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教育の特色 　—生物学専攻—

　生物学専攻では、全ての生物に共通する生命の仕組みの解明と生物界の多様性の成り立ちの解明を二つの柱として、分子生物学から生

態学まで広範な分野の専門教育を実施します。また、医療、バイオ、環境などの社会的要請にも応え得る幅広い視野を養うためのカリキュ

ラムを組み、問題解決能力に優れた高度専門職業人や創造性豊かな研究者の養成を目指した教育研究を行います。

　
—生物学専攻—

　生体分子機構、生命情報伝達、生物多様性の3講座の教

員とともに、理化学研究所および住友化学の研究者が連携

講座教員として加わっており、広範な分野についての概論

講義やより専門的な講義を行っています。

教育の特色 　—生物学科—

　生物学は身近な生きものを対象とした親しみやすい

学問ですが、「生命とは一体何なのか」という私たち

にとって最も難しい問題を解決しようとしている学問

でもあります。この問題へのアプローチの仕方は、大

きくふたつに分けられます。すべての生物に共通する

基本原理を知ることによって生命を理解しようとする

立場と、生物の多様性や生物どうしの関係を知ること

によって理解しようとする立場です。ここ生物学科で

は両方の立場を3年次までの学部教育を通じて学ん

だ後に、4年次の特別研究において、自らのテーマで

最先端の研究現場に参加することができます。また生

物学科では、学部4年間の修学指導体制として学年

チューター制度を設けています。入学時に2名の教員

が学年チューターとなり、その学年の卒業時まで持ち

上がりで学生それぞれの修学状況を把握し、必要な場

合には助言するとともに、学生からのさまざまな相談

を受け付けています。

　
—生物学科—

　生物学科では広範な基礎知識の上に自らの興味ある

分野を詳しく学習できるようにカリキュラムを編成し

ています。まず生物学の幅広い領域をカバーする8つ

の基礎科目があります。その後、より専門的な各分野

の講義に進みます。さらに生物学の研究に必要な実験

の基礎から最先端の手法の一端まで学べる生物学実

験を必修科目として課しています。野外実習と臨海実

習は実際に生物に触れて学習する機会を提供していま

す。これらの科目以外にも、特別講義「生物学のすす

め」では、多様な職種に就いて活躍する生物学科の卒

業生らの講義から、「生物学と社会とのつながり」や「生

物学に対する考え方」について学ぶこともできます。

複雑な生命システムの謎を解き明かす
　20世紀半ばからの基礎生物学の発展が、21世紀の生命科学技術の爆発的展開を可能にしよう
としています。生命が分子でできた自己触媒的で創発的なシステムであることや、生物の多様性
が重要だということを私たちに気づかせてくれたのも基礎生物学です。私たち生物学科・生物学
専攻はレベルの高い研究を行い、その成果を世界に向けて発信することによって、生命科学の基
盤としての基礎生物学の発展に大いに貢献することを目指しています。充実した生物学教育を通
して、生命とは何かという基本的な認識を持ち、健全なバランス感覚を持って今後の生命科学を
見守ることのできる人材、あるいはさらに発展させる人材を養成したいと考えています。

http://www.edu.kobe-u.ac.jp/fsci-biol/
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淡路島での臨海実習

生物学科の講義

前期（1Q，2Q） 後期（3Q，4Q）

1年

◎初年次セミナー
◎生態学基礎1,2
◎細胞生物学基礎1,2
◎動物生理学基礎1,2

◎進化系統学基礎1,2
◎生化学基礎1,2
◎植物生理学基礎1,2
　野外実習Ⅰ
　臨海実習Ⅰ

2年

　IntroductiontoBiology
◎分子生物学基礎1,2
　光生物学
◎生物学実験ⅠA1,2
　臨海実習II

◎発生遺伝学基礎1,2
　生物システム論1,2
　海洋生物学1,2
　動物生態学1,2
◎生物学実験ⅠB

3年

　形態形成論
　分子生物学
　植物ゲノム学
　植物環境生理学
　分子細胞情報学
　神経細胞生物学
　植物分子発生学
　ゲノム動態学
　生物学演習Ⅰ
◎生物学実験ⅡA
◎生物学実験ⅡB
◎生物学実験ⅡC
　野外実習Ⅱ

