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1. ⽣命理学とは︖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⽣物学は⽣命現象を「分子のことば」で理解しようとする分⼦⽣物学の発展に

より、 急速な変貌を遂げました。⽣命の設計図である DNA1 の構造やゲノム情

報など、⽣命現象の根本が次々と解明され、さらにゲノム編集技術により遺伝⼦

を⾃由⾃在に改変できるようになりました。また物理学や化学、情報学との融合

により、現代⽣物学は分野を超えた巨大な総合科学へと姿を変えつつあります。

その成果は、着実に私たちの暮らしと社会を変⾰しはじめています。 

 ⽣命理学科では、この潮流を反映し、⽣命の根幹を解き明かす基礎⽣物学から、

⼈類に貢献する応⽤⽣物学まで幅広い教育と研究が⾏われています。⽣命理学

に進学したみなさんは学部３年の秋学期から、各研究室で最先端の研究活動に

参加し、卒業論⽂や研究発表会でその成果を競い合います。私たち⽣命理学科は、

高校での生物学履修の有無に関係なく、多様な個性とバックグラウンドを持つ

熱意ある学⽣の参加を待っています。 

 多様な知の集う⽣命理学研究科で、あなたの可能性を試しませんか？  

�	

�


��������

現代の生命科学は、様々な学問分野の複合領域

⽣物学⽣命科学 数学

薬学 情報学

工学/地学

化学

物理学

医学

農学
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2. ⽣命理学科の学習内容 
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3. 学科分属のポイント︕ 

 学科分属は学⽣⽣活を左右する⼤きな選択です。そこで、分属が⽬の前に迫る

みなさんの気になるいろいろなポイントにＱ＆Ａ⽅式でお答えします！ 

 

 

 

Q. ⾼校で⽣物を学んでいないのですが、⽣命理学に進学して

⼤丈夫でしょうか︖ 
 

Ａ. もちろん⼤丈夫です！⽣命理学に進学する学生の約半数は、高校で生物を学

んでいません。むしろ、物理や化学の知識がある学⽣を歓迎する先⽣も多い

ようですよ。これは、現代⽣物学が物理、化学、数学、コンピュータなどの

知識を総動員した巨⼤複合科学になりつつあることを反映しています。⽣命

理学では、⾼校で生物学を履修していない学生をサポートするための講義と

演習が開講されていますから、安⼼して⽣命理学に来てくださいね。 

 

 

Q. わたしは物理学が好きなのですが、物理と⽣物学って関係

ないですよね︖ 

Ａ. そんなことはありませんよ！⽣物学には、生物物理学と呼ばれる分野があり、

物理学的⼿法を駆使して、タンパク質の構造解析やバイオインフォマティク

ス、⽣体⾼分⼦の相互作⽤などの研究が⾏われています。物理学科にも同様

の分野がありますが、⽣命現象の意味をより深く理解したいなら、⽣命理学

で学ぶことは⼤きなメリットがありますよ。 
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Q. 化学科に⾏くか、⽣命理学科に⾏くか悩んでいます… 

 

Ａ. 悩むということは、化学と⽣物の交わる部分、例えば創薬などに興味がある

のではないでしょうか？創薬科学は、化合物と⽣体の相互作⽤を追求する学

問であり、化学の知識以上に生物学の知識が必要不可欠です。⽣命理学から

製薬会社に就職したOBさんの話によると、最近は化合物合成そのものは海

外に外注してしまうことが多いので、化学の知識を持つ学⽣より、むしろ生

物の知識を基にオリジナルの実験系を構築できる人材の方が需要が高いそ

うですよ！ 

 

 

Q. 数理学科を考えているので、⽣命理学科とは縁がないです 

 

Ａ. ⽣物を直に扱わない数理生物学という分野があるのをご存知ですか？コロ

ナウィルスや HIV ウィルスの感染拡⼤パターンのコンピュータシミュレー

ション、細胞や個体応答の in silico モデル構築など、近年の生物学のフロン

ティアとして急拡大している分野です。⽣命理学では、2021 年 4 ⽉より、

この分野の若⼿のホープである岩⾒教授が異分野融合⽣物学講座を開講し

ます。彼と⼀緒に数学を武器に、⽣命のまだ⾒ぬ謎を開拓してみてはどうで

しょう？ 
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Q. 進化に興味があります。地球惑星科学と⽣命理学のどちら

が良いですか︖ 

 

Ａ. 進化へのアプローチの仕⽅によってどちらを選ぶべきかが変わりますね。例

えば、化⽯に興味があって地質調査をしたいというのであれば、地球惑星科

学がお勧めです。もし実際の生き物を使って進化にアプローチしたいのであ

れば、⽣命理学の⽅が良いでしょう。当学科では、上川内研究室が、動物の

⾏動の進化の仕組みを研究しています。最近はフィールドワークも始めてい

るようですから、話を聞きに⾏ってみては？  

 

 

Q. ⽣命理学は講義が多いですか︖ 

Ａ. 研究室配属が他学科より早い分、講義コマ数を減らしています（2021 年度

は合計で 22.5コマしかありません）。しかも必修の講義がありません。 

 

