
学部の構成

学部の特色

学部の理念

アドミッション・ポリシー

施設・環境

理工学研究科
──────────────────
博士前期課程
○機械工学専攻
○電気電子工学専攻
○建築学専攻
○化学生命・化学工学専攻
○海洋土木工学専攻
○情報生体システム工学専攻
○数理情報科学専攻
○物理・宇宙専攻
○生命化学専攻
○地球環境科学専攻

博士後期課程
○総合理工学専攻

大学院

数学的思考力を基礎とした数理科学と情
報科学の教育・研究を行います。

数理コース
情報コース

物理コース
宇宙コース

化学コース
生命コース

地球コース
環境コース

さ
ら
な
る
研
究
と
創
造
へ

教育成果の
社会への還元

理学部

数理情報科学科

物理科学科

生命化学科

地球環境科学科

講座　■数理構造講座　■現象数理講座　■情報数理講座

身の周りの物質から宇宙まで、物理学は多様
な自然現象に通底する基本法則を学びます。
講座　■物性理論講座　■固体物理講座　■宇宙情報講座

生命現象を分子から個体レベルで理解す
る学科です。
講座　■分子機能化学講座　■有機生化学講座　■生命機能講座

野外科学を主体とした地域の自然を活か
した教育・研究を行います。
講座　■地質科学講座　■島弧火山講座　■環境解析講座　■多様性生物学講座

自然科学の深い専門知識と幅広い素養、論理的思考を身に付け、
複合的な学問領域に柔軟に対応できる人材を育成。

◎南九州で唯一の基礎自然科学系の学部
◎充実した教育環境と施設
◎地域や海外とも連携した活発な共同研究

「理学」は、自然現象の中に潜む真理を探究する学問であり、そこで明らかにされた自
然法則は人類の英知や文化の中に蓄積され、科学技術の発展を支えてきました。こう
して現代社会は豊かなものになりましたが、豊かさの裏では環境やエネルギーなどに
関する新たな課題も生じました。このような問題を解決するためにも、真理の探究と共
に、物事の原理を基礎から理解する「理学」のさらなる進展は不可欠です。鹿児島大学
理学部は南九州という自然に恵まれた地理的特色を生かしながら、基礎科学を中心と
する自然科学の最新の教育・研究を進めます。

▲理学部棟

▲VERA 入来観測局（農学部入来牧場内） ▲分光解析装置

理学部では
ＡＯ入試を実施

研究の高度化と多様化の流れに適応できるような人材を求め、数理情報科学科、物理科学科、生命化
学科はＡＯ入試を行っています。それぞれの学科のアドミッション・ポリシーのもとに、従来の選抜とは
異なった観点で、総合的な評価により意欲的な学生を求めています。

理学部学生が文部科学省主催
第７回サイエンス・インカレで奨励表彰を受賞
文部科学省主催第７回サイエンス・インカレ（3月3日・4日：立教大学
池袋キャンパス）において、本学理学部生命科学科の金丸愛望さんが
研究テーマ「ホタルの発光でお口の健康を守る！！」で、口頭発表部門サ
イエンス・インカレ奨励表彰を受賞しました。今年度の応募総数267
件の中、事前の書類審査で口頭発表部門（数物・化学系）の10件に選
ばれ、口頭発表と質疑応答による最終選考で本賞を受賞しました。

数学と理科の
基礎学力をもつ人

自然と数理に対する
強い探究心をもつ人

広い視野をもつ人

粘り強く考える
ことができる人

自然科学分野における実験や
野外観察が好きな人

理学部の中心的な建物は平成14年度に全面改築され、
学生・教員の交流や、自習の場として多目的に利用できる
コモンスペースが広く取られました。また、空調などの設
備も一新され、快適な講義・実験室が整備されています。

MAP●P67 理学部…A-53～55

理学部　Faculty of Science広い自然科学の素養と個々の専門分野の知識を身に付け、柔軟性を持った創造力豊かな人材を育成。

理学部ウェブサイト

理学部

私は、地球環境や生態系について学
びたいと思い、地球環境科学科を選
びました。本学科の、化学・生物学・地
学など幅広く学ぶことができる点に魅
力を感じました。また、実験や野外実
習など貴重な体験ができる環境が充
実している点も魅力の1つだと思いま
す。

永田 祐樹
理学部　地球環境科学科　4年
鹿児島県出身　鹿屋高等学校卒業

あなたが本学科を選んだ理由は？

私は高校数学の教師を目指していま
す。生徒によりよい教授をするために
数理情報科で専門的な力を身につけ
たいと考え、取り組んできました。高
校までの数学とは異なる大学数学は
大変難しいですが、より広く深く数学
を学ぶことができます。今後も私自身
数学の力を高め、数学の面白さを伝
えられるよう努めていきたいです。

松浦 奈央
理学部　数理情報科学科　4年
鹿児島県出身　大島高等学校卒業

卒業後の夢について
教えてください。
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【サイエンス・インカレ】
鹿児島大学理学部では、理数
分野に強い学習意欲と基礎学
力のある学生を対象とした特
別な教育プログラム「理学部
理数教育特別プログラム」を
実施してきており、このプログ
ラムでは、通常の専門教育以
外にサイエンスクラブ活動（1
年生から3年生を対象とする
課外研究活動）を受講するこ
とができ、その活動で得た研
究成果を文部科学省が主催す

