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真の強さを学ぶ。

人と自然の共栄を支える
新しい理学部が誕生しました
「自然を解き明かし、
未知なるものを探求する」
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学部長からのメッセージ

変化の時代に応える新潟大学理学部
20世紀以降、科学はこれまでの人類史上にないスピードで
発展を続けています。例えば、ニュートリノやヒッグス粒子
などの素粒子の発見は宇宙の成り立ちの解明に貢献していま
す。DNAの構造の発見は、様々な生命現象や進化の過程を解
明する基礎を築きました。そしてまた、インターネット網の
構築、遺伝子診断法の開発，自然再生エネルギーの開発など
に見られるように、科学技術の発展は人類の暮らしを大きく
変化させてきました。
21世紀に入り、科学技術の進歩はさらにスピートを増し、
先端的分野は絶えず変化し続けています。このような時代に
こそ、基礎的学問分野である理学は力を発揮します。なぜな
ら、「全ての基礎となる学問」は科学技術の進歩の原動力と
なっているからです。従って理学部の卒業生は、学校の教員

理学部長

前

野

貢

や大学等の研究者だけでなく、非常に幅広い業種の民間企業
や官公庁において、開発や新規事業を支える技術者や研究者
として、これまで以上に期待されているのです。

１学科７プログラムの新理学部へ
変化する時代の要請に応えるため、新潟大学理学部は、平
成29年4月、教育のしくみを刷新するとともに、入学定員を
190名から200名に増員しました。変化に対して柔軟に対応
できる理学の特長を教育に反映させるため、従来専門分野に
分かれていた学科を理学科１学科にまとめて、分野横断型の
新しい理学教育を導入しました。これにより、ひとつの専門
分野の知識と技能をしっかりと身につけると同時に、複数の
専門にまたがる新しい融合分野に実践的に取り組む力を身に
つけることが可能になりました。新しい理学部カリキュラム
は、学生の多様な希望に応えるとともに、課題解決能力を備
え、社会に科学で貢献する理系人材を育てます。

大学院への道 ～さらに研究を深めるために～
新潟大学には、大学院自然科学研究科博士前期課程と博士
後期課程があり、理学部を卒業後、さらに専門分野の勉学と
研究をおこなうことができます。現在、理学部卒業生の５～
６割は大学院に進学しています。理学のどの分野も目覚まし
い発展をとげたとはいえ、真理の大海はまだまだ未解明のま
まで、皆さんの前に横たわっています。未知の世界に意欲的
にチャレンジしようとする若い皆さんが、新潟大学理学部お
よび大学院自然科学研究科で勉学されることを心から期待し
ています。
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平成29年４月

理学部は１学科に生まれ変わりました 理学全開！
探究心はとめられない

改組前

改組後

理学部（190名）

新理学部（200名）

物理学科
数学科

地質
科学科

化学科

自然環境
科学科

理学部

7

地質
科学 フィールド
科学人材
育成
自然
生物学 環境科学
（学部横断型）

数学

つの

物理学

化学

プログラム

農学部

生物学科

理学部の入学定員は190名から200名に増員します。

新しい理学部の４つの特徴
１.

̶分野を横断する新しい理学教育を実現̶

幅広い好奇心を伸ばす理学部共通教育

２. ２通りの学修方法で大きく広がる可能性
主専攻プログラムでは、その分野での専門的な課題解決
力の育成を目指す「専門力プログラム」と、他分野も合わ
せて学び融合分野での活躍を目指す「総合力プログラム」
が選べます。

２年生前半終了時までの共通教育では、好奇心を大きく
伸ばし、
また、希望する専門を目指して基礎を築きます。
講義室から飛び出して科学する力を養うアクティブ･ラ
ーニングなど、新しい授業を導入します。

３. フィールド科学人材育成プログラムの新設

理学部と農学部が協働して設置します。佐渡の臨海実
験所や演習林など屋外施設を活用し、フィールドでの
実践を重視する特徴あるプログラムです。

４. フロンティア・スタディ
・プロジェクト

科学者をめざそう！ 数学大好き、理科大好き、すぐにでも
研究活動に取り組んでみたい。仲間を集め、ゼミを立ち上
げよう。
「フロンティア・スタディ・プロジェクト」はそんなキ
ミを応援する制度です。入学時に主専攻プログラムが決ま
ります。本制度には前期日程試験の出願時に申請します。

新しい理学部の主専攻プログラムの選択と学修方法
●２年前期まで

自然系共通専門基礎科目

●２年前期
終了時

理学部共通コア科目

理学部共通教育
●分野を超えて理学を幅広く学
び、
科学の視野を広げる
●コミュニケーション力や柔軟性
を身につける
●「アクティブ・ラーニング」では学
生が体験を通して課題解決の
方法を学ぶ

6クラス制

●専門分野でカテゴリー分けしな
いクラス編集
●クラス相談員によるきめ細かい
学修指導

フロンティア・スタディ・プロジェクト
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主専攻プログラムの学修方法

主専攻プログラム （）内の数字は受け入れ学生
数の上限目安
の決定
数学プログラム

理学部共通ベーシック科目
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●２年後期以後

７
つ
の
主
専
攻
プ
ロ
グ
ラ
ム

物理学プログラム
化学プログラム
生物学プログラム

総合力プログラム

(50)
(60)
(50)
(30)
(30)

地質科学プログラム
自然環境科学
プログラム

専門力プログラム

● それぞれの専門
の知識と技能を
体系的に学ぶ

● 主専攻分野だけ
でなく関連分野
の専門科目を合
わせて学ぶ

● 各分野で専門的
な課題解決力を
備えた理系人材
を育成

● 科学技術の進化
に応じた新しい
融合分野の理系
人材を育成

(38)
(12)

フィールド科学
人材育成プログラム

理・農学部横断の実践的プログラムを学ぶ

●研究志向のフロントランナーを育成

●前期日程合格者の中から30人程度

新しい理学部の授業科目の構成の概要
大学学習法
大学学習法の科目である理学スタディ・スキルズは、理学部の学生としての共通の素養を身につけるとともに、専門
科目の履修のしかた、主専攻プログラムの選択のしかたなどをガイドします。

自然系共通専門基礎科目
自然系の学問を学ぶためには、数学、統計学、物理学、化学、生物学、地学の基礎を十分に固めておく必要がありま
す。高等学校での学習では不十分であったり、また履修しなかった場合も含めて、理学部の学生として共通に必要な
基礎科目を１年生～２年生の間に体系的に学びます。

数学・統計学
解析学基礎1-2
数学基礎
A1-2, B1-2
統計学基礎1-2

物理学

物理学入門
物理学基礎
AI-II, BI-II
C1-C4, D

化学

化学基礎A, B, C

地学

生物学

生物学基礎A, B

地学基礎
A, B, C

共通ベーシック科目
理学部共通ベーシック科目は、理学部学生が持つべき基礎科学の基盤的能力を養成する科目群で、各分野の実習・演
習などがあります。また、アクティブ・ラーニングや実践英語などを通して現実の多様な課題の解決に必要となる創
造性や柔軟性、およびコミュニケーション能力を養成します。

共通コア科目
主専攻プログラムを体系的に履修するために必要となる専門基礎科目です。

主専攻専門科目
基礎科学の基幹的専門体系である数学、物理学、化学、生物学、地質科学を専門性形成の中心に据える５つの主専攻
プログラムと、自然環境の諸課題に基礎理学の立場から多角的にアプローチする自然環境科学プログラムに加え、理
学部と農学部が協働してカリキュラムを構成する学部横断型のフィールド科学人材育成プログラムを新設し、計７つ
の主専攻プログラムで専門教育を行ないます。

卒業研究
４年生になると、専攻した分野のまとめに入ります。プログラムにより、課題研究、ゼミなどの名称で、少人数に分か
れて専門をより深く学びます。これらの卒業研究等を通して、自然科学の見識と応用力を身につけることができます。

主専攻プログラムの選択などについてのQ & A

Ｑ１：主専攻プログラムはいつ決定されるのですか？
Ａ１：希望調査をおこない、２年次１学期終了時に主専攻プログラムを決定します。なお、推薦入試合格者およびフロンティア・スタ
ディ・プロジェクトに選抜された学生は入学時に決定します。
Ｑ２：主専攻プログラムはどのように決定されるのですか？
Ａ２：入学後、複数回の希望調査をおこない、それに基づいてアドバイザー教員と相談しながらプログラムを決定します。学生の希望
が生かせるように、各プログラムの受け入れ学生数の上限目安は多めに設定されています（左の図を参照）。
Ｑ３：入学してから、どの主専攻プログラムに進むかを考えたい。主専攻プログラムの内容を知る機会はありますか？
Ａ３：入学後、「理学スタディ・スキルズ」では各プログラムの内容の紹介があります。また「専門力アクティブ・ラーニング」では
各分野の研究や専門科目の内容を学生が体験します。これらの科目や２年次第１学期終わりまでの授業を通して、主専攻プログ
ラムを知り、選択する十分な時間と機会があります。
Ｑ４：専門力プログラムと総合力プログラムの違いについて教えてください。
Ａ４：専門力プログラムは主専攻専門科目を中心に、総合力プログラムは主専攻専門科目だけでなく、他の主専攻専門科目と共通コア
科目を組み合わせて学修を進めるプログラムです。学生は自主的にいずれかを選択し、履修計画をたてて学修を進めます。
Ｑ５：フィールド科学人材育成プログラムに興味がありますが、理学部に入学してプログラムを選択するのと農学部に入学してプログ
ラムを選択するので違いがあるのでしょうか？
Ａ５：理学部に入学すると、まず理学部の基礎的な科目を学びますし、農学部に入学すると農学共通基礎科目を学びます。そこが大き
な違いです。プログラム選択後は学部によらず同じ専門科目を履修し、卒業研究はどちらの教員の研究室でも行なえます。
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理学部キャリアフォーラム

～学生のキャリアパス形成を支援する～

44 の企業・公的機関

科学・技術と社会
理学と社会とのつながりに焦点
をあてた授業です。企業・公的
機関から講師を招き、仕事の内
容を紹介してもらいます。

企業A

公的機関A

企業B

インターンシップの受け入れ

新潟大学理学部

企業C

理学部コロキウム
企業・公的機関から研究者を招き、
最新の研究を話してもらいます。

企業D

企業E

理学部の沿革
1949 年 5 月

1953 年 8 月
1955 年 7 月
1965 年 4 月

1970 年 5 月
1978 年 4 月
1985 年 4 月
1987 年 4 月

1994 年 4 月
1995 年 4 月

2017年 4 月
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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。
理学部附属臨海実験所を佐渡郡金泉村大字達者
（現佐渡市達者）に設置。
理学専攻科を設置。
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。
新潟市西大畑地区から、新潟市五十嵐地区の新
校舎に移転。
積雪地域災害研究センター設置。
大学院理学研究科物質科学専攻（後期3年博士課
程）設置。
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。
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。
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前期課程に再編成され、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。
6学科（数学科、物理学科、化学科、生物学科、
地質科学科、自然環境科学科）を廃止し、1学科
（理学科）として7プログラム（数学、物理学、
化学、生物学、地質科学、自然環境科学、フィ
ールド科学人材育成）を設置。
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キャリアフォーラムの企業・公的機関と
の間でインターンシップ実施のための協
力体制を築いています。

公的機関B

企業F

キャリアパスを考える会
学生と企業・公的機関の担当者の懇談会
では、自由な意見交換をおこなうことに
より、企業・公的機関が身近に感じられ
ます（下は懇談会の写真です）。

大学院自然科学研究科
学部卒業後も希望すれば、さらに高度な教育研究へ進む
こともできます。新潟大学では、理学部・工学部・農学部
の上に位置する区分制大学院、大学院自然科学研究科が設
置されています。この大学院は「従来の学問分野にとらわ
れることなく、異なる分野の教員が協力しあって教育・研
究指導に当たり、高度な専門性の高い研究能力のみでなく、
幅広い視野と創造性豊かな人材の養成を目指す。」との理
念で設立されました。
博士前期課程（２年）と博士後期課程（３年）にそれぞ
れ５専攻を設け、学部と大学院の連携にも配慮して、大学
院における５年一貫の教育研究体制を整えています。