Q. ⽣命理学は実習が多いですか︖ 

Ａ.研究室配属が他学科より早い分、実習を減らしています（必修×３、選択×

１）。加えて開催期間も短いです。詳しくは 15 ページをご覧ください。 

 

Q. 研究室に配属されると、部活やバイトはできませんか︖ 

Ａ.⼤概の研究室では認めています。配属前より融通がきく場

合も多いです。配属先の先⽣に相談してみましょう。 
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Q. 研究室に配属後、講義はありますか︖ 

Ａ. ありません。ただし、本⼈が希望して所属研究室が認めれば、配属までに取

り損ねた講義を履修、再履修することは可能です。 

 

Q. 学⽣⽣活で困ったことが起きた時、相談できる窓⼝はあり

ますか︖ 

Ａ. ⽣命理学では、担任の教員に加え、「⽣命理学学⽣ケアシステム」と呼ばれ

る独⾃の相談体制を構築しており、学⽣が複数の窓⼝で気軽に相談できるよ

うにしています。詳しくは⽣命事務室でお尋ねください。 

 

 

Q. 学部卒業後、就職する⼈と⼤学院に進学する⼈はどのくら

いの割合ですか︖ 

Ａ. 学部卒業後、だいたい８割の学⽣が⼤学院に進学して、２割の学⽣が就職し

ます。⼤学院には２年間の博⼠前期課程（いわゆる修⼠課程）と、３年間の博⼠

後期課程（いわゆる博⼠課程）がありますが、博⼠前期過程で就職する学⽣が８

割、博⼠後期課程に進む学⽣が２割です。進学、就職の詳しい情報については、

⽣ 命 理 学 ホ ー ム ペ ー ジ で 公 開 し て い ま す （ http://www.bio.nagoya-

u.ac.jp/introduction/career.html）。 

 

⽣命理学のホームページにも Q&A がありますので、そちらもぜひご覧くだ

さい！（http://www.bio.nagoya-u.ac.jp/introduction/faq.html）  
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4. ⽣命理学科の講義と演習 

⽣命理学に分属された後は、卒業までに講義、演習および実習を受講し、卒

業研究を⾏う必要があります。⽣命理学の講義で必修科⽬になっているもの

はありませんが、選択必修科目の講義を１６単位以上、選択科目の講義を１

８単位以上取得する必要があります。一方、演習、実習および卒業研究は必

修科目になっています。 

 ２年⽣春／秋期                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 年 12 月時点での 2021 年度の予定です。部分的に変更される可能性があります。 