る「サイエンス・インカレ」で発表しています。この企画は、学生の能力 ・研究意欲を高め、創
造性豊かな科学技術人材を育成することを目的に、自然科学分野を学ぶ全国の学生が自主
研究の成果を発表し競い合う場として、平成23年度から開催しているものです。

入学定員：40

入学定員：45

入学定員：50

入学定員：50

Pickup

Pickup
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卒業後の進路

極微の素粒子・原子から巨大な宇宙まで、
自然現象の基本的なしくみを解明し、
その背後に共通する基本的な法則を追求する

数学は真理をより深く理解し伝達するために発展した人類の叡智で
す。数学のもつ深く豊かな内容は、自然科学・社会科学・工学などの諸
領域で大いに活用されています。

入学後の進路

数学やそれに関連する学問分野に
興味を持つ人

強い勉学意欲をもつ人

こんな学生を歓迎！（アドミッション・ポリシー）

◎鹿児島県内中学校教員
◎鹿児島県内高等学校教員　ほか

◎中学校教諭一種免許状（数学）
◎高等学校教諭一種免許状（数学，情報）
◎測量士補　◎学芸員（任用資格）

教　員

◎銀行　◎情報関連　◎医療関連　ほか企　業

◎国家公務員　◎地方公務員　ほか

◎鹿児島大学大学院
◎九州大学大学院　ほか

公務員

大学院進学

基礎的な教育

2年次後半 2年次後半から2つのコースへ

1年次～2年次前半

1

2

数理コース

数学の基本的構造（代数学、幾何学、
解析学）の探求と、自然科学における
諸現象の数学的・確率的モデルの解析
と理論の探求を行っています。

情報コース

情報科学の数学的基礎とコンピュー
タ（計算機）の理論的側面の探求及び
諸科学における問題を計算機を用い
て解明する方法とその理論の探求を
行っています。

構成講座

◎数理情報基礎
　　微分積分学とその演習、
　　線形代数学とその演習、
　　統計学等

◎ソフトウェア演習　他

数理構造講座
数理科学の根幹を
なす数学の基本構
造に関する研究を行
っています。

現象数理講座
諸現象の数学的・確
率的モデルの解析と
応用に関する研究を
行っています。

情報数理講座
情報科学の数学的
理論と応用に関する
研究を行っていま
す。

自然界で起こる多様な現象を調べ、なるべく簡単な考え方で、それを説明
する努力を通じて、自然界の根本的な法則を追求するのが物理学です。そ
の対象は、極微の素粒子から極大の宇宙まで、実に様々です。研究成果が
科学技術文明の基礎を支えると共に、実験や観測を進めるのに必要な技
術、思考方法自体が明日の社会をよくするために役立つのです。

入学後の進路

物理の実験や天体観測に興味のある人

新しい現象の発見や物質の探索に興味がある人

新しい装置の製作や開発に取り組みたい人

コンピューターを用いた物理現象・天体現象の　
解明に興味がある人

こんな学生を歓迎!（アドミッション・ポリシー）

東京や大阪、九州地区の理工系とその周辺分野を扱う業種
製造・開発（電気・機械・材料等）、情報通信など

◎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)
◎学芸員(任用資格)

企　業

◎中学校教員　◎高等学校教員　◎国家公務員　◎地方公務員
教員・公務員等

◎鹿児島大学大学院・九州大学大学院　ほか
　※大学院修了後は研究職や理工系の高度技術を扱う
　　企業や研究職へ

大学院進学

3年次 希望と適性に応じて2つのコースに

どちらのコースでも必要となる基礎的な物理学を
講義と実習・演習を通じて習得します。

1年次～2年次

1

4

3

2

物理コース

超伝導体、磁性体、半導体などの電子構
造やその電気的・磁気的特性などを実
験と理論両面から研究しています。また
自然界の複雑系の振る舞いを理論や計
算機を駆使して探求しています。
■カリキュラムの一例
◎統計物理学　◎量子力学
◎固体物理学　◎物性実験
◎物理学特別ゼミ　◎物理セミナー
◎非平衡系の科学　◎非線形現象の科学

宇宙には、天の川銀河をはじめとする
数多くの銀河があります。観測と理論
の両面から、その構造・性質・起源に迫
る世界的に最先端の研究が行われて
います。宇宙の起源に迫る理論研究が
行われています。

■カリキュラムの一例
◎天文学概論　◎宇宙科学基礎演習
◎輻射の物理学　◎宇宙科学セミナー
◎天体観測実習　◎恒星・銀河天文学
◎宇宙物理学特別セミナー

宇宙コース

構成講座

物性理論講座
電子の振る舞いが固体の性質に及ぼす
影響や複雑系の振る舞いを理論的及び
コンピューターを使って研究しています。

固体物理講座
磁性体、誘電体、超伝導体など固体の性
質を実験的に研究しています。また、極
低温での物性の研究や新しい物質の開
発なども行っています。

宇宙情報講座
天の川銀河での星の形成と終末、天
の川銀河の全体、他の銀河、それぞ
れの銀河の中心部などの電波望遠
鏡・赤外線望遠鏡を用いた観測や、
コンピューターを用いた理論的研究
を行っています。また、それらに必要
な機器開発やソフトウェア整備に取
り組んでいます。さらに理論的天文
物理学研究を行っています。

