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教育の特色 　—化学専攻—

　化学専攻では、基礎原理の理解とともに、様々な物質の性質を知り、物質の取り扱いに習熟し、実験を安全に行い、得られた実験結果

を分子論的見地から最大限に解析する、といった様々な能力を身につけることを目指しています。大学院学生は、11つの教育研究分野

のいずれかに所属し、それぞれ独自の研究を行います。研究成果を学生自らが学術集会で発表し、また学術論文として公表することを通

して、国内外の研究者との討論を積み重ね、研究分野の発展に貢献しています。さらに本専攻には高輝度光科学研究センター（SPring-8）

と計算科学研究機構（京コンピュータ）の研究者が連携講座の客員教員として、教育・研究を担当しています。ともに、兵庫県内にある、

世界トップレベルの研究機関であり、地域の特色をいかした教育活動を行っています。

　
—化学専攻—

　前期課程の講義科目として選択必修科目（コア科目）6

科目が設けられており、化学に関する幅広い基盤的な学識

を養うことができます。研究指導では、指導教員や関連分

野の教員と緊密に議論することで研究の方法論を修得し、

独創性をもった研究を主体的に進展させていくことができ

ます。学位論文審査に先立ち研究経過発表会が実施され、

論文の作成に関し適切な指導を行います。前期課程の成果

をまとめた修士論文を提出し、口頭試問による最終試験を

経て前期課程を修了します。後期課程における教育と研究

の成果は、博士論文としてまとめ、学位論文審査会による

審査を受けます。

教育の特色 　—化学科—

　化学科の定員は3年次からの編入学生5人を含む

35人で、教員1人当たり約1.5人と少人数です。化

学科ではこの特徴を活かし、教員との密接なつながり

の中で創造性を伸ばす教育を行っています。1年生か

ら3年生までは、物理化学、量子化学、無機化学、分

析化学、有機化学、生物化学などの基礎的な科目の講

義が中心であり、さらに演習との組み合わせによって

充分な時間を掛け、理解を深めることができるカリキュ

ラムを組んでいます。また、化学実験では化学物質の

取扱い技術を学び、現実に起こる化学現象を直接観

察、解析することによって講義で得た知識の理解を深

めるとともに、物質に対するセンスを身に付けること

ができます。4年生では、研究室に入って特別研究を

行います。ここでは、“研究内容”に紹介する物理化学・

有機化学・無機化学の三つの講座の教育研究分野で

行っている最先端の研究に参加することにより、より

高度な専門知識と研究技術を学ぶことができます。

　
—化学科—

　1年前期には入門科目として物理化学基礎、無機化

学基礎、有機化学基礎を設け、以降の化学系科目の履

修に備えるとともに、化学の面白さを味わって将来の

目標を明確にしてもらうために最前線の研究内容を紹

介します。1年後期から3年後期までには、必修科目

を通して化学科に必要とされる基礎的な知識、選択必

修科目を通して応用的・発展的な知識を身につけるこ

とができます。必修科

目に指定されている化

学実験と特別研究で

は、体験に基づいた教

育を行います。

彩りあふれる生活を提供する化学
　錬金術にルーツをもつとされる「化学」は、その旺盛な開拓精神を受け継ぎ、新しい物質、新
しい化学現象や化学原理を探し求めて、絶えず周りにある学問領域を取り込みながら進化し、私
達の生活に直接大きな変革をもたらしてきました。人類がこれまでに化学から受けた恩恵ははか
り知れません。その反面、化学が創り出したものが、地球あるいは人間環境に種々の問題を生み
出していることも事実です。しかし、私達は新しい切り口からの発想により、これらの問題を解
決しつつ、社会に更なる発展をもたらすことができると考えています。本学科・専攻は、世界水
準の研究者の養成を行うとともに、社会的要請の高い問題発掘・解決能力を持つ高度な企業研究
者の養成を目指すための教育研究を行います。

http://www.chem.sci.kobe-u.ac.jp/
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化学実験風景

