
理学科　数理情報科学プログラム　

１）主として初年次教育科目、グローバル教育科目、教養教育科目等を
学ぶことにより、グローバルな視点から俯瞰的に考えるための幅広
い教養と国際感覚を身に付けます。

２）理学部共通科目等を学ぶことにより、理学における基礎知識を分野
横断的に修得し、理学分野の諸課題に対する幅広い知識と多面的に
考える力を身に付けます。

３）各プログラムが開講する専門科目等を学ぶことにより、各専門分野
における高度な知識や思考力、実験法を修得し、理学的視点からの
調査力・分析力及び課題発見能力を身に付けます。

４）各プログラムが開講する特別研究、特別演習、論文講読を通じ
て、自律的で実践的な課題解決能力と柔軟な理学的発想力を養
い、高い倫理観、コミュニケーション能力、及び他者と協働す
る能力を身に付けます。

5）資格科目等を学ぶことにより、教員や学芸員などの資格が取得
できます。

１）理学分野の諸課題に対して、高い倫理観を持って、グローバルな視
点から多面的・俯瞰的に考える能力を修得している。

２）理学的視点からの調査力・分析力及び課題発見能力を修得して
いる。

３）専門分野の知識・学力と幅広い知識に基づく柔軟な理学的発想力
（シーズからの発想力）を備え、自律的で実践的な課題解決能力を
修得している。

４）コミュニケーション能力を備え、専門分野以外を含め他者と協働す
る能力を修得している。

学部カリキュラム・ポリシー 学部ディプロマ・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 2年 3年 4年

前 期 後 期 前 期 後 期 前 期 後 期 前 期 後 期

2）

3）

1） 1）

2）

3）

５）

4） 4）

博物館実習

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　12単位

数学概論 理学とキャリアを考える

物理学概論 線形代数学基礎

化学概論 微分積分学基礎

生物学概論

地学概論 力学基礎

物理数学基礎

無機化学基礎・物理化学基礎

有機化学基礎・生化学基礎

分子・細胞生物学基礎

多様性生物学基礎

地形学

線形代数学Ⅰ 線形代数学Ⅱ

微分積分学Ⅰ 微分積分学Ⅱ

集合と写像 代数学Ⅰ 代数学Ⅱ

解析学Ⅰ 解析学Ⅱ

数理情報科学特別演習Ａ 数理情報科学特別演習Ｂ

複素解析学Ⅰ 複素解析学Ⅱ

数理情報科学論文講読Ａ 数理情報科学論文講読Ｂ

位相数学Ⅰ 位相数学Ⅱ

幾何学Ⅰ 幾何学Ⅱ

基礎統計学 確率・統計Ⅰ 確率・統計Ⅱ 数理統計学

情報科学基礎Ⅰ 情報科学基礎Ⅱ 情報科学基礎Ⅲ

情報数理学基礎Ｂ

情報数学Ｂ

情報数学Ｃ

計算数学Ａ 計算機統計学

計算数学Ｂ

情報数理学Ａ

応用情報数学

情報科学入門 情報数理学基礎Ａ 情報理論 情報数理学Ｂ

情報化社会の職業倫理 情報数学Ａ システム理論

他プログラム科目

【教育職員免許状（数学、情報）】
教科及び教科の指導法に関する科目（中学：28単位、高校：24単位）、
教育の基礎的理解に関する科目等（中学：27単位、高校：23単位）、大学が独自に設定する科目（中学：4単位、高校：12単位）

【学芸員】
生涯学習概論、博物館概論、博物館経営論、博物館資料論、博物館資料保存論、
博物館展示論、博物館教育論、博物館情報・メディア論

情報化社会及び情報倫理

理学部



理学科　物理・宇宙プログラム　

１）理学分野の諸課題に対して、高い倫理観を持って、グローバルな視
点から多面的・俯瞰的に考える能力を修得している。

２）理学的視点からの調査力・分析力及び課題発見能力を修得して
いる。

３）専門分野の知識・学力と幅広い知識に基づく柔軟な理学的発想力
（シーズからの発想力）を備え、自律的で実践的な課題解決能力を
修得している。

４）コミュニケーション能力を備え、専門分野以外を含め他者と協働す
る能力を修得している。

学部カリキュラム・ポリシー 学部ディプロマ・ポリシー
１）主として初年次教育科目、グローバル教育科目、教養教育科目等を
学ぶことにより、グローバルな視点から俯瞰的に考えるための幅広
い教養と国際感覚を身に付けます。

