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学部長挨拶　Message from the Dean

歴代学部長　Former Deans and Present Dean

新潟大学理学部長

松 尾　正 之
Dean
MATSUO Masayuki

松井　正夫
昭和24年５月31日〜昭和28年５月31日

平坂　恭介
昭和28年6月1日〜昭和32年5月31日

田沢　康夫
昭和32年6月1日〜昭和38年3月30日

江村　重雄（事務取扱）
昭和38年3月31日〜昭和38年4月12日

西田　彰一
昭和38年4月13日〜昭和42年4月12日

青木　　清
昭和42年4月13日〜昭和44年2月28日

茅原　一也
昭和44年3月1日〜昭和46年2月28日

宍戸　俊助
昭和46年3月1日〜昭和48年2月28日

宍戸　俊助（事務取扱）
昭和48年3月1日〜昭和48年3月31日

宍戸　俊助
昭和48年4月1日〜昭和50年3月31日

青木　清（事務取扱）
昭和50年4月1日〜昭和50年5月15日

野本　森万
昭和50年5月16日〜昭和54年5月15日

外林　　武
昭和54年5月16日〜昭和58年5月15日

島津　光夫
昭和58年5月16日〜昭和62年3月31日

陸路　　直
昭和62年4月1日〜平成元年3月31日

植村　　武
平成元年4月1日〜平成5年3月31日

池田　清美
平成5年4月1日〜平成9年3月31日

長谷川　彰
平成9年4月1日〜平成13年3月31日

増田　芳男
平成13年4月1日〜平成17年3月31日

周藤　賢治
平成17年4月1日〜平成21年3月31日

谷本　盛光
平成21年4月1日〜平成24年3月31日

工藤　久昭
平成24年4月1日〜平成26年3月31日

山田　　裕
平成26年4月1日〜平成27年3月31日

MATSUI Masao
May	31,1949〜May	31,	1953

HIRASAKA Kyosuke
June	1,	1953〜May	31,	1957

TAZAWA Yasuo
June	1,	1957〜March	30,	1963

EMURA Shigeo (Acting)
March	31,	1963〜April	12,	1963

NISHIDA Shoichi
April	13,	1963〜April	12,	1967

AOKI Kiyoshi
April	13,	1967〜February	28,	1969

CHIHARA Kazuya
March	1,	1969〜February	28,	1971

SHISHIDO Shunsuke
March	1,	1971〜February	28,	1973

SHISHIDO Shunsuke (Acting)
March	1,	1973〜March	31,	1973

SHISHIDO Shunsuke
April	1,	1973〜March	31,	1975

AOKI Kiyoshi (Acting)
April	1,	1975〜May	15,	1975

NOMOTO Morikazu
May	16,	1975〜May	15,	1979

SOTOBAYASHI Takeshi
May	16,	1979〜May	15,	1983

SHIMAZU Mitsuo
May	16,	1983〜March	31,	1987

MUTSURO Naoshi
April	1,	1987〜March	31,	1989

UEMURA Takeshi
April	1,	1989〜March	31,	1993

IKEDA Kiyomi
April	1,	1993〜March	31,	1997

HASEGAWA Akira
April	1,	1997〜March	31,	2001

MASUDA Yoshio
April	1,	2001〜March	31,	2005

SHUTO Kenji
April	1,	2005〜March	31,	2009

TANIMOTO Morimitsu
April	1,	2009〜March	31,	2012

KUDO Hisaaki
April	1,	2012〜March	31,	2014

YAMADA Yuh
April	1,	2014〜March 31, 2015
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知る楽しみ
理学部は基礎科学を学ぶ学部です。理学は数

理やミクロな世界から宇宙に至るまでの自然の
仕組みを解明する学問です。それは純粋な知的
興味から真理を探究することに端を発します。
知る楽しみが原動力です。この原動力により，
これまでの蓄積された知識を基にして自由な発
想のもと，論理的思考により本質を見極め，自
然の仕組みを理解するのです。

未知の事柄に対して知る楽しみを見つけ出す
ことは，将来の様々な局面において活路を見出
す力となります。楽しみながら身につけた知識
や理論をもとに，先端的な情報技術の開発，新
しい機能を有する素材の創生，生命生存に適し
た環境の保全・創造というような幅広い応用分
野に基礎分野から貢献することもできます。社
会からの要請は時代とともに変転してゆきます
が，理学部での勉学から身につけた物事の根底
にある本質を見抜く能力と，それをもとに論理
的に思考できる能力は，目まぐるしく変化する
時代にこそ対応できるものです。

純粋に知的好奇心から学問ができるのは，学
生時代だけです。理学部で大いに知る楽しみを
味わっていただきたいと思います。

The	Faculty	of	Science	of	Niigata	University	
consists	 of	 6	 departments;	mathematics,	
physics,	 chemistry,	 biology,	 geology,	 and	
environmental	science.	

Science	 is	driven	by	 fundamental	curiosity	
about	 the	nature,	 such	as	 the	origin	of	 the	
universe,	the	earth,	elements	of	matter,	living	
creatures,	etc.	
The	mission	of	our	faculty	is	to	provide	high	

quality	undergraduate	programs	which	make	it	
possible	for	students	to	satisfy	their	scientific	
curiosity.	

In	 addition	 to	 the	 formal	 programs,	 the	
faculty	provides	 the	 intellectual	environment.	
There	are	several	student	common	rooms	that	
make	it	convenient	for	students	to	learn	from	
one	another.	Faculty	members	are	available	
as	academic	advisers	and	hold	office	hours	for	
consultation	about	not	only	 their	courses	but	
also	 their	 living.	Graduate	student	 instructors	
are	 further	sources	of	scientific	 information	
and	 help.	 Seminars	 in	 senior	 class	 are	 a	
rich	source	of	new	knowledge	and	foster	the	
development	of	critical	and	objective	thinking.

人と自然の共存を理学が支える時代。人と自然の共存を理学が支える時代。
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松尾　正之
平成27年4月1日～

MATSUO Masayuki
April	1,	2015〜
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　沿　革　Historical Chart

　組　織　Organization

1949年５月	 	国立学校設置法の公布により，理学部は数学科，物理学科，化学科，生物学科，地質鉱物学科の５学科で発足
1953年８月	 理学部附属臨海実験所を佐渡郡金泉村大字達者に設置
1955年７月	 理学専攻科を設置
1965年４月	 	大学院理学研究科修士課程（数学，物理学，化学，生物学，地質鉱物学専攻）を設置，これに伴い理学専攻科

を廃止
1970年５月	 新潟市西大畑地区から，新潟市五十嵐地区（新潟市五十嵐２の町8050番地）の新校舎に移転
1978年４月	 積雪地域災害研究センター設置
1985年４月	 大学院理学研究科物質科学専攻（後期３年博士課程）設置
1987年４月	 	大学院自然科学研究科博士課程（物質科学，生命システム科学，生産科学および環境科学専攻）設置，大学院

理学研究科物質科学専攻は同研究科に移行
1994年４月	 自然環境科学科を設置，地質鉱物学科を地質科学科に改組
1995年４月	 	大学院理学研究科，工学研究科および農学研究科が自然科学研究科博士前期課程に再編され，自然科学研究科

が前期２年の課程および後期３年の課程に区分する博士課程となる

May.	 1949	 	Faculty	of	Science	was	established	with	5	Departments	of	Mathematics,	Physics,	Chemistry,	Biology,	
Mineralogy	and	Geology	by	the	National	School	Establishment	Law.

Aug.	 1953	 Establishment	of	Sado	Marine	Biological	Station.
Jul.	 1955	 Establishment	of	Special	Study	Courses	in	Science.
Apr.	 1965	 	Establishment	of	Graduate	School	 for	Master	Courses	of	Science	 (Mathematics,	Physics,	Chemistry,	

Biology,	Mineralogy	and	Geology).		Special	Study	Courses	discontinued.
May.	 1970	 Faculty	of	Science	moves	to	new	Ikarashi	Campus	from	Nishi-Ohata.
Apr.	 1978	 Establishment	of	Research	Institute	for	Hazard	in	Snowy	Areas.
Apr.	 1985	 	Establishment	of	Graduate	School	of	Science	 for	Fundamental	Science	 (Latter	Three-	Year	Course	 for	

Doctoral	Program).
Apr.	 1987	 	Establishment	of	Graduate	School	of	Science	and	Technology	 (Latter	Three-Year	Course	 for	Doctoral	

Program:	 Fundamental	 Science	 and	 Technology,	 Biosystem	Science	 and	 Industrial	 Science	 and	
Environmental	Science).		Graduate	School	of	Science	for	Fundamental	Science	transfered	to	the	Graduate	
School	of	Science	and	Technology.

Apr.	 1994	 	Establishment	of	Department	of	Environmental	Science.		Department	of	Mineralogy	and	Geology	reorganized	
into	Department	of	Geology.

Apr.	 1995	 	Graduate	Schools	of	Science,	Engineering	and	Agriculture	 reorganized	 into	Graduate	School	of	Science		
and	Technology	(First	Two-Year	Course:	Master’s	Program).
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数学科
Department of Mathematics

物理学科
Department of Physics 

化学科
Department of Chemistry 

生物学科
Department of Biology 

地質科学科
Department of Geology

自然環境科学科
Department of Environmental Science

附属臨海実験所
Sado Marine Biological Station

事務部
Administration Office 

技術部
Engineering Department

数理解析学（Mathematical Analysis）

構造数理科学（Algebra and Geometry）

情報数理科学（Mathematical Science of Information）

宇宙物理科学（Astrophysics）

粒子科学（Fundamental Physics）

物性科学（Condensed Matter Physics）

地球環境科学（Terrestrial Science）

環境生物学（Environmental Biology）

物質循環科学（Physicochemical Science）

無機物質化学（Inorganic and Physical Chemistry）

有機物質化学（Organic and Biological Chemistry）

分子細胞科学（Molecular and Cellular Science）

生体制御学（Bioregulatory Science）

生命・食料科学（Life and Food Science）

総務係（General Affairs Section）

学務係（Student Welfare Section）

地球物質科学（Earth Material Science）

地球進化学（Historical Geology）

4



4

数学科

数学は古代に人類社会の発展の中で生まれ，数千年の
歴史の中で，進化し深められ，精緻で壮大な知的体系を
作り上げてきました。そしてその成果は多くの科学の分
野に応用されています。また近年のコンピュータの爆発
的発展と情報化社会の発達は，科学における数学と情報
科学の位置を益々重要なものとしています。現在では数
学的手法は理工系の学問や情報科学などだけでなく人文
科学，社会科学でも必須のものです。数学を学ぶことで
身につけることのできる秩序立てた論理的な考え方と問
題解決能力は，世の中から非常に高く評価されていま
す。

このように数学はあらゆる科学の基礎を支える最も重
要な基幹学問の一つであり，また数学的なものの考え方
は世の中で大変有用であることが分かっています。これ
からの高度情報化社会では，それを支える情報科学およ
び数学の重要度はいよいよ増しています。このように数
学は21世紀においても益々発展していくでしょう。

本数学科では，高度情報化社会の進展に対応した，純
粋数学の基礎をしっかりと学ぶことができる授業体系を
用意しています。そしてそれだけでなく，情報科学やコ
ンピュータについての授業も重視しています。例えば，

「数学」の教員免許だけでなく，高等学校「情報」の教
員免許を同時に取得することも可能です。このように本
数学科で学ぶことにより，純粋数学の基礎的素養と，情
報科学の知識と応用力を身につけることができます。そ

して，卒業生は理系のみならず，社会の色々な分野で活
躍をしています。

角を通過するソファー。最大のものは？
Sofa	passing	the	corner,	maximal	one?

