
バイオサイエンス学科って、どんなところ？

先端的バイオテクノロジーを学ぶ唯一の学科

バイオサイエンス学科は、生物が持つ多様な情報・物質・機能を
最大限に活用するためのバイオサイエンスを広く学ぶ、生物資源
科学部でも唯一の学科です。本学科では、生命および生命現象を
普遍的に理解し、人々の生活を豊かにするため、バイオサイエン
ス分野の幅広い知識と研究基礎力、さらに実践的な課題発見・解
決能力をアクティブ・ラーニングや PBL（問題解決型学習）を活用
して修得することを学びの目標としています。

専門分野を広くも深くも学べるコース制

バイオサイエンス学科では、専門分野の異なる 3 つのコース ( 栄
養・健康科学コース、発酵・ケミカルバイオロジーコース、微生物・
植物コース ) が、入学後に選べます。1 年次では基礎的な科目を
通じて学科の学問領域と内容を理解し、2 年次より専門コースに
分かれ、3 年次より研究室に所属します。2～4 年次まで1つのコー
スに所属すれば、特定の専門分野を究めて深く学ぶことができま
す。また、異なるコース科目の履修や年次ごとのコース変更も可
能な緩やかなコース制となっているので、バイオサイエンスを幅広
く学ぶという選択肢も選べます。

情報・デジタル技術の積極的な活用

バイオサイエンスの分野においても、情報・デジタル技術の導入と
活用が不可欠となっています。そのような時代のニーズに対応する
ため、IT と AI（人工知能）に関する基礎・応用の科目を多数設置
しました。基礎科目では「データサイエンスの基礎」、「AI と生命
情報科学」など。また、コンピュータを使った遺伝子情報の解析や、
画像情報を活用した細胞やウイルスの解析など、先端的・挑戦的
な科目も導入されています。

学びと社会とのつながりを重視

本学科の最終目標は、バイオサイエンスの知識と研究基礎力を活
かし、新産業の創生や、健康で活力のある社会の実現を可能にす
る人材を養成することです。そのための科目として、新しいバイオ
産業の創出に役立つ「革新的バイオ産業の創出」、「スマートセル
インダストリー」、産業との連携を意図した「インダストリーと栄養」、

「医薬と香粧品化学」、「インダストリーと微生物」などを設置して
います。そうした授業では、企業や研究所の研究者・開発者など
を講師として招き、実社会でどのようにバイオサイエンスが活かさ
れているかも講義していただきます。

１年次にバイオサイエンスの
基礎科目を学んだ後、2 年次
以降に３つの専門コースに分
かれる緩やかなコース制を採
用しています。各コースは
各々 2 つの専門分野に分かれ
ます。

学 科 の 特 長

プレゼン力の重視

スパイスには、金銀より貴重なものが眠っている？

食事をおいしくしてくれるスパイス。中世ヨーロッパでは同量の金銀より高値で取引されたともいいますが、今やスーパーでも手

に入る代物に、なお金銀以上のお宝が眠っているなんてホントでしょうか。上の写真の星形をした実は、中国原産のトウシキミ

から採れる八角。じつはインフルエンザウイルスに効く抗ウイルス薬のタミフルは、この八角からとれるシキミ酸を原料として合

成されています。なるほど、それなら金銀以上の価値も期待できるわけです。こうした人の健康に役立つ「生理活性物質」の多

くは、自然界にある植物や微生物などに由来します。しかしそれをバイオの視点で正しく評価し、医薬品などの役立つ物質へ

と応用していく過程は試行錯誤の連続。職人的な技や勘さえ必要とされていました。そんな状況を一変させたのが、ヒトゲノム

の解読など生命情報の蓄積とコンピュータの進化です。袴田航教授は、さまざまな生理活性物質をコピュータによる分子シミュ

レーションで最適化し、有機合成することで、より優れた生理活性物質を創成する研究を行っています。この方法なら勘に頼ら

ず目標とする化合物を「論理的に設計できる」と、袴田教授は強調します。自然の恵みと最新の IT 技術を結びつけ、人の役

に立つお宝を探究する。大航海時代よりもスリリングな科学の冒険が、バイオサイエンス学科から始まっています。
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学修の流れ

1 年次 3 年次2 年次 4 年次

学科の理念や概要を理 解し
ます。学科の専門科目は全て
必修とし、全員が同じカリキュ
ラム（教養 教 育 科目は除く）
で学修をすすめます。それに
より、1 年次でバイオサイエン
ス学修のコアを形成します。

選択したコースで、少人数で
の専門的な学修がスタート。
各コースの学修領域・研究内
容・研究室を理解するための
科目を学びます。２年次より
学生実験も始まり、各コース
で特徴的な実験技術を習得
します。

コース単位・研 究 室単位で、
少人 数での専門的な学修を
継続します。また、社会との
つながりを意 識させる科目
や、キャリア教育科目の履修
により、早い段階から卒業後
の進路について考える機会を
設けます。

所属する研究室で、一年間の
卒業研究（必修）に取り組み
ます。コースおよび研究室で
実施するプレゼンテーション
科目を設置し、日本語および
英語でのサイエンス・プレゼ
ンテーションも指導します。