　細胞構築論
　神経生理学
　分子遺伝学
　行動分子生理学
　遺伝情報機能論
　環境解析学
　神経行動学
　生物学演習Ⅱ
◎生物学実験ⅢA
◎生物学実験ⅢB
◎生物学実験ⅢC

4年 ◎特別研究
◎は必修科目
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－1～23a 生化学特論Ⅰ 科学英語

先端融合科学特論Ⅰ－1～23b 生化学特論Ⅱ 特別講義

生体分子機構概論Ⅰ 細胞生物学特論 現代の生物学Ⅰ

生体分子機構概論Ⅱ 分子遺伝学特論 現代の生物学Ⅱ

生命情報伝達概論Ⅰ 神経生物学特論 論文講究Ⅰ

生命情報伝達概論Ⅱ 情報伝達機構特論 論文講究Ⅱ

生物多様性概論Ⅰ 発生生物学特論Ⅰ 特定研究Ⅰ

生物多様性概論Ⅱ 生物制御学特論Ⅰ 特定研究Ⅱ

生理学特論Ⅰ 系統分類学特論

生理学特論Ⅱ 生態学特論

博
士
課
程
後
期
課
程

先端融合科学特論Ⅱ－1～23a 生命情報伝達特論Ⅰ 発生生物学特論Ⅱ

先端融合科学特論Ⅱ－1～23b 生命情報伝達特論Ⅱ 生物制御学特論Ⅱ

生体分子機構特論Ⅰ 生物多様性特論Ⅰ 特別講義

生体分子機構特論Ⅱ 生物多様性特論Ⅱ 特定研究

□は全専攻共通授業科目

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）

生体分子機構講座
　教授 尾崎まみこ 分子生理

深城英弘 細胞機能
三村徹郎 細胞機能
前川昌平 情報機構

　准教授 佐倉　緑 分子生理
洲崎敏伸 分子生理
石崎公庸 細胞機能
宮本昌明＊ 情報機構
森田光洋 情報機構

　助教 柏﨑　隼＊ 情報機構
　特命助教 大西美輪 細胞機能

発生生物学連携講座
　教授 倉谷　滋 （独）理化学研究所

林　茂生 （独）理化学研究所
　准教授 森本　充 （独）理化学研究所

生物制御科学連携講座
　教授 河村伸一 住友化学（株）
　教授 大和誠司 住友化学（株）

生命情報伝達講座
　教授 井上邦夫 形質発現

鎌田真司＊ 遺伝子機能
坂本　博 形質発現
菅澤　薫＊ 遺伝情報

　准教授 影山裕二＊ 遺伝子機能
横井雅幸＊ 遺伝情報

　助教 岩崎哲史＊ 遺伝子機能
北川　円 形質発現
酒井　恒＊ 遺伝情報

　特命助教 松花沙織 形質発現

生物多様性講座
　教授 角野康郎 生態・種分化

川井浩史＊ 進化・系統
　准教授 佐藤拓哉 生態・種分化

坂山英俊 進化・系統
村上明男＊ 進化・系統

　講師 末次健司 生態・種分化
　助教 羽生田岳昭＊ 進化・系統
　特命助教 鈴木雅大 進化・系統
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細胞骨格が生み出す「動き」： 
　　　　収縮環の収縮メカニズムに迫る
　私たちの体に骨があるように、細胞の中には「細胞骨格」と呼ばれる骨組みのよう
な構造が張りめぐらされています。細胞骨格は細胞の形を決めるだけにとどまらず、
細胞内で起こる様々な動きを生み出しています。この動きがどのようなタイミングで、
細胞内のどこで、どのようにして、さらには何のために生み出されるのか、その仕組み
について研究しています。細胞骨格タンパク質のひとつ
であるアクチンは筋肉の運動に必須のタンパク質として
知られており、モータータンパク質であるミオシンがア
クチン繊維上を動く（走る）ことで筋収縮が起こります。
このアクチンとミオシンが生み出す収縮の力は、細胞の
分裂にも利用されています。（むしろ細胞の分裂に使って