数理情報科学科では次のような学生を求めています。

取得可能な資格

取得可能な資格

数学的思考力を基礎とし、数理科学と
情報科学の知識と経験を深める
教育・研究を行っています。

今、どのような事をされていますか？
私は、長崎県の佐世保市内の中学校で数学科の教
諭として働いています。大変なこともありますが、
生徒たちの笑顔を見て、「私も頑張ろう！」と思い、
たくさんの壁を乗り越えることができました。若
い力を現場に生かしていくことがこれから必要に
なるからこそ、自分の力を十分に発揮し、貢献して
いきたいと思います。
鹿児島大学を選んでよかったと思うことは？
たくさんの人と出会えたことです。まず、鹿児島大
学の先生方は、悩みを相談すると親身になって、一
緒に私たちの将来のことを考えてくださいました。

また、同じ目標を持った仲間と出会えたことで、自
分自身の夢実現に向けて、ともに励ましながら夢に
向かって努力をすることができたと思います。
後輩に対してメッセージをどうぞ！
大学時代にしてきたことは社会に出てからの力に
なります。私が大学生の頃、東日本大震災が起こり
ました。そのとき宮城県に行ってから、ボランティ
ア活動をした経験は大きく自分の人生を変えまし
た。「今しかできないこと」を一番に考え、たくさん
の経験をするのが大学だと思います。何事にも興
味を持って挑戦し、最後まで諦めない気持ちを忘
れず、今できることをしてください。

佐世保市立清水中学校
教諭

松添 由佳
平成25年度
数理情報科学科卒業
長崎県立佐世保南高等学校出身

「今しかできないこと」を全力で！
卒業生の声

天体の位置を精密に測ることで原始星からのジェットが螺旋状に動いていることを世界で初め
て直接観測しました。

卒業後の進路

数理情報科学科
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恒星が1000億個ほど集まっ
てできているのが銀河で
す。宇宙に膨大な数がある、
それぞれの銀河の中心には
太陽の重さの 100 万倍から
10 億倍もの「巨大ブラック
ホール」があります。ブラッ
クホールは光も脱出できな
い暗い「穴」のように思われ
るかもしれませんが、ブ
ラックホールに物質が落ち

込むときに強烈な電磁波を発します。それが「活動銀河核」と呼
ばれる宇宙の中で最も明るい部類の天体です。本研究室では、そ
の活動銀河核や巨大ブラックホールがどのような構造か、どの
ように形成されるのか、どのように観測されるのか、銀河本体と
の関連は何かといった課題について、スーパーコンピュータな
どを駆使した理論的な研究を行っています。