離散回転の非周期点
Aperiodic	points	of	discrete	rotation

Department of Mathematics

21世紀の科学をしっかり支える数学

Mathematics has long played important roles in the 
foundations of natural science.  It strongly influences 
developments in technology and vice versa.  Recent 
rapid technological innovations also reveal the 
importance of mathematics.  For example, a mathematical 
idea to avoid interference provides us a secure chat 
through mobile phones.  In our department, we have four 
main fields, namely, algebra, geometry, analysis, and 
information mathematics.  The boundaries among these 

are not at all fixed and each area is prompting the others 
into further mutual development.  Also some of the most 
profound developments arise on the boundaries of 
mathematics, physics, economics, computer science 
and so on.  The administration and education of our 
department are jointly run by two formally different 
organizations in Niigata University, the Department of 
Mathematics of the Faculty of Science and the Graduate 
School of Science and Technology.

Introduction to Department of Mathematics

正三角形の相似分割
Similar	dissection	of	the	regular	triangle

ガウスの発見
Discovery	of	Gauss

ホームページ　http://mathweb.sc.niigata-u.ac.jp

地球環境科学（Terrestrial Science）

環境生物学（Environmental Biology）

物質循環科学（Physicochemical Science）

総務係（General Affairs Section）

学務係（Student Welfare Section）

地球物質科学（Earth Material Science）

地球進化学（Historical Geology）
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Department of Physics物理学科

「物理学とは何だろうか」のなかで朝永振一郎博士
（1965年ノーベル物理学賞）は，物理学は自然界に起こ
る現象の奥に潜む法則を，観察事実に照らして探求する
ものと述べています。このような物理学の方法がガリレ
イ，ニュートンらによって確立して以後，現在までの発
展には目覚ましいものがあります。素粒子，原子核，原
子分子の極微の世界から壮大な宇宙までを対象にして，
物質は何からできているのか，宇宙の始まりはどのよう
にして起こったかなどの基本的問題を探求できるように
なりました。また，身の回りにある物質の構造や性質の
解明にとどまらず，未知の物質の探索設計も真剣に考案
されつつあります。コンピュータ，高度医療機器，エネ
ルギー関連等々の広範な科学技術の基礎は物理学によっ
て支えられています。21世紀においても謎に挑戦しなが
ら発展していくことでしょう。

物理学科では，古典物理学から始めて現代物理学の基
礎までをしっかり身につけて大学院で高度な研究ができ
るように，講義，実験，演習を系統的に配置しています。
英語教育を兼ねた少人数ゼミやインターンシップの特別
科目も設置しています。 4 年生の課題研究では専門性の

高い具体的テーマを課して，少人数の密度の高い指導を
行っています。多くの学生は，さらに研究を進めるため
に大学院へ進学します。卒業後は，身につけた未知の課
題に直面したときの解決能力を活かして様々な分野で活
躍しています。

テトラアーク単結晶引上げ炉中でのF2VAI単結晶生成。
Single	crystal	metal	is	grown	by	the	Czochralski	method	using	a	tetra-arc	furnace.

自然の謎に挑む

Dr. Sin-itiro Tomonaga (Nobel prize winner in 1965) 
said in his book “What is physics?” (written in Japanese) 
that physics was the study to explore fundamental laws 
behind natural phenomena in the light of experimental 
facts.  Since Galilei and Newton established such a 
physical method, physics has developed tremendously.  
We now have knowledge about our world at the 
microscopic scale (quarks, nuclei, atoms, and 
molecules) and the cosmological scale (big bang, 
evolution of the universe).  At the practical scale our 
understanding of the physical properties of materials in 
nature has advanced so deeply that we are in a position 
to design and create new materials.  Physics supports a 
wide variety of high-tech products including computers, 
advanced medical apparatuses, and energy-saving 

devices.  Apparently physics continues to develop along 
with challenges to enigmas in the new century.

The department of physics offers lectures, laboratory 
works, and problem practices that enable the students 
to do advanced research in a graduate school.  Those 
courses cover the fields ranging from the classical 
physics to fundamentals of the modern physics.  The 
department emphasizes seminars for small groups of 
students and internship programs.  The senior students 
are grouped in small number and given specific themes 
for their graduate research.  Such concentrated guidance 
helps the students to acquire skill to solve problems they 
will confront.  Our alumni thus are taking an active part in 
various fields.  Many of the students enter the Graduate 
School after graduation to advance their research.

Introduction to Department of Physics

ホームページ　http://physics.sc.niigata-u.ac.jp/
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Department of Chemistry 化学科

化学は宇宙空間から人間の体内まで，広い範囲にわ
たって存在する物質の特性や反応性の原因を探求して物
質世界の基盤を明らかにしてゆく一方，これまでに存在
しなかった新しい機能を持つ物質を創製してゆく科学で
あり，化学の対象となる物質は無限の可能性と多様性を
秘めています。化学は数学，物理学，生物学などの基礎
科学，工学，農学，医学などの応用科学に至る分野にも
深く関わりを持ちながら発展を続け，21世紀においても
その役割はますます重要になっています。

化学科は高度な知識と経験を身につけた学生を育て，
社会に送り出すことを目的としています。そのため，入
学から卒業までに化学の基本から専門領域までを段階的
に理解できるよう各学年にふさわしい講義と実験を配置
しています。卒業年次である 4 年生は，各学生が希望す
る専門分野（核・放射化学，分析化学，凝縮系化学，物
理化学，量子化学，有機化学，生化学）の研究室に配属
し，課題研究（卒業研究）とセミナー（演習）に重点を
置いた教育が行われます。教員 1 人に 4 年生学生 2 ～ 3
人という少人数でのきめ細かい指導が特徴であり，研究
室の先輩（大学院生）も加わり最先端の研究に取り組み
ます。意欲ある学生は更に研究を続けたいという希望か
ら大学院に進学し，本学科では毎年卒業生のうち60％程
度が大学院へ進学して研鑽を積んでいます。

３年生向けの物理化学実験の１コマ
“Laboratory	Practice	on	Physical	Chemistry”.

1 年生向けの化学実験Ⅰの 1コマ
“Laboratory	Practice	on	Chemistry	I”.

化学が拓く21世紀の夢

― Chemistry realizes the dreams of humankind―
Chemistry is a study on the basic structure and 

reactivity of materials in nature, and deals with the human 
body as well as outer space.  Chemistry provides a 
variety of processes not only for synthesizing new 
substances but also for giving new functions to materials 
on the basis of diversity.  Chemistry has developed by 
close relationships to such basic sciences as 
mathematics, physics, biology, and also applied 
sciences such as engineering, agriculture, pharmacy, 
and medicine.  Chemistry plays an extremely important 
role in science of the 21st century.

One of the objectives of the department is to provide 
both basic and advanced knowledge on chemistry and 
research experiences for the students.  In order to attain 

the goal, the lectures and laboratory works are so 
arranged that students can acquire both fundamental 
and current subjects of chemistry.  Furthermore, senior 
students belong to the laboratories of distinct disciplines 
(Nuclear and Radiochemistry, Analytical Chemistry, 
Chemistry of Condensed Matter, Physical Chemistry, 
Quantum Chemistry, Organic Chemistry, Biochemistry), 
and gain new experiences in research work by means of 
graduation research and seminar.  Intensive and 
extensive research is performed in each laboratory 
whose faculties instruct students in their studies and 
research work.  About 60% of students proceed to the 
Graduate School after graduation to develop further their 
research experience.

Introduction to Department of Chemistry

ホームページ　http://chem.sc.niigata-u.ac.jp
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Department of Biology生物学科

私たちの手元にある多くの本を見ると，生きものに関
する疑問のほとんどは，もう完全に解けてしまっている
ように思われます。でも実際はそうではありません。例
えば，動物の腹と背中がどういう仕組みで決まってくる
のか，また植物については，美しい花がどのように作ら
れるかという謎は，今でも解けずに残っているのです。

上にあげた 2 つの謎だけでなく，動植物の細胞の中で
色々な物質がどのように運ばれ，そして決められた場所
で働いているか，また特定の機能をもつ細胞はどのよう
にして分化してくるか，さらに自分と異なる細胞が見分
けられる仕組み等が生物学科では研究されています。

入学する学生に対しては，動物・植物のどちらかにか
たよることなく，広い視野から生物学を身につけられる
カリキュラムを用意しています。

生物学科は理学部の中では余り大きな規模ではありま
せん。それだけに，教員と学生の触れ合いは強く， 4 年
次に行う課題研究は，このような結びつきの中で進めら
れ，卒業時に成果の発表が行われています。

学生実習（動物系）
“Laboratory	Practice	on	Animal	Physiology”.

学生実習（植物系）
“Laboratory	Practice	on	Plant	Molecular	Physiology”.

生きものの世界の謎に挑む

― Tackling yet unsolved problems of Biology―
Reading a given book on modern biology makes us to 

think that almost all questions about living organisms 
have been settled.  But this is not the case.