各講座の教員と教育研究分野・所属 （2017年4月1日現在、＊は兼務教員）

物理化学講座
　教授 和田昭英 分子動力学

大西　洋 物性物理化学

小堀康博＊ 反応物理化学

　准教授 笠原俊二＊ 分子動力学

木村建次郎 物性物理化学

枝　和男 物性物理化学

立川貴士＊ 反応物理化学

特命准教授 笹原　亮 物性物理化学

無機化学講座
　教授 持田智行 固体化学

内野隆司 固体化学

富永圭介＊ 状態解析化学

　准教授 高橋一志 固体化学

大堺利行 溶液化学

秋本誠志 状態解析化学

特命准教授 太田　薫 状態解析化学

有機化学講座
　教授 林　昌彦 有機反応化学

鍔木基成 生命分子化学

　准教授 松原亮介 有機反応化学

津田明彦 有機分子機能

田村厚夫 生命分子化学

茶谷絵理 生命分子化学

　特命講師 木村哲就 生命分子化学

　特命助教 山本直樹 生命分子化学

構造解析化学連携講座
　教授 岩本裕之 （公財）高輝度光科学研究センター

　准教授 杉本邦久 （公財）高輝度光科学研究センター

理論生物化学連携講座
　教授 中嶋隆人 （国研）理化学研究所

前期（1Q，2Q） 後期（3Q，4Q）

1年

◎初年次セミナー

○物理化学基礎 ◎化学熱力学Ⅰ−1,2

○無機化学基礎1,2 ◎無機化学Ⅰ−1,2

○有機化学基礎1,2 ◎有機化学Ⅰ−1,2

2年

◎化学熱力学Ⅱ−1
○化学熱力学Ⅱ−2

◎化学熱力学演習

◎量子化学Ⅰ−1,2 ◎量子化学Ⅱ−1,2
◎量子化学演習

◎無機化学Ⅱ−1,2 ◎無機化学Ⅲ−1
○無機化学Ⅲ−2
◎分析化学Ⅰ−1,2

◎有機化学Ⅱ−1,2 ◎有機化学Ⅲ−1,2
◎生物化学Ⅰ−1,2

3年

○化学熱力学Ⅲ
○化学反応論

○表面化学

○量子化学Ⅲ ○分子分光学

○固体化学
○分析化学Ⅱ

○溶液化学
○無機分析化学演習
△無機機能科学

○有機構造化学
○有機化学演習

○有機合成化学

○生物化学Ⅱ ○生物化学Ⅲ

◎化学実験Ⅰ ◎化学実験Ⅱ
◎計算機化学実験

4年
通年 ◎特別研究

◎は必修科目、○は選択必修科目、△は特別講義
1Q/2Q/3Q/4Qはクオーター制による4期

博
士
課
程
前
期
課
程

□先端融合科学特論
　Ⅰ－1a～Ⅰ－6a

□先端融合科学特論Ⅰ－２
　Ⅰ－1b～Ⅰ－4b

反応化学特論 論文講究Ⅰ

物性物理化学特論 論文講究Ⅱ

無機・分析化学特論 特定研究Ⅰ

物理化学Ⅰ 溶液化学・生物無機化学特論 特定研究Ⅱ

物理化学Ⅱ 有機化学特論

無機化学Ⅰ 生物化学特論

無機化学Ⅱ 構造解析学

有機化学Ⅰ 理論生物化学

有機化学Ⅱ 科学英語

特別講義

博
士
課
程
後
期
課
程

□先端融合科学特論
　Ⅱ－1a～Ⅰ－4a

□先端融合科学特論
　Ⅱ－1b～－4b

物理化学特論Ⅰ 構造解析学特論

物理化学特論Ⅱ 理論生物化学特論

無機化学特論Ⅰ 特別講義

無機化学特論Ⅱ 特定研究

有機化学特論Ⅰ

有機化学特論Ⅱ

□は全専攻共通授業科目
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研究の特色

　化学科と化学専攻は、物理化学・有機化学・無機化学の三つの講座と構造解析化学・理論生物化学の二つの連携講座で構成されてい
ます。物理化学講座は分子の構造やダイナミクス、光エネルギー変換、固体表面の研究、有機化学講座は有機化合物の開発と合成お
よび生命化学の研究、無機化学講座は溶液や固体がしめす物性の分子論的理解をめざした研究を展開しています。構造解析化学講座は
SPring-8 を利用した種々の結晶や生体分子、またはその集合体の構造解析、理論生物化学講座は京コンピュータを利用した理論分子科
学に基づくプログラム開発を進め、生命現象や太陽電池のしくみを原子レベルで解明しています。講座や学科をまたぐ研究協力を活発に
進めていることも大きな特徴です。化学の特色である原子や分子の基本的な性質にとことんこだわるという化学の特色を活かしながら、
化学以外の幅広い学問領域や技術分野の研究者と協力関係を築くことによって、他の研究機関がまねのできないような独創的な研究成果
を数多く発信しています。このように、私たちは研究能力に秀でた少数精鋭集団として国内的にも国際的にも高い評価をうけています。