２年⽣ 春期 (2021)
１限

8:45-10:15
２限

10:30-12:00
３限

13:00-14:30
４限

14:45-16:15
５限

16:30-18:00

１期 基礎遺伝学Ⅰ（松浦、⼤嶋） 基礎⽣化学Ⅰa（花房）

２期 基礎遺伝学Ⅱ（多⽥、⾦森） 基礎⽣化学Ⅰb（上⽥）

１期 基礎⽣物物理学Ⅰa（廣明） 基礎遺伝学Ⅰ（松浦、⼤嶋）

２期 基礎⽣物物理学Ⅰb（兒⽟、太⽥） 基礎遺伝学Ⅱ（多⽥、⾦森）

１期 基礎⽣化学Ⅱa（井原） 基礎⽣理学Ⅰa（⽊下俊、中道、中野）

２期 基礎⽣化学Ⅱb（清⽔）

１期

２期

１期 基礎発⽣学Ⅰb（東⼭、⾦岡）

２期 発⽣学Ⅱa（吉岡）

２年⽣ 秋期 (2021)
１限

8:45-10:15
２限

10:30-12:00
３限

13:00-14:30
４限

14:45-16:15
５限

16:30-18:00

１期 基礎発⽣学Ⅰa（⽇⽐、橋本）

２期

１期

２期

１期 分⼦⽣理学Ⅱa (成⽥、平⼦、瀧⼝）

２期

１期

２期

１期 基礎⽣化学Ⅲa (松林、阿部） ⽣物物理学Ⅰa (廣明）

２期 基礎⽣化学Ⅲb (嘉村、⼩原、辻村） ⽣物物理学Ⅰb (松浦）

３年⽣ 春期 (2021)
１限

8:45-10:15
２限

10:30-12:00
３限

13:00-14:30
４限

14:45-16:15
５限

16:30-18:00

１期 ⽣命化学Ⅰa（⽇⽐） 発⽣学Ⅰa（久本）

２期 ⽣命化学Ⅰb（松林） 発⽣学Ⅰb（⽥中実、菊池）

１期

２期

１期 細胞学Ⅰa（⼤澤、前川） 遺伝学Ⅰa（嘉村、⼩原、⻄村）

２期 細胞学Ⅰb（⻄⼭） 遺伝学Ⅰb（⽊下専）

１期 分⼦⽣理学Ⅰa（⽊下俊、中道）

２期 ⽣物学各論Ⅱb（打⽥）

１期 ⽣物学各論Ⅱa（五島）
分⼦遺伝学Ⅱa

（上川内、⽯川、⽥中良）

２期 分⼦遺伝学Ⅰb（多⽥） 分⼦遺伝学Ⅱb（森）

下線：選択科⽬。演習、実習は斜体。

実習（各担当教員、実習室）

計６週間

⽕ 分⼦⽣物学演習Ⅰ（各担当教員、各教室）

⽔

⽊

⾦

⽉

⾦ 基礎細胞学Ⅰ（久本、⻄⼭、平⼦）

⽉

実習（各担当教員、実習室）

計８週間

⽕ Biology in English (Vassileva) 基礎遺伝学Ⅲ（井上、⽥中実）

⽔

⽊ 基礎⽣物学演習Ⅱ（各担当教員、各教室）

⾦

基礎細胞学Ⅱ (荒⽊、杉⼭）

⽔ 基礎⽣物学演習Ⅰ（各担当教員、各教室）

⽊ コンピューター実習（成⽥）＊ Biology in English (Vassileva)

⽉ ⽣物学基礎（⾦森、⼋⽊）

⽕
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講義 

 選択必修科目 （６科目） 

• 基礎遺伝学 

⼤腸菌を中⼼とした細菌と、酵⺟や哺乳類などの真核⽣物の遺伝⼦研究で得ら

れた遺伝学と分⼦⽣物学の基礎について講義します。教科書「ワトソン 遺伝⼦

の分⼦⽣物学（第７版）」を学びます。 

• 基礎生化学 

核酸、タンパク質、脂質、糖など⽣体⾼分⼦の化学構造と性質、酵素の働き、代

謝など、⽣化学の基礎について講義します。教科書「ヴォート 基礎⽣化学 第

5版（東京化学同⼈）」を学びます。 

• 基礎細胞学 

⽣物の⽣命活動の基本単位である細胞について学びます。細胞という空間の中

で、遺伝学および⽣化学で学ぶ⽣命分⼦が、どのようにして細胞固有の活動を営

んでいくのかといった基礎概念を、主に真核⽣物の知⾒を通して理解すること

がねらいです。教科書「Essential 細胞⽣物学（南江堂）」を学びます。 

• 基礎生理学 

⽣命科学の化学的根幹をなす代謝システムを理解するための基礎を習得しま

す。動き回れる動物は、周囲の環境に応答して様々な⾏動を⽰します。⼀⽅、

動くことのできない植物は、周囲の環境変動に対して巧みに応答して⽣存・成

⻑しています。講義では、このような柔軟な⽣物の⽣き⽅を⽀えるシステムの

構造とその機能を理解することを⽬的としています。 

• 基礎生物物理学 
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理学部⽣命理学科が⽬指す「基礎科学の研究を通して、また科学的素養を活かし

て、社会の様々な分野で⼤きく貢献できる⼈材」を育成するために、極めて複雑

なシステムである⽣命の物理化学的理解は必須です。この講義の⽬的は、⽣命の

構成要素たる⽣体⾼分⼦（蛋⽩質分⼦および核酸）の構造・物性・相互作⽤・ネ

ットワークを、物理化学の基礎原理として捉え、理解する基礎を⾝につけること

です。教科書「アトキンス ⽣命科学のための物理化学 第２版（東京化学同

⼈）」を学びます。 

• 基礎発生学 

動植物の発⽣について、近年めざましい展開を⾒せた分⼦遺伝学がもたらした

古典的課題の解明について基礎的な講義を⾏い、さらにこれらから展開した新

たな考え⽅について紹介します。教科書「ウォルパート 発⽣⽣物学（２０１

２）」を学びます。 

 

 選択科目  

選択科⽬は、基礎的な教育を担う科⽬（⽣物学基礎、Biology in English）と、各

研究室の研究内容に繋がる専⾨的内容について講義する科⽬に分かれます。１-

２⽇間の集中講義も不定期に開講されます。 

• 生物学基礎 

主に⾼校⽣物未履修者を対象として、⽣命理学科が開講する基礎科⽬を理解す

るために必要な基礎知識を補うことを⽬的とした講義を⾏います。 
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• Biology in English (Assoc. Prof. Maria Vassileva) 

This course will provide students with basic concepts and 

vocabulary in Molecular Biology and Cell Biology. Students will 

familiarize themselves with biology-related terminology in English 

and will practice discussing biological concepts in English. Students will also have an 

opportunity to prepare poster presentations in English. 