For example, it remains to be answered as to how the 
dorso ventral axis is determined when animals develop, 
or how the patterns and colors are determined when 
flowers form.  In addition to the above two questions, 
subjects that are dealt with in the department of biology 
are; 1) the mechanism of intracellular transport of various 
proteins and their involvement in dynamic metabolic 
processes at a confined cytoplasmic part, 2) processes 
whereby a cell assumes a specific morphological and 
functional condition, 3) distinction of self and nonself 

components.
To students, a curriculum is offered so that they can 

learn both zoology and botany equally.  As the 
department of biology admits rather a small number of 
students a year, each student can have sufficient 
opportunities to keep in contact with staff members.  In 
such favorable circumstances, senior students carry 
out thesis research, the fruits of which are made public 
in February.

Introduction to Department of Biology

ホームページ　http://www.sc.niigata-u.ac.jp/biologyindex/biologyindex.html
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Department of Geology 地質科学科

私たちが生活しているかけがえのない地球は，その形
成以来，様々な変動を経て，幾多の生命を育み，現在の
姿へと変化してきました。地質学は，岩石に残された手
がかりをもとに，地球のこうした発展過程や変動のメカ
ニズムを解明します。また，地下資源の探査や開発，土
木・建設工事の地盤調査や，地震・火山・地滑りなどの
自然災害の予測や制御を進める上でたいへん重要な，生
活に密着した基礎科学です。さらに，地球環境の将来の
変動に対処していく上でも，地質学の観点が不可欠で
す。

本学科では，「フィールドワークができる人材を育て
る」という教育目標のもとで，地質調査法を学ぶ野外実
習科目と，地質学の広範な基礎を学ぶ専門科目群によ
り，地球の壮大な仕組みの探求を通して，学生に普遍的
な洞察力・判断能力が身につく教育をめざしています。
本学科のきめ細かな少人数教育の伝統は，これまで数多
くの有能な地質技術者を社会に送り出してきました。近
年では日本技術者教育認定機構（JABEE）の認定プロ
グラムともなっています。

研究面では，本学科は新潟大学の学内組織である「超
域研究機構」および「地球環境・地球物質研究センター」
の運営の中心となっており，地殻・マントルを構成して
いる地層・岩石・鉱物の性質やその形成過程・変動メカ

ニズム，生物の変遷・進化，そして環境汚染など，広く
地質学の領域全般に及ぶ多くの課題に活発に取り組んで
います。

地下深部の断層での高速摩擦を示す特殊な岩石「シュードタキライト」の顕微鏡写真
Photomicrograph	of	a	thin	section	of	pseudotachylyte	that	records	seismic	activities	
deep	in	the	Earth’s	crust.

学生の野外地質調査
Careful	 investigation	of	 rocks	at	 field	
outcrops	provides	a	 firm	basis	 of	 our	
innovative	studies	on	 the	Earth’s	crust	
and	upper	mantle.

君も地球探求のフロンティアへ

The earth has been under continual alteration of its 
internal structures and the shape of its surface, cradling 
numerous forms of life, since its birth some 4.6 billion 
years ago.  Geology reveals the dynamic history of the 
earth as well as the processes that are working actively 
today, on the basis of the records preserved in rocks, 
minerals and fossils.  Geology provides the fundamental 
knowledge on the natural resources, ground conditions 
for construction, and natural hazards like earthquakes, 
volcanic eruptions and landslides which may become 
disastrous to human life.  Geology, furthermore, should 
be essential for solving environmental problems.

Our education at the Department of Geology intends 
that every student raises his/her potential of insights into 
this dynamic world around us through exploring the 

history and processes of the earth.  Field experiences 
weigh most with our undergraduate course to help 
students directly understand geologic phenomena.  This 
long-standing tradition of our education, enhanced by 
close relationship between students and the teaching 
staff, has produced number of expert geologists in 
industries and has been accredited by JABEE (ABET 
compatible) since 2005.

The research activities in the Department of Geology 
cover the entire spectrum of geology from the upper 
mantle to the whole crust, even to the meteorites.  
Members of the department also serve as leaders in 
some of the research groups in the Niigata University, 
including Center for Transdisciplinary Research and 
Center for Erath Environment and Material Sciences.

Introduction to Department of Geology

ホームページ　http://geo.sc.niigata-u.ac.jp/
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Department of Environmental Science 自然環境科学科

自然環境科学科では,「基礎理学に立脚した多角的視
点からの自然環境の理解」を目指し，地球の気圏・水
圏・地圏・生物圏における物質やエネルギー循環過程の
メカニズムを総合的に解明することに取り組んでいま
す。また同時に, 自然現象に対するバランスのとれた感
覚を持ち，物理・化学・生物・地学全般から構成された
基礎学力を身につけ，地球規模の環境問題に取り組むこ
とができる広い応用力と問題解決能力を備えた人材の育
成を目的とした教育に力を入れています。

そのため本学科では，地形学・地質学，気象・海洋学，
地球大気科学，生態学，多様性生物学，機能形態学，分
析化学の手法を用いた，多角的視野からの自然環境と生
物多様性の維持機構の解明を行っています。また，環境
保持とエネルギー問題は不可分であるという認識に立っ
て，錯体化学，合成化学，原子分子物理学の手法を用い
て機能性物質やクリーンエネルギー開発の基礎研究を展
開しています。これらの研究だけでなく，地域に密着し
た研究，たとえば人為的な影響の少ない新潟市近郊の山
頂における酸性雨・酸性雪の観測を実施しています。ま
た，豪雨・豪雪や突風現象のメカニズムの解明を目的と

して，災害研の気象ドップラーレーダーと新潟市気象観
測網を用いた準リアルタイム解析システムの構築を進め
ています。それ以外にも新潟周辺における地形・自然災
害マッピングや，平野・丘陵などのGIS解析に関する研
究も行っています。

東アジア一帯の野生メダカの系統を維持し，日本のメダカの起源や性の秘密を解明し
ています。
Using	various	strains	of	medaka	from	East	Asia,	we	are	studying	on	mechanisms	of	
sex	determination	and	diversity	in	medaka.

自然と人間の共生を探る

Department of Environmental Science is devoted to 
study the mechanism of material and energy circulation 
processes in the Atmosphere, Hydrosphere, Geosphere 
and Biosphere. It provides the education program of 
fundamental environment on the whole cyclic processes 
accompanied by conversion of materials and on the 
methodology for coexistence of nature and human 
beings. The department is composed of the following 
three chairs: Terrestrial Science Chair of environmental 
geology including geo-environmental evolution and 
geologic disasters, atmosphere science, atomic and 
molecular physics, climate dynamics, and meteorology; 
Environmental Biology Chair of ecology, biodiversity, and 
functional morphology; Physicochemical Chair of 
thermal chemistry, analytical chemistry, and synthetic 
chemistry. Standing on the viewpoint that keeping 
environment is inseparable with energy problem for 
sustainable development, the department offers the 

various education programs and develops studies for 
comprehensive understanding of natural environment 
based on solution of regional environment. The 
department is providing various education programs 
and developing studies incorporation with variously 
basic science fields, aiming at unification of natural 
science. 

The department welcomes those who are interested in 
natural environment and want to study it systematically 
from the fundamentals of physics, chemistry, biology 
and geology, to their applications to the environmental 
sciences. The department also welcomes foreign 
students who want to study environmental science. 

Introduction to Department of Environmental Science

ホームページ　http://www.sc.niigata-u.ac.jp/environment/
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Sado Marine Biological Station 理学部附属臨海実験所

臨海実験所は，日本海に浮かぶ佐渡島にあります。透
明度の高い海や岩礁帯，砂浜など様々な海岸環境があ
り，多様な生物種に恵まれているのが佐渡島の特徴で
す。この豊かな海洋生物相を利用して，臨海実験所では
海洋生物の多様性と特性を明らかにすることを目指すと
共に，理学部の生物学科，地質科学科，自然環境科学科
などの学部生ならびに自然科学研究科の大学院生を対象
に，海洋と海洋生物についての高度な知識をもった人材
を育成することを目標としています。

また，佐渡島には，新潟大学の森（演習林）・里（朱鷺・
自然再生学研究センター）・海（臨海実験所）の 3 つの
フィールドワークステーションが揃っており， 3 施設が

連携して実施する，森里海をつなぐ生態系についての教
育研究も推進しています。さらに，新潟大学以外にも，
国内外の大学と広く連携し，佐渡島というフィールドを
活かして海洋生物の多様性と生態系の機能の理解のため
の新しい教育研究プログラムを提供しています。

臨海実験所には，教授 1 名と助教 2 名，特任助教 1 名
の教員が常駐し，海洋生物の適応と進化に関する研究，
具体的には， 1 ）魚類の成長や性成熟，産卵回遊行動を
調節する脳内メカニズムの研究， 2 ）魚類の繁殖戦術と
生活史多型，子の保護に関する研究， 3 ）通し回遊性魚
類の生態，４）魚類の季節繁殖や情動行動の調節に関わ

る脳内光受容体についての研究を行っています。

臨海実験所全景。正面の建物の右側が研究棟，左側が宿泊棟。左手の建物が艇庫。
Frontal	view	of	the	Sado	Marine	Biological	Station

臨海実習での磯採集の様子。
Sampling	of	marine	organisms	at	the	seashore	of	Tassha	Bay.

Sado Marine Biological Station (SMBS), founded in 1953, 
is situated on the northwestern coast of Sado Island as part 
of the “Sado-Yahiko-Yoneyama National Park”. The 
environment around the station is well conserved, and 
offers a rich variety of fauna and flora. The station is ideally 
situated for education and research of marine biology with 
easy access to a variety of marine habitats, such as rocky 
and sandy shores. The station, reconstructed in 1985, 
includes the main building, a garage, and a boathouse. 
The main building consists of a research building of two 
stories with a dormitory as a wing. The station has two cars 
and three research boats for sampling. 

The staff of the station consist of a professor (Hironori 
Ando, Ph.D.), assistant professors (Satoshi Awata,
Ph.D., Midori Iida, Ph.D.) and a specially appointed
assistant professor (Takashi Kitahashi, Ph.D.), a 
technician (Toyokazu Shimotani) and two assistants 
(Kaoru Kosugi, Kazue Ohchi). The research staffs have

been working on behavioral neuroendocrinology and 
ecology of fish reproduction.