博士前期課程および博士後期課程
数理物質科学専攻
材料生産システム専攻
電気情報工学専攻
生命・食料科学専攻
環境科学専攻

理学部と大学院との連携による教育カリキュラム
大学院授業の先取り履修制度など、大学院課程と連
携した教育を充実し、専門力と課題解決力を身につけ
た理系人材を育成します。

平成30年度 新潟大学 理学部 入試案内
新理学部では、多様な能力の学生を求める新しい入試制度を実施します！
推薦入試

基礎科学の各学問分野に強い動機をもち、各主専攻プログラムの学修について勉
学意欲を有する学生を主専攻プログラムごとに募集します。

一般入試
（前期日程）

前期日程では、主専攻プログラムにかかわらず、個別学力検査の試験科目とその
評価の重点の異なる３つの選抜方法により募集します。

センター試験
（5教科7科目）

選抜方法A

理数、特に数学の能力
をもつ学生を選抜

数学・理科（物理、化学、生物、
地学から１科目）
外国語

選抜方法B

理科・数学の総合的能
力をもつ学生を選抜

数学、物理、化学、生物、地学か
ら２科目
外国語

選抜方法C

フィールドワークと関
連分野に意欲・適性の
ある学生を選抜

一般入試
（後期日程）

数学、物理、化学、生物、地学から２科目・
面接（フィールドワークや野外を対象とする自然科
学分野に対する意欲と適性を面接にてはかります）

主専攻プログラムにかかわらず一括して募集します
センター試験（5教科7科目）

入学定員（募集人員）
学

部

理学部

学

科

理学科

入学
定員
200人

募
一

般

入

試

前期日程

後期日程

133人

32人

集

人

員

推薦入試

帰国子女

35人

若干人

社会人

理学部理学科は、７つの主専攻プログラム（数学、物理学、化学、生物学、地質科学、自然環境科学、フィールド科学人材育成）
からなります。主専攻プログラムへの所属は２年次１学期終了時点で決定します。

選抜方法

理学部の入学者選抜試験には、推薦入試と前期日程入試、後期日程入試の3つがあります。

学科

主専攻プログラム

前

期

日

程

選抜方法Ａ 選抜方法Ｂ 選抜方法Ｃ

後期
日程

数学プログラム
理

物理学プログラム

学

化学プログラム

科

（１）前期日程では、主専攻プログラムにかか
わらず、試験科目とその評価の重点の異なる３
つの選抜方法（上の表参照）により募集します。
なお、選抜方法Cにおいてはフィールドワーク
や野外を対象とする自然科学分野に対する意欲
と適性を面接によってはかります。後期日程で
は、主専攻プログラムにかかわらず一括して募
集します。概ねの募集人員は、右のとおりです。

生物学プログラム

52人

61人

20人

32人

地質科学プログラム
自然環境科学プログラム
フィールド科学人材育成プログラム
学科

主専攻プログラム

推薦入試

数学プログラム

7人

物理学プログラム

7人

学

化学プログラム

5人

科

生物学プログラム

5人

地質科学プログラム

5人

自然環境科学プログラム

6人

理

（２）推薦入試では、主専攻プログラムごと
に募集します。
なお、「フィールド科学人材育成プログラム」
の募集は行いません。概ねの募集人員は、右
のとおりです。
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数 字
募集人員

で 見る

理学部

理学部理学科は、7つの主専攻プログラム
（数学、物理学、化学、生物学、地質科学、
自然環境科学、
フィールド
科学人材育成）
からなります。主専攻プログラムへの所属は２年次１学期終了時点で決定します。
前期日程では、主専攻プログラムにかかわらず、試験科目とその評価の重点の異なる3つの選抜方法により募
集します。なお、選抜方法Cにおいてはフィールドワークや野外を対象とする自然科学分野に対する意欲と適性を
面接によってはかります。後期日程では、主専攻プログラムにかかわらず一括して募集します。概ねの募集人員は、
次のとおりです。
推薦入試では、主専攻プログラムごとに募集します。なお、
「フィールド科学人材育成プログラム」の募集は行い
ません。概ねの募集人員は、次のとおりです。
学科

入学定員

前期日程
（133人）

主専攻プログラム

後期 推薦入試
日程 （35人）

選抜方法Ａ 選抜方法Ｂ 選抜方法Ｃ

数学プログラム

7

物理学プログラム

7

化学プログラム
理学科

200人

5
52

生物学プログラム

61

20

32

5

地質科学プログラム

5

自然環境科学プログラム

6

フィールド科学人材育成プログラム
理学部では第3年次編入学の学生募集も行っています。平成30年度までは6学科別に募集を行います。募集人員は、次のとおりです。

学

科

第3年次編入学

数学科、物理学科、化学科、生物学科、地質科学科、自然環境科学科

学生数一覧

10
29.4.1 現在

平成29年度入学者
学
理

科

在

学年定員

学

科

1年

200

籍

者

2年

数
3年

4年

216

平成28年度以前入学者
学
数

科

29.4.1 現在

在

学年定員

者

数

1年

2年

3年

4年

学科計

3

39

37

45

124

56

60

50

166

40

35

41

120

科

35

科

45

科

35

科

20

21

30

23

74

地 質 科 学 科

25

29

28

24

81

物

学

籍

理

化

学

生

学
物

学

自然環境科学科

30

理 学 部 合 計

190

プログラム等

教

4

7

33

39

35

107

218

229

218

672
29.4.1 現在

教員数一覧

授

准教授・講師

教

計

数 学 プ ロ グ ラ ム

8

5

物 理 学プログラム

7

9

5

21

化 学 プ ロ グ ラ ム

7

5

2

14

生 物 学プログラム

5

4

3

12

地 質 科 学 科 プログラム

5

6

自然環境科学科プログラム

6

4

1

11

3

1

4

フィールド科学人材育成プログラム
附 属 臨 海 実 験 所
理

取得できる
教育職員
免許状・資格

助

学

部
学

理

合
科

学

計

1
39

36

教育職員免許状

科

中学校 1 種（数学、理科）
高等学校1 種（数学、理科）

13

11

1

2

13

88

各

種

資

格

学芸員（資格）
危険物取扱者（甲種）（受験資格）
技術士補（資格）（JABEE認定プログラムのみ）
測量士補（資格）

※平成29年度入学者から高等学校1種
（情報）
の教育職員免許状は取得できなくなりました。
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理学部の共通施設
［サイエンス ミュージアム］
Science Museum
貴重な鉱物・岩石・化石や生物などの標本
が展示され、各プログラムと臨海実験所の
活動が紹介されています。
開室は毎週火・水・木曜の午前 11時～午後
３時でどなたでもご自由にご覧いただけま
す（無料）。

［就職資料室］ Carrier Services
就職資料の閲覧が可能で、就職活動の強い
味方です。

［リフレッシュルーム］ Refresh Room
休憩や昼食、勉強も可能な学生用のスペー
スで各階に設置されています。

[ マルチメディア教室 ]
Multimedia Computer Room
情報処理教育や情報収集、レポート作成
や実験データの解析を行っています。

[ 理学部共通図書室 ]
Library of the Faculty of Science
主に学生用の専門図書、雑誌を配置しています。
Faculty of Science, Niigata University 2018
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数学プログラム
～21世紀の科学をしっかり支える数学～
Mathematics Program

http://mathweb.sc.niigata-u.ac.jp/

数学はあらゆる現象を記述する上で必要不可欠な
「言語」
です。
数学によって記述される現象を観てみませんか。

数学のすすめ
■数学とは？
目には見えなくても、たとえばスマートフォンのように身の回りにあるもの
から宇宙にロケットを発射する時でさえも、数学はありとあらゆる場面に登場
する学問です。数学では数や集合で成り立つ関係を調べます。

■お勧めポイントは？
本数学プログラムでは、社会から求められている「数学的な考え方を用いて、
問題点を整理し解決する力」を身につけることができます。

■研究の特徴は？
数学には解析学、代数学、幾何学、応用数学といった様々な分野があります
が、本数学プログラムにはそれらが一通りそろっています。興味ある分野を学
び、大学院へ進学し専門性を深めることも、数学と他分野にまたがる領域を学
び応用力を身につけることも可能です。

■教育の特徴は？
本数学プログラムでは1、2年次に数学の基礎を固め、3年次からはそれぞれの興味に応じた専門科目
を解析学、代数学、幾何学、応用数学から選んで学ぶことができます。特定の分野を中心に学ぶことも、
また数学の理論から応用までを幅広く学ぶことも可能です。特に理論数学だけでなく応用数学科目も充実
していることが本数学プログラムの特徴です。

こんな研究をしています!
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■解析学分野

■代数学分野

解析学は微分積分を発展させた学問です。

代数幾何学と数論は世界中で研究が盛んに行われている分野

たとえば保存問題（与えられた性質を変え

です。数学のノーベル賞とも呼ばれるフィールズ賞の日本人

ない関数の決定）、解けない微分方程式の解

受賞者３人は代数幾何学の分野の研究者です。数論のフェル

析、ジャイロ構造の研究を行っています。

マーの最終定理やリーマン予想、abc予想などは有名です。

■幾何学分野

■応用数学分野

２点を結ぶ曲線の長さの最小値を２点間の距離と定義した内部

数学を生活に役立てる方法を研究していま

距離空間の研究を行っています。幾何学だけでなく、力学系理

す。たとえば経路探索を正確にする方法や

論や最適配置問題など多くの分野とも関連します。正多面体の

為替変動の原因の解析、水の流れ、人口の

骨組みに代表される、曲面上のグラフの研究も行っています。

変化をモデル化し研究しています。

Faculty of Science, Niigata University 2018

Mathematics Program

２つの学修方法（専門力プログラムと総合力プログラム）があります！
■専門力プログラム

■総合力プログラム

専門力プログラムでは数学そのものを学び、深く理解すること

数学を学ぶ上での基礎を1、2年次に固め、物理学等の他プログラ

を目指します。卒業生は在学中に身につけた力を活かし、数学教

ム科目を並行して学ぶことにより3、4年次には数理物理学などの

員やシステム・ソフトウェア開発に携わるIT業界、銀行・証券・

学際分野や応用数学の基礎知識を獲得することができます。卒業

保険などの金融業界、自動車や鉄道関連企業などで幅広く活躍し

後の進路は、アクチュアリー、証券アナリスト、ファンドマネー

ています。さらに深く数学を学びたい人の多くは大学院に進学し

ジャーやクオンツアナリストなどの金融業界への就職が考えられ

て、高度な数学を学んでいます。

ます。

こんな授業があります!
■関数解析学A, B

■代数系ⅡA, ⅡB

高校では自由に関数を微分しま

５次方程式には解の公式が存在しません。２次、３次、４次

すが、どの点でも微分できない

の場合には解の公式は実際につくれますが、公式が存在しな

連続関数の存在が知られていま

いことはどうやったら証明できるのでしょうか？大学の代数

す。そのような関数はたくさん

系授業の1つの到達点として

あるのでしょうか？

「ガロア理論」を学びます。

■幾何学ⅡA, ⅡB

■オペレーションズ・リサーチ

地球儀や地図帳には、座標と思

たとえば「お店の商品をどこ

える線があります。この考えを

に、どのように並べれば売り

深めて、座標の導入法や微積分

上げがよくなるか」という問

の応用法について学びます。可

題を、数学を用いて解決する

微分多様体論入門講義です。

方法を学びます。

微分積分学、線形代数、数学演習、解析学序論、代数・幾何学序論、集合と位相入門、数学講究（ゼミ）

これらのほかにも魅力的な授業科目がたくさんあります！ 詳しくは理学部のホームページへ

数学プログラム修了者の進路と就職先の例
進路として、大学院進学、中学校・高校数学教員、公務員、システム・ソフトウェア開発、銀行、証券、自動車、鉄道、不動産、建築などの企
業に実績があります。