物理科学科
物理・宇宙専攻
教授

和田 桂一

銀河や活動銀河核、巨大ブラックホールの形成や進化に関する理論的研究理学部
研究室レポート

天文学の基礎は物理学と数学ですが、英語や国語力
も研究を進めるためには必須です。さまざま本を読
んで知識を広げてください。

受験生へ

一言

主な
学びの分野 数学、情報科学

主な
学びの分野

力学、熱力学、統計力学、電磁気学、量子力学、物性物力学、非線形物理学、
天文学、宇宙物理学、相対性理論、物理計測実験、天体観測

▲鹿児島大学で活動銀河核の国際会
議を開催しました。研究室の学生も発
表や手伝いで活躍しました。



卒業後の進路

極微の素粒子・原子から巨大な宇宙まで、
自然現象の基本的なしくみを解明し、
その背後に共通する基本的な法則を追求する

数学は真理をより深く理解し伝達するために発展した人類の叡智で
す。数学のもつ深く豊かな内容は、自然科学・社会科学・工学などの諸
領域で大いに活用されています。

入学後の進路

数学やそれに関連する学問分野に
興味を持つ人

強い勉学意欲をもつ人

こんな学生を歓迎！（アドミッション・ポリシー）

◎鹿児島県内中学校教員
◎鹿児島県内高等学校教員　ほか

◎中学校教諭一種免許状（数学）
◎高等学校教諭一種免許状（数学，情報）
◎測量士補　◎学芸員（任用資格）

教　員

◎銀行　◎情報関連　◎医療関連　ほか企　業

◎国家公務員　◎地方公務員　ほか

◎鹿児島大学大学院
◎九州大学大学院　ほか

公務員

大学院進学

基礎的な教育

2年次後半 2年次後半から2つのコースへ

1年次～2年次前半

1

2

数理コース

数学の基本的構造（代数学、幾何学、
解析学）の探求と、自然科学における
諸現象の数学的・確率的モデルの解析
と理論の探求を行っています。

情報コース

情報科学の数学的基礎とコンピュー
タ（計算機）の理論的側面の探求及び
諸科学における問題を計算機を用い
て解明する方法とその理論の探求を
行っています。

構成講座

◎数理情報基礎
　　微分積分学とその演習、
　　線形代数学とその演習、
　　統計学等

◎ソフトウェア演習　他

数理構造講座
数理科学の根幹を
なす数学の基本構
造に関する研究を行
っています。

現象数理講座
諸現象の数学的・確
率的モデルの解析と
応用に関する研究を
行っています。

情報数理講座
情報科学の数学的
理論と応用に関する
研究を行っていま
す。

自然界で起こる多様な現象を調べ、なるべく簡単な考え方で、それを説明
する努力を通じて、自然界の根本的な法則を追求するのが物理学です。そ
の対象は、極微の素粒子から極大の宇宙まで、実に様々です。研究成果が
科学技術文明の基礎を支えると共に、実験や観測を進めるのに必要な技
術、思考方法自体が明日の社会をよくするために役立つのです。

入学後の進路

物理の実験や天体観測に興味のある人

新しい現象の発見や物質の探索に興味がある人

新しい装置の製作や開発に取り組みたい人

コンピューターを用いた物理現象・天体現象の　
解明に興味がある人

こんな学生を歓迎!（アドミッション・ポリシー）

東京や大阪、九州地区の理工系とその周辺分野を扱う業種
製造・開発（電気・機械・材料等）、情報通信など

◎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)
◎学芸員(任用資格)

企　業

◎中学校教員　◎高等学校教員　◎国家公務員　◎地方公務員
教員・公務員等

◎鹿児島大学大学院・九州大学大学院　ほか
　※大学院修了後は研究職や理工系の高度技術を扱う
　　企業や研究職へ

大学院進学

3年次 希望と適性に応じて2つのコースに

どちらのコースでも必要となる基礎的な物理学を
講義と実習・演習を通じて習得します。

1年次～2年次

1

4

3

2

物理コース

超伝導体、磁性体、半導体などの電子構
造やその電気的・磁気的特性などを実
験と理論両面から研究しています。また
自然界の複雑系の振る舞いを理論や計
算機を駆使して探求しています。
■カリキュラムの一例
◎統計物理学　◎量子力学
◎固体物理学　◎物性実験
◎物理学特別ゼミ　◎物理セミナー
◎非平衡系の科学　◎非線形現象の科学

宇宙には、天の川銀河をはじめとする
数多くの銀河があります。観測と理論
の両面から、その構造・性質・起源に迫
る世界的に最先端の研究が行われて
います。宇宙の起源に迫る理論研究が
行われています。

■カリキュラムの一例
◎天文学概論　◎宇宙科学基礎演習
◎輻射の物理学　◎宇宙科学セミナー
◎天体観測実習　◎恒星・銀河天文学
◎宇宙物理学特別セミナー

宇宙コース

構成講座

物性理論講座
電子の振る舞いが固体の性質に及ぼす
影響や複雑系の振る舞いを理論的及び
コンピューターを使って研究しています。

固体物理講座
磁性体、誘電体、超伝導体など固体の性
質を実験的に研究しています。また、極
低温での物性の研究や新しい物質の開
発なども行っています。

宇宙情報講座
天の川銀河での星の形成と終末、天
の川銀河の全体、他の銀河、それぞ
れの銀河の中心部などの電波望遠
鏡・赤外線望遠鏡を用いた観測や、
コンピューターを用いた理論的研究
を行っています。また、それらに必要
な機器開発やソフトウェア整備に取
り組んでいます。さらに理論的天文
物理学研究を行っています。

数理情報科学科では次のような学生を求めています。

取得可能な資格

取得可能な資格

数学的思考力を基礎とし、数理科学と
情報科学の知識と経験を深める
教育・研究を行っています。

今、どのような事をされていますか？
私は、長崎県の佐世保市内の中学校で数学科の教
諭として働いています。大変なこともありますが、
生徒たちの笑顔を見て、「私も頑張ろう！」と思い、
たくさんの壁を乗り越えることができました。若
い力を現場に生かしていくことがこれから必要に
なるからこそ、自分の力を十分に発揮し、貢献して
いきたいと思います。
鹿児島大学を選んでよかったと思うことは？
たくさんの人と出会えたことです。まず、鹿児島大
学の先生方は、悩みを相談すると親身になって、一
緒に私たちの将来のことを考えてくださいました。

また、同じ目標を持った仲間と出会えたことで、自
分自身の夢実現に向けて、ともに励ましながら夢に
向かって努力をすることができたと思います。
後輩に対してメッセージをどうぞ！
大学時代にしてきたことは社会に出てからの力に
なります。私が大学生の頃、東日本大震災が起こり
ました。そのとき宮城県に行ってから、ボランティ
ア活動をした経験は大きく自分の人生を変えまし
た。「今しかできないこと」を一番に考え、たくさん
の経験をするのが大学だと思います。何事にも興
味を持って挑戦し、最後まで諦めない気持ちを忘
れず、今できることをしてください。