科目一覧

【全コース共通】
バイオサイエンス入門、バイオサイエンス概論、バイオサイエンス体験、細胞生物学、有機化学、分子生物学、

微生物学、生物の有機化学、ゲノム生物学、バイオサイエンス演習 I ～ IV、バイオサイエンス英語 I ～ II、分析化学、

生命とバイオの倫理、生体分子の構造解析、AI と生命情報科学、バイオインフォマティクス、分子間相互作用学、

生物統計解析学、革新的バイオ産業の創出、食品衛生学、バイオ英語プレゼンテーション I ～ II、バイオサイエンス

研究 I ～ II

【栄養・健康科学コース専門科目】
栄養科学、栄養と健康科学、人体と生命の科学、分子栄養学、食と健康科学、代謝生化学、栄養機能学、アレルギー

と免疫の科学、病態生化学、サプリメントと薬理学、スポーツと健康科学、インダストリーと栄養、栄養と健康科

学実験 I ～ III、バイオサイエンス解析法 I

【発酵・ケミカルバイオロジーコース専門科目】
タンパク質と酵素の科学、バイオマスを知る、バイオマスを活かす、バイオマス発酵学、発酵科学、サステナブル

イノベーション、分子創生の科学、ケミカルバイオロジー、生理活性物質の科学、創薬科学、天然物化学、医薬と

香粧品化学、発酵とケミカルバイオロジー実験 I ～ III、バイオサイエンス解析法 II

【微生物・植物コース専門科目】
微生物遺伝学、DNA テクノロジー、植物の細胞生理、微生物生理学、遺伝子とゲノムの情報学、植物細胞分子生物学、

微生物機能利用学、インダストリーと微生物、植物と微生物の相互作用、オミクス解析学、エピジェネティクスとゲ

ノム編集、植物のシグナル伝達、植物免疫学、スマートセルインダストリー、植物の機能と制御、微生物と植物実

験 I ～ III、バイオサイエンス解析法 III

栄養・健康科学コース

栄養・遺伝子・ゲノムなどの研究によって疾病の予防や改善をめざし、
人々の健康な暮らしに貢献することを目標としています。栄養生理分野とゲノム健康分野に分かれます。

微生物・植物コース

人々の快適な生活環境や食料の提供に欠かせない微生物と植物のユニークな生理生態を、細胞・分子レベルで解明・理解し、
快適な社会や産業利用に貢献することを目標としています。微生物生態分野と植物生理分野に分かれます。