就職先の例（順不同）
ＪＣＣソフト㈱、㈱ジェイマックソフト、キヤノンイメージングシステムズ㈱、㈱第一情報サービス 、㈱北越銀行、第四銀行㈱、ＳＭＢＣフレンド証券㈱、
沖データ㈱、北都銀行㈱、丸三証券㈱、東日本旅客鉄道㈱、福島銀行㈱、群馬銀行㈱、NECソリューションイノベータ㈱、京セラコミュニケーションシステム㈱、
㈱日立ソリューションズ東日本
Faculty of Science, Niigata University 2018
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物理学プログラム
面白い、
は自然の奥にある。
Physics Program

http://physics.sc.niigata-u.ac.jp/

素粒子から宇宙までの物質＝物
（モノ）
と、
その奥にある法則＝理
（コトワリ）
。
「物と理」
を究めることは、急激に変化する時代を生きぬく確かな力になるはずです。

物理学のすすめ
■物理学とは何だろうか
朝永振一郎博士（1965年ノーベル物理学賞）は、著書のなかで「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。
素粒子・原子核・原子の極微の世界から壮大な宇宙までを対象として、物質の根源
や宇宙の始まりをめぐる謎を探究したり、物質の多様な性質を調べて、新物質の開拓

国立天文台
（野辺山）
の45m電波望遠鏡での実習

にも挑戦したり。そして、広範な科学技術を支えているのが、物理学なのです。

■お勧めポイントは？
物理学の幅広い分野がそろっており、興味の持てるテーマがきっと見つかるはず。
野辺山天文台（写真上段）、KEK
（中段）、放射線医学総合研究所などの研究機関で他大
学の人と交流する機会もあります。また、医学物理の副専攻も選択できます。

■研究の特徴は？
本学は、原子核や物性の量子科学研究で伝統ある研究拠点です。素粒子研究では、

高エネルギー電子・陽電子衝突実験 Belle Ⅱ の素粒子検出器

ノーベル賞受賞をサポートする研究を行ってきました。紙と鉛筆と黒板だけでなく、
高性能な計算機を駆使した理論研究も盛んに行っています。

■教育の特徴は？
古典物理学から現代物理学の基礎までをしっかり身に付けられるように、系統的に
講義・演習・実験が整備されています。また、きめ細やかな指導が特徴で、大学院生
を交えた「質問窓口」
（写真次頁）などの教育改善の試みも盛んです。
自然のからくりを数式で表現する。

こんな研究をしています!
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■宇宙物理学分野

■物性理論分野

アインシュタインが百年前に予言した重
力波が、2015年、ついに観測されまし
た（米国グループ）。いま、重力波を用い
て、宇宙や天体の新しい研究が始まろう
としています。私たちも、
日本のKAGRA
プロジェクトに参加して、重力波天文学の
研究を進めています。

電子・原子・分子のミクロな世界の法則から超伝導や磁性などマク
ロな現象を導き出すことは物理学の中心テーマの一つです。私た
ちも、現代物理学の二本柱である量
子力学・統計力学、
さらには計算機シ
ミュレーションを駆使して、物質の示
す多彩な性質の解明と、新物質の設
計を目指した研究を進めています。 超伝導体の結晶構造とその電子状態

連星ブラックホールの合体

重力波の予想と観測データ

■高エネルギー物理学（素粒子実験）分野

■物性実験分野（超音波グループ）

スーパーカミオカンデやBelle実験な
どの国際共同実験に、多くの学生と参
加し、
ノーベル賞級の研究を支えてき
ました。現 在 も 、新 加 速 器 を 用 い た
BelleⅡ実験（写真中段）
に参加して、宇
宙誕生の謎に挑戦しています。
（写真
は、検出器心臓部の制作の様子。）

室温から絶対零度（－273℃）近くまで冷却することで、物質中の
電子が示す量子現象を、超音波を
用いる独創的方法で研究していま
す。
レアアース化合物や鉄系超伝導
体の解明、
シリコン原子空孔の観測
など、基礎科学から産業応用に拡が
る先端的研究を展開しています。 希釈冷凍機への液体ヘリウムの充填作業
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Belle Ⅱ 実験の粒子識別装置の構築

Physics Program

２つの学修方法（専門力プログラムと総合力プログラム）があります！
■専門力プログラム

■総合力プログラム

大学院での研究につながるように、量子力学や統計力学などの
現代物理学の学修を、重点的に進めます。さらに、相対性理論、
素粒子物理学、原子核物理学、物性物理学、宇宙物理学などの科
目を通して専門性を磨くと同時に、エレクトロニクスなどの基礎
知識、計算機や実験装置の操作についての技能を身につけた専門
人材を育成します。

物理学の学修を選択的に進め、論理性や問題発見能力を鍛えま
す。さらに、数理・情報、化学物理、生物物理、地球物理などを
選択し、幅広い視野を身につけることで、例えば、データ・サイ
エンス、経済物理学や金融工学、または、新素材や新奇物質の開
発などなど、多様化する社会のさまざまな分野で活躍できる人材
を育成します。

■共通

■共通

「質問窓口」や「行列のできる物理塾」では、授業での疑問
点を教員や大学院の先輩に相談できます。

６月の“ケルビン祭”では、成績優秀者の表彰、院生による
研究室紹介、親睦会（写真右）が行われます。

こんな授業があります!
■物理学基礎AⅠ

■統計力学ⅠA～ⅡB

ニュートン力学の基本法則を微積分を用いて学びます。身の回

ミクロな法則とマクロな現象の間を

りの物体や惑星の運動などを例に、質点の運動を微分方程式で

つなぐ学問が統計力学です。確率の

表現することやその解法を学び

考え方を用いて、温度やエントロピ

ます。高校で習う内容を体系的

ーなどの熱的な性質が理解できるこ

に整理し、

とを学びます。

「物理は公式の暗記ではない」

講義と並行して、豊富な具体例につ

ことを確認することで、4年間

いて問題演習を行います。（写真：

の学習の出発点とします。

解答の発表や検討の様子）

■物理学実験A～D

■課題研究A～D

実験することで、講義の内容を確実な知識にします。装置の動

４年次の一年間、研究室に分れて、

作原理や操作方法、データの処理方法など、実験技術の基本を

理論ゼミや実験に取り組みます。

修得します。電気回路、超伝導、

教員・院

Ｘ線や放射線の計測、核磁気共

生・学生

鳴（写真）など豊富なテーマを

どうしの密度の濃い議論を通して、

扱います。グループで協力する

先端的な研究課題に触れられます。

ことやレポートにまとめる能力

年度末には、卒業研究の成果発表会

を身に付けます。

を行います。

基礎物理数学、物理基礎実習などの入門的な科目をはじめ、電磁気学、量子力学、統計力学などの本格的講義や豊富な演習・実
験科目がそろっています。４年次の課題研究では、自主的に新しい知識や技術を獲得したり、課題を発見する姿勢を身につけます。
個人の問題解決能力を鍛えるだけでなく、協働して課題解決にあたる体験を通して、コミュニケーション能力や自己表現力を高め
ることができます。

これらのほかにも魅力的な授業科目がたくさんあります！ 詳しくは理学部のホームページへ

物理学プログラム修了者の進路と就職先の例
教員や公務員に就職するほか、多くの学生が大学院へ進学しています。日本学術振興会の特別研究員に採用されて研究者を目指す人や、医学
物理士、アクチュアリー（保険数理士）、弁理士などの高度専門職を目指す人もいます。既に、大学教員として活躍している人もいます。
物理学プログラムで鍛えられた学生の「強み」は、物事の本質を見抜く力や、未知の課題に直面したときの解決能力の高さであると評価され
ています。そのような「強み」を生かして、多くの卒業生がさまざまな業種の民間企業で活躍しています。10年先・20年先の社会でも決して
色褪せない基礎力を持った貴重な人材として期待されています。

就職先の例（順不同）
県内：日本精機㈱、グローバルウェーハズ・ジャパン㈱、富士通新潟システムズ㈱、キヤノン・イメージングシステム㈱、亀田製菓㈱、ほか。
県外：京セラ㈱、村田製作所㈱、沖データ㈱、ＴＤＫ㈱、ニコン㈱、ソニー生命保険㈱、野村證券㈱、東日本旅客鉄道㈱、信越化学工業㈱、ほか。
Faculty of Science, Niigata University 2018
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化学プログラム
～化学が拓く21世紀の夢～
Chemistry Program

http://chem.sc.niigata-u.ac.jp/

環境調和型化学
（グリーン・ケミストリー）
の概念に基づく物質の科学
宇宙空間から人間の体内まで、いつでもどこでもなんでも化学の出番

化学のすすめ
新元素命名おめでとう！

■化学とは？
化学は、広大な宇宙空間から細胞核の中まで、光が原子１個分を進むくらい
のアト秒から宇宙開闢以来の数億年にわたる、広い時空間に存在する物質の特
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科学です。さ
らにその知識を活用して、これまでに存在しなかった新しい機能・特性を持つ
物質を創生してゆく科学でもあり、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。化学は物質をめぐる科学の中心として、数学や物理学、
生命科学などの基礎科学、工学、農学、医学、薬学、環境学などの応用科学分
野とも深く関わりを持ちながら発展を続けています。

■お勧めポイントは？
物質の変化・多様性に興味があるかぎり、どんな分野でも化学の知識は必ず
必要であり、学習したことは生きてきます。

■研究の特徴は？
人類の持続的な発展のため、グリーン・ケミストリーを視野に入れた幅広い
分野の研究を行っています。

■教育の特徴は？
座学である講義と自分自身で操作する種々の実験や演習をとおして、各分野の
化学を体系的に学習できるように、学年・タームのふさわしい時期に講義と実験
を配置しています。卒業研究では教員一人あたり２～３名の少人数教育であなた
を鍛えます。専門力・総合力いずれのプログラムでも、多くの学生がさらなる研
鑽と高度な研究を続けるため大学院へ進学します。

新元素の探索と化学的性質の解明：核化学研究室
メンバーは、理化学研究所で行われている新元素
探索の共同研究グループに参加しています。上の
図は、観測した113番元素の放射壊変系列です。
2004年の最初の測定から８年後、決定的データ
が得られました。これにより、新元素である113
番元素の命名権が与えられました。Nh：ニホニ
ウムが提案されています。2016年に正式決定し
ました。

こんな研究をしています!
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■無機・分析化学分野

■有機化学分野

溶液化学研究室では、これまでにない溶媒であるイオン液体の
構造とダイナミクスを研究しています。
イオン液体は、環境にやさしい性質から、
リチウムイオン二次電池の電解質溶液な
どとしての応用が期待されています。

有機化学分野の各研究室では、環境にやさし
い化合物や有用な新しい化合物を探求して、
グリーン・ケミストリーの観点に立った新し
い合成方法を研究しています。写真は、新奇
蛍光性有機化合物の合成中の様子です。

■物理化学分野

■生化学分野

光エネルギーの有効利用を目指し、太陽電池や光合成にとって
大事な光化学反応を研究しています。写
真は、環境にやさしい有機物質でできた
次世代電池の性能向上をめざし、光酸化
還元反応を調べるための測定装置です。

脱リン酸化酵素による発がんメカニズム解析と阻害剤の開発を
行っています。酵素の制御異常によ
る発がんの機構や抗がん剤を、化学
の観点から研究を展開しています。
蛍光標識を導入した細胞とタンパク
質の立体構造です。

Faculty of Science, Niigata University 2018
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２つの学修方法（専門力プログラムと総合力プログラム）があります！
■専門力プログラム
専門力プログラムは、化学に関する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、化学の基本から専門にいたる知識を段
階的かつ重点的に理解できるよう、分析化学、無機化学、有機化学、物理化学、量子化
学、生化学に関する講義と実験を、ふさわしい学年・タームに配置しています。卒業年
次（４年次）では各学生が希望する研究室に所属して、最先端の研究（課題研究）と演
習（セミナー）を重点とした教育が行われます。

大学院進学 ・就職
専門力プログラム
物理系総合力
エレクトロニクス

■総合力プログラム
総合力プログラムは，他分野の現象を化学の目で見つめ，境界領域における化学の応
用を積極的に進めることを目的とします。化学プログラムが提供する講義・実験のうち
関連分野に近い科目を選んで受講する一方，他プログラムの講義・実験を必ず受講し，
境界領域での知識と経験も身につける教育を行います。右図の総合力プログラム中の科
目名は，他プログラム科目の受講例です。