佐世保市立清水中学校
教諭

松添 由佳
平成25年度
数理情報科学科卒業
長崎県立佐世保南高等学校出身

「今しかできないこと」を全力で！
卒業生の声

天体の位置を精密に測ることで原始星からのジェットが螺旋状に動いていることを世界で初め
て直接観測しました。

卒業後の進路
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恒星が1000億個ほど集まっ
てできているのが銀河で
す。宇宙に膨大な数がある、
それぞれの銀河の中心には
太陽の重さの 100 万倍から
10 億倍もの「巨大ブラック
ホール」があります。ブラッ
クホールは光も脱出できな
い暗い「穴」のように思われ
るかもしれませんが、ブ
ラックホールに物質が落ち

込むときに強烈な電磁波を発します。それが「活動銀河核」と呼
ばれる宇宙の中で最も明るい部類の天体です。本研究室では、そ
の活動銀河核や巨大ブラックホールがどのような構造か、どの
ように形成されるのか、どのように観測されるのか、銀河本体と
の関連は何かといった課題について、スーパーコンピュータな
どを駆使した理論的な研究を行っています。

物理科学科
物理・宇宙専攻
教授

和田 桂一

銀河や活動銀河核、巨大ブラックホールの形成や進化に関する理論的研究理学部
研究室レポート

天文学の基礎は物理学と数学ですが、英語や国語力
も研究を進めるためには必須です。さまざま本を読
んで知識を広げてください。

受験生へ

一言

主な
学びの分野 数学、情報科学

主な
学びの分野

力学、熱力学、統計力学、電磁気学、量子力学、物性物力学、非線形物理学、
天文学、宇宙物理学、相対性理論、物理計測実験、天体観測

▲鹿児島大学で活動銀河核の国際会
議を開催しました。研究室の学生も発
表や手伝いで活躍しました。



共
同
獣
医
学
部

水
産
学
部

農
学
部

工
学
部

歯
学
部

医
学
部

理
学
部

教
育
学
部

法
文
学
部

共
通
教
育
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卒業後の進路

自然環境の諸現象を解明するために
野外調査を主とした基礎研究を推進

本学科では、地震や火山噴火のしくみ、地層の成り立ち、化石からみた生物
進化と環境の変化、多様な動植物の分類と生態、環境中の微量元素分析な
ど、基礎科学の観点から自然環境に関する調査研究がおこなわれており、
自然環境の諸現象を考察できる自然科学の基礎を身に付けることを大き
な教育目標としています。

生命化学科は、化学と生物学にもとづくものの見方、考え方を生かし
て、新しい発想を生み出す人材の育成を目指しています。物質の基本
的な構造や性質を化学的に理解するとともに、生命の連続性や情報
伝達の基礎知識を身につけることを目標として、化学と生物学の両
分野にまたがる教育が行われています。

化学と生物学を基礎として、
物質や生物の構造・性質・機能を
分子レベルから個体レベルで理解する。

　私は、在学中に気象予報士になろうと思い勉強
を始めました。卒業後は東京に行き、勉強を始め
て４年でやっと資格を所得。縁あって、今では地
元の鹿児島読売テレビで気象予報士として働い
ています。現在はニュースの中で気象情報を伝え
たり、季節の映像の取材に行き、原稿を書いてい
ます。大雨の日があったり、台風が来たり、災害を
引き起こしてしまいそうな時は、いつもの倍の原
稿を書き、出演をして気象情報を伝えます。こう
いう時こそ、気象予報士にしかできない仕事だと
思い、やりがいを感じています。また、いろいろな
資料を見て、天気をどう解説したら良いのか悩ん

でしまう日もあります。実際に予報するにはまだ
まだ勉強が必要です。
　在学中は地層を調べたり、島を歩き回って地質
図を書いたり、野外調査が大好きでした。今の仕
事でも旬な話題を外に出かけて取材することは
毎回楽しみです。大学で生物や植物、そして火山
や地震など生活に身近なことを学んだことで、こ
れからは気象以外の分野でもニュースに携わり
たいと思っています。
最後に受験生の皆さん、学生という自由な時間の
あるうちに夢中になっていることを一生懸命頑
張ってください。

鹿児島読売テレビ
気象予報士

小牧　葵
平成24年度
地球環境学科卒業

学生という自由な時間のあるうちに夢中になっていることを一生懸命頑張ってください。
卒業生の声

入学後の進路

自然科学における広い基礎学力を持ち、総合的な
学力の修得に興味と意欲をもつ人

さまざまな現象を、科学的かつ多面的に観察する
探究心をもつ人

観察事実を的確に表現・提示する能力の開発に意欲を
もつ人

科学的現象を基本事項から説き起こし、論理的に
考察し説明する能力の開発に意欲をもつ人

こんな学生を歓迎!（アドミッション・ポリシー）

◎中学校教員　◎高等学校教員　ほか

◎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）
◎学芸員（任用資格）

教　員

◎製薬　◎化学　◎バイオテクノロジー
◎食品　◎化粧品　◎材料開発
◎情報関係　ほか

企　業

◎国家公務員　◎地方公務員　ほか

◎公立研究試験機関　◎博物館　ほか

◎鹿児島大学大学院　ほか

公務員

研究職

大学院進学

基礎的な教育

生命化学演習3年次後半
卒業研究4年次

3年次後半から2つのコースへ

1年次

1

2

3

「理科」（自然科学）の分野に強い興味と好奇心をも
っている人

自然環境に関心をもち、科学的に自然環境を観察し
分析できる人

室内での実験・観察だけでなく、野外での観察や調査
にも強い興味をもつ人

1

2

3

4

化学コース
物質（分子）間の相互関係の解明、有
用な天然物質の探索・構造解析・化学
合成と新しい反応開発、生命現象を担
う蛋白質の構造と機能の解明に取り
組みます。