Our station was adopted as a Joint-Usage/Education 
Center in 2013. The aim of this center is for promoting 
education and international cooperation in the field of 
marine biology. We offers courses on marine biology for 
students of Niigata University and other universities. It is 
open all years for visiting scientists and students.

In Sado Island, there are three field stations of Niigata 
University (Field Center for Sustainable Agriculture and 
Forestry; Center for Toki and Ecological Restoration; and 
SMBS). In cooperation with these stations, we provide an 
interdisciplinary education program in a variety of areas in 
physiology, ecology and enviromental sciences. These 
include molecular neuroendocrinology, behavioral ecology, 
systematics, anatomy, forest ecology, conservation ecology 
and ecological restoration of Satoyama.

Introduction to Sado Marine Biological Station

海洋生物に学ぶ生命の神秘

離島生態系における海洋生物多様性教育共同利用拠点

ホームページ　http://www.sc.niigata-u.ac.jp/sc/sadomarine/
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数学科  Department of Mathematics

大学院自然科学研究科 数理物質科学専攻／

数理解析学講座／ Mathematical Analysis

構造数理科学講座／ Algebra and Geometry

印南　信宏　教授
微分幾何学，測地線の幾何学
測地線の理論の応用
innami@math.sc.niigata-u.ac.jp
INNAMI Nobuhiro　 Professor
Differential geometry, geometry of geodesics
Application of the theory of geodesics

情報数理科学講座／ Mathematical Science of Information

Fundamental Sciences

鈴木　有祐　准教授
位相幾何学的グラフ理論，
離散数学
y-suzuki@math.sc.niigata-u.ac.jp
SUZUKI Yusuke　 Associate Professor
Topological graph theory
Discrete Mathematics

蛭 川　潤一　准教授
数理統計学
時系列解析
統計的金融工学
ウェーブレット解析
hirukawa@math.sc.niigata-u.ac.jp
HIRUKAWA Junichi　 Associate Professor
Mathematical Statistics
Time Series Analysis
Statistical Financial Engineering
Wavelet Analysis

家 富　　洋　教授
多変量解析
経済物理学
hiyetomi@math.sc.niigata-u.ac.jp
IYETOMI Hiroshi　 Professor
Multivariate statistics
Econophysics

小 島　秀雄　教授
代数幾何学，アフィン幾何学
開代数多様体の分類
kojima@math.sc.niigata-u.ac.jp
KOJIMA Hideo　 Professor
Algebraic geometry, affine geometry
Classification of open algebraic varieties

星 　　明考　准教授
数論，代数学
不変体の有理性問題
hoshi@math.sc.niigata-u.ac.jp
HOSHI Akinari　 Associate Professor
Number theory, algebra
Rationality problem for fields of invariants

山 田　修司　教授
オペレーションズ・リサーチ，大域的最適化
数理システムにおける大域的最適化手法の研究
yamada@math.sc.niigata-u.ac.jp
YAMADA Syuuji　 Professor
Operations Research, Global Optimization
Studies on the procedure of global optimization to mathematical systems

大学院自然科学研究科 数理物質科学専攻／

田中　　環　教授
最適化理論，オペレーションズ・リサーチ
ベクトル最適化の解析的研究とその応用，
多目的最適化の手法を利用した事例研究
tamaki@math.sc.niigata-u.ac.jp
TANAKA Tamaki　 Professor
Optimization theory and operations research
Analytical study on vector optimization and its applications;
Case studies based on multiobjective optimization methods

谷 澤　けい子
TANIZAWA Keiko

應和　宏樹　助教
実解析
偏微分方程式
hiroohwa@math.sc.niigata-u.ac.jp
OHWA Hiroki　 Assistant Professor
Real analysis
Partial differential equations

Graduate School of Science and Technology
Fundamental Sciences

事務補佐員
Assistant Staff

劉　　雪峰　准教授
偏微分方程式の数値解析，有限要素法
計算機援用証明
xfliu@math.sc.niigata-u.ac.jp
LIU Xuefeng　 Associate Professor
Numerical Analysis for Partial Differential Equation
Finite element method
Computer-assisted proof

羽 鳥　　理　教授
バナッハ環の幾何構造，代数構造と位相構造に関する
研究とその応用
hatori@math.sc.niigata-u.ac.jp
HATORI Osamu  Professor
Geometric structure, algebraic structure and topological
structure of Banach algebras and its applications

三 浦　　毅　教授
可換Banach環論，関数環論
miura@math.sc.niigata-u.ac.jp
MIURA Takeshi  Professor
Commutative Banach algebras,
uniform algebras

渡 邉 　 恵 一 　教授
関数解析，作用素論
作用素がなす非可換空間の構造
wtnbk@math.sc.niigata-u.ac.jp
WATANABE Keiichi　 Professor
Functional analysis, operator theory
Structure of non-commutative spaces of operators
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物理学科  Department of Physics

宇宙物理学講座／ Astrophysics

宮田 等　教授
高エネルギー物理学
加速器を用いた高エネルギー電子・陽電子衝突反応の研究
miyata@hep.sc.niigata-u.ac.jp
MIYATA Hitoshi　 Professor
High energy physics
Experimental studies on high energy electron positron interactions.

粒子科学講座／ Fundamental Physics

山田　　裕　教授
固体物理（実験）
酸化物超伝導体を含む新奇強相関電子系物質の合成と高圧力下での物性
yamada@phys.sc.niigata-u.ac.jp
YAMADA Yuh　 Professor
Solid State Physics (Experiment)
Synthesize of the new strong correlated electron systems and the study of 
physical properties under high pressure

小 池　裕司　教授
ハドロン物理学理論
高エネルギー過程と核子のクォーク・グルーオン構造の研究
koike@nt.sc.niigata-u.ac.jp
KOIKE Yu-ji　 Professor
Theoretical Hadron Physics
High energy process and quark-gluon substructure of the nucleon

淺 賀　岳彦　准教授
素粒子論
素粒子物理と宇宙物理の現象論
asaka@muse.sc.niigata-u.ac.jp
ASAKA Takehiko　 Associate Professor
Particle Physics
Particle Physics and Particle Cosmology

江 尻　信司　准教授
素粒子論
格子上の場の理論，量子色力学
ejiri@muse.sc.niigata-u.ac.jp
EJIRI Shinji　 Associate Professor
Particle Physics
Lattice field theory, Quantum chromodynamics

渡 辺　一也　助教
宇宙物理学
光的測地線を用いた手法による宇宙モデルと重力理論の観測的検証
についての研究
kazuya@astro.sc.niigata-u.ac.jp
WATANABE Kazuya　 Assistant Professor
Theoretical Astrophysics
Relativistic light propagation and observational tests of theories of gravity

物性科学講座／ Condensed Matter Physics

大野　義章　教授
物性物理学
強相関電子系における磁性や超伝導の理論的研究
y.ono@phys.sc.niigata-u.ac.jp
ONO Yoshiaki　 Professor
Condensed Matter Physics
Theory of magnetism and superconductivity in strongly correlated electron systems

中 野　博章　准教授
素粒子論
超対称な場の理論や弦理論に基づく統一模型
nakano@muse.sc.niigata-u.ac.jp
NAKANO Hiroaki　 Associate Professor
Unified Model based on Supersymmetric Field Theories and String Theories

摂 待　力生　教授
固体物性（実験）
重い電子系の物理
settai@phys.sc.niigata-u.ac.jp
SETTAI Rikio　 Professor
Solid State Physics (Experiments)
Experimental study of heavy fermion systems

大 坪 隆　准教授
原子核物理学（実験）
不安定核の核構造及び核物性研究
tohtsubo@np.gs.niigata-u.ac.jp
OHTSUBO Takashi　 Associate Professor
Experimental nuclear physics
Study of nuclear structure and hyperfine interactions with radioactive nuclear beams.

松 尾 　正之 　教授
原子核物理学（理論）
原子核の集団運動，不安定原子核の構造の研究
matsuo@phys.sc.niigata-u.ac.jp
MATSUO Masayuki　 Professor
Theoretical Nuclear Physics
Nuclear collective motion and structure of unstable nuclei

石川　文 洋 　准教授
固体物性（実験）
多重極限環境下における固体物理
3d遷移金属を含む金属間化合物の遍歴電子磁性
fumihiro@phys.sc.niigata-u.ac.jp
ISHIKAWA Fumihiro　 Associate Professor
Solid state physics (Experiment)
Solid state physics under multiple extreme conditions.
Itinerant electron magnetism in intermetallic compounds with 3d-transition metals.

赤津　光洋　助教
物性物理学（実験）
強相関電子系の物性・超音波物性
akatsu@phys.sc.niigata-u.ac.jp
AKATSU Mitsuhiro　 Assistant Professor
Solid state physics (Experiments)
Ultrasonic physics in strongly correlated electron systems
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化学科  Department of Chemistry

無機物質化学講座／ Inorganic and Physical Chemistry

工藤　久昭　教授
核・放射化学
超アクチノイド元素の合成と化学的特性に関する研究
hkudo@sc.niigata-u.ac.jp
KUDO Hisaaki　 Professor
Nuclear and Radiochemistry
Synthesis of super heavy elements and chemical properties of transactinide elements.

大 鳥　範和　教授
溶液化学，溶融塩化学
分子シミュレーションによる液体およびガラスの構造と
ダイナミックス
ohtori@chem.sc.niigata-u.ac.jp
OHTORI Norikazu　 Professor
Solution Chemistry, Molten Salt Chemistry
Structure and dynamics of liquids and glasses by molecular dynamics simulation.