統計力学
量子力学序論
解析力学
基礎ベクトル解析
物理学基礎実習

４年次
課題研究
演習科目
３年次
年
専門科目
実習科目
２年次
専門・習科目
実
理学部共通コア・
ベーシック科目
ッ
１年次
実習科目
理学部共通コア・
ベーシック科目
ッ

生物系総合力
細胞生物学
分子生物学
生物化学
動物生理学
基礎生物化学
生物学基礎実習

こんな授業と行事があります!
■主専攻プログラム講義

■化学実験

高校との接続科目（化学基礎など）、理学部共通のベーシック
科目・コア科目を経て、化学主専攻プログラムの講義へと発展
してゆきます。さらに第一線研究者や企業研究者による集中講
義まで、基礎から最先端まで、多様
なレベルの講義が開講さています。
写真は構造有機化学の講義中の一コ
マです。

座って講義を受けるだけでなく、実際に自分の手を動かして様
々な化学分野の実験を行います。講義で受けた内容を体験・確
認して実験技術を磨くだけでなく、
共同実験でのコラボレーション能
力、レポート作成を通して文献調
査能力を身につけます。写真は有
機合成実験中の一コマです。

■課題研究

■ちょっと一休み

４年生になると研究室に所属して、指導教員とともに最先端の
課題研究に取り組みます。化学主専攻プログラムで学んだ４年
間の集大成とも言うべき研究成
果を化学プログラムメンバー
（教員・学部学生・大学院生な
ど）の前で発表します。写真は
課題研究発表会の一コマです。

毎日の講義や実験・研究の合間には、研究室の垣根を越え、教
員・職員・大学院生・学部学生の垣根を越えた交流も。でも、
お酒は二十歳を超えて
からね。

化学基礎Ａ、化学基礎Ｂ、化学基礎実習ａ、化学基礎実習ｂ、分析化学Ⅰ、無機化学Ⅰ、有機化学Ⅰ、化学熱力学、生体分子化学
Ⅰ、分析化学実験、無機化学実験、有機化学実験、物理化学実験、生化学実験、無機化学Ⅱ、有機化学Ⅱ、化学統計力学Ⅰ、量子
化学Ⅰ、課題研究ａ、課題研究ｂ、 ○○化学演習

これらのほかにも魅力的な授業科目がたくさんあります！ 詳しくは理学部のホームページへ

化学プログラム修了者の進路と就職先の例
進路として、大学院進学、高校・中学教員、公務員、公共機関の研究者などの専門技術職のほか、化学関係企業はもちろん、原材料・機械から
生物・食品関係、IT関係企業まで、幅広い分野の県内外企業に実績があります。

就職先の例（順不同）
㈱北村製作所、㈱新潟ジャムコ、ユニオンツール㈱、㈱富士通新潟システムズ、㈱有沢製作所、㈱テック長沢、㈱ポラテクノ、岩塚製菓㈱、㈱タケショー、
クリニカルサポート㈱、㈱長岡石油、北陸ガス㈱、ナミックス㈱、hakkai㈱、㈱プロテックエンジニアリング、㈱ニラク、㈱アルバック、㈱東邦システムサイエンス、
㈱フルヤ金属、㈱新日本科学PPD、保土谷化学工業㈱、信越ポリマー㈱、東洋製罐㈱、理研電線㈱、ケミプロ化成㈱、第一ファインケミカル㈱、㈱アサカ理研、
東亜薬品㈱、住重試験検査㈱、日東メディック㈱、日鉄住金テクノロジー㈱、オリエント化学工業㈱
Faculty of Science, Niigata University 2018
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生物学プログラム
生き物の世界のなぞに挑む
Biology Program

https://bio.sc.niigata-u.ac.jp/

生物学プログラムでは、生物学を幅広く基礎から最先端まで学ぶことができます。
生き物の世界のなぞを、
自らの手で解き明かしたいという意欲を持った人に向いています。

生物学のすすめ
■生物学とは？
世界は「生き物」と「死に物」でできています。生きている
とは？生き物を作るには？そのような「生き物」に関する謎
を解くのが生物学です。

■お勧めポイントは？
・分子、細胞、植物、動物と多様な分野のエキスパート教員
がそろっているので、生物学を幅広く基礎から最先端まで
学ぶことができます。
・各人の進路希望や学習進度に応じてきめ細かい指導を行っ
ています。

■研究の特徴は？
セルソーター、X線回折装置、共焦点顕微鏡、質量分析器、次世代シーケンサーなど最先端の機器を使って高度な研究を行っています。また、
医学、農学、化学など他分野との境界領域に強い教員がそろっているので、応用研究にも強みがあります。生物学の確かな基盤を礎に、生命科
学の様々な分野へと展開しています。

■教育の特徴は？
本プログラムでは生物について幅広く学びますが、他学部の生命科学系では範囲が限られる場合があります。医学部や薬学部はヒトの健康
に関する生命科学ですし、農学部は作物や害虫の生命科学です。生物を人の役に立つか立たないかで区別せず、広く学べるのが生物学プログ
ラムの特徴です。総合力プログラムでは、数学や化学など他のプログラムの主専攻科目を履修することで、生命科学の境界領域を学ぶことが
できます。

こんな研究をしています!
■生化学・分子生物学

■動物学

・タンパク質合成系の研究：リボソー
ムによるタンパク質合成のしくみを
研究しています。
・糖鎖研究：ゲノム、プロテオームに
続く、第三の生体分子情報システム
である「グライコーム」解析や糖鎖
の生命機能を探っています。

・動物の発生学：カエルの胚を用いて血球や血
管の起源と分化のしくみを、幼生を用いて形
態変化のしくみを研究しています。
・造血系・免疫系の研究：生体の恒常性の維持
・調節機構を、モデル動物や培養細胞を利用
して、研究しています。
リボソームの触手のはたらき

■植物学
・植物の環境応答：植物が光や重力、
温度などの環境情報に応答するし
くみや、核や小胞体、ペルオキシ
ソームなどの細胞小器官が、植物
の発生や環境応答で果たす役割を
研究しています。
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シロイヌナズナ芽生えの光屈性
左：光照射前、右：光照射後

アフリカツメガエルの変態

Biology Program

２つの学修方法（専門力プログラムと総合力プログラム）があります！
■専門力プログラム

■総合力プログラム

動物・植物のどちらにかたよることなく、生命科学の基礎を分
子レベルから学ぶことが出来ます。講義に加えて、様々な実習を
履修することで生物学分野全般の高度な専門知識と技術を身につ
けることができます。

生物学プログラムと他プログラムの専門科目群を合わせて履修
することで、生命科学の境界領域を学ぶことができます。たとえ
ば、数学もしくは化学プログラムを履修し生命情報学もしくはバ
イオプロダクト解析に通じる人材を育成することを目指していま
す。

共焦点顕微鏡

X線回折装置

セルソーター

マウス飼育室

こんな授業があります!
■発生生物学Ⅱ

■植物生理学Ⅱ

動物間に共通に保存
されている発生プロ
グラムの普遍性を見
出すことをテーマと
して、動物発生に関
するトピックスを解
説しています。

植物などの光合成生物
が、遊離状態では危険
な分子であるクロロフ
ィルをいかにしてその
有害性を抑えつつ利用
しているかを解説して
います。
ニワトリの胚

授業の様子

■動物分子生理学実習

■課題研究Ⅰ（卒業研究）

動物細胞の多彩な生理機
能は多くの生体分子によ
り支えられています。本
実習では遺伝子発現ベク
ターの構築、大腸菌の形
質転換、タンパク質の発
現誘導とタンパク質の解
析方法などを学びます。

４年生になると、学び
の集大成として各教員
の研究室に所属して卒
業研究を行います。卒
業研究発表会では、1
年間の研究の成果を発
表します。
実習の様子

卒業研究発表会

生物学基礎実習ａ、生物学基礎実習ｂ、生命科学のための基礎化学、植物生理学Ⅰ、動物生理学Ⅰ、発生生物学Ⅰ、細胞生物学Ⅰ、
生物化学Ⅰ、分子生物学、植物生理学実習、生体分子機能学実習、動物形態発生学実習、細胞・遺伝学実習、動物分子生理学実習、
臨海実習Ⅰ

これらのほかにも魅力的な授業科目がたくさんあります！ 詳しくは理学部のホームページへ

生物学プログラム修了者の進路と就職先の例
進路として、大学院進学、食品や医療・製薬関連の民間企業や研究所、高校や中学の理科教員、自衛隊や警察などの公務員など、幅広い分野に
実績があります。

就職先の例（順不同）
【食品関連】カゴメ㈱、山崎製パン㈱、一正蒲鉾㈱、伏見蒲鉾㈱、㈱ブルボン、越後製菓㈱、㈱サイゼリヤ、㈱東京かねふく、㈱タケショー
【医療・製薬関連】オムロンコーリン㈱、東和薬品㈱、日本化薬㈱、日本ケミファ㈱、小野薬品工業㈱、㈱ニチレイバイオサイエンス、日医工㈱、デンカ生研㈱、
新潟大学脳研究所、塩野義製薬㈱、リードケミカル㈱、㈱上條器械店、㈱マルタケ
【その他】㈱自然教育研究センター、北陸ガス㈱、㈱アサヒホールディングス、山形銀行、七十七銀行、三条信用金庫、甲斐ゼミナール、
茨城セキスイハイム㈱、㈱新潟クボタ、高校理科教員、中学校理科教員、県職員、市町村職員、陸上自衛隊、海上自衛隊、警察
Faculty of Science, Niigata University 2018
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地質科学プログラム
君も地球探求のフロンティアへ！
Geology Program

http://geo.sc.niigata-u.ac.jp/

地質学は、野山を歩き回って岩石をみつけるところから始まります。野外に行ってみましょう。
森の中でみつけた岩石には何が秘められているでしょうか？

地質科学のすすめ
■地質学とは？
地球に関する科学のうち、岩石を対象とする分野です。岩石は、地下深部のマグマ活
動や変成作用、地球表層の水や空気の流れ、そこに生息する生物の進化・多様性、そし
て断層や褶曲などの地殻変動の跡、など多様な歴史を記録する「過去からの手紙」です。

■お勧めポイントは？
岩石を解読する知恵の結晶、そして新しい冒険の舞台が、地質学です。何も知らなけ
ればただの「石」や「がけ」が、実は地球の歴史を語る宝庫であると知る驚きが、地質
学の大きな魅力です。高校で地学を履修している必要はまったくありません。岩石鉱物
・化石、地震など、あるいは山・自然への興味が、地質学への良い入り口です。

↑この細かく破砕された岩石
（花崗岩起源のカタクレーサイト）
は、約1500
万年前にアジア大陸が分裂し、
日本海が新たな海として形成された際の
荒々しい地殻変動の記録です
（新潟県村上市）
。

■研究の特徴は？
鉱物・岩石・地層・化石・断層など、
「石」に記録されたあらゆることを対象に、活発
な研究に取り組んでいます。卒業生は、資源探査・開発、土木・建設工事の設計、地震
・火山・地滑りなど自然災害対策の分野の研究者・専門技術者として活躍しています。

■教育の特徴は？
野外実習を重視し、少人数教育できめの細かい指導のもと、地質調査能力の高い人材
の育成を特色とします。専門力プログラムでは，高度な段階まで野外実習を行い、研究
者・技術者としての基礎力を高めます。総合力プログラムでは、他主専攻科目を積極的
に学び、学際的な視点からの課題解決能力を伸ばしていきます。

↑岩石を薄く切断して透き通るまで研磨したものを顕微鏡で観察すると、
岩石を構成する鉱物の美しい配列が見えてきます。
これはやはり日本海
形成時に起こった火山活動を記録する安山岩の様子です
（写真の横幅
約1㎜）
。

こんな研究をしています!
■岩石学分野

■地層・古生物学分野

火成作用や変成作用が起る「場」（＝火成岩や変成岩が形成さ
れる場所）として、大陸地殻と海洋地殻の両方を研究対象とし
ています。火山岩・深成岩・変成岩など
の多くの岩石種を対象として、多様な来
歴の岩石の形成過程を調べ、地球の内部
での物質のふるまいを探求します。

地層の形成過程や、地層が形成される場である堆積盆地や付加
体、地層と不可分の関係にある化石などの領域を広く研究して
います。化石の分野では、大型化石と微
化石の両方を扱い、さらに古生代から
新生代までの時代を対象としています。
地球の表面の様子を解き明かします。