 

その他の選択科⽬は、各研究室の研究内容に沿ったものが多いです。詳しい内容

は、理学部の HPからシラバス（https://syllabus.sci.nagoya-u.ac.jp/）を閲覧し

てください。なお、各研究室の研究内容については、本冊⼦にある 「⽣命理学

科の研究室」（p.16〜）を参考にしてください。 

 

演習 

演習は、２年春期、秋期および３年春期にそれぞれ２コマずつ⾏います。２年

春期には通常の演習に加え、⾼校⽣物未履修者向けの演習を開講することで、多

様な学⽣に対して幅広く対応しています。 

 

 単位取得のポイント  

【２年春期】 

 必修である基礎⽣物学演習 Iとコンピュータ実習の他に、選択必修科⽬が多く

開講されています。ここで選択必修科目の大半を取っておくと、３年以降楽にな

ります。選択必修科⽬のほとんどが基礎的な科⽬ですので、特に⾼校で⽣物を履

修していない学⽣は、ここでしっかりと勉強しておくと良いでしょう。基本的に



 13 

は授業にちゃんと出席して、教科書をきちんと読めば内容を理解できますが、わ

からない時には講義終了後に教員に聞いてみましょう（聞くは⼀時の恥、聞かぬ

は⼀⽣の恥です）。⽣物学に特に不安がある⼈は、⽉曜１限の⽣物学未履修者向

け授業（⽣物学基礎、選択科⽬）を受講することをお勧めします。また、Biology 

in English（選択科⽬）は、⽣物系英語のスキルを上げたい⼈にお勧めです。 

 演習は１２⼈程度の少⼈数で英語⽂献等を読み、発表する形で⾏われます。専

⾨⽤語でつまずく⼈も多いので、⽤語をきちんと調べ、理解することが⼤事です。

なお、高校で生物を履修していない学生向けに、授業内容を補完する特別演習ク

ラスが開講されています（ただし⼈数制限があります）。 

【２年秋期】 

 午前中は講義または演習、午後は実習になります。ただし、実習のない週が多

いので、実習⽇程をあらかじめ確認しておき、空いた時間を有効に活⽤しましょ

う。講義については、選択必修科⽬に加え、選択科⽬がいくつか出てきます。春

期と合わせて、２年⽣のうちに選択科⽬を少なくとも４単位以上は取っておき

ましょう。 

 

 ３年⽣春／秋期                               

 

 

 

 

 

 

２年⽣ 春期 (2021)
１限

8:45-10:15
２限

10:30-12:00
３限

13:00-14:30
４限

14:45-16:15
５限

16:30-18:00

１期 基礎遺伝学Ⅰ（松浦、⼤嶋） 基礎⽣化学Ⅰa（花房）

２期 基礎遺伝学Ⅱ（多⽥、⾦森） 基礎⽣化学Ⅰb（上⽥）

１期 基礎⽣物物理学Ⅰa（廣明） 基礎遺伝学Ⅰ（松浦、⼤嶋）

２期 基礎⽣物物理学Ⅰb（兒⽟、太⽥） 基礎遺伝学Ⅱ（多⽥、⾦森）

１期 基礎⽣化学Ⅱa（井原） 基礎⽣理学Ⅰa（⽊下俊、中道、中野）

２期 基礎⽣化学Ⅱb（清⽔）

１期

２期

１期 基礎発⽣学Ⅰb（東⼭、⾦岡）

２期 発⽣学Ⅱa（吉岡）

２年⽣ 秋期 (2021)
１限

8:45-10:15
２限

10:30-12:00
３限

13:00-14:30
４限

14:45-16:15
５限

16:30-18:00

１期 基礎発⽣学Ⅰa（⽇⽐、橋本）

２期

１期

２期

１期 分⼦⽣理学Ⅱa (成⽥、平⼦、瀧⼝）

２期

１期

２期

１期 基礎⽣化学Ⅲa (松林、阿部） ⽣物物理学Ⅰa (廣明）

２期 基礎⽣化学Ⅲb (嘉村、⼩原、辻村） ⽣物物理学Ⅰb (松浦）

３年⽣ 春期 (2021)
１限

8:45-10:15
２限

10:30-12:00
３限

13:00-14:30
４限

14:45-16:15
５限

16:30-18:00

１期 ⽣命化学Ⅰa（⽇⽐） 発⽣学Ⅰa（久本）

２期 ⽣命化学Ⅰb（松林） 発⽣学Ⅰb（⽥中実、菊池）

１期

２期

１期 細胞学Ⅰa（⼤澤、前川） 遺伝学Ⅰa（嘉村、⼩原、⻄村）

２期 細胞学Ⅰb（⻄⼭） 遺伝学Ⅰb（⽊下専）

１期 分⼦⽣理学Ⅰa（⽊下俊、中道）

２期 ⽣物学各論Ⅱb（打⽥）

１期 ⽣物学各論Ⅱa（五島）
分⼦遺伝学Ⅱa

（上川内、⽯川、⽥中良）

２期 分⼦遺伝学Ⅰb（多⽥） 分⼦遺伝学Ⅱb（森）

下線：選択科⽬。演習、実習は斜体。

実習（各担当教員、実習室）

計６週間

⽕ 分⼦⽣物学演習Ⅰ（各担当教員、各教室）

⽔

⽊

⾦

⽉

⾦ 基礎細胞学Ⅰ（久本、⻄⼭、平⼦）

⽉

実習（各担当教員、実習室）

計８週間

⽕ Biology in English (Vassileva) 基礎遺伝学Ⅲ（井上、⽥中実）

⽔

⽊ 基礎⽣物学演習Ⅱ（各担当教員、各教室）

⾦

基礎細胞学Ⅱ (荒⽊、杉⼭）

⽔ 基礎⽣物学演習Ⅰ（各担当教員、各教室）

⽊ コンピューター実習（成⽥）＊ Biology in English (Vassileva)