いたアクチンとミオシンを、進化の過程で筋収縮にも利
用するようになった、と言った方が正しいのかもしれま
せん。）私たちヒトも含めた動物の細胞や、酵母・カビと
いった菌類の細胞は、細胞分裂の際にアクチンとミオシ
ンからなるリング（収縮環）を作ります。これが収縮し、細胞膜を内側に引っ張ることで
細胞にくびれ（分裂溝）ができ、細胞が２つに分裂します。この収縮環が収縮するしくみ
について、モデル生物である分裂酵母を用い、分子遺伝学・細胞生物学・生化学などの手
法により調べています。特に蛍光顕微鏡による生細胞蛍光イメージングを得意としていま
す。最近、分裂酵母の細胞を「ゴースト化」（細胞の中身がほとんどなくなった抜け殻のような状態）して、収縮環の収縮を
細胞外からコントロールできる実験系をつくることに成功しました。これを用い、収縮環の構造や成熟過程なども調べたいと
考えています。「細胞骨格」という言葉にはどうしてもカタそうなイメージを持ってしまいがちですが、実際には非常に柔軟で、
常に形成と崩壊を繰り返しています。研究においても、既成概念にとらわれない柔軟な発想を心がけています。

遺伝子解析で探る海藻類の進化と系統地理
　すべての生物は長い進化を経て誕生したものであり、さまざまな生物種が一定の分布範囲を持って生活している。現在の生
物種の分布がどのような歴史的過程を経て成立したのかを探る研究は系統地理学と呼ばれている。海藻類は骨や殻などの硬い
組織を持った動物や陸上植物と較べると化石として残りにくいことから、その進化の道筋や系統地理を明らかにすることは困
難であった。しかし遺伝子のDNA塩基配列などに基づく分子系統学的解析の急速な発展により、海藻類の分類や進化の解明、
さらには系統地理学的解析において大きな進展があった。われわれの研究室では、早くから遺伝子マーカーを用いた海藻類の
進化の研究を行ってきており、例えば沿岸域生態系の主要な構成要素となっている褐藻コンブ類が西太平洋の日本の近海で誕
生し、多様化・大型化しながら世界中に広がっていったことや、そもそもコンブ類などの巨大な褐藻の進化には大陸移動に伴
う大規模な気候変動が関わっていた可能性を明らかにしてきた。一方、人為的な影響による生物の越境移動（外来種）の問題
も、きわめて短い時間に起こっ
た生物の分布拡大とみることが
できることから、系統地理学と
同じ手法を用いて海の外来種の
起源や拡散経路を明らかにする
研究を行っている。この一連の
研究では、北東アジアを原産地
とする褐藻ワカメや緑藻アナア
オサなどが、いつどのようにし
て外来種として世界中に広がっ
たのかについて明らかにしてき
たほか、東日本大震災による津
波漂流物に付着して北米大陸へ
漂着した海藻類の移入を早期に
検出し、その影響を軽減するた
めの研究も現地の研究者と協力
しながら進めている。

研究の特色
　私たちが研究の対象とする分野は、生物独自の特性である階層性を反映して、分子、細胞、個
体、種、生物社会など多岐にわたります。DNAや RNAの遺伝情報やその発現の仕組みを研究
する分野に始まって、細胞間や細胞内の信号（シグナル）の伝達や変換の仕組みを分子レベルで
理解しようとする分野や、細胞の運動、発生など細胞レベルの研究を行っている分野、さらには
生物の種や系統の進化、また動植物が織りなす生態系の成り立ちを対象にする分野などがありま
す。近年、分子レベルから見た生物学のめざましい発展によって各研究分野に共通の基盤が生ま
れつつあり、それぞれの分野の違いを越えた新しい融合的研究も生まれようとしています。