「光合成生物の光エネルギー利用法をリアルタイムで追跡する」
　光合成生物は、タンパク質中に存在するクロロフィルやカロテノイドなどの色素を用いて、光エネ
ルギーを吸収します。吸収された光エネルギーは、分子のエネルギーとして色素間を移動し、電子
の流れへと変換を行う反応中心に集められます。このエネルギーが移動する過程は、10兆分の1秒
（100fs）から10億分の1秒（1ns）の間に起こります。私たちの研究室では、エネルギーが色素
間を移動されていく様子を実時間で観測する装置を作製し、光合成生物がどのように光エネルギーを
利用しているかを調べています。
　光エネルギーを利用して二酸化炭素と水から糖と酸素を生成する光合成反応は、20数億年前に始
まったと考えられています。現在に至るまで、様々な地球環境の変化がありましたが、その
変化に適応しながら光合成が続けられてきました。陸上で生活をする植物は、主に、2種類
のクロロフィルと数種類のカロテノイドを利用しています。水中で生活する藻類の中には、陸
上植物とは異なるクロロフィルやカロテノイドを使うものがあります。また、最近では赤外光
を利用することができるクロロフィルも発見されています。このように、様々な色素を使い
分ける利点は何でしょうか？
　太陽光は、光合成反応のエネルギー源となると同時に、光合成生物にとっての最大のスト
レス源ともなります。過剰な太陽光が降り注いだ時、あるいは、温度や栄養成分などの変化
により太陽から得たエネルギーをうまく利用できない状況になった時、光合成反応に使われ
なかったエネルギーは細胞破壊の原因となります。光合成生物は、環境の変化に応じて、光
エネルギーを使う方法と光エネルギーを捨てる方法を使い分けています。使うか、捨てるか、エネルギーの流れは、100億分
の1秒（100ps）以内に決定づけられます。様々な環境ストレス下に置かれた光合成生物中でのエネルギー移動を測定すれば、
どのような色素をどのように並べれば良いかなど、環境変化を生き抜くための方法を調べることができます。
　光合成は、環境維持や食糧供給など、地球上の生命活動を支える重要な役割を担っており、様々な視点から研究が行われてい
ます。化学という研究分野に居ながら、光合成研究を通して、異なる分野の研究者と交流することも楽しみのひとつです。

「新しい機能をもったタンパク質を設計する」
　皆さんは科学者になったらどんな夢を実現したいでしょうか？
　例えば、大きな病気を治したいと思う人も多いでしょう。高齢化社会である日本には、ガンや
アルツハイマー病など治療の難しい病気が多くあります。あるいは、最先端のハイテク産業を興
したいという人もいるかと思います。しかしながら、日本には鉱山が乏しく、ハイテク産業に必要
な白金、金、パラジウムなど貴重なレアメタルのほとんどは輸入に頼っています。ところが、人々
が廃棄する携帯電話や電気自動車などのハイテク機器廃棄物からリサイクルすれば必要量を確保
することができます。
　これらの夢の実現を、新しい機能を持ったタンパク質を人工的に設計することで達成するのが
私達の研究室の目標です。自然界では存在しない新しい機能を持ったタンパク質、例えば「ガン
細胞を標的として薬を運んだり（図参照）、病気を治す力を持ったタンパク質」や「金などのレア
メタルを回収するタンパク質」を設計し創出する研究を行っています。
　「えっ、そんなことできるの？」と思われる方も多いかと思います。例えば、金に結合するタン
パク質は自然界に存在していませんから、そう思うのも当然です。でも、一般に不可能であることを
証明するのは困難ですが、可能であることを示すには、実際に作ってしまえば良いのです。
　そこで、タンパク質はなぜ機能を発揮するのか、分子レベルの根本にさかのぼって考えました。
タンパク質は20種類のアミノ酸が多数結合した分子であり、特定の１つの立体構造を形成し機能す
るのです。具体的には写真で私が手に持っているのが基本構造単位であるαへリックス構造、もう1
つの基本構造がβシート構造で、この２つの組合わせで立体構造ができます。ここで、逆転の発想
をします。つまり、ある機能を発揮するには、どのような構造が必要なのか、その構造を形成する
のはどのようなアミノ酸配列にすれば良いか、を考えます。新たな配列で望みの立体構造となるよ
う設計し、その構造が新機能を担うようにするのです。
　このようにして新機能を実現したタンパク質は、もちろん世界で唯一つの新しいタンパク質であ
り、その新規性と機能性によって日本だけでなく海外の国際特許も取得しています。
　タンパク質で夢がかなう⁈ 私達はそう信じて望みの新機能を持ったタンパク質を日々作り続けて
います。

