
数理情報科学科

対応する
学部CP

１）�社会人として必要な基礎的な知識および語学力を習得
するために、共通教育科目を配置します。 ①

２）�数学と情報科学に関する知識を習得するために、微分
積分学・線形代数学・統計学などの基礎教育科目、数
理情報基礎・数学演習などの基礎専門科目、および、
解析学・代数学・位相数学・幾何学・確率論などの専
門科目（講義）を配置します。

②

３）�数理的な基礎理論を高度情報化社会の様々な分野で活
用するための、数理的な思考力、洞察力を習得するた
めに、数理情報科学特別演習を配置します。

③

対応する
学部ＤP

１）�社会人として必要な、社会科学・自然科学および語学
に関する基礎的な知識と技能を習得している。 ①

２）�数学と情報科学を支える数理的な基礎理論を幅広く習
得している。 ②

３）�数理的な基礎理論を高度情報化社会の様々な分野で活
用するための、数理的な思考力・洞察力を習得してい
る。

③

学科カリキュラム・ポリシー 学科ディプロマ・ポリシー

カリキュラム・マップ

カリキュラム・
ポリシー

ディプロマ・
ポリシー

１年

前 期 後 期

2 年

前 期 後 期

3 年

前 期 後 期

4 年

前 期 後 期

共通教育科目（28単位）、専門英語（２単位）、
基礎教育科目（12単位）、基礎専門科目(21単
位）、数理科学入門、情報科学入門

共通教育科目（28単位）、専門英語（２単位）、
基礎教育科目（12単位）、基礎専門科目（21単
位）、数理科学入門、情報科学入門

専門科目

解析学Ⅰ
及び同演習、
複素解析学Ⅰ

解析学Ⅱ、
複素解析学Ⅱ

代数学Ⅰ
及び同演習

代数学Ⅱ

位相数学Ⅰ
及び同演習

位相数学Ⅱ

幾何学Ⅰ
及び同演習

幾何学Ⅱ

確率論Ⅰ
及び同演習、
数理統計学Ⅰ

確率論Ⅱ、
数理統計学Ⅱ

確率論Ⅲ、
計算機統計学

情報数学Ⅰ 情報数学Ⅱ、
情報化社会の
職業倫理、
計算数学Ａ、
情報数理学Ａ

情報理論、
システム理論、
情報化社会
及び情報倫理、
計算数学C、
情報数理学Ｂ

実験数理情報
学Ａ

数理情報科学
特別演習Ａ

共通教育科目（初年時教育科目、グローバル
教育科目、教養教育科目、28単位）

専門英語科目
（２単位） 専門科目

基礎教育科目（12単位）
基礎専門科目（21単位）

数理統計学Ⅲ、 
社会数理学

情報数学Ⅲ、 
実験数理情報
学Ｂ、応用プ
ログラミング

数理情報科学
特別演習Ｂ

1）

2）

3）

1）

2）

3）

理学部



物理科学科

対応する
学部CP

１）�現代人として必要な基礎的な知識や技能、および、自
ら価値判断のできる社会人となるのに必要な教養を習
得するために、共通教育科目を配置します。

①

２）�物理学に関する知識や考え方を習得するために、「物理
学概論」や「熱力学」、「電気と磁気の現象」などの基
礎専門科目、および「電磁気学」「物理数学」「量子力
学」「天文学概論」「物性実験」「天体観測実習」などの
専門科目を配置します。

②

３）�物理学の基礎知識を用いて、自然現象や機械装置の動
作原理を説明できる能力を身につけるために「イン
ターネットと物理英語」「科学ジャーナリズム」「公開
講座実習」などの専門科目を配置します。