上部マントル由来のかんらん岩の偏光顕微鏡写真（北海道様似町産）

■構造地質学分野

■鉱物学分野

断層や褶曲、あるいは鉱物組成をてがかりに、地殻の深部で起こ
る変形（延性領域の変形）と浅部で起こる変形（脆性領域の変形）
の両方を研究しています。どの研究
も、日本の際立った地学的特徴のひ
とつである地震現象と結びつく研究
となっています。

走査透過電子顕微鏡を駆使した微細
な鉱物の構造の研究を特色にしてい
ます。オングストローム（一千万分
の一ミリメートル）のサイズの構造
も追及します。対象として生体鉱物
（生物が体内に分泌する鉱物）も扱
うことが特徴のひとつです。

超大陸の衝突と成長を物語る褶曲
（南極で撮影）
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古生代を代表する生物・腕足
（わんそく）
動物の化石
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Geology Program

２つの学修方法（専門力プログラムと総合力プログラム）があります！
■専門力プログラムと技術士資格

■総合力プログラム

地質科学専門力プログラムでは、高度な野外調査の方法を習得す
るとともに、地質科学の各分野を総合的かつ体系的に学びます。専
門力プログラムは下の表に示す「育成する技術者像」および「学習
教育・到達目標」を掲げ、日本技術者教育認定機構（JABEE）の
認定を受ける予定です。その修了生は「技術士」一次試験が免除と
なり、申請により「技術士補」の国家資格が得られます。

地質科学総合力プログラムでは、他主専攻科目を大幅に取り入れ
た学習を行うことで，地質学にプラスαの複眼的な視野を習得しま
す。例えば、生物学分野や自然環境科学分野などの他主専攻科目を
並行して学ぶことで、地質学と生物学の両方の知識を環境問題と結
び付けて活用するような，応用力を身につけます。これにより，地
質学以外の素養も重視するような環境アセスメント業などへの進路
が期待できます。

●育成しようとする技術者像

綿密な踏査や観察に基づいて、地層・岩石の歴史性の認識や地下構造の三次元
的な把握ができ、地圏の土木開発・資源開発・防災・環境保全等の分野で、計
画性・協調性・実行力・倫理観をもって活躍する地質技術者。

●学習・教育到達目標

（Ａ）良識ある技術者に必要な人文社会科学などの基礎および語学・コミュニケ
ーション能力を身につける。

（Ｂ）岩石・鉱物・地層の物質的性質について理解し、説明できる。
（Ｃ）岩石・鉱物・地層の歴史的性質について理解し、説明できる。

（Ｄ）デザイン能力の一環をなす、社会の要請への地質科学の対応について理解
し、説明できるとともに、技術者倫理を身につける。

（Ｅ）野外の地質に関するデータ取得とまとめができる。

（Ｆ）野外の産状に密着した地質学的課題を解決する計画を立案し、複数の解決
策や与えられた制約を考慮したうえで計画的・自主的に情報を取得し、チ
ームでの議論を経て、総合的に解析できる。これらを通じ、デザイン能力
を身につける。

（Ｇ）収集した情報を整理・再構成して自ら表現できる。

（Ｈ）広範な問題解決のために，自然科学の多様な分野の基礎を身につけるとと
もに、地質科学の先端のトピックを理解し、説明できる。

↑野外での地質調査実習のひとこま。野外での詳しい観察が、新しい発見に
つながっていきます。

こんな授業があります!
■岩石学実験Ⅰ

■野外実習Ａ

岩石を鉱物レベルで調べるときの基本的な手法が、偏光顕微鏡
を使った観察・測定です。実習では１人１台の顕微鏡を使って、
基礎の原理から自分で
採取した岩石の鉱物の
同定まで、じっくり学
習していきます。

ハイレベルな地質調査技術の習得を目的とした３年次の実習科
目です。安全面に配慮した調査計画を立案し、地層からデータ
を取得する地質科学の実践力を鍛えます。約3×4kmの範囲を
１人で調査し、地層の分布を示す地質図を描いてプレゼンテー
ションをします。
総合力プログラム
では選択科目です。

偏光顕微鏡を用いた実習

野外実習Ａの発表会

地学基礎Ａ、地学基礎Ｂ、地学基礎Ｃ、地学基礎実習ａ、地学基礎実習ｂ、地質学入門ａ、地質学入門ｂ、構造地質学入門、地層・
古生物学入門、鉱物・岩石学入門、環境地質学入門、地学英語、地質調査法Ⅰ、地質調査法Ⅱ、地質調査法実習Ⅰ、地質調査法実習
Ⅱ、地質調査法実習Ⅲ、岩石学Ａ、岩石学実験Ⅰ、テクトニクス、古生物学Ａ、地層学Ａ、野外実習Ａ、課題研究、セミナー

これらのほかにも魅力的な授業科目がたくさんあります！ 詳しくは理学部のホームページへ

地質科学プログラム修了者の進路と就職先の例

進路として、大学院進学、地質コンサルタント業、地質調査業、建設コンサルタント業、資源・素材系企業
（石油・セメント・金属等）
、土木建
設業、環境アセスメント業、ジオパークなどに関わる公共機関・博物館などの専門技術職のほか、幅広い分野の民間企業や公務員・教員・研究
者などに実績があります。

就職先の例（順不同）
【資源・素材】三菱商事石油開発㈱、出光興産㈱、石油資源開発㈱、太平洋セメント㈱、住友大阪セメント㈱、三菱マテリアルテクノ㈱、クニミネ工業㈱
【ゼネコン】日特建設㈱ 【建設コンサルタント】応用地質㈱、川崎地質㈱、㈱日さく、八千代エンジニアリング㈱、㈱キタック、㈱興和、基礎地盤コンサルタンツ㈱、
サンコーコンサルタント㈱
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自然環境科学プログラム
自然環境を多角的視点で捉える！
Environmental Science Program

http://www.sc.niigata-u.ac.jp/environment/

理学の基礎学力を身につけ、地球科学、環境生物学、物質科学に関する講義や実験、
フィールドの授業を通して、
自然環境を多角的に捉える能力を養おう
！

自然環境科学のすすめ
■自然環境科学とは？
自然環境の仕組みや変動を解き明かすには、
自然現象を理学の多角的な視点から総合的に捉える能力が不可欠です。本プログラムでは、物理学、
化学、生物学、地学の基礎を身につけた上で、
自然環境を理解する上で重要となる地球科学、環境生物学、物質科学などを学ぶカリキュラムが組まれ
ています。また、豊かな自然観を養うために、様々な分野の実習や実験科目を履修し、環境社会学も学びます。これらを通して、
自然環境での様々な現
象の解明に向けて新たな理学的発想で探求できる人材や、生態系や環境保全の方面で活躍できる人材を育成します。

■お勧めポイントは？
自然の仕組みを地球科学、環境生物学、物質科学といった専門分野において学び研究することができます。
課題研究（卒業研究）
では、少人数での密接な指導を通して個別のテーマで研究を行います。

■研究の特徴は？
本プログラムでは、地球科学、環境生物学、物質科学の専門分野の教育・研究を複数の教員が協同して遂行
します。地球環境科学、環境生物学、物質循環科学の3つの教育・研究分野があり、4年次にはいずれかの分野
に所属して課題研究を行います。

■教育の特徴は？
豊かな自然観を養うために、物理・化学・生物・地学の様々な分野の実習や実験科目を履修できます。人間生
活や産業活動と密接に関連した経済学・法学などの環境社会学も学びます。

新川漁港での生物学実習

こんな授業があります!
■古環境学
過去は未来への鍵である。過去の地球史イベントの発生機構や過
程を調べることで現在の地球の成り立ちを理解し、未来におこる
現象を予測することができます。本講義では、氷期・間氷期サイ
クル、とくに最終氷期～現在の期間に焦点をあて、気候学、海洋学、
地形・地質学のそれぞれの立場から最新のデータを用いて解説し、
現在の環境がつくられた過程と仕組みを学びます。

イオンクロマトグラフィーによる酸性雨の
分析

X線結晶構造解析のためのX線回折測定

■環境分析化学
より良い生活環境実現のためには、大気や水などの環境試料に含
まれる有害化学物質の分析が重要になります。しかし不適切な化
学分析が行われれば、環境について誤った評価が下されてしまう
ことも考えられます。本講義では、正確な分析値を得るためだけ
でなく、得られた分析値の妥当性を検証できる能力の獲得を目的
に、分析化学に関する基礎的知識を身につけます。

クラミドモナス
（緑藻）
の電子顕微鏡観察 新潟上空の降水粒子の動きを観測する
気象ドップラーレーダー

■適応生物学
生物は、様々な環境下に適応しながら進化を続けています。この
講義では、水中生活を捨てて地上に進出し、多様に進化してきた
動物と植物が、乾燥や熱、強い光、他の生物からの食害や病原菌
などの環境から受ける様々なストレスに対して、どのように細胞
内に情報を伝達し、どのような方法で順応し、適応する能力を身
につけているのかを学びます。

魚の透明骨格標本を観察し、形態の
多様性を学ぶ

新潟砂丘の地形観察

これらのほかにも魅力的な授業科目がたくさんあります！ 詳しくは理学部のホームページへ
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こんな研究をしています!
■地球環境科学分野

■環境生物学分野

■物質循環科学分野

豪雨・豪雪、竜巻・突風など新潟地域の極
端気象から，大陸～全球スケールの大気海洋
大循環まで、観測・データ解析や理論・数値
シミュレーションを用いた大気や海洋の現象
の解明に関する研究、現地調査・観測、GIS
、衛星画像解析の手法を用いて、ヒマラヤ・
中央アジア・日本アルプスなどの雪氷圏変動
や、氷河災害や斜面崩壊などの地形災害など
の山岳環境変動の解明に関する研究、フィー
ルドワークを主体とした新潟平野やその周辺
の山地・丘陵地域の地形・地質の生い立ち、
とくに活断層や変動地形の成因の解明などの
研究に取り組んでいます。
・チーム新潟平野研究室（地質）
・山岳環境研究室（地形）
・大気海洋システム研究室（気象）

生物の多様性を理解し、生物がどのように
環境に適応しながら分化し、進化してきたの
かを明らかにする研究を行っています。細胞
生物学、発生生物学、遺伝学、分類学、生態
学を専門とする教員がいて、環境適応に関わ
る細胞内小器官の相互作用解析、海藻や魚類
の種分化機構や系統進化の解析、魚類の形態
進化やゲノム進化の研究、植物と昆虫の種間
相互作用の解析、海産動物の生態や形態の解
析などを行っています。
・動物遺伝学研究室
・無脊椎動物学研究室
・細胞機能形態学研究室
・海藻学研究室
・動物進化発生学研究室
・植物生態学研究室

5つの研究室の教員が協力し、気圏・水圏
・地圏における超微量成分の分布や循環に関
する分析化学的研究、環境汚染物質の化学的
変化や、太陽エネルギーを用いた化合物合成
など物質の転換に関する研究、地球・太陽エ
ネルギーを有効利用するための光・磁気ディ
バイス材料の物性と物理化学的性質の研究、
大気組成原子分子の反応素過程やエネルギー
状態の解明などの研究、などに取り組んでい
ます。
・環境分析化学研究室
保全・共生に関わる
・海洋地球化学研究室
物質科学の探究は、
・有機反応化学研究室
私達の分野ならでは
・機能物質化学研究室
の取り組みです！
・環境物理学研究室

大気海洋システム研究
室では、UNIX環境にお
けるプログラミング、高
層天気実況図及び予報
図を用いた気象解析の
技術が身に付きます。
山岳環境研究室では、
研 究を通して、山 岳 調
査の方法、GISやリモー
トセンシングの技術を修
得でき、GIS学術士を取
得できます。

環境生物学分野では、生物学プログラムでは学
ぶことのできない、野外生物の分布や生態、生物
の多様性や進化について学ぶことができます。
競 争したり共 存し
たりしながら、
どのよ
うに生き延びてい
るのでしょう？