⽉ ⽣物学基礎（⾦森、⼋⽊）

⽕
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 単位取得のポイント  

【３年春期】 

講義は全て選択科⽬になります。ここでの講義は、研究室の研究に直結する内

容を扱うものが多いので、秋期からの講座配属を念頭に講義を選択しましょう。

演習も忘れずに。午後は実習ですが、こちらも実習のない週が多いので、実習⽇

程をあらかじめ確認しておき、空いた時間を有効に活⽤しましょう。 

研究室配属に向けた調整は、通常は毎年 7 月に行われます。所定の単位を取

得できる見込みであることが基本条件になります。詳細は毎年春に配布される

生命理学科のガイダンス資料を参照してください。 

【３年秋期以降】 

研究室に配属され、卒業研究を行います。他学科より半年早く配属されますの

で、いち早く最先端の研究に触れることができます。また、卒業までの期間が長

いので、卒業研究にもじっくり取り組むことができます。卒業研究は通常講義の

ような時間的縛りが少ないため、バイトや就職活動も自分の都合に合わせやす

いです。 

 

マンチェスター大学との交換留学制度   

生命理学科では、３年生秋期または４年生春期から約１年間、 

英国マンチェスター大学に交換留学できる制度を設けており

ます。留学中は同大学で研究を行いますが、帰国後はそれが

名古屋大学の卒業研究単位として認定されます。英国の名門

大学に海外留学できて、なおかつキャリアにブランクが生じ

ない、とてもお得な制度です。詳しくは生命理学事務室でお

尋ねください。  
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5. ⽣命理学科の実習 

⽣命理学科の実習は、必修科⽬３つと、選択科⽬１つです。２年秋期と３年春期

の実習は、それぞれ８週間と６週間開催されます。残りの週はお休みです。 

※ 現在はコロナ対策のため、対⾯での実習開催⽇は半減しています。来年度の実習の詳細につ
いては、来年度の実習ガイダンスでご確認ください。 

【必修科⽬】 

• コンピュータ実習（２年春期）…⼯学部教室で⾏う。授業形式に近い。 

• 実習（２年秋期）…理学部実習室で⾏う。基礎的な⽣物学実験を通して、

実験技術や⽣物学の考え⽅を学ぶ。 

• 実習（３年春期）…理学部実習室で⾏う。より発展した⽣物学実験や解析

を通して、実験技術や解析の仕⽅を学ぶ。 

【選択科⽬】 

• 臨海実習…菅島臨海実験所（三重県⿃⽻市）で、５⽇間泊まり込みで⾏わ

れる（写真）。磯採集などのフィールドワークと分⼦実験を組み合わせて、

海洋⽣物の多様性とその仕組みを理解する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 16 

6. ⽣命理学科の研究室 

生命理学科の研究室を紹介します。興味がある先生には気軽に連絡をとってみ

てください。研究室見学も歓迎していますよ！ 

 

 分子神経生物学（分０）                           

森 郁恵 教授   http://elegans.bio.nagoya-
u.ac.jp/~lab/japanese/index.html 

 
本研究グループでは、線⾍（C. elegans）の
モデル⽣物としての利点を活かし、記憶や学
習、意思決定といった神経系機能を包括的に
理解することを⽬指します。 

研究内容に関連した科目：遺伝学、分⼦遺伝学 II 
コメント：遺伝学、分⼦⽣物学、ライブイメージング、数理モデリングなど、
⼿段を選ばずシステム的な観点から研究を進めています。 
 

 脳回路構造学（NC）                                                     

上川内 あづさ 教授   http://www.bio.nagoya-
u.ac.jp/~NC_home/index2.htm 
 

私たちは、⽣き物が⽰す様々な求愛コミュニケー
ションに興味を持っています。ショウジョウバエ
や蚊も求愛に歌やダンスを使い、オスとメスが盛
んに交信します。そのような⾏動を⽀える、脳のメカニズムやそ
の進化を研究しています。 

研究内容に関連した科目：分⼦遺伝学 IIa 
コメント：最近は野外調査も始めています。実験室からフィールドへ！を合⾔
葉に、変動する⾃然環境の中での求愛⾏動戦略を探ります。 
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 生殖分子情報学（B3）                           

東⼭ 哲也 教授   http://www.higashiyama-lab.com/ 
 

本研究グループでは、⽣物が⽣殖を達成する背
景ではたらく細胞間のシグナリングや、細胞内
のオルガネラ制御を研究しています。植物や粘
菌、ヒト培養細胞などを材料に、異分野融合に
よるライブセルバイオロジーのアプローチで進めています。 