③

４）�物理学の考え方をよく理解し、それを様々な分野に応
用し、幅広い問題に対応する能力を身につけるために
「物理学特別研究」「宇宙科学特別研究」を配置しま
す。

④

対応する
学部ＤP

１）�現代人として必要な自然科学に関する基礎的な知識と
技能、および、自ら価値判断のできる社会人として必
要な教養を習得している。

①

２）�物理学の基礎知識を用いて、自然現象や機械装置の動
作原理を説明できる。 ②

３）�実験・観測を通じて自然現象の特徴を抽出し、その背
後にある法則を論理的に考察することができる。 ③

４）�物理学の考え方をよく理解し、それを様々な分野に応
用し、幅広い問題に対応することができる。 ④

学科カリキュラム・ポリシー 学科ディプロマ・ポリシー

カリキュラム・マップ

カリキュラム・
ポリシー

ディプロマ・
ポリシー

１年

前 期（1期） 後 期（2期）

2 年

前 期（3期） 後 期（4期）

3 年

前 期（5期） 後 期（6期）

4 年

前 期（7期） 後 期（8期）

線形代数学Ⅰ 線形代数学Ⅱ

微分積分学Ⅰ 微分積分学Ⅱ 複素解析 フーリエ解析

物理のための数学Ⅰ 物理のための数学Ⅱ 波と振動の物理学
物理セミナー

力学Ⅰ 力学Ⅱ 力学演習 解析力学

基礎物理学通論 電磁気学Ⅰ 電磁気学Ⅱ 電磁気学演習

物理科学の世界 新しい物質観 非平衡系の科学

輻射の物理学

熱力学 非線形現象の科学 統計物理学 熱・統計力学演習

量子力学Ⅰ 量子力学Ⅱ 量子力学Ⅲ 物理学特別研究

量子力学基礎演習 相対論 宇宙科学特別研究

固体物理Ⅰ 固体物理Ⅱ

宇宙科学基礎演習 天体観測実習 宇宙物理学特別セミナー

天文学概論 恒星銀河天文学 理論宇宙物理学

宇宙科学セミナー

物理実験学 物理計測実験

プログラミング応用演習

コンピュータ計測実験 物性実験

情報計測科学 シミュレーション物理学入門

「公開講座」実習

プログラミング基礎演習

科学英語 科学ジャーナリズム
物理学特別研究

宇宙科学特別研究

物理学特別研究

宇宙科学特別研究

初年次教育科目　10単位、グローバル教育科目　８単位
教養教育科目　14単位

2）

3）

1） 1）

2）

3）

4） 4）

理学部



生命化学科 

対応する
学部CP

１）�社会人として必要な基礎的な知識および語学力を習得
するために、共通教育科目を配置します。 ①

２）�化学と生物学に関する知識を習得するために、「生命化
学への招待」「有機化学Ｉ」や「分子生物学入門」な
どの基礎専門科目および「遺伝子科学」や「化学熱力
学」などの専門科目（講義）を配置します。

②

３）�化学的、生物学的な現象を観察し、その結果を論理的
に考察して説明する能力を身につけるために、「分析化
学実験」「生命化学演習」などの実験・演習科目および
「生命化学論文講読」「生命化学特別研究」を配置しま
す。