進化

生態学

種分化

適応進化
形態学

生物の形態はいか
に多様で、多様な
形態はどのようにし
て作られるのでしょ
う？

生息する場所や集
団によって、
遺伝的
にどのような違いが
あるのでしょう？

分類

遺伝学

－ 気圏・水圏における原子・分子・元素の反応や
循環を調べる。
－ 環境や生体に優しい新物質を作る。
その基礎
を理解する。
－ 汚染物質の分解反応を見つける。
－ 環境水の信頼できる分析法を生み出す。

自然環境

多様性

まだよくわかってい
ない生き物の形や
分類、生態を調べ
てみよう
！

気圏、水圏、
地圏、生物圏

北アルプス、立山・
御前沢氷河上での
融解量調査

保全

物理・化学

前世紀は環境に対して負の側面？
今、何をすべき？

原子吸光分析装置による
主成分分析
風向風速計の設置の
様子

影響

金属錯体の合成風景

五十嵐浜での海浜
植物調査

弥彦山西麓海岸での火山岩
地帯の地すべり断層調査

胚サンプルを得るために、
熱帯魚を繁殖飼育

課題研究

４年次に取り組む課題研究では、これまでの講義で修得
した知識や手法を、実際の課題に適用することにより、それ
らを確実に自分のものとし、研究活動を通して得られた成果
をまとめ卒業論文を仕上げます。年度末におこなう課題研究
の発表会でその成果を発表します。

海藻の成熟調査の様子

極低エネルギー領域での
多価イオン衝突反応実験

扇形場誘導結合プラズマ質
量分析装置を用いた外洋水
中の超微量元素の測定

自然環境科学プログラム修了者の
進路と就職先の例
卒業生は、自然環境と人間の好ましい共存関係を探求する人材として、新
エネルギー開発に携わる人、災害や環境汚染問題に取り組む人、生物の保護
や環境保全に関わる人、および、環境施策に関わる人など、さまざまな分野
で活躍しています。また、卒業生の約半数は新潟大学等の大学院に進学し、
より高度な研究に携わっています。

就職先の例（順不同）

課題研究発表会ポスター発表
（2016年2月） 課題研究発表会口頭発表
（2016年2月）

新潟県庁、福島県庁、群馬県庁、山形県庁、那珂市、温海町、国土交通省、労働基
準監督局、新潟県立自然科学館、新潟県森林組合連合会、下越総合健康開発セ
ンター、三重県警察、JA伊達みらい、JA食品、北陸ガス、鈴与商事、JR東日本、日立
ソリューションズ東日本、北日本新聞社、応用地質、日本郵政、アジア航測、朝日航洋

進学先の例（順不同）
新潟大学大学院、神戸大学大学院、北海道大学大学院、名古屋大学大学院
Faculty of Science, Niigata University 2018
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フィールド科学人材育成プログラム
～フィールド科学の学びと実践～
Program of Field Research in the Environmental Sciences

http://fres.nu.niigata-u.ac.jp/index.html

フィールドに出て、見て、触れて、調べて、野外の課題に
対応できる実践力を身につける！

フィールド科学のすすめ
■フィールド科学とは？
本プログラムは、理学部と農学部の教員が協働で授業や実習を担当する新しい学部横断型プログラムで、
「生態学」
・
「環境動態」
・
「災害科学」の3つ
の柱からなります。
「生態学」は生態・森林再生・保全学、
「環境動態」は海洋・気象学、地形・地質学、
「災害科学」は自然災害科学・砂防学・防災学などがあ
り、
これらをまたがる多彩なフィールド科学分野の講義および実習科目が用意されています。これらの豊富な科目群の学修やフィールドでの実習体験
を通して、野外の様々な場面での問題解決に必要な科学的知識と実践的な技術を身につけます。

■お勧めポイントは？
理学部と農学部のフィールド科学に関する講義を履修できます。フィール
ドに関する高度な専門的知識・技術とそれを現場で活用できる実践力を身に
つけることができます。

■教育の特徴は？
理学分野における生態学、海洋科学、気象学、地形・地質学等の基礎科学
と、農学分野における野生植物・野生動物生態学、森林再生・保全学、砂防学、
リモートセンシング等の応用科学、それに災害復興科学研究所における斜面
災害、雪氷防災などの防災学に関する講義に加えて、演習林（山岳）、朱鷺・自
然再生学研究センター（里地・里山）、臨海実験所（海）
で実施されるフィール
ド実習を通して、基礎から応用にいたる幅広い知識・リテラシーを身につける
ことができます。

３本の柱からなる！

生態学

環境動態

災害科学

生態学・森林再生・
保全学

海洋・気象学
地形・地質学

自然災害科学
防災学

理学部と農学部の
学生が共に学ぶ

フィールド科学
人材育成プログラム

理学部

■研究の特徴は？

基礎から応用まで
幅広く学ぶ

農学部

理学分野と農学分野、
さらに関連する研究所の研究室で研究活動が可能です。臨海実験所、演習林、朱鷺・自然再生学研究センター、災害・復興科学
研究所との協働体制をとることで、生物や環境の長期調査・モニタリングを実施できる機会を提供し、
より実践的な研究を行います。

こんな授業があります!
懸垂下降
（壁をザイルを使って
降りる）

車のタイヤ交換

各班の成果を発表

磯の生物調査

地図の読図の練習

野営の練習

ウニの発生

フィールド安全論、
フィールドワーカーのための
リスクマネジメント実習

津南巡検

地質フィールド実習、地形フィールド実習

砂浜海岸での生物採集

海洋生物の分類と同定

プランクトン採集

河川での生物調査

海洋フィールド生物学実習

学生が描く１００年後の北区のイメージ図

福島潟でバードウォッチング

生態系管理演習及び実習

災害現場の視察

砂防施設の設計作業

土石流が発生した渓流の調査

建設中の砂防施設

白馬巡検

海岸林を利用している鳥類に
ついて説明

様々な植物の生態を自分の目で観察します

シャーマントラップで捕獲したヒメネズミ

防災系演習および実習

野生動植物生態学実習

理学部と農学部の教員が協働でおこなう特色ある授業構成（HPに掲載）
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Program of Field Research in the Environmental Sciences

こんな研究をしています!

生態学

五十嵐浜での海浜植物スナビキ
ソウの地下茎の調査

野生動物の適切な保護管理に
向けた調査

理学部
植物生態学研究室
海藻学研究室
チーム新潟平野研究室
山岳環境研究室
海洋地球化学研究室
大気海洋システム研究室
環境分析化学研究室
理学部附属臨海実験所
海洋生物学研究室
水圏生態学研究室

農学部
流域水文学研究室
砂防研究室
野生動物生態学研究室
生態環境学研究室
生態系管理計画学研究室
地理空間情報学研究室
鳥獣管理研究室
森林遺伝育種学研究室
農業水利学研究室

農学部附属FC
佐渡ステーション
島嶼生態学研究室
水辺の植物研究室
野生植物生態学研究室
朱鷺・自然再生学
研究センター
再導入生物学研究室

生物多様性・生態系復元研究室

環境社会システム研究室

災害・復興科学研究所
地質・地盤災害研究室
河川工学研究室

佐渡・達者における底生生物の
分布調査

雪氷学研究室
水文地質学研究室

卒業論文では、幅広い分野の研究室から
所属研究室を選択できます．

オオヒシクイの越冬地の採餌
環境の調査

環境動態

災害科学

北アルプス、白馬大雪渓における 柏崎市上空の気象を観測する
落石・崩落の調査
ラジオゾンデ放球の様子

インド洋における船上での海洋
観測

被災した砂防施設

新潟県大白川での融雪量観測
の準備

■海洋地球化学研究室

■大気海洋システム研究室

■臨海実験所

海洋で起こる様々なプロセスや海洋の状態
を調べるために、海水中に存在する微量元素
とその同位体に着目した観測・分析・解析的
な研究を行っています。研究室のメンバーと
共に海洋の新発見をなしたいと考えていま
す。海洋の化学は炭素循環や気候変動とも密
接に関係する重要な学問分野です。

豪雨豪雪・竜巻突風など新潟地域の極端
気象から、大陸～全球スケールの大気海洋
大循環まで、観測・データ解析をはじめ理
論・数値シミュレー ションなど多様な研
究手法を用いて、グローバル・ローカル双
方の視点から、大気や海洋のさまざまな謎
に取り組む研究室です。

豊かな自然環境と生物相が残る佐渡島を
フィールドとして、海や河川に生息するさ
まざまな生物の生態や生理、行動の多様性
とその進化的意義について研究していま
す。フィールド調査や採集から個体レベル
の生物実験、細胞・分子レベルの解析まで
最新の手法を用いて研究しています。

■植物生態学研究室

■山岳環境研究室

■鳥獣管理研究室

野外に生育する植物を対象に、植物の生
き方（生活史）や環境への適応を明らかに
する研究を行っています。また、植物と昆
虫の「食う－食われる」の関係に着目し、
植物の被食防衛戦略の多様性や、植物‐昆
虫間の相互作用の形成・維持メカニズムや
他の生物への影響を調べています。

天山山脈、ヒマラヤ、日本アルプス、新
潟の山地や丘陵を対象に、現地調査・観測、
GIS、衛星画像解析の手法を用いて、山岳
氷河や山岳永久凍土の雪氷圏変動や、氷河
湖決壊洪水や斜面崩壊（落石や崩落）によ
る地形災害など、山岳地域で現在起きてい
る事象について研究しています。

広域空間スケールにおける野生動物管理
に関する研究を行っています。自然環境の過
剰利用（オーバーユース）
や里地里山の利用・
管理の縮小（アンダーユース）
に伴う問題の
解決を目標に、鳥獣害（ニホンザル・ツキノワ
グマ・イノシシ・ニホンジカ）の研究や自然再
生（トキ・ライチョウ）の研究など、人間関係と
野生動物の軋轢を解消するための研究課題
に取り組んでいます。

フィールド科学人材育成プログラム修了者の進路と就職先の例
卒業後は、フィールドで課題を解決できる実践力を生かして、国内外のさまざまな分野で活躍することが期待されています。さらに研究活動
を継続したい学生は、新潟大学大学院に進学することにより特色ある最先端のフィールド科学研究に取り組むことができます。

就職先の例（順不同）
一般企業：環境・建設・水産コンサルタント、環境アセスメント、グリーンインフラ関連技術者、航測関係企業、造園・緑化関係企業、自然保護NPO、報道機関、
エコツアーガイド、山岳ガイド、学芸員（博物館・植物園） など
公 務 員：国土地理院、防災科学研究所、国際協力機構(JICA)、環境省、国土交通省、気象庁、水産庁など
Faculty of Science, Niigata University 2018
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理学部附属臨海実験所
http://www.sc.niigata-u.ac.jp/sc/sadomarine/

海洋生物に学ぶ
生命の神秘

Sado Marine Biological Station

佐渡島にある臨海実験所

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、理学部の関連プログラム
（フィールド科学人材育成プログラム、生物学プログラ
ム、地質科学プログラム、
自然環境科学プログラムなど）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
海をつなぐ生態系の機能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、他大学と広く連携し、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）魚類の通し回遊現象についての研究、
３）棘
皮動物ウミユリ類の進化発生および系統分類に関する研究、
臨海実験所全景
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。

実習調査船アイビス

方形枠法による磯生物の帯状分布調査

砂浜の生物のドレッジ採集

附属臨海実験所（達者）へのアクセス
□新潟から両津まで
●佐渡汽船
カーフェリー／ 2 時間 30 分
ジェットフォイル／ 65 分

N

農学部附属FC
佐渡ステーション
国民宿舎
尖閣荘

、

新潟港

45

達者
海水浴場

□両津から実験所まで
両津─相川─達者
（バスは相川乗り換えで 1 時間半から 3 時間）

達者川

尖閣湾
達者
バス停

達者
相川
佐和田

尖閣湾
レストハウス

200m

両津港
朱鷺・自然再生学
研究センター

真野

▲臨海実験所
赤泊港
小木港
直江津港
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寺泊港
10km

大学院自然科学研究科
Graduate School of Science and Technology

学部卒業後、大学院へ進学し、さらに研究を続けることもできます。
自然科学研究科は博士前期課程（2 年）と博士後期課程（3 年）をもつ区分制大学院です。
前期課程を修了すると修士の学位が、後期課程を修了すると博士の学位が授与されます。