コメント：本研究グループは来年度末までとなりますが、ITbMと⽣命理学の
密接な関係は続きますので乞うご期待！ 
 
 細胞内ダイナミクス（動３）                                                

五島 剛太 教授   http://bunshi4.bio.nagoya-
u.ac.jp/~tenure2/goshima.html 
 

細胞の分裂や成⻑という根源的な⽣命現象に興
味を持ち、動物や植物を⽤いた細胞⽣物学を展
開しています。顕微鏡で⽣きた細胞を連続撮影
する実験が多いです。 

研究内容に関連した科目：⽣物学各論 II a、臨海実習 
コメント：理学らしい研究を⽬指しています。 
 
 細胞間シグナル（B2）                                                    

松林 嘉克 教授   http://www.bio.nagoya-u.ac.jp/~b2/index.html 
 

本研究グループでは、細胞間シグナルの探索や
受容機構の解明を通して、植物の形態形成や環
境応答のしくみを分⼦レベルで解き明かしてい
きたいと考えています。分⼦の側から機能を探
ると、これまで⾒過ごしていた巧みなしくみが
⾒えてきます。 

研究内容に関連した科目：⽣命化学 Ib 
コメント：遺伝⼦解析から質量分析、ちょっとした化学合成まで、多岐にわた
る研究⼿法を駆使します。⽣物好きの化学好き、集まれ。 
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生殖生物学（M7）                                                           

⽥中 実 教授   http://www.medaka.bio.nagoya-u.ac.jp/ 
 

⼀つの卵からどのように雌雄が決まり分化する
のか、性転換はどのような仕組みで起きるの
か、性をもたらすメカニズムについてメダカを
⽤いて遺伝⼦や細胞レベルからの最先端研究を
しています。 

研究内容に関連した科目：発⽣学、基礎遺伝学 
コメント：野⼭や周りの⽣き物に興味と不可思議さが感じられ、その仕組みを
知ることが楽しいと感じる⼈を歓迎。柳緑花紅真⾯⽬。HPをみてください。 
 
 発生成長制御学（DG）                                                   

吉岡 泰 准教授   http://www.bio.nagoya-u.ac.jp/~zootwo/index.html 
 

本研究グループでは植物、線⾍（C. 
elegans）、ショウジョウバエ、メダカ等様々
な⽣物を⽤いて形態形成、細胞分化、性分化、
⽣体防御、個体発⽣、形態形成に果たす神経軸
索伸⻑制御因⼦の役割や摂⾷⾏動の研究に取り
組んでいます。 

研究内容に関連した科目：発⽣学 I、II、分⼦遺伝学 I、II 
コメント：いきものが好きな⼈を歓迎します。 
 
 細胞制御学（分１）                                                          

⽊下 専 教授   https://sites.google.com/site/kinoshitalabnagoya/ 
 

私たちは、ヒトの知能や精神疾患に関わる蛋⽩
質に着⽬して、遺伝⼦改変マウスの記憶テスト
と脳組織の電⼦顕微鏡解析、化合物と光操作に
よる培養ニューロンでの「記憶」の再現、シナ
プス蛋⽩質の物性（相分離）など多階層な研究
を⾏っています。 

研究内容に関連した科目：遺伝学 Ib、基礎⽣化学 Ib 
コメント：運動部の主将が３⼈もいますが、頭脳派も歓迎です。 
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 分子修飾制御学（分２）                            

嘉村 巧 教授   http://bunshi4.bio.nagoya-u.ac.jp/~2kamura/index.html 
 

本研究グループでは、ユビキチンシステム
に制御される⽣命現象、ユビキチンシステ
ムによる⽣体膜恒常性維持機構、ユビキチ
ンシステムを通じた⼈為的タンパク質分解
制御について、モデル⽣物である出芽酵⺟
や培養細胞を⽤いて研究しています。 

研究内容に関連した科目：遺伝学 Ia 
コメント：⼀緒にユビキチンシステムを解明しましょう！ 
 
 染色体生物学（CB）                                                       

⻄⼭ 朋⼦ 准教授    
http://www.bio.nagoya-u.ac.jp/~nishiyama/Nishiyamalab-home.html 
 

本研究グループでは、ゲノムおよび染⾊体の
構造構築機序と機能原理を、⼀分⼦レベルの
DNA やタンパク質の挙動から理解することを
⽬指しています。⼀分⼦⽣物学と⽣化学系、
ヒト、ショウジョウバエ、ツメガエル卵等の
各種細胞系を組み合わせた実験系、さらに数理モデル構築を通
して染⾊体構造の全容を解き明かします。 

研究内容に関連した科目：細胞学 Ib 
コメント：純粋な実験⽣物学だけでなく、計算物理、ITが得意な⽅も楽しめま
す。 
 
 超分子構造学（分３）                                           

松浦 能⾏ 准教授   http://str.bio.nagoya-u.ac.jp:8080/Plone 
 

本研究グループでは、分⼦レベルで⽣命現象の本
質を理解するために、タンパク質や⽣体膜の機能
と構造および構造動態について、最先端の構造⽣
物学・⽣物物理学の解析技術を⽤いて研究してい
ます。 
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研究内容に関連した科目：⽣物物理学 Ib、分⼦⽣理学 II 
コメント：物理や化学が好きで、⽣命にも興味がある⼈がすごく楽しめる研究
内容です。 
 