研究トピックス

研究内容

生体分子機構講座

分子生理：	感覚細胞や単細胞生物のもつ細胞生理機能を	
分子レベルで理解することを目指す

担当教員：尾崎まみこ、佐倉　緑、洲崎敏伸

　視細胞や化学感覚細胞などの感覚
細胞における刺激受容分子機構を一
分子レベルで解明する研究（尾崎）、
昆虫の感覚神経や脳による情報処理
と社会性昆虫の特徴的な行動や仲間
識別の研究（尾崎、佐倉）、また、単
細胞生物の刺激受容機構や細胞運動
分子機構の研究（洲崎）を行ってい
ます。

細胞機能：	地球上の生命存在の基本である植物の機能を、	
分子、細胞、個体レベルで明らかにする

担当教員：深城英弘、三村徹郎、石崎公庸、大西美輪

　光合成を行なうことで固着する生き方を選択した植物は、周囲
の環境変化に応じて細胞の働きや成長・発生パターンを変えるこ
とができるようになっています。この
環境応答能を、植物の生長を支える無
機イオン吸収、細胞内低分子環境の維
持と環境シグナル受容から明らかにす
る研究（三村、大西）、陸上植物進化
の基部に位置するコケ植物の発生機構
から明らかにする研究（石崎）、植物
ホルモン応答と根の発生機構から明ら
かにする研究（深城）を行っています。

情報機構：	動物の脳神経系の働きや細胞の形態・運動制御、	
膜輸送制御の仕組みを探る

担当教員：前川昌平、宮本昌明、森田光洋、柏﨑　隼

　哺乳類の脳・神経系での細胞膜の構築・改変機構や膜における
情報伝達・情報変換機構（前川）、細胞の形態・運動、膜輸送制
御に関わる情報伝達因子、情報交換因子の働き（宮本・柏﨑）、
脳の電気的活動による情報処理、および傷害後の組織再生におけ
るグリア細胞の働き（森田）についての研究を行っています。

生命情報伝達講座

形質発現：	モデル生物を用いてさまざまな生命現象を	
解明する

担当教員：井上邦夫、坂本　博、北川　円、松花沙織

　選択的RNAスプライシングの制御機構やRNA- タンパク質顆

粒の機能（井上）、線虫や小型魚類を用いた生殖細胞の形成分化

機構や小分子RNA機能（坂本・井上）、ニワトリ胚における神

経堤細胞の運命決定機構（松花）、リボソームやバイオフィルム

形成から見た微生物遺伝子の機能や進化（北川）について、発生

学、遺伝学、生化学分野のさまざまな解析手法を駆使して研究を

行っています。

モデル生物の線虫（上）、ニワト
リ胚（左下）、ゼブラフィッシュ
（右下）

遺伝情報：	ゲノムの安定維持と多様化を制御する	
分子メカニズムに迫る

担当教員：菅澤　薫、横井雅幸、酒井　恒

　ゲノムDNAは生体内で発生する代謝産物や種々の環境因子に

よって絶えず損傷を受けており、これが癌をはじめとする様々な

疾患の原因となる一方、進化の原動力にもなることがわかってい

ます。本教育研究分野は、ゲノムの安定維持と多様化に関わる

DNA修復機構、DNA損傷に対する細胞応答を制御するシグナル

伝達、DNA修復とエピゲノム制御のクロストークなどに焦点を

あて、生化学、分子生物学、細胞生物学など、様々な手法を用い

て研究を進めています。

緑色蛍光タンパク質を融合したXPCタンパク
質を安定発現する細胞核の局所に紫外線を照
射すると、DNA損傷を修復するために集まっ
てくるタンパク質を可視化することができま
す（左は照射前、右は照射60秒後の画像）。

野外で飛翔中のセイヨウミツバチと
屋内での飛翔実験（上）、クロオオ
アリとクロコオロギの闘争行動（下）

研究材料として用いるニチニチソ
ウ（左上）、ゼニゴケ（左下）。シ
ロイヌナズナ（右上：根の先端の
切片像。特定の組織を蛍光タンパ
ク質で可視化している。）、シロイ
ヌナズナ葉肉細胞のプロトプラス
ト（右下）