生命コース
個体発生、遺伝、情報伝達、生命間相
互作用の解析などについて取り組み
ます。

◎生命化学への招待　◎無機化学基礎
◎有機化学Ⅰ・Ⅱ　◎分子生物学入門
◎細胞生物学入門　etc.

基礎的、
専門的な教育2年次

◎物質生化学　◎植物生理学概論
◎化学熱力学　◎遺伝子科学
◎発生細胞学実験　etc.

専門的な教育3年次
◎生体エネルギー論　◎脳科学
◎イオン溶液論　◎有機化学実験
◎生化学実験　　etc.

入学後の進路

◎中学校教員　◎高等学校教員　◎国家公務員　◎地方公務員
◎各種公益法人　◎動物園　◎博物館　ほか

◎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）
◎測量士補　◎学芸員（任用資格）

教員・公務員

◎食品分析　◎化学薬品分析　◎環境分析
◎公立試験研究機関　◎各種野外調査　ほか

研究職

◎測量　◎地質調査　◎環境調査　◎エコツアーガイド
◎土木建設調査　◎自然観察指導員　ほか

コンサルタント

◎情報サービス業　◎金融業　◎製造業
◎材料・機械　◎電気・電子　◎衛生　ほか

◎鹿児島大学大学院　ほか

企　業

大学院進学

共通教育による
基礎的な教育

2年次 2年次後半から2つのコースへ

1年次

地球コース

地球コースは、地球科学に基礎を置く
教育コースです。地球における地質現
象や地殻変動現象、鉱物の分布調査
や分析、地震メカニズムの解明、地質
や火山の成り立ち、化石に基づく古生
物の進化、地震や火山などの自然災害
の調査やその対策などの教育と研究
を行っています。

環境コースは、分析化学と野外系生物
学に基礎を置く教育コースです。環境
中の微量元素の分析や水質調査、海
洋における物質循環、熱帯林や常緑樹
林における植物の生態、植物の進化、
昆虫の多様性、動物の生活史や行動、
干潟の動物の発生や生態、保全生物
などの教育と研究を行っています。

環境コース

構成講座

◎地球環境科学ⅠⅡ　◎地形学
◎無機化学入門　◎生物学概論　etc.

地質科学講座
地球表層部の諸現象を地質・鉱
物・古生物の観点で研究していま
す。

環境解析講座
生命体の生存している多様な環
境を物理学的・化学的な観点から
研究しています。

島弧火山講座
地震と火山噴火の活動、それら
の発生機構を物理学的・地質学
的に研究しています。

多様性生物学講座
多様な動植物を生活史・系統分
類・進化・生態などの観点で研究
しています。

地球コース 環境コース

構成講座

分子機能化学講座
原子・分子とその集
合体の性質と機能
の原理を探求しま
す。

有機生化学講座
生体関連物質や有機
分子の構造と機能を
探求します。

生命機能講座
生物を対象に遺伝、
発生、生理、形態な
ど生命の原理を探
求します。

化学コース 化学コース 生命コース

２年生までは、物質の構造や機能分
子から生命個体レベルまで総合的
に理解するために、化学と生物学の
基礎を中心に学習します。

３年生になると、より専門的な内容
の授業が行われます。また、より高
度な実験技術を習得します。 

3年次後半からは２つのコース（化
学コース２講座、生命コース１講座）
にそれぞれ所属して、本格的な研究
に取り組みます。

教育目標に沿って、化学と生物学の両分野にわたる学問に
意欲的に取り組む学生を求めます。

こんな学生を歓迎!（アドミッション・ポリシー）
教育目標に沿って、地球環境科学科では下記に掲げる資質を
もった人の入学を求めます。

取得可能な資格

取得可能な資格
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生命化学科 地球環境科学科

今、どのような事をされていますか？
鹿児島県の出先機関である南薩地域振興局で、地
域振興に関係する業務に携わっています。型には
まりきった業務ではなく、現場に足を運んだり、新
たな考えを提案したりと、地域の実情に応じて自
分なりに取り組めるのでやりがいがあります。今
後は、県外に関係する業務にも関わっていきたい
です。
鹿児島大学を選んでよかったと思うことは？
授業や研究、サークル、アルバイト等様々なことを
こなしていた経験が、複数分野の業務に抵抗なく
取り組むことに生きています。学生時代の研究内