 異分野融合生物学（分４）                         

岩⾒ 真吾 教授   e-mail: iwamishingo(at)gmail.com 
http://bio-math10.biology.kyushu-u.ac.jp/member/iwami.html 
（新 HP準備中） 
 

⽣物・医学・数学・情報学・物理が融合した新し
い⽣物学を創り、国際的な異分野融合研究を実施
できる⼈材を輩出していきます。僕⾃⾝は⽣体がもつ恒常性の維
持・変容・破綻・制御について研究をしていますが、その限りで
はありません。 

研究内容に関連した科目：基礎⽣物学演習 II 
コメント：サイエンスもソーシャルも最⾼峰を⽬指します。ファッション⼒、
グルメ⼒、プレゼンテーション⼒を⾼めたい、全国各地を巡りたい⼈には最⾼
の環境だと思います。 
 
 遺伝学（分５）                                                  

⼤澤 志津江 教授   https://shizueohsawa0412.wixsite.com/ohsawalab 
 

本研究グループでは、細胞同⼠の“協調”や“競合”を
介して正確な⼤きさ・形の組織を構築する仕組み
や、がんが発⽣・進展する仕組みについて、モデル
⽣物であるショウジョウバエや蚊を⽤いて研究して

います。 

研究内容に関連した科目：細胞学 Ia 
コメント：形態形成やがんが発⽣する仕組みを⼀緒に研究しましょう。数理モ
デルの構築に興味がある⽅も⼤歓迎です。 
 
 生体機序論（分６）                            

久本 直毅 教授    
http://bunshi3.bio.nagoya-u.ac.jp/~bunshi6/matsumoto_japanese/index.html 
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本研究グループでは、神経の再⽣、細胞増殖や細胞
内輸送を制御する情報伝達因⼦とその作⽤メカニズ
ムについて、モデル⽣物である線⾍（C. elegans）
や培養細胞を⽤いて研究しています。 

研究内容に関連した科目：発⽣学 Ia、分⼦⽣理学 II 
コメント：⼀緒に⽣体の機序をロジカルに研究しましょう！なお、将棋が強い
⼈歓迎です。 
 
 微生物運動（MM）                             

⼩嶋 誠司 教授   http://www.bio.nagoya-u.ac.jp/laboratory/mm.html 
 

本研究グループでは、細菌の運動を担うイオン駆
動型モーターについて、エネルギー変換と回転の
しくみの解明を⽬標とし、細胞の極に１本だけべ
ん⽑をもつビブリオ菌を使って研究しています。
べん⽑の本数や形成位置の制御機構も調べています。 

研究内容に関連した科目：⽣物物理学 Ia, Ib, 分⼦遺伝学 Ia 
コメント：細菌細胞の泳ぐ姿はとても綺麗です。また、細菌は扱いやすいの
で、⽣命科学の⼊⾨者にとても良い実験材料です。英語を使ってみたい⼈も⼤
歓迎です。 
 
 植物生理学（植生）                              

⽊下 俊則 教授   http://plantphys.bio.nagoya-u.ac.jp/index.html 
 

私たちは、植物がどのようにして周囲の環境変
動を察知し、応答し、⽣きているのか、いわゆ
る「植物の環境応答」について、モデル細胞で
ある気孔孔辺細胞を主な研究材料として研究を
進めています。 

研究内容に関連した科目：基礎⽣理学 Ia、分⼦⽣理学 I  
コメント：⼀⾒動かずじっとしている植物の巧みな環境応答に⽇々驚いていま
す。登⼭、植物・昆⾍観察、筋トレ部あり。 
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 細胞生物学（細胞）                               

平⼦ 善章 講師   http://www.bio.nagoya-
u.ac.jp/laboratory/images/cb.jpg 
 

私たちは、多細胞⽣物の体を構成する個々の細胞
がどのような機構で結びついているのかを明らか
にするため、主に培養細胞を使って研究をしてい
ます。特に動物の体表⾯や内腔⾯を覆っている上⽪細胞の細胞接
着機能に注⽬しています。 

研究内容に関連した科目：基礎細胞学 I、分⼦⽣理学 II  
コメント：細胞も培養していると愛着が湧いてきます（笑）。外部からの操作
が容易な培養細胞を使って、⾃分⾃⾝のアイデアを試してみませんか？ 
 
 動物器官機能学（BS）                               

⽇⽐ 正彦 教授   http://bbc.agr.nagoya-u.ac.jp/~junkei/new/index.html 
 

本研究グループでは、ゼブラフィッシュやメダカ等
の⼩型⿂類を⽤いて、脊椎動物の神経回路形成、神
経回路による⾏動制御、⾊素細胞分化のメカニズム
を研究しています。 