２）理学部共通科目等を学ぶことにより、理学における基礎知識を分野
横断的に修得し、理学分野の諸課題に対する幅広い知識と多面的に
考える力を身に付けます。

３）各プログラムが開講する専門科目等を学ぶことにより、各専門分野
における高度な知識や思考力、実験法を修得し、理学的視点からの
調査力・分析力及び課題発見能力を身に付けます。

４）各プログラムが開講する特別研究、特別演習、論文講読を通じ
て、自律的で実践的な課題解決能力と柔軟な理学的発想力を養
い、高い倫理観、コミュニケーション能力、及び他者と協働す
る能力を身に付けます。

5）資格科目等を学ぶことにより、教員や学芸員などの資格が取得
できます。

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 2年 3年 4年

前 期 後 期 前 期 後 期 前 期 後 期 前 期 後 期

2）

3）

1） 1）

2）

3）

５）

4） 4）

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　12単位

理学とキャリアを考える

物理学概論 力学基礎

物理数学基礎

数学概論 線形代数学基礎

微分積分学基礎

化学概論 無機化学基礎・物理化学基礎

生物学概論 有機化学基礎・生化学基礎

地学概論 分子・細胞生物学基礎

多様性生物学基礎

地形学

物理のための数学Ⅰ 物理のための数学Ⅱ 統計力学Ⅰ 量子力学Ⅱ 統計力学Ⅱ

力学Ⅰ 力学Ⅱ 量子力学Ⅰ 固体物理Ⅱ 固体電子論

電磁気学Ⅰ 電磁気学Ⅱ フーリエ解析 相対論 宇宙物理学Ⅲ

基礎物理計測実験 熱力学 固体物理Ⅰ 宇宙物理学Ⅱ

物理・宇宙特別研究Ａ 物理・宇宙特別研究Ｂ

物理計測実験 物性物理学入門 非線形現象の科学 物性実験

物理・宇宙論文講読Ａ 物理・宇宙論文講読Ｂ

物理実験学 天文学入門 宇宙物理学Ⅰ 天体観測実習

プログラミングⅠ 複素解析 プログラミングⅡ シミュレーション物理学

科学英語 物理・宇宙セミナー 物理・宇宙セミナー

他プログラム科目

【教育職員免許状（理科）】
教科及び教科の指導法に関する科目（中学：28単位、高校：24単位）、
教育の基礎的理解に関する科目等（中学：27単位、高校：23単位）、大学が独自に設定する科目（中学：4単位、高校：12単位）

【学芸員】
生涯学習概論、博物館概論、博物館経営論、博物館資料論、博物館資料保存論、
博物館展示論、博物館教育論、博物館情報・メディア論

博物館実習

理学部



理学科　化学プログラム　

１）理学分野の諸課題に対して、高い倫理観を持って、グローバルな視
点から多面的・俯瞰的に考える能力を修得している。

２）理学的視点からの調査力・分析力及び課題発見能力を修得して
いる。

３）専門分野の知識・学力と幅広い知識に基づく柔軟な理学的発想力
（シーズからの発想力）を備え、自律的で実践的な課題解決能力を
修得している。

４）コミュニケーション能力を備え、専門分野以外を含め他者と協働す
る能力を修得している。

学部カリキュラム・ポリシー 学部ディプロマ・ポリシー
１）主として初年次教育科目、グローバル教育科目、教養教育科目等を
学ぶことにより、グローバルな視点から俯瞰的に考えるための幅広
い教養と国際感覚を身に付けます。

２）理学部共通科目等を学ぶことにより、理学における基礎知識を分野
横断的に修得し、理学分野の諸課題に対する幅広い知識と多面的に
考える力を身に付けます。

３）各プログラムが開講する専門科目等を学ぶことにより、各専門分野
における高度な知識や思考力、実験法を修得し、理学的視点からの
調査力・分析力及び課題発見能力を身に付けます。