大学院自然科学研究科 数理物質科学専攻／ Graduate School of Science and Technology
Fundamental Sciences

小林　隆子
KOBAYASHI Takako

事務補佐員
Assistant Staff

吉田　賢市　助教
原子核物理学（理論）
エキゾチック原子核における集団運動の微視的理論
kyoshida@nt.sc.niigata-u.ac.jp
YOSHIDA Kenichi　 Assistant Professor
Nuclear Theory
Microscopic theory of collectisve motions in exotic nuclei

遊 佐　洋右　 助教
高エネルギー物理学（実験）
B中間子系におけるCP非対称性の研究
yusa@hep.sc.niigata-u.ac.jp
YUSA Yosuke　 Assistant Professor
High Energy Physics Experiment
Research of CP asymmetry in B meson system

武智　麻耶　助教
原子核実験
原子核核構造および核物質の研究
takechi@np.gs.niigata-u.ac.jp
TAKECHI Maya　 Assistant Professor
Experimental Nuclear Physics
Nuclear structure and nuclear matter

根 本　祐一　准教授
固体物性（実験）
強相関電子系の磁性と超伝導
軌道・電荷自由度系の超音波物性
nemoto@phys.sc.niigata-u.ac.jp
NEMOTO Yuichi　 Associate Professor
Solid State Physics (Experiments)
Magnetism and superconductivity in strongly correlated electron systems
Ultrasonic Reserch of (systems with) orbital and charge degrees of freedom

大原　謙一　教授
宇宙物理学
数値シミュレーションによる一般相対論的天体物理学
oohara@astro.sc.niigata-u.ac.jp
OOHARA Ken-ichi　 Professor
Theoretical Astrophysics
General relativistic astrophysics by means of numerical simulation

金 鋼　准教授
物性物理学（理論）
ソフトマター物理，化学物理
kk@phys.sc.niigata-u.ac.jp
KIM Kang　 Associate Professor
Theoretical Condensed Matter Physics
Theoretical and computational soft matter physics

西 　亮一　准教授
宇宙物理学
初期宇宙での星形成および銀河形成進化についての研究
nishi@astro.sc.niigata-u.ac.jp
NISHI Ryo-ichi　 Associate Professor
Theoretical Astrophysics
Star formation in the early universe and formation and evolution of galaxies

広 瀬　雄介　助教
固体物理学（実験）
磁性物理学
yhirose@phys.sc.niigata-u.ac.jp
HIROSE Yusuke　 Assistant Professor
Solid State Physics (Experiments)
Physics of magnetism

奥西　巧一　准教授
統計物理学
密度行列くりこみ群法の開発と応用，低次元量子スピン系，特に磁
化過程と低エネルギー励起状態，量子スピンダイナミクス
okunishi@phys.sc.niigata-u.ac.jp
OKUNISHI Kouichi　 Associate Professor
Statistical Physics
Density matrix renormalization group.
Low-dimensional quantum spin systems, magnetization curve and low-energy 
excitation Quantum spin dynamics
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化学科  Department of Chemistry

有機物質化学講座／ Organic and Biological Chemistry

佐藤 　 敬 一 　准教授
分析化学，錯体化学，溶液化学
人工キレート剤とその錯体の環境分析，錯体生成の平衝論・速度論
keiichi@chem.sc.niigata-u.ac.jp

SATOH Keiichi　Associate Professor
Analytical solution chemistry of complexes
Environmental analysis, thermodynamics and kinetics of artificial chelating agents 
and their complexes.

俣 野 　 善 博 　教授
有機元素化学，構造有機化学，有機材料化学
さまざまな典型元素を含む新規π共役分子の創成と利用
matano@chem.sc.niigata-u.ac.jp

MATANO Yoshihiro　Professor
Element Organic Chemistry, Structural Organic Chemistry, Chemistry of Organic
Materials Creation and utilization of novel pi-conjugated organic molecules
containing various heteroatoms

長 谷 川 　 英 悦 　 教授
有機化合物の光化学反応・電子移動反応・ラジカル反応
光化学および電子移動に基づく環境調和型有機分子変換
ehase@chem.sc.niigata-u.ac.jp

HASEGAWA Eietsu　Professor
Photochemical reaction, electron-transfer reaction, and radical reaction of organic 
compounds.
Environmentally benign organic transformation based on photochemical and 
electron-transfer processes.

丸 山 　 健 二 　准教授
凝縮系化学
液体および種々の非晶質カルコゲンおよびカルコゲナイドの構造解析
maruken@chem.sc.niigata-u.ac.jp

MARUYAMA Kenji　Associate Professor
Physical chemistry of solids and liquids
Structural study of liquid and non-crystalline metals and semiconductors.

古 川 　 和 広 　教授
分子細胞生物学，分子発生生物学
生体高次機能制御における細胞核機能学，ショウジョウバエ分子遺
伝学を用いた個体形成における細胞核の機能動態に関する研究
furukawa@chem.sc.niigata-u.ac.jp

FURUKAWA Kazuhiro　Associate Professor
Molecular cell biology. Molecular embryology
Cell nuclear biology for molecular regulation of cell function and morphogenesis 
during drosophila development

三 浦 　 智 明 　助教
凝縮系の物理化学・光化学・スピン化学
スピンダイナミクスを用いた，光エネルギー変換過程の解明
t-miura@chem.sc.niigata-u.ac.jp

MIURA Tomoaki　Assistant Professor
Physical chemistry in condensed phase, Photochemistry, Spin Chemistry,
Elucidation of photon-energy conversion mechanisms by spin dynamics

田 山 　 英 治 　准教授
合成有機化学
新規合成反応の開発
含窒素化合物の不斉合成
tayama@chem.sc.niigata-u.ac.jp

TAYAMA Eiji　Associate Professor
Synthetic Organic Chemistry
Development of new synthetic methods
Asymmetric synthesis of nitrogen-containing compounds

生 駒 　 忠 昭 　教授
凝縮系の物理化学・スピン伝導・光化学・磁気共鳴
有機分子固体における量子輸送の制御
ikoma@chem.sc.niigata-u.ac.jp

IKOMA Tadaaki　Professor
Physical Chemistry in Condensed Phase, Spin Conductivity, Photochemistry, 
Magnetic Resonance
Control of Quantum Transportation in Organic Molecular Solid

大学院自然科学研究科 数理物質科学専攻／

梅 林 　 泰 宏 　教授
溶液化学・分析化学・電気化学
環境適合性反応場の探索とナノ凝縮系科学の創生
yumescc@chem.sc.niigata-u.ac.jp

UMEBAYASHI Yasuhiro　Professor
Solution chemistry, analytical chemistry, electrochemistry
Exploring reaction fields with environmental suitability
and nano-scale condensed matter science

岩 本 啓 　准教授
構造有機化学・超分子化学
トポロジカル分子（カテナン・ロタキサン）の合成と機能化
iwamoto@chem.sc.niigata-u.ac.jp

IWAMOTO Hajime　Associate Professor
Structural Organic Chemistry, Supramolecular Chemistry
Synthesis and functionalization of topological molecules (catenanes and 
rotaxanes)

本 間 　 千 恵 美
HONMA Chiemi

事務補佐員
Assistant Staff

Graduate School of Science and Technology
Fundamental Sciences

後 藤 　 真 一 　准教授
核・放射化学
アクチノイドの低エネルギー原子核分裂機構解明の研究
goto@curie.sc.niigata-u.ac.jp

GOTO Shin-ichi　Associate Professor
Nuclear and Radiochemistry
Mechanism of low energy nuclear fission of actinides

大 江 　 一 弘 　助教
核・放射化学
超重元素の溶媒抽出挙動の研究
ooe@chem.sc.niigata-u.ac.jp

OOE Kazuhiro　Assistant Professor
Nuclear and Radiochemistry
Study of solvent extraction behavior of superheavy elements

中 馬 　 吉 郎 　准教授
生化学，細胞生物学，ペプチド化学
タンパク質のリン酸化・脱リン酸化の制御破綻による疾患メカニズ
ムの解明，治療薬とMethodologyの開発
chuman@chem.sc.niigata-u.ac.jp

CHUMAN Yoshiro　Associate Professor
Biochemistry, Cell biology, Peptide chemistry
Study on disease mechanism by dysfunction of protein phosphorylation
Development of drugs and methodology for protein phosphorylation
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分子細胞科学講座／ Molecular and Cellular Science

内海　利男　教授
動物細胞の遺伝情報翻訳反応とその制御機構
リボソームの構造，機能，動態の研究
uchiumi@bio.sc.niigata-u.ac.jp
UCHIUMI Toshio　 Professor
Molecular mechanism of translation and its regulation in animal cells.
Structure, function and dynamics of ribosomes.

加 藤　　朗　准教授
植物におけるペルオキシソームの形成および
機能発現の制御機能の解析
akato@bio.sc.niigata-u.ac.jp
KATO Akira　 Associate Professor
Regulation of peroxisomal functions in plants.

長 束　俊治　教授
糖鎖分子の構造と機能の研究
natsuka@bio.sc.niigata-u.ac.jp
NATSUKA Shunji　 Professor
Study of structure and function of glycans

伊 東 　 孝 祐 　助教
タンパク質生合成に関連する生体高分子の構造機能解析
k-ito@bio.sc.niigata-u.ac.jp
ITO Kosuke　 Assistant Professor
Structural and functional analyses of translation-related biological macromolecules.

生物学科  Department of Biology

事務補佐員
Assistant Staff

生体制御学講座／ Bioregulatory Science

西川　周一　教授
小胞体機能による植物生活環の制御機構
shuh@bio.sc.niigata-u.ac.jp
NISHIKAWA Shuh-ichi　 Professor
Roles of endoplasnic reticlum functions in plant growth and development

岩 崎　俊介　准教授
植物における核-細胞質間輸送，
光および重力による植物形態形成の制御
tiwasaki@bio.sc.niigata-u.ac.jp
IWASAKI Toshisuke　 Associate Professor
Nucleo-cytoplasmic trafficking in plants
Regulation of plant morphogenesis by light and gravity.

酒 井　達也　教授
植物の光環境応答と植物ホルモンによる
成長パターン調節機構の研究
tsakai@gs.niigata-u.ac.jp
SAKAI Tatsuya　 Professor
Light and phytohormone signaling mechanisms and the control of plant growth 
and development.

井 筒　ゆみ　准教授
両生類の発生過程における幼生尾部組織のアポトーシス
両生類の幼生から成体への皮膚の変換機構
両生類の形態形成へ関与する免疫系のメカニズム
izutsu@gs.niigata-u.ac.jp
IZUTSU Yumi　 Associate Professor
Apoptosis of larval tail tissues during anuran development.
Mechanism of transformation of adult from larval skin during anuran 
metamorphosis.
Involvement of immune system in anuran morphogenesis during metamorphosis.