理学部
数

博士後期課程

数理物質科学専攻

数理物質科学専攻

学 プ ロ グ ラ ム

物 理 学 プ ロ グ ラ ム
化

大学院自然科学研究科
博士前期課程

物質量子科学研究センター

学 プ ロ グ ラ ム

生 物 学 プ ロ グ ラ ム

生命・食料科学専攻

生命・食料科学専攻

環境科学専攻

環境科学専攻

地 質 科 学 プ ロ グ ラ ム
自 然 環 境 科 学プログラム

災害・復興科学研究所

フィールド科学人材育成プログラム

総合研究棟（環境・エネルギー棟）
[Environmental Science and Energy Science
University Institute Center]

管理・共通棟（左）と情報理工棟（右）
[Main Building (left) and lnformation Science and Engineering Building (right) ]

物質生産棟（左）と生命環境棟（右）
[Material Science and Technology Building (left), and Life Science and
Environmental Science Building (right) ]
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進路状況
平成 28 年度

理学部卒業生

数学科 物理学科 化学科 生物学科
13

34

14

教員（含む非常勤）

5

2

4

公務員

4

3

7

1

食品・飼料

1

1

繊維・化学・石油

1

進学

平成 28 年度

地質科 自然環境
理学部
学科
科学科

13

11
3

18
3

103

進学

3

7

2

0

教員（含む非常勤）

2

1

1

1

21

公務員

1

4

3

教育学習支援

2

運輸・その他
その他
合

計

1

0

電力・ガス

1

1

製薬・医療

1

2

2

5

1

1

2

1

2

1

金融・保険

繊維・化学・石油

15

7

3

2

1

2

2

1

3

34

51

36

21

学部卒業生
運輸・その他 6

金属・機械

6

電気・精密機械

4

情報・通信

7

商業・サービス

7

金融・保険

1

3

教育学習支援

4

6

運輸・その他

1

9

29

200

1

29

1

印刷・出版

4
1

建設・建設材料

0

印刷・出版
商業・サービス

1

業

業

情報・通信

1

1

企

企

電気・精密機械

1

13

食品・飼料

間

間

金属・機械

1

2

6

4
1
1

2
4

2

7

2

1

9

2

1

7
5

1

3

5
0
0

3
4

合

6

0

その他
計

12

1

2

1

7

10

79

1
27

5

14

10

6

民間企業内訳
食品・飼料 6

教育学習支援 0
金融・保険 0
商業・
サービス 5

建設・
建設材料
15

15

1

3

運輸・その他 7

教育学習支援 3

1

3

修了生

金融・保険
7

2

5

1

民間企業内訳

食品・飼料 2 繊維・化学・石油 1
電力・ガス 0
製薬・医療 1

地質科 自然環境
理学部
学科
科学科

0

2

民

民

建設・建設材料

数学科 物理学科 化学科 生物学科

11

電力・ガス
製薬・医療

大学院自然科学研究科（博士前期課程）理学系修了生

繊維・化学・石油 4
電力・ガス 1

印刷・
出版 0

製薬・医療 2

情報・
通信 5
建設・
建設材料
7

商業・
サービス
7

金属・機械 5

印刷・出版
0
情報・通信 7

平成 27 年度

電気・精密機械 7

電気・精密機械 2

金属・機械 9

理学部卒業生

平成 27 年度

地質科 自然環境
理学部
数学科 物理学科 化学科 生物学科
学科
科学科
11

進学
教員（含む非常勤）

36

19

9

9

4

1

食品・飼料
1

繊維・化学・石油

2

2

3

5

2

1

5

12

公務員

1

1

1

食品・飼料

4

繊維・化学・石油

2

電力・ガス

2

製薬・医療

1
2

金属・機械

2

電気・精密機械

1

7

10
3

1

1
7

1

1
1

1

印刷・出版
商業・サービス
金融・保険

4

1

教育学習支援

1

1

運輸・その他

1

3

7

その他
合

25

計

41

1

1

1

1

3
47

33
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建設・建設材料

業

業

情報・通信
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教員（含む非常勤）

民 間 企

民 間 企

建設・建設材料

進学

2
1

101

数学科 物理学科 化学科 生物学科

10

1

電力・ガス
製薬・医療

14

1
2

公務員

12

大学院自然科学研究科（博士前期課程）理学系修了生

情報・通信

3

地質科 自然環境
理学部
学科
科学科
1

1

15
8
1

2

1

3

1

1
0
0

1

1

2
1

金属・機械

1

5

4

電気・精密機械

1

11

4

4

1

3

7
11
16

1

1

7

0

印刷・出版

1

1

4

商業・サービス

1

1

7

金融・保険

2

教育学習支援
運輸・その他

2

2

8

1

4

15

21

31

192

その他
合

計

1

1
0
1

1

2

1

5

5

3

1

2

1

12

19

29

17

10

7

7
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Message

数学科
平成22年度 卒業
平成28年度
新潟大学大学院 自然科学研究科
博士後期課程 数理物質科学専攻

数学科
平成28年度

卒業

修了

北越高等学校数学教員

齋藤

裕

大学生活で思い出すことは、勉強、部活、交友の３つである。
どれも楽しかった思い出が蘇る。そう考えると私は割と恵まれた
学生生活を送ったのだろう。地図を見ればわかることだが、新潟
大学周辺には前のめりの施設がない。言い換えると、受け身なも
のは沢山ある。例えば砂浜が近場にあるが、積極的に行って楽し
もうと思わなければただの海水と砂だ。そんな海水と砂でも、夏
はもちろん冬でも楽しめた覚えがある。大学の中も実は受け身な
ものが多い。部活動への参加は任意だし、本分の勉強でさえ自分
で取捨選択していい。空いた時間でアルバイトをしてもいいし、
もちろん自主学習に充ててもいい。強制参加は必修科目とガイダ
ンスくらいのものだが、それだって勉強と交友の延長だ。だが、
勉強にしても、部活や交友それ以外にしても、自分からやろう楽
しもうとしない限りは海水と砂にも劣るだろう。これは本学に限
ったことではないと断じる。どんな大学どんな学部に入ったとし
ても、だ。幾多の大学学部の中から本学部に興味を持ってこのメ
ッセージを読んでいる受験生諸君には、実際に本学キャンパスに
来てでも、本冊子内ででも構わない、なにか楽しめそうなことを
新潟大学理学部の中に見つけて欲しい。それは、きっと、もっと
楽しい。

高橋

圭太郎

私にとって大学というのはとても自由で、自分で受けたい授業を
受け、疲れた日には休み、空いた時間で旅行に行ったり、アルバイ
トをしたりと自分の思うようにできる場所でした。
私が大学４年間で特に打ち込んだことは大学での数学の勉強と塾
でのアルバイトでした。将来高校の数学教員になりたかったので、
大学でより深く数学を学び、塾では生徒たちに直接数学を教えるこ
とで自分の数学力と数学を教える力を高めようと考えていました。
大学では一つのことをじっくりと考えて勉強していくことがとて
も楽しく、自分より上の学年向けの授業などにもどんどん参加して
積極的に勉強をしていました。
勉強したら勉強した分だけ、
また分か
らないことが出てくるのが数学の楽しさであると思います。分から
ないことが増えることは、不安なことでも有りますが、新しいこと
を理解するための一歩であると考えてコツコツ勉強していました。
大学４年間の数学で学んだことは、一つ一つのことにきちんと向
き合って、深く考え解決していこうとする忍耐強さだと考えていま
す。
春には夢だった高校の数学教員になります。じっくりと数学を考
えることが楽しいと感じられる生徒を育てたいので数学の内容だけ
でなく数学の世界の深さや楽しさを伝えられる教員になろうと思い
ます。
皆さんも数学について深く考えることを楽しみながら充実したキ
ャンパスライフを送ってください。

先輩からのメッセージ
物理学科

物理学科

平成27年度
新潟大学大学院 自然科学研究科
博士前期課程 数理物質科学専攻
物理学コース 修了

平成28年度

土塔

臼井

寛

私は高校生の時、物理の授業が好きで、もっと極めてみたいと
いう単純な理由から、物理学科を選びました。大学３年生までは
最先端の研究の基礎となる数学や古典物理、量子力学、統計力学
を学びました。
４年生の時、私は超伝導や磁石を扱う物性物理という分野を研
究する研究室に入りました。私は研究で、希土類やアクチノイド
金属を含む化合物の単結晶を育成し、物理的性質を実験的に解明
することを目指して、電気・磁気的性質の測定を行っていました。
実験は最初から上手くいくことは少なく、何度も失敗し、その度
失敗した原因を考察し、解決策を考え、再び挑戦することの繰り
返しでした。得られた実験結果について、議論や考察を繰り返し、
国内外の学会で積極的に発表を行い、世界中の研究者に発信して
きました。そして、研究成果をまとめ、英文での学術論文を執筆
できたときは大きな達成感がありました。
こうした研究生活を通して、論理的に考え、伝える力が身に着
いたと感じています。研究は楽しいことばかりではなく、困難も
たくさんあります。しかし、研究が形になったときの悦びは何に
も変えることができないものです。みなさんも物理学科で世界に
通用する研究に携わってみませんか？

卒業

新潟大学大学院 自然科学研究科
博士前期課程 数理物質科学専攻
物理学コース 在学中

薫

私は高校時代に、
実験をたくさんしてくれる物理の先生が好きで、
話を頑張って聞いているうちに物理が好きになっていきました。
受験を迎えたとき、理学部で基礎研究がしたいとは思っていまし
たが、興味の幅が広い方だったので、受験の時は物理学科や生物学
科、数学科などを受験していました。そして、
受験をしていく中で、
物理を学びたいという気持ちが固まって行きました。
無事に受験を終え、大学に入ってみると、理学部に来るのは「研
究者になりたい！」とか「三度の飯より理学が好きだ！」みたいな
人達ばかりかと思いましたが、そんなことはありませんでした。
物理が１番得意だから選んだ人、先生になりたいから選んだ人、
なくなんとなく選んだ人、企業で働いて社会に貢献したいから選ん
だ人。
本当に様々です。 そんな人たちの中で、自分とは違う考えを知
ることはとても楽しいものでした。
私は新潟大学の物理学科の魅力は研究室の多さだと思います。横
断的な考え方が身につくと思いますし、なにより、自分の専門外の
知らなかったことを、第一線で研究している方から聞くことは楽し
いものです！
理学部１学科となり、さらに選択の幅が増えていきます。興味の
幅が広い方も、
専門分野を極めたいという方も楽しんで研究できる、
素敵な環境が新潟大学理学部にはあると思いますので、是非一緒に
学んでいきましょう！
Faculty of Science, Niigata University 2018
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化学科
平成27年度
新潟大学大学院 自然科学研究科
博士前期課程 数理物質科学専攻
化学コース 修了

化学科

株式会社ポラテクノ 勤務

平成28年度
新潟大学大学院 自然科学研究研究科
博士前期課程 数理物質科学専攻
化学コース 修了
博士後期課程 数理物質科学専攻
化学コース 在学中

根本

渡辺

一輝

私が化学科に入学した理由は、高校で化学に興味を持ち、より
深く学びたいと考えたからです。実際、化学科には多様な専門科
目があり、充実した学習環境が整っています。専門科目では有機
化合物の構造や反応についての有機化学、元素の性質に関する無
機化学、生命の仕組みに関わる生化学など様々な分野の基礎を学
ぶことができます。大学３年生までに各分野の基礎をしっかり学
べ、身近な現象を科学的に説明できる力が身につく点が化学科の
魅力だと思います。
大学４年時には、研究室に配属されて研究を行います。私の場
合、最も興味のあった有機化学の研究室に配属されました。配属
当初は何をしたらいいかよく分からず、先生や先輩から手取り足
取り指導を頂きながら研究を進めました。しかし、慣れてくると
世界中の誰も知らなかった知見の発見に自分が携われるという研
究活動の魅力に惹かれていきました。私は大学院でさらに2年間研
究活動を続けましたが、計3年間の研究活動で学んだ考え方や説明
の仕方は就職活動など研究室外でも役に立ったと思います。
私は化学科で非常に満足のいく6年間を過ごすことができました。
化学に興味がある方にとっては、化学科での学生生活は非常に充
実したものになると思います。