研究トピックス

研究内容

物理化学講座

分子動力学：レーザーを使った分子構造の理解と制御

担当教員：和田昭英、笠原俊二

　分子は幾つかの原子が化学結合したもので、原子の構成により
様々な分子ができます。異なる構造の分子は異なる性質を示すの
で、分子の構造と化学反応は密接な関係があります。レーザーを使っ
て分子構造の詳細を
調べたり、レーザーパ
ルスの形を変えて分
子の挙動（励起や反
応）を制御したりする
ために、先端的な様々
なレーザーを駆使し
た実験法を開発して
研究をしています。

物性物理化学：界面の不思議な世界

担当教員：大西　洋、木村建次郎、枝　和男、笹原　亮

　二種類の物質が接する界面は物質やエネルギーを入出力するイ
ンターフェースであり、個性をもった分子たちがその機能を担って
います。固体と液体が接触する界面の分子論的理解や、太陽光をエ
ネルギー源として水素燃料を製造する光触媒の動作メカニズムを明
らかにする研究をしています。界
面の微細構造を決定するための
革新的計測法に関する理論と装
置開発に注力しています。あわ
せて、これまでにない物性をも
つ物性発現構造の構築法の開発
と物性発現メカニズムの研究を
おこなっています。

反応物理化学：分子が光エネルギー変換を起こすしくみの探求

担当教員：小堀康博、立川貴士

　光合成や有機太陽電池、光触媒の光エネルギー変換システムで
は光が電荷を伝える中間体分子を瞬時に生みだし、必要不可欠なエ
ネルギー源を与えます。では、タンパク質や太陽電池に複雑に配置
された分子や原子同士はどのような相互作用を持ち、どのように電
荷が動くのでしょうか。私達は、タンパク質、太陽電池や光触媒で
反応中にある不均一な分子の位置や電子軌道準位、軌道の重なりの
性質を電子スピン共
鳴法および単一分子
分光法で正確に求め
る手法の開発を進め、
分子がエネルギー変
換を起こすしくみの解
明を行っています。

無機化学講座

固体化学：機能性固体のデザイン、創製と物性評価

担当教員：持田智行、内野隆司、高橋一志

　適切な物質設計を行うと、さまざまな光・電子機能を備えた固体
物質（結晶、ガラス）を合成することができます。例えば金属イオ
ンを含む分子を使うことで、磁性や電導性を示す分子結晶を作るこ
とができます。これらを低融点化さ
せると、新しい機能性液体が実現し
ます。また、普通のガラスは光を透
過しますが、ミクロ構造を制御すれ
ば、「発光するガラス」を作ることが
できます。私達は、こうした新物質
の開発を行っています。

溶液化学：生体膜モデル油水界面での電荷移動

担当教員：大堺利行

　生体膜での電子やイオンの移動は、生体内のエネルギー生産や
情報伝達において重要であり、膜電位が重要な役割りを担っている
と言われています。その詳しい仕
組みを化学的な視点から解明する
ため、生体膜の最も単純なモデ
ル系である油水界面での生体関
連物質（アミノ酸、タンパク質、
DNA、アスコルビン酸、アセチ
ルコリンなど）の電荷移動反応を、
サイクリックボルタンメトリーな
どの電気分析化学的手法を用い
て研究しています。

状態解析化学：超高速レーザー分光法でみる世界

担当教員：富永圭介、秋本誠志、太田　薫

　溶液中やタンパク質中にある分子は、分子間相互作用により、単
独で存在するときとは異なる挙動を示します。分子内や分子間で起
こる超高速現象をレーザー分光法で捉えることにより、液体におけ
る揺らぎとそれが化学反応に与える影響、光合成タンパク質中にお
ける色素分子の機能について研究を行っています。また、様々な波
長のパルス光源や超高速分光法の開発も行っています。

レーザーパルス波形による化学反応の制御

界面計測の革新的手法の開発

有機薄膜太陽電池の光活性層で起こる光電荷解離の様子

磁場で固まり方を制御できる
磁性イオン液体

高時間分解能分光

秋本　誠志	准教授
状態解析化学研究分野

田村　厚夫	准教授
生命分子化学研究分野

青色の抗ガン剤を取り込んでガン細
胞に運び放出する環状タンパク質の
模式図
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研究内容