研究内容に関連した科目：基礎発⽣学 Ia、⽣命科学 Ia 
コメント：発⽣学・神経科学に興味ある⼈、⿂の美しさや⾏動に興味ある⼈、
歓迎します。 
 
 菅島臨海実験所（NU-MBL）                            

五島 剛太 所⻑・教授    
http://www.bio.nagoya-u.ac.jp/~SugashimaMBL/index.html 
 

三重県⿃⽻市菅島にあります。海藻など海の⽣物を
材料に、分⼦から⽣態、⾏動、進化まで、海洋⽣物
学研究に様々な⾓度から精⼒的に取り組みます。 

研究内容に関連した科目：臨海実習、⽣物学各論 II a 
コメント：臨海らしい、そして理学らしい研究を⽬指しています。詳しくは菅
島臨海ツイッター⾒てください。 
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 多細胞秩序（MC）                                 

打⽥ 直⾏ 教授   http://www.gene.nagoya-u.ac.jp/index.html 
 

本研究グループでは、植物を題材に、多細胞の集
合体である個体の形が巧みに作られたり、環境の
変化に個体として柔軟に対応したりする仕組みを
研究しています。多くの細胞が協調して⽣み出さ
れる秩序の形成と変化の理解を⽬指しています。 

研究内容に関連した科目：⽣物学各論 II b 
コメント：体の中の多種多様な細胞群が織りなす秩序は、⾒た⽬でまず美し
く、そこから⽣み出される能⼒や機能も驚きに満ちています。⼀緒に感動を体
験しましょう！ 
 
 植物分子シグナル（PM）                            

多⽥ 安⾂ 教授   http://www.gene.nagoya-u.ac.jp/index.html 
 

本研究グループでは、⽣物に広く保存されてい
る免疫の制御機構について、モデル植物である
シロイヌナズナを⽤いて研究しています。 

研究内容に関連した科目：分⼦遺伝学 Ib 
コメント：遺伝⼦やタンパク質の機能について興味がある⽅は⼀緒に研究しま
しょう。 
 
 構造分子薬理学（薬理）                            

廣明 秀⼀ 教授   http://presat-vector.org/hiroaki-lab/ 
 

本研究グループは廣明が指導するタンパク質チ
ームと兒⽟准教授が指導する核酸医薬チームの
チームに分かれています。NMRを⽤いたタンパ
ク質間相互作⽤阻害剤の探索と、⽴体配座に拘
束をかけた新規の核酸医薬品の開発研究を進め
ています。 

研究内容に関連した科目：基礎⽣物物理学 Ia/Ib、⽣物物理学 Ia 
コメント：化学や物理化学、コンピュータなど境界領域に興味がある学⽣さん
を歓迎します！ 
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 細胞生理学（CeSPI）                            

⼤嶋 篤典 教授   http://www.cespi.nagoya-u.ac.jp/ 
 

当研究グループは細胞膜や細胞内膜を介したシグ
ナル伝達機構が担う⽣命現象の理解を⽬標とし
て、膜タンパク質の構造と機能の研究を⾏ってい
ます。クライオ電⼦顕微鏡を⽤いてタンパク質の
原⼦構造を解明します。 

研究内容に関連した科目：⽣物物理学 Ia、基礎⽣化学 Ia 
コメント：学⽣さんの興味を重視したテーマ選択をしています。タンパク質の
構造研究の楽しさに触れていただければ幸いです。 
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7. ⽣命理学科に進んだ先輩たちの例 

生体機序論研究室 三年生 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
脳回路構造学研究室 大学院修士課程一年生 

 
 

 
脳回路構造学研究室 大学院修士課程二年生 

 
 

 

B1           B2           B3           B4           M1           M2            

秋卒業！進学し、  

脳神経科学の研究を

続けます！ 

毎年恒例の 

ソフトボール⼤会も

楽しみの⼀つです。 

学業と課外活動を 

通して、知⾒や経験

を増やしました。 

名⼤では、分⼦⽣物学

を、短期留学先のケン

ブリッジ⼤では、⼼理

学・精神医学を勉強。 

脳神経科学の研究に 

没頭：①卒業研究 ②

⻑期休暇中は海外の研

究インターンに参加。 

B1           B2           B3          

B1           B2           B3           B4           M1           M2            

1 年⽣の時は、カフ

ェを運営するサーク

ルをしていました。 

２年⽣の時は、勉強の

合間に免許取得や旅⾏

をしていました。 

３年⽣後期から、研

究室で培養細胞の研

究を始めています。 

卒業式。私は⼤学院

院進学後も、同じ研

究室で、卒研のテー

マを深く追求してい

ます。 

学会発表で県外へと

出張。写真は⼭形⼤

学で発表したときの

写真。 

授業や実習、研究室⾒

学を通じて、⾃分がど

の研究室に所属したい

かが、段々わかってき

ます。 

所属している研究室の

共同研究先である海外

の研究所に半年滞在

し、卒業研究を実施。 

授業の合間や授業後

は、みっちりサークル

活動・アルバイトに勤

しみました。 
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