大学院自然科学研究科 生命・食料科学専攻／

前野　　貢　教授
両生類胚における体軸形成
両生類胚における血球，血管システムの分化
幼生期から成体期にかけての造血の推移
maenobio@bio.sc.niigata-u.ac.jp
MAENO Mitsugu　 Professor
Axis formation of amphibian embryo.
Differentiation of blood and vascular cells in amphibian embryo.
Transition of hemopoietic system in larval and adult stages.

杉 本　健吉　准教授
造血制御機構の研究
冬眠制御機構の研究
概日リズムの研究
sugimoto@bio.sc.niigata-u.ac.jp
SUGIMOTO Kenkichi　 Associate Professor
Self renewal of hematopoietics stem cell.
Mechanism of hibernation.
Mechanism of circadian rhythm.

Graduate School of Science and Technology
Life and Food Science

韮澤　香織
NIRASAWA Kaori

藤 間　真紀　助教
リンパ球の分化・機能発現における転写調節機構の研究
tomaki@gs.sc.niigata-u.ac.jp
TOMA Maki　 Assistant Professor
Regulation of lymphocyte development and function by NF-kappaB transcription 
factors.

鈴 木　詔子　助教
生物種特異的な糖鎖の構造解析と糖転移酵素の研究
nrsuzuki@k.u-tokyo.ac.jp
SUZUKI Noriko Assistant Professor
Species-specific glycans: structural analysis, biosyntheis, and phylogenetic comparison 
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地質科学科  Department of Geology生物学科  Department of Biology

栗 田 　 裕 司 　准教授
層序学
層序学，堆積盆解析，古生物学，石油地質学，
渦鞭毛藻化石に関する研究
kurita@sc.niigata-u.ac.jp

KURITA Hiroshi　Associate Professor
Stratigraphy
Stratigraphy, basin analysis, paleontology, petroleum geology, palynology.

小 西 　 博 巳 　教授
鉱物学
走査/透過電子顕微鏡（S/TEM）による鉱物微細構造の解析，
生物と鉱物の相互作用
hkonishi@geo.sc.niigata-u.ac.jp

KONISHI Hiromi　Professor
Mineralogy
Aberration-Corrected Scanning/Transmission Electron Microscopy （S/TEM）
in Mineral Sciences and Geomicrobiology

地球進化学講座／ Historical Geology

地球物質科学講座／ Earth Material Science

松 岡 　 　 篤 　教授
古海洋学
太平洋・海洋プランクトンの進化・放散虫・付加体・形の科学
amatsuoka@geo.sc.niigata-u.ac.jp

MATSUOKA Atsushi　Professor
Paleoceanography
Pacific, evolution of marine plankton, radiolaria, accretionary complex, science on 
form.

新 川 　 　 公 　准教授
層位・古生物学
上部古生界の古生物層序・化石サンゴ類の系統分類
awakiin@geo.sc.niigata-u.ac.jp

NIIKAWA Isao　Associate Professor
Stratigraphy and Paleontology
Biostratigraphy and phylogenetic classification of coral fossils in the Upper 
Paleozoic.

高 澤 　 栄 一 　教授
岩石学・地球化学
超苦鉄質岩の岩石学・地球化学および上部マントルの進化と不均質
性に関する研究
takazawa@geo.sc.niigata-u.ac.jp

TAKAZAWA Eiichi　Professor
Petrology, Geochemistry
Petrologic and geochemical study of ultramafic rocks to understand evolution and 
heterogeneity of upper mantle.

豊 島 　 剛 志 　教授
構造地質学・構造岩石学
大陸性地殻構成岩石（変成岩・深成岩・断層岩など）の構造地質学
ttoyo@geo.sc.niigata-u.ac.jp

TOYOSHIMA Tsuyoshi　Professor
Structural Geology and Structural Petrology
Structural geology of deformed rocks and fault zones in continental crusts.

髙 橋 　 俊 郎 　准教授
岩石学
島弧火山岩の岩石学的研究
toshirot@geo.sc.niigata-u.ac.jp

TAKAHASHI Toshiro　Associate Professor
Petrology
Petrological study of volcanic rocks in island-arc.

マドスーダン　サティッシュ　クマール　教授
岩石学・同位体地質学
地球深部炭素循環の解明・先カンブリア時代の地質学と地球環境
satish@geo.sc.niigata-u.ac.jp

Madhusoodhan SATISH KUMAR　Professor
Petrology and Isotope Geology
Carbon cycle in the Earth's interior, Precambrian geology and environment

大学院自然科学研究科 環境科学専攻／

栗 原 　 敏 之 　准教授
層位・古生物学
日本・東アジアの古生代テクトニクス，放散虫生層序，
プランクトンに関する研究
kurihara@geo.sc.niigata-u.ac.jp

KURIHARA Toshiyuki　Associate Professor
Stratigraphy and Paleontology
Paleozoic tectonics of Japan and East Asia,
radiolarian biostratigraphy, plankton.

Graduate School of Science and Technology
Environmental Science and Technology

小 林 　 健 太 　講師
構造地質学・地震テクトニクス
脆性断層・活断層・地震断層に関する構造地質学
kenkoba@gs.niigata-u.ac.jp

KOBAYASHI Kenta　Lecturer
Structural Geology, Seismotectonics
Structural geology of brittle, active and earthquake faults.

植 田 　 勇 人 　准教授
地質学（テクトニクス）
付加体，高圧変成帯など沈み込み帯周辺の構造発達の研究
ueta@geo.sc.niigata-u.ac.jp

UEDA Hayato　Associate Professor
Geology（tectonics）
Structural evolution of subduction zone based on geology of accretionary and 
HPLT metamorphic complexes.

椎 野 　 勇 太 　助教
古生物学・進化形態学
絶滅生物を題材とした古生態復元と形態進化の研究
y-shiino@geo.sc.niigata-u.ac.jp

SHIINO Yuta　Assistant Professor
Paleontology, Evolutionary morphology
Paleoecology and morphological evolution of fossil organisms.

西 村 　 唱 代
NISHIMURA Masayo

事務補佐員
Assistant Staff
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自然環境科学科  Department of Environmental Science

副 島 　 浩 一 　教授
原子分子物理学・放射光科学
放射光による原子分子素過程の実験的な研究
soejima@env.sc.niigata-u.ac.jp
SOEJIMA Kouichi　 Professor
Atomic and Molecular Physics, Synchrotron radiation Science
Studies on the dynamical processes of atoms and 
molecules using synchrotron radiation

奈良間　 千之　准教授
地形学，山岳環境学
アジア高山域の地形・氷河災害の研究
narama@env.sc.niigata-u.ac.jp
NARAMA Chiyuki　 Associate Professor
Geomorphology, Mountain environmental studies
Geomorphological and glaciological hazards in Asian high mountains

久保田　喜裕　准教授
資源・環境地質学
平野・堆積盆地のテクトニクスと地下資源形成史
kubota@env.sc.niigata-u.ac.jp
KUBOTA Yoshihiro　 Associate Professor
Resource and Environmental Geology
Studies on tectonic development of basin / plain and resources

環境生物学講座／ Environmental Biology

濱口　　哲　教授
生殖生物学
メダカの生殖細胞の起源と性分化に関する発生生物学的研究
shamaguc@env.sc.niigata-u.ac.jp
HAMAGUCHI Satoshi　 Professor
Reproductive Biology
Developmental biological studies on the origin and 
sex-differentiation of germ cells in the fish, Oryzias latipes

酒 泉　　満　教授
遺伝学
メダカの遺伝的多様性と性決定機構に関する研究
sakaizum@env.sc.niigata-u.ac.jp
SAKAIZUMI Mitsuru　 Professor
Genetics
Genetic diversity and the sex-determining mechanism of the 
medaka, Oryzias latipes

林 　八寿子　准教授
植物細胞形態学，分子系統進化学
高等植物の発芽子葉細胞におけるオルガネラの機能転換と
相互関係，藻類におけるミトコンドリアゲノムの分子進化
yhayashi@env.sc.niigata-u.ac.jp
HAYASHI Yasuko　 Associate Professor
Plant cell morphology and Molecular phylogenetic evolution
Molecular evolution of mitochondrial genome contents in algae.
Mutual relationships and functional conversion of organella in the 
cotyledonary cell of higher plants.

地球環境科学講座／ Terrestrial Science

浮田　甚郎　教授
気象，海洋，雪氷学
気候システムのメカニズムに関する研究
jukita@env.sc.niigata-u.ac.jp
UKITA Jinro　 Professor
Ocean, atmospheric and cryospheric sciences
Climate dynamics

本 田　明治　　准教授
気象学，気候力学
中高緯度大気大循環と異常気象
雪氷圏変動が気候システムに及ぼす影響
meiji@env.sc.niigata-u.ac.jp
HONDA Akiharu (Meiji)　 Associate Professor
Meteorology, Climate Dynamics
Mid-and high-latitude atmospheric circulation and extreme alimate events
Influence of cryospheric variabilty on climate system.