植物生理分野　　 食料・有用物質の生産工場である植物の機能・病気の解明をめざします。

  内山　寛 　植物分子遺伝 　新町文絵　植物栄養生理 　井村喜之     植物ウイルス 　土屋徳司　 遺伝子発現制御 　奈島賢児　 植物遺伝情報

バイオテクノロジーを駆使
して植物の不思議な力（食
虫性やストレス応答）の解
明をめざします

植物の養 分吸収や代謝に
着目して、植物のもつ有用
機能の探索と解析、その利
用をめざします。

病原微生物やウイルスが植
物に感染するしくみと植物
の潜 在 能 力を理 解し、植
物改良に挑戦します。

遺伝 子・エピジェネティク
スからみた植物免疫を解明
し、新 規 耐 病 性 植物の創
生をめざします。

ゲノム健康分野　　ゲ ノムや遺伝子の視点から健康を支える生命活動のしくみを解明します。

　司馬　肇　 細胞死・老化 　舛廣善和　高機能タンパク質創生 　新井直人　DNA 組換え 　渡邉泰祐　遺伝子・麹菌 　相澤朋子　 有用微生物利用

細胞と組織の老化の分子メ
カニズムを解明し、人々の
健 康 維 持と病気予防に役
立てます。

高機能組換え体タンパク質
を主としたバイオ医薬品開
発研究により健康長寿をめ
ざします。

ゲノムDNA が 傷 を受けた
時に、それを修復するメカ
ニズムを明らかにして健康
に貢献します。

麹菌等の醸 造微生物が生
産する香気物質とその生成
機構の研究を通して人々の
健康に貢献します。

極限環 境で細菌が生き抜
くためのメカニズムの究明
を通じて、人の生活と健康
の向上に貢献します。

果実や花の特 徴的な成分
や 形 態に 着目し、ゲノム・
遺伝 子から植物の謎を解
き明かします。

栄養生理分野　　 生活習慣と疾病の関係を栄養学的視点から解明します。

　近藤春美　 脂質代謝・吸収 　細野　崇 　栄養・神経・加齢 　増澤　依　 栄養生理　関泰一郎　 栄養生理

複雑な生命現象と栄養の関係を明
らかにし、メタボリックシンドローム・
生活習慣病の予防・改善をめざし
ます。

日本人の死因の4分の１を占める動
脈硬化性疾患を予防する物質を食
品や栄養成分から探索し、健康寿
命の延伸に貢献します。

アルツハイマー病をはじめとした加
齢に伴って発症するさまざまな病
気に対して、栄養学的な予防法の
確立をめざします。

タンパク質や食物繊維などの栄養
素の適切な摂取量と質について研
究し、脂肪肝や炎症性腸疾患の予
防と改善に役立てます。

発酵・ケミカルバイオロジーコース

分子レベルで生物の機能を理解し高度に制御することで人々の豊かな暮らしに必要な技術や物質を開発し、

豊かで持続可能な社会の構築に貢献することを目標としています。発酵分野とケミカルバイオロジー分野に分かれます。

　発酵分野　　　 微生物などの多様な機能を解明し、その制御を通じて有用物質の生産系を築きます。

　光澤　浩　 微生物遺伝 　荻原　淳 発酵・醸造微生物代謝 　上田賢志　 微生物生理  　髙野英晃　医薬微生物・物質生産 　西山辰也 　酵素・生体触媒

細胞が自分を食べるオート
ファジーのしくみを酵母を
用いて明らかにし、技術開
発につなげます。

酵 母 やカビなど発 酵 醸 造
微生物の持つ特別な機能
を明らかにして、利用応用
をめざします。

微 生物間の共生関係を化
学因子の役割に着目して解
明し、バイオマス活用法に
新たな道を拓きます。

微生物センサーから学んだ
ことを微生物工場デザイン
に応用し、効率的なバイオ
生産系を創ります。

酵 素、有機 触 媒の微 生物
からの探索研究をバイオセ
ンサに応用し、新規測定系
の確立をめざします。

ケミカルバイオロジー分野　　 機能性分子をツールとした生命現象の解明や創薬等への応用をめざします。

　明石智義　 植物代謝生化学 　袴田　航 　生物有機 　伊藤紘子 　植物生理活性物質 　平野貴子　 生合成・物質変換

植物由来の活性物質がつくられる
しくみを明らかにし、ゲノムやタン
パク質工学の点から植物の機能の
向上をめざします。

分子シミュレーションと有機合成を
駆使して新たな生理活性物質を創
成し、抗ウイルス剤や抗がん剤等
の創薬をめざします。

有用な植物の生理活性物質の探索
および合成量の調節機構の解明を
通じて、物質の合成量をデザインで
きる技術の確立をめざします。

自然界の糖質などを原料として酵
素合成により生理活性物質を創り
出し、香粧品や医薬品に役立てる
ことをめざします。

微生物生態分野　　地球上に普遍的に存在する微生物による物質循環や機能・生理・生態を解明します。

  高橋令二　 環境微生物 　中川達功　 微生物生態・ゲノム 　岩淵範之　 特殊環境微生物 　土屋雄揮　 界面微生物生態

窒素循環に関わる微生物の探索や
分離を行い、有用な機能を利用す
ることをめざします。

低エネルギーで二酸化炭素を固定
し有用化合物を創り出す硝化菌を
研究開発します。

油の中で生きる微生物の研究を通
して生命の新しい形やしくみを理解
し、その様々な有用機能を新しい
産業の創出に役立てます。

海草（海藻ではありません）の表面
や内部に棲息する微生物の機能を
解明し、生物多様性維持に応用し
ます。

3年生は6月頃からインターンシップなど就職活動が始まり、翌年3月か
らの企業説明会、面接選考とより本格化します。卒業後にバイオサイ
エンス領域の専門性を活かし、社会で活躍できるよう、2年生から無
菌操作や細胞培養、機器分析の基礎などの専門的な実験スキルを身

につけます。さらに3年生では、社会での活躍をイメージできる実践的
な講義や研究室でのキャリア教育を行い、就職活動での自身の強みや
アピールポイントを身につけられるよう学修面の支援をします。さらに
研究を継続し専門性を高めたい学生は、大学院進学も目指せます。

卒業後のキャリアにつながるカリキュラム

将 来 の 活 躍 分 野

栄養と健康増進・ヘルスケア分野（医薬品・医療関係等、機能性
食品、栄養食品、サプリメント等）の企業、豊かな生活に貢献す
る分野（化粧品、香料、飲料、酵素、新素材等）の企業、微生物
や植物を基盤としたバイオ産業関連（発酵食品、種苗、バイオ資
材、生物農薬等）の企業、生命情報とデジタルを活用した産業（IT、
遺伝子検査、画像診断等）、さらには中学校や高等学校の理科教
諭、学芸員、地方・国家公務員、大学院への進学なども視野に入
ります。

資 　 格（予定であり、変更となる場合があります。）　

【取得できる免許・資格】
中学 校教 諭一種 免許状（理科）※、高等学 校教 諭一種 免許状

（理科・農業）※、自然再生士補
※申請中。ただし、文部科学省における審査の結果、予定している教職課程の開設時期が変更とな
る可能性があります。

【任用資格（卒業後の実務経験により取得できる資格）】
食品衛生管理者、食品衛生監視員、学芸員、環境衛生監視員、
家庭用品衛生監視員、環境衛生指導員

【受験資格】
甲種危険物取扱者、化学分析技能士（2 級）、バイオ技術者認定
試験（中級・上級）