③

対応する
学部ＤP

１）�社会人として必要な社会科学、自然科学および語学に
関する基礎的な知識と技能を習得している能力 ①

２）�化学と生物学の基礎知識を用いて、物質・生物の性質
や機能を説明できる能力 ②

３）�化学的、生物学的な現象を観察し、その結果を論理的
に考察して説明できる能力 ③

４）�分子や生物に関する知識・理解を基に、研究分野への
発展的応用を模索することができる能力 ④

学科カリキュラム・ポリシー 学科ディプロマ・ポリシー

カリキュラム・マップ

カリキュラム・
ポリシー

ディプロマ・
ポリシー

１年

前 期（1期） 後 期（2期）

2 年

前 期（3期） 後 期（4期）

3 年

前 期（5期） 後 期（6期）

4 年

前 期（7期） 後 期（8期）

情報活用 自然科学（基礎教育入門科目） 自然科学（選択科目） 自然科学（実習科目）

初年次セミナーⅠ 初年次セミナーⅡ
異文化理解

大学と地域

体育・健康（理論） 体育・健康（実習） 教養活用科目（統合Ⅰ・Ⅱ） 人文・社会科学（選択科目）

英語Ⅲ 英語Ⅳ 英語Ⅴ 英語Ⅵ
英語ⅠＡ 英語Ⅱ Ａ

英語ⅠＢ 英語Ⅱ Ｂ

無機化学基礎 化学概論
分析反応化学 環境化学

統計学Ⅰ 現代無機化学
化学熱力学反応速度論 イオン溶液論微分積分学Ⅰ 基礎溶液化学

生態学基礎 基礎量子化学 応用量子化学

生命化学への招待
有機分光学

有機化学Ⅰ 有機化学Ⅱ 有機化学Ⅲ 有機化学Ⅳ
精密合成化学

生体有機化学

物質生化学
酵素化学 生体エネルギー論 代謝生化学

タンパク質化学

遺伝子工学 生命情報学

分子生物学入門
生物学概論 植物生理学概論

動物生理学

遺伝学 遺伝子発現のしくみ

細胞生物学入門 遺伝子科学 細胞調節論

神経生理学

発生生物学 微生物学

細胞生物学 内分泌学 脳科学

生物地理学

植物形態学

感覚情報学

植物生理化学

植物生態学

生命化学特別講義（随時）

行動生態学

生命共生論
古生物学

生命化学基礎実験 物理化学実験

生命化学演習A・B
分析化学実験 有機化学実験

微生物生化学実験 生化学実験

発生細胞学実験 情報生理学実験

海洋生物学実験 地域自然環境実習 生物学特別実習（随時）

2）

3）

1） 1）

2）

3）

4）

生命化学論文講読 生命化学論文講読

生命化学特別研究 生命化学特別研究

理学部



地球環境科学学科

対応する
学部CP

１）�社会人としての素養を高める知識および語学力を習得
するために、共通教育科目を配置します。 ①

２）�地球環境科学に関する基礎知識を習得するために、「地
球環境科学Ⅰ・Ⅱ」や「地球環境科学基礎実験」など
の基礎専門科目および「測地学」、「無機反応化学」、
「植物生態学」などの専門科目（講義）を配置します。

②

３）�地球環境科学に関する地球科学的、化学的、生物学的
な諸問題を論理的に考察して説明する能力を身につけ
るために、「野外地質実習」、「環境分析化学実験」、「野
外生態実習」、「地球環境科学演習」などの実験・演習
科目および「地球環境科学論文講読」、「地球環境科学
特別研究」を配置します。

③

対応する
学部ＤP

１）�人類及び地域社会が抱える自然環境に関する現実的課
題に対して問題意識を持ち、問題解決へ向けた実践的
能力を備えている。

①

２）�地学、生物学、化学の各分野に関するバランスの取れ
た基礎学力を持ち、同時に地球科学、野外系生物学、
無機分析化学などのいずれかの基礎科学分野において
深い専門知識と技能を有する。

②

３）�各専門分野の講義に加え、野外活動を重視した実習や
室内実験・演習などを通して、地域の地質、動植物、
海洋、化学環境などにじかに触れることにより、専門
的職業能力を有する。

③

４）�卒業研究やゼミナールなどを通じて、科学的な問題設
定能力や解決能力を持ち、調査・研究成果を的確に発
表できるプレゼンテーション能力を有する。

④

学科カリキュラム・ポリシー 学科ディプロマ・ポリシー

カリキュラム・マップ

カリキュラム・
ポリシー

ディプロマ・
ポリシー

１年

前 期（1期） 後 期（2期）

2 年

前 期（3期） 後 期（4期）

3 年

前 期（5期） 後 期（6期）

4 年

前 期（7期） 後 期（8期）

共通教育科目（初年時教育科目）

共通教育科目（英語・異文化理解）

共通教育科目（実技科目を含む教養教育科目）

鉱物化学 粘土鉱物学

地層学 環境地質学 構造地質学

岩石学 古生物学 地史学

地質図学 火山地質学

波動解析基礎 グローバル地震学

応用数学 基礎地震学 地震テクトニクス

地球物理学 火山物理学Ⅰ 火山物理学Ⅱ

測地学 測地測量学

生命共生論 生物地理学

植物生態学 数理生態学

行動生態学 動物系統分類学

植物系統学 細胞生物学入門

環境分析化学 分析反応化学 環境化学

化学熱力学 イオン溶液論 現代無機化学

有機化学Ⅱ 反応速度論

神経生理学

植物生理学概論

物質生化学

タンパク質化学
地球環境科学特別講義（全期、随時開講）

地球環境科学入門 地形学 地学概論

微分積分学Ⅰ

線形代数学Ⅰ

無機化学基礎 生物学概論

無機化学入門 生態学基礎

分子生物学基礎 動物進化学

多様性生物学

基礎溶液化学 無機反応化学

化学概論

物理化学基礎 有機化学Ⅰ

2）

3）

1） 1）

2）

3）

4）

地質調査法実習 野外地質実習

鉱物学・岩石学実験

地層学・古生物学実験 地球物理学実習Ⅰ 地球物理学実習Ⅱ

多様性生物学実験地球環境科学基礎実験地球環境科学基礎実習
環境分析化学実験

野外生態実習 地球自然環境実習 海洋生物学実験 生物学特別実習（全期、随時開講）

科学論文購読法 地球環境科学論文購読 地球環境科学論文購読

地球環境科学演習 地球環境科学特別研究

理学部