日香里

「化学」と聞くと白衣を着てフラスコを振っている印象を持つ
人が多いのではないでしょうか？化学と一言で言っても、測定法
を確立したり、複雑な現象をコンピュータを用いて再現するなど
様々な分野があります。化学科では化学の様々な分野の基礎を座
学と実験から学ぶことが出来ます。学ぶことが多そうと感じる方
もいらっしゃるかもしれませんが、先輩方との交流の機会が多く
勉強の悩みを聞いてもらえたり、友人と協力して勉強でき充実し
た学生生活が過ごせると思います。
４年次には研究室に配属され研究活動が始まります。実験技術
や研究の背景など初めて知ることが多く悪戦苦闘もしましたが、
試行錯誤の末、実験が上手くいったときの喜びや、まだ知られてい
ないことを明らかにしていく面白さを感じることができました。
研究活動に魅力を感じ、この春博士後期課程に進学し研究を続け
ていくことを決めました。化学科で過ごした学生生活は、勉学や
研究に打ち込めただけでなく、友人や他の研究者の方との繋がり
など多くのことが得られた有意義なものでした。皆さんも何か熱
中できるものを見つけてみてください、それは素晴らしい経験に
なると思います。みなさんの充実した学生生活を願っています。

先輩からのメッセージ
生物学科

平成28年度 新潟大学大学院
自然科学研究科 博士前期課程
生命・食料科学専攻
基礎生命科学コース 修了

(一社)新潟県環境衛生中央研究所 勤務

株式会社ワンビシアーカイブズ 勤務

上原

黒澤

祐二

生物学科に入学すると、まず１～３年次には幅広い分野の講義と
実習が待っています。大学の魅力は「学ぶことを自分で選べる」こ
とであると思いますが、選ぶためには選択肢を知らなければなりま
せん。全ての講義・実習が必修ではありませんが、知識と興味の幅
を広げるためにも、好き嫌いせずに様々な講義・実習を受講して欲
しいと思います。
３年次までは生物学を「広く・浅く」学んできましたが、４年次
からは自ら研究室を選び、１つのテーマを掘り下げます。例えば私
はある酵素について、その形と働きに注目した研究に取り組みまし
た。研究室生活を振り返ると、研究対象の酵素を精製したり、放射
性同位体や強力なX線を用いた実験をしたり、酵素の形をコンピュ
ータに計算させたり…。皆さんが想像する生物学とは若干異なるか
もしれませんが、これも選択の一例です。先生方や研究室のメンバ
ーの支えによって、
有意義な研究室生活を過ごすことが出来ました。
余談ですが、学びの場は講義や研究だけではありません。私の場
合は学内外のオーケストラの演奏活動に参加し、大勢の方々と演奏
を通じて関わったことも貴重な経験となりました。様々なことに挑
戦する、有意義な大学生活を送って下さい。
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生物学科

平成27年度 新潟大学大学院
自然科学研究科 博士前期課程
生命・食料科学専攻
基礎生命科学コース 修了
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崇将

「生物学」という学問分野について皆さんはどんなイメージを持
っていますか。動物や植物をイメージする人もいれば、ＤＮＡやタ
ンパク質などの分子をイメージする人もいると思います。生物学の
面白さはまさに、その視点の広さにあると思います。例えば、生態
学では生物学的な現象を地球規模の大きな視点で捉えますが、分子
生物学ではそれを分子のレベルで捉えます。
生物学プログラムでは、様々な専門分野の先生方の下、マクロな
生物学からミクロな生物学まで幅広く学ぶことができます。基礎的
な内容から始まり、学年が上がるにつれて徐々に専門性が増してい
き、「広さ」に加えて「深さ」が出てきます。そして、４年生にな
ると研究室に所属して、１つのテーマについてじっくりと研究を行
います。ときには壁にぶつかるときもありますが、そのようなとき
こそ、これまで学んできた幅広い知識や経験が活かされます。研究
は失敗と成功の繰り返しですが、その中で専門的な知識や技術だけ
でなく、問題解決能力や主体的に動く力が身につきます。皆さんも
是非、生物学プログラムの講義・実習・研究を通して、生物学の奥
深さを味わって下さい。きっと皆さんの世界が広がるはずです。

Message

地質科学科
平成27年度

卒業

地質科学科
平成28年度

卒業

株式会社ユーべック 勤務

富山県庁 勤務

平野

堀

美帆

みなさんが普段目にしている大地がいつどのように形成されたも
のなのか、疑問に思ったことはありませんか。そんなことをあらゆ
る観点から解き明かす学科が理学部地質科学科です。
私は東日本大震災をきっかけに、地震について学びたいと思い、
この学科に入学しました。しかし、
入学してから、
地質学が非常に幅
広い学問だということに気付かされました。岩石学や古生物学を始
めとし、鉱物学や構造地質学、
堆積学、
そして環境学といった多岐に
わたる分野をこの学科で学ぶことができます。多くの分野に触れ、
より追究したい分野を探すことができるのがこの学科の魅力です。
私は堆積岩の岩石学に興味をもち、卒業研究では岩石の組成に関す
る研究を行いました。これまで何気なく手にしていた岩石から、自
分の手で、
多くの情報を解読できることは大変刺激的でした。また、
この学科では野外実習を通してより実践的な能力を身につけること
ができます。複雑な歴史をもつ地層と向き合うことで洞察力や想像
力が研ぎ澄まされ、数日間の調査により自主性や協調性が養われま
す。こういった能力は社会に出てからも必要になると思います。
大学生活は、自分のやりたいことを自由に行える貴重な4年間で
す。地球が創り出した大自然の神秘を地質科学科で解き明かしてみ
ませんか。みなさんの素朴な疑問から、新たな発見があるかもしれ
ません。

自然環境科学科

達裕

「大地の成り立ちや化石について学んでみたい」という漠然とし
た思いが、私がこの学科を選んだ理由です。
地質学と一言で言っても、その中には実に様々な分野が含まれて
います。地質科学科では主に、鉱物学、岩石学、構造地質学、地層・
古生物学、災害科学について学ぶことができます。そして、全国で
も数少ないフィールドワークに力を入れている学科でもあるため、
野外に出て自分の目で観察する機会が多いことが特徴です。また、
初めて地学を学ぶ人も多いため、ユーモアに溢れる教員や先輩方の
サポートの下、基礎からしっかりと学ぶことができます。
卒業研究では、岩石の組成とその年代についての研究を行いまし
た。地層からは多くのことが読み取れます。そして、それら一つ一
つに考えを巡らせることで、地層がいつどのようにしてできたのか
を解明していくことができます。大地、地球という壮大な歴史の一
部を垣間見ることができることも、この学科の魅力でしょう。
最後に、大学には皆さんの興味があることについて学べる素晴ら
しい環境が揃っています。長いようで短い４年間を地質科学科で過
ごし、地質学の楽しさを一緒に体験してみませんか。

自然環境科学科

平成25年度 卒業
平成27年度 新潟大学大学院
自然科学研究科博士前期課程
環境科学専攻自然システム科学コース
修了

平成28年度

山村

六原

朝日航洋株式会社 勤務

祥子

高校生の皆さんの中には、環境分野に興味をお持ちの方も多いの
ではないでしょうか？その中でも自然環境に関して学びたいと思っ
たときに、どういった教科を学ぶ必要があるでしょうか。生物、地
学、それとも化学？物理でしょうか？実は、自然環境という複雑な
問題は、単一の専門分野のみでは捉えきれません。私が入学した自
然環境科学科では、複合的な視点で自然環境分野を見つめることの
できる学科です。当学科では、1.2年次は物理・化学・生物・地学
の基礎を満遍なく学び、3年次にはその土台を活かし専門的な科目
を履修できるようになります。屋外実習や室内実験も多く、カエル
の解剖・岩石採集・高度な分析装置を使った実験など、バラエティ
に富んだ知識・経験を得ることができます。4年次は、研究室にて
課題研究をおこないます。私は山岳環境に関する研究室に入り、大
学院時代も合わせて3年間、キルギス天山山脈の永久凍土の研究を
おこないました。落ち込んだときには同期と励ましあい、研究室で
データ作りに明け暮れた日々は、今思い出しても笑ってしまうくら
い楽しいものでありました。
大学には、皆さんの興味があることについてとことん探求するこ
とのできる素晴らしい環境があります。教科の得意・不得意は関係
なく、頭を柔らかくして、「学びたい」と思うものを選んでくださ
い。皆さんが充実したキャンパスライフを送ることができるよう祈
っております。

卒業

新潟大学大学院 自然科学研究科
博士前期課程 環境科学専攻
自然システム科学コース 在学中

直哉

なぜ自然環境科学科を選んだか。それは私が自然や環境問題に興
味があるという単純な理由からでした。理学部には様々な学科があ
りますが、自然環境について勉強しようとすると物理、
化学、
生物、
地学など、1つの科目を究めるのではなく、多くの科目を学び、広
い視点から考えるということが必要になります。自然環境科学科で
はそれらの科目を全て学ぶことができ、さらに海や山、丘陵など野
外での実習を多く経験するので、自然環境を考えるうえで基礎とな
る知識を頭と全身を使って身につけることができます。私は化学に
ついて特に関心を持ったため、分析化学に関する研究室に入り、環
境中の超微量元素定量のための測定法開発の研究を行いました。時
には結果が出せず落ち込んだこともありましたが、研究室のメンバ
ーや先生と議論して解決したり、そんな時に他愛ない話で笑い、励
まし合ったことは私の大切な思い出です。
大学生活では、専門的な勉強、アイスホッケー部でのサークル活
動、アルバイトなど初めて挑戦することばかりでしたが、この学科
で毎日いい刺激を受け過ごすことができました。4年間は思ってい
る以上に早く過ぎていくので、皆さんもその中で様々なことに挑戦
し、充実した学生生活を送ってください。
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総合教育研究棟

General Education Research Building

学内 関 連 施
施設
設

主に 1、２年生を対象に全学共通の講
義を行っています。

保健管理センター
Health Administration Center

情報基盤センター
Center for Academic Information Service

学生と職員の健康の保持・増進のために、健康診断、
診察、健康相談等の活動を行っています。
学内のコンピューターネットワークや
情報処理の中枢機能をもっています。

29

災害・復興科学研究所

附属図書館

Research Institute for Natural Hazards & Disaster Recovery

Library

中山間地を対象とする自然災害等からの復興や防
災・減災の研究を行っています。

約 162 万冊の蔵書や、休日・夜間でも自由に利用で
きる学習空間（ラーニング・コモンズ）を備えています。
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五十嵐キャンパスエリアマップ

NIIGATA UNIVERSITY AREA MAP

教育学部

情報基盤センター

理学部
情報理工棟

環境エネルギー棟

災害・復興科学研究所
生命環境棟

物質生産棟

教育学部

情報基盤センター

附属図書館

保健管理センター

総合教育研究棟

新潟大学前駅まで
徒歩約 20 分

（国際センター）

災害・復興科学研究所

新大中門
バス停

新大正門
バス停

新大西門
バス停

内野駅まで
徒歩約 15分

理学部へのアクセス
□新潟空港から新潟駅まで
新潟駅南口行きエアポートリムジンバス乗車、新潟駅南口下車（所要時間約 25 分）。
□新潟駅から
●新潟交通バス利用
万代口バスのりば５番発西小針線「（西小針経由）新潟大学行き」又は「新潟大学経由・内野営業所行き」に乗車
（所要時間 45 分）。「新大西門」で下車徒歩約３分。
● JR 越後線利用
新潟駅から新潟大学前駅（所要時間 22 分）下車徒歩約 20 分、または内野駅（所要時間 25 分）下車徒歩約15 分。

フレッシュマート
ライフ

新潟大学

新大入口
→新潟市街

サークル K
サークル
K
学校口

内野駅

越後線

新潟大学前駅

至新潟駅

内野四ツ角
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新潟大学理学部

http://www.sc.niigata-u.ac.jp/

〒950-2181 新潟市西区五十嵐2の町8050

TEL 025-262-6106
FAX 025-262-6354

新潟大学の各種情報は，携帯電話

サイトからもご覧いただけます。
左 のQRコ ー ド ま た はURL から
アクセスできます。

http://daigakujc.jp/niigata-u/
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