容そのものは業務と関係してはいませんが、根気
強く問題に取り組み、失敗してもへこたれず次に
どう繋げるかを考える姿勢は、現在の業務にも生
かされています。
後輩に対してメッセージをどうぞ！
今自分が学びたいと思うことや、興味のあること
に存分に取り組める場所が大学です。多くの学部
学科やサークルがあり、自由な時間も沢山取れる
鹿児島大学には、そのための環境が整っています。
将来の夢が具体的に決まっていなくても大丈夫！
受験勉強は大変ですが、大学での学びに向けて悔
いの無いよう全力で頑張って下さい。

鹿児島県庁（南薩地域振興局）
総務企画部
主事

辻 美奈希
平成28年度
生命化学科卒業
鹿児島中央高等学校出身

「今」自分がやりたいことを全力で
卒業生の声

主な
学びの分野

地質学、火山学、地震学、古生物学、系統分類学、
分析化学、海洋学、生態学、進化学、保全生物学、行動学

主な
学びの分野

実験系生物学、分子生物学、細胞生物学、生理学、
有機化学、無機化学、生化学、量子化学、物理化学
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卒業後の進路

自然環境の諸現象を解明するために
野外調査を主とした基礎研究を推進

本学科では、地震や火山噴火のしくみ、地層の成り立ち、化石からみた生物
進化と環境の変化、多様な動植物の分類と生態、環境中の微量元素分析な
ど、基礎科学の観点から自然環境に関する調査研究がおこなわれており、
自然環境の諸現象を考察できる自然科学の基礎を身に付けることを大き
な教育目標としています。

生命化学科は、化学と生物学にもとづくものの見方、考え方を生かし
て、新しい発想を生み出す人材の育成を目指しています。物質の基本
的な構造や性質を化学的に理解するとともに、生命の連続性や情報
伝達の基礎知識を身につけることを目標として、化学と生物学の両
分野にまたがる教育が行われています。

化学と生物学を基礎として、
物質や生物の構造・性質・機能を
分子レベルから個体レベルで理解する。

　私は、在学中に気象予報士になろうと思い勉強
を始めました。卒業後は東京に行き、勉強を始め
て４年でやっと資格を所得。縁あって、今では地
元の鹿児島読売テレビで気象予報士として働い
ています。現在はニュースの中で気象情報を伝え
たり、季節の映像の取材に行き、原稿を書いてい
ます。大雨の日があったり、台風が来たり、災害を
引き起こしてしまいそうな時は、いつもの倍の原
稿を書き、出演をして気象情報を伝えます。こう
いう時こそ、気象予報士にしかできない仕事だと
思い、やりがいを感じています。また、いろいろな
資料を見て、天気をどう解説したら良いのか悩ん

でしまう日もあります。実際に予報するにはまだ
まだ勉強が必要です。
　在学中は地層を調べたり、島を歩き回って地質
図を書いたり、野外調査が大好きでした。今の仕
事でも旬な話題を外に出かけて取材することは
毎回楽しみです。大学で生物や植物、そして火山
や地震など生活に身近なことを学んだことで、こ
れからは気象以外の分野でもニュースに携わり
たいと思っています。
最後に受験生の皆さん、学生という自由な時間の
あるうちに夢中になっていることを一生懸命頑
張ってください。

鹿児島読売テレビ
気象予報士

小牧　葵
平成24年度
地球環境学科卒業

学生という自由な時間のあるうちに夢中になっていることを一生懸命頑張ってください。
卒業生の声

入学後の進路

自然科学における広い基礎学力を持ち、総合的な
学力の修得に興味と意欲をもつ人

さまざまな現象を、科学的かつ多面的に観察する
探究心をもつ人

観察事実を的確に表現・提示する能力の開発に意欲を
もつ人

科学的現象を基本事項から説き起こし、論理的に
考察し説明する能力の開発に意欲をもつ人

こんな学生を歓迎!（アドミッション・ポリシー）

◎中学校教員　◎高等学校教員　ほか

◎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）
◎学芸員（任用資格）

教　員

◎製薬　◎化学　◎バイオテクノロジー
◎食品　◎化粧品　◎材料開発
◎情報関係　ほか

企　業

◎国家公務員　◎地方公務員　ほか

◎公立研究試験機関　◎博物館　ほか

◎鹿児島大学大学院　ほか

公務員

研究職

大学院進学

基礎的な教育

生命化学演習3年次後半
卒業研究4年次

3年次後半から2つのコースへ

1年次

1

2

3

「理科」（自然科学）の分野に強い興味と好奇心をも
っている人

自然環境に関心をもち、科学的に自然環境を観察し
分析できる人

室内での実験・観察だけでなく、野外での観察や調査
にも強い興味をもつ人

1

2

3

4

化学コース
物質（分子）間の相互関係の解明、有
用な天然物質の探索・構造解析・化学
合成と新しい反応開発、生命現象を担
う蛋白質の構造と機能の解明に取り
組みます。

生命コース
個体発生、遺伝、情報伝達、生命間相
互作用の解析などについて取り組み
ます。

◎生命化学への招待　◎無機化学基礎
◎有機化学Ⅰ・Ⅱ　◎分子生物学入門
◎細胞生物学入門　etc.