有機化学講座

有機反応化学：役に立つ有機化合物をつくり出す

担当教員：林　昌彦、松原亮介

　人が健やかで快適な生活を送るには、医薬品、繊維、電子材料
などの有機物質が欠かせません。これらを短段階で合成するに
は、これまでにない新しい反応を開拓する必要があります。私た
ちは、独自に設計した触媒を
用いて、医薬品合成で重要と
なる光学活性化合物を効率的
につくる不斉触媒反応や環境
にやさしい酸化反応などを開
発する研究を行っています。
また、新規なπ電子系化合物
の開発も行っています。

生命分子化学：タンパク質の構造と機能

担当教員：鍔木基成、田村厚夫、茶谷絵理、木村哲就、山本直樹

　生命は遺伝子に含まれる情報にしたがってタンパク質がつくら
れるところから始まりますが、タンパク質がどのようにして立体
構造を形成し、どのようにして機能を発揮するか、実はよくわ
かっていません。この基本的な課題の解決に向けて、生体膜中に
存在する膜タンパク質の構造
と機能や、タンパク質の折り
たたみ、あるいは折りたたみ
を誤り凝集する際の機構を調
べる一方、新しい構造や機能
をもったタンパク質を自らデ
ザインしてつくり出す研究に
も取り組んでいます。

有機分子機能：	巨大環状分子と超分子集合体を使った	
新たなナノサイエンス

担当教員：津田明彦

　化学者は “自然界に存在しない新しい
分子 ”をデザインして創ることができま
す。フラスコの中で生み出されるそれら
の分子は、科学的な芸術作品と見なして
もよいでしょう。分子はその組成や構造
によって性質が大きく異なります。すな
わち、個性があります。私たちは、合成
化学的なアプローチにより、巨大で美し

い構造を持つ環状化合物や分子集合体の開発を行い、それぞれに
秘められた未知の現象や機能の探索を行っています。

構造解析化学連携講座 （大学院教育―博士課程前期後期課程）

シンクロトロン放射光の利用

（公財）高輝度光科学研究センター
担当教員：岩本裕之、杉本邦久

　シンクロトロンの発生する高輝度の放射光X線を利用すると、
働いている生体分子の構造を高空間・時間分解能で解析したり、
機能性材料の単結晶・粉末材
料の回折像から結晶構造と物
性の相関を解明したりするこ
とができます。このために
髪の毛より遙かに細いX線
マイクロビームや超高速のX
線検出器を用いた研究、先駆
的な構造物性解析手法の開発
などを行っています。

理論生物化学連携講座 （大学院教育―博士課程前期後期課程）

理論化学：量子論に基づいた分子の世界の解明

（国研）理化学研究所
担当教員：中嶋隆人

　私たちは、大規模で複雑な分子系に対する量子化学計算を実現
するため、従来の分子理論を越えた次世代分子理論を展開してい
ます。理論自体のブレークスルーを達成すると共に、新たな分子
科学計算ソフトウェア「NTChem」を開発しています。スーパー
コンピュータ「京」を
使うことで、現実の分
子系における化学反応
や機能発現のメカニズ
ムを分子レベルで解き
明かし、理論先導の科
学を展開したいと思い
ます。

昆虫飛翔筋のX線回折像

卒業・修了後の進路

　ここ数年の化学科の卒業生の進路は、8～9割が大学院博士前期課程（修
士課程）に進学して研究を続けています。そのほとんどが神戸大学大学院博
士前期課程化学専攻への進学ですが、他大学の博士前期課程へ進学する人も
います。約1割が民間企業へ就職しています。
　博士前期課程（修士課程）修了後は、約8割が化学、薬品、香料、材料、電機、
機械、印刷、情報などの様々な分野の民間企業に就職しています。約1割が
神戸大学大学院博士後期課程（博士課程）に進学しています。博士後期課程
修了後は、大学や研究所（海外も含む）で博士研究員（ポスドク）になる人
が多いですが、企業に就職する人もいます。