４）各プログラムが開講する特別研究、特別演習、論文講読を通じ
て、自律的で実践的な課題解決能力と柔軟な理学的発想力を養
い、高い倫理観、コミュニケーション能力、及び他者と協働す
る能力を身に付けます。

5）資格科目等を学ぶことにより、教員や学芸員などの資格が取得
できます。

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 2年 3年 4年

前 期 後 期 前 期 後 期 前 期 後 期 前 期 後 期

2）

3）

1） 1）

2）

3）

5）

4）

4）

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　12単位

理学とキャリアを考える

化学概論 無機化学基礎・物理化学基礎

有機化学基礎・生化学基礎

数学概論 線形代数学基礎

物理学概論

生物学概論

地学概論

微分積分学基礎

力学基礎

物理数学基礎

分子・細胞生物学基礎

多様性生物学基礎

地形学

総合化学基礎実験

分析化学Ⅰ

有機化学Ⅰ

物理化学Ⅰ

生化学Ⅰ

分析化学実験 物理化学実験

有機化学実験 生化学実験

無機化学Ⅰ 分析化学Ⅱ 分析化学Ⅲ

無機化学Ⅱ

有機化学Ⅱ 有機化学Ⅲ 有機化学Ⅳ

有機化学Ⅴ

化学特別研究Ａ 化学特別研究Ｂ

物理化学Ⅱ

化学論文講読Ａ 化学論文講読Ｂ

量子化学Ⅰ 量子化学Ⅱ

生化学Ⅱ 生化学Ⅲ 生化学Ⅳ

生化学Ⅴ

化学英語

化学演習Ａ

化学演習Ｂ

【教育職員免許状（理科）】
教科及び教科の指導法に関する科目（中学：28単位、高校：24単位）、
教育の基礎的理解に関する科目等（中学：27単位、高校：23単位）、大学が独自に設定する科目（中学：4単位、高校：12単位）

【学芸員】
生涯学習概論、博物館概論、博物館経営論、博物館資料論、
博物館資料保存論、博物館展示論、博物館教育論、博物館情報・メディア論

博物館実習

他プログラム科目

理学部



理学科　生物学プログラム　

１）理学分野の諸課題に対して、高い倫理観を持って、グローバルな視
点から多面的・俯瞰的に考える能力を修得している。

２）理学的視点からの調査力・分析力及び課題発見能力を修得して
いる。

３）専門分野の知識・学力と幅広い知識に基づく柔軟な理学的発想力
（シーズからの発想力）を備え、自律的で実践的な課題解決能力を
修得している。

４）コミュニケーション能力を備え、専門分野以外を含め他者と協働す
る能力を修得している。

学部カリキュラム・ポリシー 学部ディプロマ・ポリシー
１）主として初年次教育科目、グローバル教育科目、教養教育科目等を
学ぶことにより、グローバルな視点から俯瞰的に考えるための幅広
い教養と国際感覚を身に付けます。

２）理学部共通科目等を学ぶことにより、理学における基礎知識を分野
横断的に修得し、理学分野の諸課題に対する幅広い知識と多面的に
考える力を身に付けます。

３）各プログラムが開講する専門科目等を学ぶことにより、各専門分野
における高度な知識や思考力、実験法を修得し、理学的視点からの
調査力・分析力及び課題発見能力を身に付けます。

４）各プログラムが開講する特別研究、特別演習、論文講読を通じ
て、自律的で実践的な課題解決能力と柔軟な理学的発想力を養
い、高い倫理観、コミュニケーション能力、及び他者と協働す
る能力を身に付けます。