上 井　進也　准教授
藻類学・植物系統分類学
海藻における種分化に関する研究
uwai@env.sc.niigata-u.ac.jp
UWAI Shinya　 Associate Professor
Phycology and Plant systematics
Population genetics and Speciation mechanism in seaweed

大学院自然科学研究科 環境科学専攻／
石崎　智美　助教
植物生態学・生態遺伝学
植物と昆虫の種間相互作用に関する研究
植物の被食防衛機構に関する研究
ishizaki@env.sc.niigata-u.ac.jp
ISHIZAKI Satomi　 Assistant Professor
Plant ecology, Ecological genetics
Interspeific interactions between plants and insects, Plant defences against 
herbivory

Graduate School of Science and Technology
Environmental Science and Technology

藤村　衡至　助教
動物進化発生学，ゲノム進化学
魚類の形態進化とゲノム進化に関する研究
kojifuji@env.sc.niigata-u.ac.jp
FUJIMURA Koji　 Assistant Professor
Evolutionary Developmental Biology, Genome Biology
Evolution of fish morphologies and genomes

松 岡　史郎　教授
分析化学
水試料に溶存する超微量成分分析法の開発
天然水中に存在する超微量成分のスペシエーション

matsuoka@env.sc.niigata-u.ac.jp
MATSUOKA Shiro　 Professor
Analytical Chemistry
Determination of frace metal ions in natural waters 
Specific determination of trace metal ions in natural waters 

湯川　靖彦　教授
錯体化学・X線結晶学
異核多核錯体の合成，構造及び性質に関する研究
yukawa@env.sc.niigata-u.ac.jp
YUKAWA Yasuhiko　 Professor
Cooedination Chemistry and X-ray Crystallography
Studies on synthesis, structure, and properties of hetero- and
poly-nuclear complexes

物質循環科学講座／ Physicochemical Science
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理学部附属臨海実験所  Sado Marine Biological Station

教育研究高度化センター  Center for advancement in Education and Research

佐藤　深雪
SATO Miyuki

村 山　映子
MURAYAMA Eiko

事務補佐員
Assistant Staff

山田　慶子
YAMADA Keiko

技術補佐員
Assistant Staff

技術補佐員
Assistant Staff

安東　宏徳　教授
生殖内分泌，神経内分泌
産卵回遊魚の海洋環境適応の脳内メカニズム
季節繁殖のしくみ，魚類の成長と成熟の制御機構
hando311@cc.niigata-u.ac.jp
ANDO Hironori　 Professor
Reproductive endocrinology,  Neuroendocrinology
Neuroendocrine regulation of adaptation of migratory fish
Mechanism of seasonal reproduction,  Regulation of growth and reproduction in fish

安房田　智司　助教
行動・進化生態学
魚類の繁殖戦術，生活史多型，子の保護に関する研究
sa-awata@cc.niigata-u.ac.jp
AWATA Satoshi　 Assistant Professor
Behavioral Ecology
Reproductive tactics,  life-history strategies and parental care in fishes

宮 下　孝洋　教授
実践型教育研究プログラムの開発,
産学官連携によるインターンシップに関する業務
miyashita@ad.sc.niigata-u.ac.jp
MIYASHITA Takahiro　 Professor
Development of practical education and 
Research program. Internship in cooperation 
with industry, university and local government

下 谷　豊和
SHIMOTANI Toyokazu

川崎　容子
KAWASAKI Yoko

小杉　かおる
KOSUGI Kaoru

二 瓶 　 愛
NIHEI Megumi

技術専門職員
Technical Staff

事務補佐員
Assistant Staff

技能補佐員
Assistant Staff

技術補佐員
Assistant Staff

■共通図書室　Library

■事務　Administration Office
事務室長 Head of Administration 総務係 General Affairs Section 学務係 Student Welfare Section

平成 27 年 6月 1 日現在
技術部 Engineering Department

長谷川　英美
HASEGAWA Hidemi

事務職員 Administration Staff 事務職員 Administration Staff 技術職員 Technical  Staff

係長　桑原　良子
KUWABARA Yoshiko
野城　一彦

NOSHIRO Kazuhiko
木下　克彦

KINOSHITA Katsuhiko

中田　のり
NAKADA Nori
穂苅　江利子

HOKARI Eriko
松本　哲和

MATSUMOTO Takamasa

係長　樋口　晴幸
HIGUCHI Haruyuki
渡部　晋介

WATABE Shinsuke
永井　恵

NAGAI Megumi
中村　智子

NAKAMURA Tomoko

勝亦　正明
KATSUMATA Masaaki

小髙　広太郎
KODAKA Kotaro

高田　頌
TAKATA Shou

森井　弘樹
MORII Hiroki

永田　聖美
NAGATA Kiyomi

立川　喜章
TACHIKAWA Yoshiaki

臼井　　聡　准教授
物理有機化学，光化学，有機合成化学
光による有機化合物の分解反応の研究
usui@env.sc.niigata-u.ac.jp
USUI Satoshi　 Associate Professor
Physical Organic Chemistry, Photochemistry , Synthetic Organic Chemistry
Studies on photochemical degradation of organic compounds

則 末　和宏　准教授
海洋地球化学
海洋における微量元素・同位体の生物地球化学的サイクルに
関する研究
knorisue@env.sc.niigata-u.ac.jp
NORISUYE Kazuhiro　 Associate Professor
Marine Geochemistry
Study on the biogeochemical cycles of trace elements 
and their isotopes in the ocean

大 地　和枝
OHCHI Kazue

飯田　碧　助教
水圏生物学，魚類生態学
通し回遊を行う魚類の生態と生活史
mdr.iida@cc.niigata-u.ac.jp
IIDA Midori　 Assistant Professor
Aquatic Biology, Fish Ecology
Ecology and life history of migratory fish

飯野　隆史
Iino Takashi
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教職員数　Number of Faculty Staff

学生数　Number of Students

卒業生の進路　Employment Opportunities for Graduates

平成 27 年 6 月 1 日現在

区　分
Classification

教授
Professor

准教授
Associate Professor 講師

Lecturer

助教
Assistant Professor

特任教授
Specially appointed 

Professor

特任助教
Specially appointed 
Assistant Professor

事務職員／
事務補佐員

Administration Staff/
Assistant Staff

技術職員／
教務補佐員

Technical Staff/
Assistant Staff

合計
Total

（理）（自）（理）（自） （理）（自）
数学科 Mathematics 7 1 1 （1） 13（ 1）
物理学科 Physics 6 1 6 3 3 3 （1）

（1）

24（ 1）
化学科 Chemistry 6 1 4 2 1 （1） 15 ( 1）
生物学科 Biology 4 1 3 1 2

2

（1） 12（ 2）
地質科学科 Geology 4 1 4 1 1 1 12（ 4）
自然環境科学科 Environmental Science 6 7 1 1 2 （1） （3） 17（ 4）
附属臨海実験所 Sado Marine Biological Station 1

1

2 1 1（2） 5（ 2）
事務・共通 Administration Office 8（4） 7（1） 15（ 5）

合計　Total 39 35 1 17 5 8(10)       8(10） 113（20）
注：（　）内の数は非常勤職員を外数で示す。　Note: Figures in the parentheses show the numbers of part-time staff and are not included in the numbers outside the parentheses.
　：理学部所属の教員─「理」と表記，自然科学研究科所属の教員─「自」と表記。
　　Teacher of the department of Science Position ─ It is written「理」,　Teacher of the department of Graduate School of Science and Technology ─ It is written「自」.

平成 27 年 6 月 1 日現在

学科
Department

学年定員
Capacity of Admission

3 年次
編入学定員

Capacity Admitted
into the Third Year

在籍者数　Number of Students

1 年生
1st Year Students

2 年生
2nd Year Students

3 年生
3rd Year Students

4 年生
4th Year Students

学科計
Total

数学科 Mathematics 35

10

42 39 38 45 164

物理学科 Physics 45 52 56 60 51 (1) 219（1）
化学科 Chemistry 35 41 42 42 33 158

生物学科 Biology 20 23 21 25 23 92

地質科学科 Geology 25 25 29 33 27 114

自然環境科学科 Environmental Science 30 33 32 36 35 136

理学部合計 Total 190 10 216 219 234 214 883（1）
（　）内の数は外国人留学生を内数で示す。　Figures in the parentheses show the numbers of overseas students by the inner number.

学科
Department

大学院進学
Graduate Course

教員
Education

公務員
Public Service

建設業
Construction

製造業
Manufacturing

電気・ガス・水道
Utilities

運輸・通信
Transportation & 
Communication

卸売小売
Wholesale & Retail

金融・保険
Banking & 
Insurance

サービス業
Services

その他
Others

合計
Total

数学科
Mathematics 13 7 1 4

1

7 37

物理学科
Physics 33 2 2 5

1

2 46

化学科
Chemistry 18 6 3 2 5 40

生物学科
Biology 13 1 4

2

2 24

地質科学科
Geology 10

1

12

1

1 2 1 29

自然環境科学科
Environmental Science 15 4 3 4 4 33

合　計
Total 102 12 18 8 2 16 2 11 21 209

20

1
1

（1）

3

（3）

2

3

2

17

1

1

1

1

3

1

1

1
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国際交流　International Exchange Programs

■学部間交流協定締結校　International Exchange Programs Between Faculties
国立ミンダナオ大学イリガン工科校理学部（フィリピン共和国）（1997 年 3 月 4 日締結）
College of Science and Mathematics, Mindanao State University, Iligan Institute of Technology, Philippines (March 4, 1997)

バンドン工科大学鉱物工学部（インドネシア共和国）（1997 年 8 月 23 日締結）
Faculty of Mineral Technology, Institut Teknologi Bandung, Indonesia (August 23, 1997)

中国地質大学北京校（中華人民共和国）（2000 年 2 月 1 日締結）
China University of Geosciences (Beijing), People’s Republic of China (February 1, 2000)

ルイジアナ州立大学基礎科学部（アメリカ合衆国）（2000 年 2 月 28 日締結）
College of Basic Sciences, Louisiana State University, USA (February 28, 2000)

中国地質大学武漢校（中華人民共和国）（2000 年 4 月 4 日締結）
China University of Geosciences (Wuhan), People’s Republic of China (April 4, 2000)

デブレツェン大学理学部及びハンガリー科学アカデミー原子核研究所（ハンガリー共和国）（2000 年 10 月 5 日締結）
Faculty of Science, the University of Debrecen, and the Institute of Nuclear Research of the Hungarian Academy of Science, Hungary (October 5, 2000)

中原大学理学院（台湾）（2005 年 7 月 12 日締結）
College of Science, Chung-Yuan Christian University, Taiwan (July 12, 2005)

カイロ大学理学部（エジプト・アラブ共和国）（2005 年 8 月 28 日締結）
Faculty of Science, Cairo University, Egypt (August 28, 2005)

ヨハネス・ケプラー大学理工学部（オーストリア共和国）（2005 年 12 月 3 日締結）
Faculty of Engineering and Natural Sciences, Johannes Kapler University, Austria (December 3, 2005)

釜慶大学校自然科学部（大韓民国）(2009 年 12 月 3 日締結 )
College of Natural Sciences,Pukyong National University, Republic of Korea (December 3, 2009)

中山大学理学院（台湾）（2009 年 12 月 18 日締結）
College of Science,National Sun Yat-sen University, Taiwan (December 18, 2009)

彰化師範大学理学院（台湾）（2009 年 12 月 8 日締結）
College of Science,National Changhua University of Education, Taiwan (December 18, 2009)