基礎的、
専門的な教育2年次

◎物質生化学　◎植物生理学概論
◎化学熱力学　◎遺伝子科学
◎発生細胞学実験　etc.

専門的な教育3年次
◎生体エネルギー論　◎脳科学
◎イオン溶液論　◎有機化学実験
◎生化学実験　　etc.

入学後の進路

◎中学校教員　◎高等学校教員　◎国家公務員　◎地方公務員
◎各種公益法人　◎動物園　◎博物館　ほか

◎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）
◎測量士補　◎学芸員（任用資格）

教員・公務員

◎食品分析　◎化学薬品分析　◎環境分析
◎公立試験研究機関　◎各種野外調査　ほか

研究職

◎測量　◎地質調査　◎環境調査　◎エコツアーガイド
◎土木建設調査　◎自然観察指導員　ほか

コンサルタント

◎情報サービス業　◎金融業　◎製造業
◎材料・機械　◎電気・電子　◎衛生　ほか

◎鹿児島大学大学院　ほか

企　業

大学院進学

共通教育による
基礎的な教育

2年次 2年次後半から2つのコースへ

1年次

地球コース

地球コースは、地球科学に基礎を置く
教育コースです。地球における地質現
象や地殻変動現象、鉱物の分布調査
や分析、地震メカニズムの解明、地質
や火山の成り立ち、化石に基づく古生
物の進化、地震や火山などの自然災害
の調査やその対策などの教育と研究
を行っています。

環境コースは、分析化学と野外系生物
学に基礎を置く教育コースです。環境
中の微量元素の分析や水質調査、海
洋における物質循環、熱帯林や常緑樹
林における植物の生態、植物の進化、
昆虫の多様性、動物の生活史や行動、
干潟の動物の発生や生態、保全生物
などの教育と研究を行っています。

環境コース

構成講座

◎地球環境科学ⅠⅡ　◎地形学
◎無機化学入門　◎生物学概論　etc.

地質科学講座
地球表層部の諸現象を地質・鉱
物・古生物の観点で研究していま
す。

環境解析講座
生命体の生存している多様な環
境を物理学的・化学的な観点から
研究しています。

島弧火山講座
地震と火山噴火の活動、それら
の発生機構を物理学的・地質学
的に研究しています。

多様性生物学講座
多様な動植物を生活史・系統分
類・進化・生態などの観点で研究
しています。

地球コース 環境コース

構成講座

分子機能化学講座
原子・分子とその集
合体の性質と機能
の原理を探求しま
す。

有機生化学講座
生体関連物質や有機
分子の構造と機能を
探求します。

生命機能講座
生物を対象に遺伝、
発生、生理、形態な
ど生命の原理を探
求します。

化学コース 化学コース 生命コース

２年生までは、物質の構造や機能分
子から生命個体レベルまで総合的
に理解するために、化学と生物学の
基礎を中心に学習します。

３年生になると、より専門的な内容
の授業が行われます。また、より高
度な実験技術を習得します。 

3年次後半からは２つのコース（化
学コース２講座、生命コース１講座）
にそれぞれ所属して、本格的な研究
に取り組みます。

教育目標に沿って、化学と生物学の両分野にわたる学問に
意欲的に取り組む学生を求めます。

こんな学生を歓迎!（アドミッション・ポリシー）
教育目標に沿って、地球環境科学科では下記に掲げる資質を
もった人の入学を求めます。

取得可能な資格

取得可能な資格
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生命化学科 地球環境科学科

今、どのような事をされていますか？
鹿児島県の出先機関である南薩地域振興局で、地
域振興に関係する業務に携わっています。型には
まりきった業務ではなく、現場に足を運んだり、新
たな考えを提案したりと、地域の実情に応じて自
分なりに取り組めるのでやりがいがあります。今
後は、県外に関係する業務にも関わっていきたい
です。
鹿児島大学を選んでよかったと思うことは？
授業や研究、サークル、アルバイト等様々なことを
こなしていた経験が、複数分野の業務に抵抗なく
取り組むことに生きています。学生時代の研究内

容そのものは業務と関係してはいませんが、根気
強く問題に取り組み、失敗してもへこたれず次に
どう繋げるかを考える姿勢は、現在の業務にも生
かされています。
後輩に対してメッセージをどうぞ！
今自分が学びたいと思うことや、興味のあること
に存分に取り組める場所が大学です。多くの学部
学科やサークルがあり、自由な時間も沢山取れる
鹿児島大学には、そのための環境が整っています。
将来の夢が具体的に決まっていなくても大丈夫！
受験勉強は大変ですが、大学での学びに向けて悔
いの無いよう全力で頑張って下さい。

鹿児島県庁（南薩地域振興局）
総務企画部
主事

辻 美奈希
平成28年度
生命化学科卒業
鹿児島中央高等学校出身

「今」自分がやりたいことを全力で
卒業生の声

主な
学びの分野

地質学、火山学、地震学、古生物学、系統分類学、
分析化学、海洋学、生態学、進化学、保全生物学、行動学

主な
学びの分野

実験系生物学、分子生物学、細胞生物学、生理学、
有機化学、無機化学、生化学、量子化学、物理化学