培養した神経細胞を細胞膜タンパ
ク質（緑）、細胞質タンパク質（赤）
で染色した画像。

DNAの塩基配列を自動的に
読みとる装置

細胞の中の遺伝子配列を読みとる

柏﨑　隼	助教
情報機構研究分野

川井　浩史	教授
進化・系統研究分野

羽生田　岳昭	助教
進化・系統研究分野

図１：分裂酵母の細胞骨格（分裂期）
　　　黄矢印は収縮環を示す。
　　　スケールバー：5μm

図２：ゴースト化した後の分裂酵母
　　　細胞質はほとんど抜けているが、収縮

環は残っている。

図３：ATPの添加により収縮する収縮環
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研究内容

遺伝子機能：	細胞の増殖、死、および老化と	
個体発生における遺伝子機能を探る

担当教員：鎌田真司、影山裕二、岩崎哲史

　個々の細胞の老化制御機構の解析を通して個体老化のメカニズ
ムに迫る研究（鎌田）、ショウジョウバエ個体発生における小さ
なペプチドおよびノンコーディングRNAの機能に関する研究（影
山）、ヒト等の哺
乳類培養細胞を用
いた細胞癌化、悪
性化、およびアフ
リカツメガエルを
用いた初期発生に
おけるシグナル伝
達機構に関する研
究（岩崎）、を行っ
ています。

生物多様性講座

生態・種分化：生物の多様な適応進化と生態系機能を探る
担当教員：角野康郎、佐藤拓哉、末次健司

　水生植物を主な対象に分類地理・生態とその適応進化と水辺の
生物多様性の保全を目指して絶滅危惧種の保全生態学的研究を進
めています（角野）。陸域と水域生態系の境界域を主な対象地とし
て、様々な時空間スケールでなされる生物間相互作用やそれと生態
系機能との関係を解明することを目指しています（佐藤）。植物や

昆虫、キノコの自然史
を研究しています。特
にラン科植物を対象
に、栄養の供給源であ
る共生菌や花粉を運ん
でくれる送粉者の解明
といった生物間相互作
用に関する研究を行っ
ています（末次）。

進化・系統：	藻類の多様性や機能に関する基礎的な研究と、沿
岸・湖沼海域の環境保全に資する教育研究を行う　

担当教員：川井浩史、村上明男、坂山英俊、羽生田岳昭、鈴木雅大

　大型藻類の系統進化と系統地理、移入海藻類の遺伝的多様性
と生物地理に関する研究（川井・羽生田）、褐藻類のゲノム解析
と細胞構造に関する研究（川井・鈴木）、沿岸海域・湖沼生態系

の保全と修復に関する調査・
研究（川井・坂山・羽生田）、
光合成色素の多様化・分子生
理・環境応答、藻類の好塩性
機構や共生型生活史をもつ微
細藻の生理生態に関する研究
（村上）、シャジクモ藻類の系
統進化とゲノム解析などから
見た陸上植物の起源に関する
研究（坂山）を行っています。

発生生物学連携講座 	（大学院教育）

発生のしくみを遺伝子と細胞のはたらきとして記述し、
系統進化のコンテキストの上で理解する

（独）理化学研究所　多細胞システム形成研究センター
担当教員：倉谷　滋、林　茂生、森本　充

　発生生物学は受精卵が個体に発生するまでのゲノムと細胞の働き
を理解する学問です。本連携講座では発生・再生科学の知識と実践
的な研究能力を備えた優れた人材を育成することを目的とします。
ショウジョウバエの形態形
成（林）、マウス呼吸器の発
生と修復再生現象（森本）
および脊椎動物の形態進化
のメカニズム（倉谷）に関
する研究を行っています。