デーキン大学理工学部及び生命環境科学科（オーストラリア）（2010 年 3 月 22 日締結）
Faculty of Science and Technology and School of Life and Environmental Sciences, Deakin University, Australia (March 22, 2010)

北京大学物理学院（中華人民共和国）（2010 年 3 月 22 日締結）
School of Physics,Peking University, People’s Republic of China (March 22, 2010)

忠南大学理学部（大韓民国）（2010 年 7 月 21 日締結）
The College of Natural Science, Chungnam University, Republic of Korea (July 21, 2010)

イスラミック・アザド大学ノース・テヘラン・ブランチ（イラン）（2011 年 4 月 23 日締結）
Islamic Azad University-North Tehran Branch, Islamic Republic of Iran (April 23, 2011)

国立成功大学理学院（台湾）（2011 年 7 月 7 日締結）
College of Science，National Cheng-Kung University, Taiwan (July 7, 2011)

国立台湾師範大学理学院（台湾）（2011 年 12 月 16 日締結）
College of Science, National Taiwan Normal University, Taiwan (December 16, 2011)

東北大学理学院（中華人民共和国）（2012 年 2 月 3 日締結）
College of Science, Northeastern University, People’s Republic of China (February 3, 2012)

国立釜慶大学校環境・海洋科学部（大韓民国）（2013 年 1 月 11 日締結）
College of Environmental and Marine Sciences and Technology. Pukyong National University, Republic of Korea (January 11, 2013)

国立清華大学理学院（台湾）（2013 年 6 月 21 日締結）
College of Science, National Tsing Hua University, Taiwan (June 21, 2013)

国立釜慶大学校水産科学部（大韓民国）（2013 年 12 月 20 日締結）
College of Fisheries Sciences, Pukyong National University (December 20, 2013)

研究費　Scientific Research

年度
区分

平成 24 年度  Fiscal Year 2011 平成 25 年度  Fiscal Year 2012 平成 26 年度  Fiscal Year 2013

件数
Number

金額（千円）
Amount (1,000yen)

件数
Number

金額（千円）
Amount (1,000yen)

件数
Number

金額（千円）
Amount (1,000yen)

科学研究費補助金採択
Grant-in-Aid for Scientific Research 67 73 108,035 77 107,820

奨学寄附金受入
Grants and Endowments 20 9,670 28 20,671 26 17,050

民間との共同研究受入
Cooperative Research with the Private Sector 4 3,620 4 1,810 1 900

受託研究受入
Commissioned Research 2 5,140 2 4,720 5 13,115

21

95,805
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教育学部

体育館

理学部

自然科学研究棟

生命環境棟
物質生産棟

工学部

女子寮

男子寮

農学部

情報理工棟
ローソン

事務局

第１学生食堂

附属図書館

保健管理センター

国際交流会館

現代社会文化研究棟

人文学部
法学部
経済学部

地域共同研究センター

大学会館・第２学生食堂 第２学生食堂・生協厚生センター

総合教育研究棟
（人文学部研究室）

情報基盤センター

災害・復興科学研究所

環境エネルギー棟

社会との連携　Social Cooperation

■公開講座　Public Lecture
2001　生きている地球─新潟から検証する日本列島の過去，現在，未来─

Living earth – an inspection from Niigata on the past, now and future of the Japanese Islands –

2002　水と環境　Water and environment

2003　数学の不思議発見　Discover wonders in Mathematics

2004　宇宙から極微の世界まで　From cosmos to microscopic world

2005　化学の目で見る環境問題　Chemical approaches to environmental problems

2006　生命科学への招待　Introduction to Biological Science

2007　地球46億年のロマンと新潟の大地　Romance of Dynamic Earth of 4.6 billion years and Geodiscoveries in Niigata

2008　水と自然環境　Water in Nature

2009　数学で頭を鍛えよう　Refreshing Brain Exercises

2010　現代物理学への招待　Invitation to Modern Physics

2011　発見！糸魚川ジオパーク　Discovery! Itoigawa Geopark

2012　糸魚川ジオパークの魅力を探ろう　Let s̓ explore 300 million years earth history in the Itoigawa Global Geopark

2013　親子で体験 地球史 3 億年─糸魚川ジオパークの魅力を探ろう─
Let s̓ explore 300 million years earth history in the Itoigawa Global Geopark

■スーパーサイエンスハイスクール（SSH）　Super Science High School
2003　新潟県立長岡高等学校 SSH協力
2004　新潟県立長岡高等学校 SSH協力

新潟県立新潟南高等学校 SSH協力
2005　新潟県立新潟南高等学校 SSH協力
2006　新潟県立新潟南高等学校 SSH協力
2007　新潟県立新潟南高等学校 SSH協力

山形県立米沢興譲館高等学校 SSH協力
長野県立屋代高等学校 SSH協力

2008　新潟県立新潟南高等学校 SSH協力
新潟県立柏崎高等学校 SSH協力
福島県立会津高等学校 SSH協力

2009　新潟県立新潟南高等学校 SSH協力
新潟県立柏崎高等学校 SSH協力
福島県立会津高等学校 SSH協力

2010　新潟県立新潟南高等学校 SSH協力
新潟県立柏崎高等学校 SSH協力

2011　新潟県立新潟南高等学校 SSH協力
新潟県立柏崎高等学校 SSH協力

2012　新潟県立新潟南高等学校 SSH協力
新潟県立柏崎高等学校 SSH協力

2013　新潟県立新潟南高等学校 SSH協力
新潟県立柏崎高等学校 SSH協力
新潟県立長岡高等学校 SSH協力
新潟県立高田高等学校 SSH協力
新潟県立新発田高等学校 SSH協力

■サイエンス・パートナーシップ・プロジェクト（SPP）　Science Partnership Program
2005　新潟県立新発田高等学校向 SPP主催

新潟県立新発田高等学校 SPP協力
新潟県立高田高等学校向 SPP主催
新潟県立新津高等学校 SPP協力
新潟県立佐渡高等学校 SPP協力

2006　新潟県立高田高等学校向 SPP主催
 新潟県立新発田高等学校，新津高等学校，
巻高等学校向3校合同 SPP協力
新潟県立新発田高等学校 SPP協力

2007　新潟県立高田高等学校向 SPP協力
新潟県立柏崎高等学校 SPP協力
新潟県立柏崎翔洋中等教育学校 SPP協力

2008　新潟県立高田高等学校 SPP協力
新潟県高等学校 SPP事業協力

2009　新潟県立高田高等学校 SPP協力
新潟県高等学校 SPP事業協力
新潟県立新津高等学校 SPP協力

2010　新潟県高等学校 SPP事業協力
2011　新潟県高等学校 SPP事業協力

新潟市立万代高等学校 SPP協力
2012　新潟県高等学校 SPP事業協力
2013　新潟県高等学校 SPP事業協力

■オープンキャンパス　Demonstration
理学部の教育研究をより多くの若い人たちに知っていただくために，模擬講義や各学科の研究テーマをパネル，
ビデオなどで紹介したり，実験室での各種デモ実験や標本等の展示を2014年 8 月10 ，11 日に行いました。
To introduce our faculty to many young people we opened our departments and facilities August 10 and 11 2014.  Educational concepts and research 
projects were presented by lectures, panels, videos, and also by exhibition of reference materials and laboratory works.

■
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2014　新潟県立高田高等学校 SSH協力

新潟県立柏崎高等学校 SSH協力
新潟県立長岡高等学校 SSH協力
新潟県立新潟南高等学校 SSH協力
新潟県立新発田高等学校 SSH協力

連携協定　Cooperation Agreement
佐渡市教育委員会（2012年 3 月28日～2015年11月12日）
Sado City Board of Education （March 28, 2012～November 12, 2015）
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教育学部

体育館

理学部

自然科学研究棟

生命環境棟
物質生産棟
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五十嵐キャンパスエリアマップ　NIIGATA UNIVERSITY AREA MAP
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理学部附属臨海実験所（達者）へのアクセス
Access to Sado Marine Biological Station

■新潟から両津まで
from Niigata to Ryotsu

●船
カーフェリー／ 2時間30分
ジェットフォイル／ 1時間
By Ship
Car	ferry	(about	2	hours	and	30	minutes)
Jet	foil	(about	1	hour)

■両津から実験所まで
from Ryotsu to Biological Station
両津−相川−達者

●バス
相川乗り換えで約2時間
By Bus
Ryotsu	–	Tassha	(about	2	hours)
(transfer	to	another	bus	at	Aikawa)

理学部（五十嵐キャンパス）へのアクセス
Access to Faculty of Science (Niigata University)

●列車利用
新潟駅～内野駅／約25分
下車徒歩約15分
新潟駅～新潟大学前駅／約22分
下車徒歩約20分
By Train
Niigata	Station	–	Uchino	Station
(about	25	minutes)	and	then	about	15	minutes	on	foot
Niigata	Station	–	Niigata	Daigaku	Mae	Station
(about	22	minutes)	and	then	about	20	minutes	on	foot

●バス利用
新潟駅～新大西門／約45分
By Bus
Niigata	Station	–	Shindai	Nishimon	(about	45	minutes)

●飛行機利用
新潟空港～新潟駅南口／約25分
新潟駅からバスあるいは列車を利用
By Airplane
Niigata	Airport	–	Niigata	Station	(about	25	minutes)
By	Bus	or	Train	from	Niigata	Station
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新潟大学
理学部概要

新 潟 大 学 理 学 部

Introduction to the Faculty of ScienceIntroduction to the Faculty of Science

● DEPARTMENT of MATHEMATICS
数学科

化学科

● DEPARTMENT of BIOLOGY
生物学科

● DEPARTMENT of GEOLOGY
地質科学科

● DEPARTMENT of
ENVIRONMENTAL SCIENCE

自然環境科学科

NI IGATA UNIVERS ITY 2014 COLLEGE GUIDE

〒950-2181　新潟市西区五十嵐２の町8050
TEL：025-262-6102
FAX：025-262-6116

【ホームページアドレス】http://www.sc.niigata-u.ac.jp

Faculty of Science, Niigata University
8050, Ikarashi 2-no-cho Nishi-ku, Niigata City 950-2181, Japan
Phone: 025-262-6102 （Key Number）
Fax: 025-262-6116
http://www.sc.niigata-u.ac.jp

● DEPARTMENT of PHYSICS

● DEPARTMENT of CHEMISTRY

物理学科