大学院博士課程前期課程（修士）
修了生の進路

（2014～2016年度）

本学大学院　10

民間企業　　 72

その他　　　　7

他大学大学院　1

教員・公務員

学部卒業生の進路
（2014～2016年度）

本学大学院　78

民間企業　　    6

その他　　　　5

他大学大学院　7

教員・公務員 12

化学科・化学専攻
ホームページ
http://www.chem.sci.kobe-u.ac.jp/

砂漠を緑の大地に変える可能性を持つ吸水ポリマー、クリーンで高
効率な近未来の発電装置である燃料電池、未来の宇宙旅行の際、大

気圏突入時の高温から我々を守ってくれる耐熱材など、化学が創り出す
様々な物質や新しい原理が、このような私たちの未来テクノロジーを支え
ます。最近急速に発展しているバイオテクノロジーやエレクトロニクスな
どの分野でも化学の役割の重要性が高まっています。多くの卒業生が民間
企業や公的機関のこのような技術系分野で活躍しています。また、複雑化
する特許申請業務や未来の世代の教育など、直接テクノロジーの開発など
から離れた分野においても、幅広い化学の知識と事象を的確に捉える目を
もった人材が必要とされています。

化学科で学んだことは社会でどのように役立ちますか？

もちろん化学と言っても様々な領域があり、しかも、絶えず進化し
ています。従って、高校までで習うことと直接関係づけられない

面も多々あります。しかし、いずれの教育研究も、その根底では、人類の
生活をより良くするために新しい物質、新しい化学現象や化学原理を探し
求めて進められていると言うことでは、違いはありません。物質の開発や
化学原理の解明などを通して社会の発展に貢献したいと言う気持ちがあれ
ば、十分やっていけます。ただ、自分がどのような教育研究の内容に興味
があるのかを前もって良く見つめておくことは、必要だと思います。本学
科のより詳細な教育研究の内容については、ホームページで見ることが出
来ます。また、その中にあるメールリストを使って各教員から直接説明を
受けることも可能です。

化学に興味があるのですが、化学科の教育研究分
野を見ると、高校までで学んだ化学の知識では想
像できない名前が付いているものもあります。高
校までのイメージで化学を選んでも大学の化学を
やっていけるでしょうか？

　化学には様々な分野があり、
化学科ではその分野ごとに専門
的な授業を受けることが出来ま
すが、これらの授業を受けてい
るとき、「これも化学なのか」と
驚かされることが何度もありま
した。特に量子化学や物理化学
の授業に関しては、一般的な「科
学」の基礎・基盤となる知識を
学んでおり、初見では化学っぽ
くないと思ってしまいますが、
段々と、この世のあらゆるもの
の根底に化学が存在していることを知っていきます。それ
を完璧に理解しようとするのはとても難しいのですが、少
しでも理解できたときには更なる理解を求めるようになっ
ています。このように化学は学べば学ぶほどにその奥深さ
が分かる、とても面白いものなのです。私は先ほどの量子
化学や物理化学に魅せられ、今は分光系の研究室で、反応
経路の更なる理解のために研究をしていますが、もちろん
その他の全ての分野でも最先端の研究をしており、その研
究には興味を惹かれます。
　もともと私は化学に対して漠然としたイメージしか持っ
ていませんでしたが、今では化学に携わっていることをと
ても誇りに思います。もし同じような道を志す人が増えれ
ば嬉しいですし、それによって「化学」だけではなく「科学」
全体として盛り上がっていくと思っています。

荒井　仁美
（2016年度学部卒業）
現在　博士前期課程1年

　私は小さいころ「科学者」に
なりたいという夢を抱いていま
した。それもあってか、私はこ
の神戸大学理学部を志望しまし
た。もちろん3回生までは大学
生らしく学業もほどほどに、そ
れ以外のことに楽しんでいたと
思います。しかし、やはり大学
生活でまず浮かぶのは研究室で
の3年間です。研究室では、そ
れぞれの学生は誰も知らない、誰もやったことないテーマ
を与えられ手探りで研究を進めていくため、うまくいかな
いということも少なくありません。それでも、やっていけ
たのは周囲の人々のおかげです。理学部は比較的人数の少
ない学部で人と人とのつながりが強く、研究に対して熱心
な学生が多いところだと思います。研究室の先輩とああで
もない、こうでもないとアイデアを出し合った時間はいま
でも記憶にはっきり残っています。また、教員に関しても、
その分野の第一線で活躍されている方ばかりですが、とて
も親しみやすく、他の研究室であっても交流する機会はた
くさんあると思います。現在、私は大学を卒業し化学系の
研究職に携わっていますが、この道を志してよかったと
思っています。

波戸　陽一
（2016年度博士前期課程修了）

現在　サカタインクス株式会社　勤務

有機合成実験

学生居室の様子 研究室の実験風景

タンパク質の立体構造モデル

渦の中でねじれて配向する
超分子ナノファイバー

「京」での「NTChem」の並列性能
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