生物制御科学連携講座 	（大学院教育）

農薬・家庭防疫薬の活性発現機構、代謝や移行など、生物
と生理活性物質の間で起こる現象を解き明かす。

住友化学（株）健康・農業関連事業研究所
担当教員：河村伸一、大和誠司

　本連携講座では、哺乳類を対象とする医薬と異なり、農薬・家
庭防疫薬分野の研究を中心として、昆虫、菌類、植物など複数の
生物種を対象とした生理活性物質の活性発現機構や生体内での代
謝や移行など、生物と生理活性物質の間で起こる現象を解明する
研究を行います。

老化細胞に現れる空胞構造 (左上 )、ショ
ウジョウバエの神経回路形成を制御す
る Lobe-lessRNA（ 赤：Lobe-less
RNA、緑：神経芽細胞）は、胚発生にお
いて、頭部脳半球（左側）と体の中心を
走る神経節に発現する（右上）、アフリカ
ツメガエルと受精卵（下）

湿原内の河川に生育する水生植物

ショウジョウバエ（左上）、カメの甲発生
のモデル（左下）、マウス（右）。

卒業・修了後の進路
　生物学科卒業後、大半は大学院に進学しており、学部で学んだ専門的
知識や技術をさらに深めています。就職する人は一般企業、公的機関に
就職しています。一般企業では製薬会社や食品会社、教育関連会社、公
的機関では各省庁関連の機関や研究所などがあります。
　大学院前期課程修了後、1～2割は後期課程に進学しており、就職す
る人は一般企業、公的機関の研究所・事業所や教員として就職していま
す。一般企業では、製薬会社、食品関連会社、化学系メーカーの他、教
育関連、情報関連の会社にも就職しています。後期課程修了後には国内
外の大学や研究機関において研究職に就く場合が多くなっています。

学部卒業生の進路
（2014～2016年度）

本学大学院　60

民間企業　　    12

その他

他大学大学院　  7

教員・公務員   5

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　  7

民間企業　　 50

その他　　　　  5

他大学大学院　0

教員・公務員   6
2

生物学科・生物学専攻
ホームページ
http://www.edu.kobe-u.ac.jp/fsci-biol/

最近のバイオテクノロジーの急速な発展とともに、生物のもつ遺伝
子に関する基礎研究の成果が農業や医療などの分野へ応用されるこ

とが多くなり、社会的にも大きな関心を呼んでいます。生物学科でも遺伝
子の働きに関する基礎研究が数多く進められており、様々な講義や実験で
身に付けたバイオテクノロジーの基礎を活かして、多くの卒業生が民間企
業や公的機関の技術系分野で活躍しています。一方で、生物学に関する最
新の知識は今後ますます需要が高まるであろうバイオテクノロジー関連の
特許関連業務などにも必要となってくるでしょう。また、生物学科で行わ
れている動植物の生態学研究やそれに基づく環境保全に関する研究は、私
たちの社会が現在直面している地球環境問題を解決するヒントを与えてく
れるものだと考えています。今後このような環境保全に関係する職種も増
えてくることでしょう。

