●
力学演習

波動・熱力学● 電磁気学●
分子構造論●
進化論●
地球変動論●
プレート・テクトニクス●

生命の化学●
分子物性論●
動物学●
植物学●
宇宙科学●

分子の運動●
生命と物質●
惑星科学●
古生物学●
地理学●

微生物学●

数　理

数学演習（1a）●
数学演習（1b）●
基礎確率統計●

数学演習（2a）●
数学演習（2b）●
離散数学●

基礎論理回路●
集合と論理●
代数学（1）●
幾何学（1）●

関数論●
代数学（2）●
代数学（3）●
幾何学（2）●
幾何学（3）●

極限と位相●
現代代数学●

ルベーグ積分論●
関数解析学●
計算物理学●

卒業研究
関連

事例研究（1） 事例研究（2） 卒業研究（1） 卒業研究（2）

※上記の他、教養科目、語学科目などの学部・学科共通科目を設置しています。詳細はP.94をご覧ください。
※MSは数理科学分野　※入学時に自然コース、数理コースを選択。上記は自然コースのカリキュラムです。
■字は選択科目　■字は必修科目　■字は選択必修科目
◆は博物館に関する科目
●数理コースで選択科目となります。　●数理コースで必修科目となります。　●数理コースで選択必修科目となります。

 ● 地球の歴史 ● 生命の化学 ● 理論物理学
 ● 生物の進化 ● 分子の科学 ● 数学 卒業研究

自然科学の基礎を修得
1・2年次では、数学を含めた物理学・化学・
生物学・地学などの自然科学の基礎を修
得。また、自然科学を学ぶための基礎とな
る、情報処理や科学技術史を学びます。

1 年 2 年 3 年 4 年

学
び
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テ
ッ
プ

自然科学の前提となる分野を学修 フィールドワークが本格化

自然科学の専門性を修得
2年次以降は、分子、生命、地球、宇宙（自
然）と数学、物理（数理）について専門的な
内容を学びます。

自らのテーマを深める研究
４年次には研究室に所属して卒業研究を行います。

カリキュラムは2022年4月現在のもので、一部変更される場合があります。

理工学部

理化学研究所との共同研究で
加速器を使った原子核の解明に迫る。

自然科学科
素粒子から宇宙まで。自然科学の諸分野を実践で学ぶ。

ず始めに「サイエンスは何の役に

立つかわからない」という側面が

ありますが、アインシュタインの

相対性理論が現代のGPS技術に用いられている

ように、現在の研究が未来の常識となる可能性

があります。そして、その研究プロセスこそがい

つの日か社会に還元されていくのだと私自身

は考えています。

私の研究室では、理化学研究所と共

同研究で世界最高性能の不安定核ビー

ム生成能力を誇る加速器を使った原子核反

応の実験を行っています。2020年3月には「不

安定なカルシウム原子核が異常に膨れている現

象」を発見しました。これが何を意味するのか、

そしてこの膨れている現象は従来の理論では説

明できず、謎の解明には今後も研究を続ける必

要があります。原子核の実験では、あえて自然

界には存在しない不安定原子核を生成すること

で、安定核と呼ばれる自然界にある原子核の「新

たな常識」を発見します。宇宙や人類の始まり

を解明する、その瞬間に立ち会える可能性があ

るのです。さらに、日本最高峰の理化学研究所で

他大学・他研究機関と共同研究を行うのは、それ

だけでも研究者としての醍醐味といえるかも

しれません。また、仮説・実験・検証・分析

を繰り返すことで、現代社会に必要と

なっている論理的思考が都市大では身

につけられます。

研究室ではその他にも、放射性廃棄物に含まれ

る放射性物質の寿命を短くする方法や、がん細

胞の診断技術の向上などの技術革新も期待され

る研究を行っています。現在の研究を未来につ

なげるためにも、追究し続けることを徹底的に

楽しみましょう。

ま

研究室 
 Pick up！

芹澤 陽奈子 （3 年）
東京都実践女子学園高等学校出身

日常生活で活かせる学びが多くあることも、自然科学科の魅力です。例え
ば、地学は住宅の安全性（活断層や川の流れなど）について自分で調査
できるようになります。また、SDGsに関して、飲食店の紙袋に書かれている
FSCマークの意味が理解できるなど、「社会を科学的に見る視点」を身に
つけることができました。

　　　 　 Student VOICE ▶ 学科の学びと私の未来

日常生活に直結する学びで
便利で快適な世の中をめざしたい。

■ IT業界で活躍する ■ 野外調査法及び実習
三浦半島の活断層を辿り、途中
で採取した化石の観察も行い
ました。この授業では、三浦半
島の断層の特徴や活断層の位
置を知ることの重要性について
学びました。

業界知識を身につける必要があり
ます。なぜなら、業界知識を得る
ことで最適な課題解決を実現で
きると思っているからです。

      Pick up!

＜成長につながった授業＞

世田谷キャンパス

私の未来に向けて変えること
hangehange
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