5）資格科目等を学ぶことにより、教員や学芸員などの資格が取得
できます。

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

2）

3）

５）

4）

1）

2）

3）

4）

1）
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 12単位

理学とキャリアを考える

生物学概論 分子・細胞生物学基礎

多様性生物学基礎

数学概論 線形代数学基礎

微分積分学基礎

物理学概論 力学基礎

物理数学基礎

化学概論 無機化学基礎・物理化学基礎

有機化学基礎・生化学基礎

地学概論 地形学

細胞生物学 神経生理学 遺伝子工学 分子生物学Ⅱ

分子生物学Ⅰ 植物生理学 分子細胞生理学実験Ⅱ 生命情報学

動物生理学 分子細胞生理学実験Ⅰ 発生生物学 脳科学

現代生物学 植物系統学 微生物学

生物学実験 行動生態学 地域自然環境実習

植物生態学

生物学特別研究Ａ 生物学特別研究Ｂ

生物学論文講読Ａ 生物学論文講読Ｂ

植物形態学 動物系統分類学 生物学の最先端

生物学データ解析法

多様性生物学実験 生物学演習

他プログラム科目

【教育職員免許状（理科）】
教科及び教科の指導法に関する科目（中学：28単位、高校：24単位）、
教育の基礎的理解に関する科目等（中学：27単位、高校：23単位）、大学が独自に設定する科目（中学：4単位、高校：12単位）

【学芸員】
生涯学習概論、博物館概論、博物館経営論、博物館資料論、博物館資料保存論、博物館展示論、
博物館教育論、博物館情報・メディア論

博物館実習

生物学特別実習（随時開講）

理学部



理学科　地球科学プログラム　

１）理学分野の諸課題に対して、高い倫理観を持って、グローバルな視
点から多面的・俯瞰的に考える能力を修得している。

２）理学的視点からの調査力・分析力及び課題発見能力を修得して
いる。

３）専門分野の知識・学力と幅広い知識に基づく柔軟な理学的発想力
（シーズからの発想力）を備え、自律的で実践的な課題解決能力を
修得している。

４）コミュニケーション能力を備え、専門分野以外を含め他者と協働す
る能力を修得している。

学部カリキュラム・ポリシー 学部ディプロマ・ポリシー
１）主として初年次教育科目、グローバル教育科目、教養教育科目等を
学ぶことにより、グローバルな視点から俯瞰的に考えるための幅広
い教養と国際感覚を身に付けます。

２）理学部共通科目等を学ぶことにより、理学における基礎知識を分野
横断的に修得し、理学分野の諸課題に対する幅広い知識と多面的に
考える力を身に付けます。

３）各プログラムが開講する専門科目等を学ぶことにより、各専門分野
における高度な知識や思考力、実験法を修得し、理学的視点からの
調査力・分析力及び課題発見能力を身に付けます。

４）各プログラムが開講する特別研究、特別演習、論文講読を通じ
て、自律的で実践的な課題解決能力と柔軟な理学的発想力を養
い、高い倫理観、コミュニケーション能力、及び他者と協働す
る能力を身に付けます。

5）資格科目等を学ぶことにより、教員や学芸員などの資格が取得
できます。

カリキュラム・マップ

4）

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

2）

3）

5）

1）

2）

3）

4）

1）
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 12単位

数学概論 理学とキャリアを考える

物理学概論 力学基礎

化学概論 物理数学基礎

生物学概論 無機化学基礎・物理化学基礎

地学概論 地形学

線形代数学基礎

微分積分学基礎

有機化学基礎・生化学基礎

分子・細胞生物学基礎

多様性生物学基礎

測地学 鉱物化学 科学論文講読法 地球科学演習

地球科学特別研究Ａ 地球科学特別研究Ｂ

応用数学 岩石学 粘土鉱物学 構造地質学

地球科学論文講読Ａ 地球科学論文講読Ｂ

鉱物学・岩石学実験 基礎地震学 地史学

地質図学 火山物理学 地震テクトニクス

地層学・古生物学実験

地質調査法実習 地球物理学実習Ⅱ

測地測量学

地球物理学

生物学特別実習（全期、随時開講）

【教育職員免許状（理科）】
教科及び教科の指導法に関する科目（中学：28単位、高校：24単位）、
教育の基礎的理解に関する科目等（中学：27単位、高校：23単位）、大学が独自に設定する科目（中学：4単位、高校：12単位）

【学芸員】
生涯学習概論、博物館概論、博物館経営論、博物館資料論、博物館資料保存論、博物館展示論、
博物館教育論、博物館情報・メディア論

博物館実習

地球物理学実習Ⅰ

他プログラム科目

地球物理学実習Ⅰ

他プログラム科目

理学部