生物学科で学んだことは一般社会でどのように
役立ちますか？

生物学科で行っている研究の一部は毎年開催される理学部サイエン
スセミナーに参加することで知ることができます。また、「ハイス

クールラボat神戸大」という高校教員と高校生を対象とした生物学科独
自の体験学習コースも実施しています。これらの案内は随時理学部ホーム
ページに掲載します。

生物学科で行われている研究の内容はどのように
して知ることができますか？

生物学科ホームページに載っている各教員の電子メールアドレスを
利用すると便利です。

生物学科の先生と直接コンタクトすることはできますか？

生き生きと学べる環境
　高校の授業でDNAや RNA、タンパク
質について学び、「身体の中で何が起こっ
ているのかもっと知りたい！」とワクワ
クしたことがきっかけとなって、生物学
を広く、深く学ぶことができる生物学科
への進学を決めました。大学4年間を通
して動物・植物・ミクロ・マクロなどに
とらわれず、幅広い授業を受講し、宿主
の行動まで変えてしまう寄生虫、植物の
構造の規則性、癌が生じる原因など、挙
げだすとキリがありませんが、本当にさ
まざまなことを学ぶことができました。
その中でも、野外実習や臨海実習など、
生物学科ならではの実習は非常に魅力的で、特に沖縄県西表島での野外実
習は、雄大な自然を直接肌で感じ、普段できないことを沢山経験すること
ができました。マングローブ林を歩いて美しく奇妙な動物や植物を観察し、
生物の面白さや不思議さを直接学ぶことができた経験は、何事にも代えが
たいものだと感じます。
　幅広く学んだ結果、やはり最初に抱いたDNAやタンパク質への興味が増
し、DNAに生じた損傷の修復メカニズムをテーマに扱う研究室を選びまし
た。DNAは紫外線や放射線、化学物質などによって絶えず損傷を受けてい
るのですが、身体にはそれを修復するメカニズムが備わっており、癌や細
胞死を防いでいます。私はこのメカニズムをより詳しく明らかにしようと
試みており、毎日トライアンドエラーを繰り返しながら一歩ずつ研究を進
めています。研究室に入ってからは、効率的に複数のテーマを並行して進
めるためにスケジュールを考えたり、実験の合間に研究結果を発表するた
めの準備を行ったりと、自分で考えて進める力を求められることが増えま
した。研究はなかなか思うような結果が出ないことを日々痛感しています
が、先生方をはじめ多くの方々に支えられながら楽しく行っています。
　私は高校時代、やりたいことが複数あったため進路について非常に悩み
ましたが、「なぜ？」を深く追究することを教えてくれた生物学科を選んで
良かったと思っています。また、どのような道を選んでも、全力で生き生
きと取り組んだことは必ず自身の糧になり、次のステップに繋がると感じ
ました。
　同じ生物学科でも大学によって研究できる分野は異なり、学べることも
さまざまです。皆さんのやりたいことができる大学を見つけ、生き生きと
充実した大学生活を送ってください。

加藤　安佳梨
（2015年度卒業）

現在　博士前期課程2年

自由な環境で「一味違った」体験を
　私は学部1回生から修士課程2
年まで計6年間、生物学科・生物
学専攻に在籍しました。3回生ま
ではカリキュラムに余裕があり自
分の好きなことができる一方、4
回生からは研究室に入り「自分の
研究」にとことん打ち込めること
が、生物学科の特長です。学部時
代は、インカレの新聞部で幹部を
し、学内外を取材に飛び回る一方で、他学部開講の授業も積極
的に履修しました。他学部の授業で仲良くなった後輩と地域活
性化に携わるサークルを作り、週末には農業ボランティアに汗
を流しました。研究室に入ってからは「植物が土壌の栄養をど
のように感じるか」をテーマに、実験室から野外環境に至るま
で様々な場所で実験を行い、そのうち4ヶ月間は、指導教官の
縁でフランスに滞在し、植物のセシウム吸収に関連する実験に
携わりました。幅広いテーマについて研究が行われ、自分の力
で実験をすることが求められる環境の中で、多くの失敗を重ね
ながら物事を慎重かつ計画的に進める事ができるようになった
と思います。また進捗発表の場で、異なる分野の人にも分かり
やすい説明を心がけたこともよい刺激になりました。現在は新
聞記者として研究と違う分野で働いていますが、自由でありな
がらも本格的に研究に取り組める環境のおかげで、社会人とし
て役立つ「一味違った」ことを学ぶことが出来たと思います。
生物学科という自由な環境で、学びに満ちたあなただけにしか
味わえない学生生活を送ってみませんか。

鈴木　太郎
（2016年度　博士前期課程修了）

現在　中日新聞社　勤務

藻場生態系の長期モニタリング調査（日本海
但馬海岸）。長期的な環境変動が沿岸生態系に
およぼす影響を明らかにするため、大型海藻
類の植生を長期的に観察・記録しています。

学生コモンルーム 学生実習

重要害虫ワタアブラムシ（左）、殺菌剤処理した植物病原菌（中）、除草剤処理により
白化したカイワレダイコン（右）
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