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■LA101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA101／数理物理特論 １ 

(Special Topics in Mathematical Physics 1) 

担当者名 

（Instructor） 
中山 優(NAKAYAMA YU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5290 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代的な場の量子論の基礎を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

輪講形式で場の量子論，特に Yang-Mills 理論の量子化を議論する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Symmetry breaking 

3. Pion as Nambu-Goldston boson 

4. Effective Potential 

5. Magnetic Monopole 

6. NonAbelian gauge theory 

7. Anderson Higgs mechanism 

8. Chiral anomaly 

9. Quantizing Yang-Mills theory 

10. Electroweak unification 

11. Quantum chormodynamics 

12. Large N expansion 

13. Grand unification 

14. Protons are not forever 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

量子電磁力学の１ループくりこみができることを前提とする。 

毎回，与えられたトピックをテキストに従って１時間で解説できるように十分な予習を要求する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. A. Zee. 2010. Quantum Field Theory in a nutshell. Princeton Univ Pr (ISBN:0691140340) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA102／量子場理論 

(Quantum Field Theory) 

担当者名 

（Instructor） 
田中 秀和(TANAKA HIDEKAZU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5490 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

場の量子論の理解をはかる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ゲージ場の量子論の基礎的な理解をはかる。 

主に，正準量子化法，輻射補正，Reduction formula，繰り込み，Ward identityなどを学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Klein-Gordon 場（１） 

2. Klein-Gordon 場（２） 

3. Dirac 場（１） 

4. Dirac 場（２） 

5. Dirac 場（３） 

6. 場の相互作用（１） 

7. 場の相互作用（２） 

8. 場の相互作用（３） 

9. 量子電磁力学の素過程（１） 

10. 量子電磁力学の素過程（２） 

11. 量子電磁力学の素過程（３） 

12. 輻射補正（１） 

13. 輻射補正（２） 

14. 輻射補正（３） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ゼミナール形式で行う。予習は必ず行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

複数回の発表内容(50%)/授業内で指示する課題(25%)/議論への参加(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. M.E. Peskin and D.V. Schoeder，. 1995. An Introduction to Quantum Field Theory. Addison Wesley (ISBN:0201503972) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA103／宇宙物理特論 １ 

(Special Topics in Cosmology 1) 

担当者名 

（Instructor） 
平松 尚志(HIRAMATSU TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

宇宙論の基礎について包括的に学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

一般相対性理論の知識を基に、標準的な宇宙模型の基礎から、宇宙の熱史やインフレーション模型といった初期宇宙論、大規

模構造形成や宇宙マイクロ波背景放射の観測やシミュレーションを基に構築される観測的宇宙論、さらにそれらを論じる上で必

要な方法論である宇宙論的摂動論など、宇宙論を理解する上で必要な基礎知識を身につけることを目指す。授業ではテキストを

用いて、ゼミ形式により学習する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 学生による発表および議論 

3. 学生による発表および議論 

4. 学生による発表および議論 

5. 学生による発表および議論 

6. 学生による発表および議論 

7. 学生による発表および議論 

8. 学生による発表および議論 

9. 学生による発表および議論 

10. 学生による発表および議論 

11. 学生による発表および議論 

12. 学生による発表および議論 

13. 学生による発表および議論 

14. 学生による発表および議論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「理論物理学講究 1(相対論)」、「理論物理学講究 3(宇宙物理学)」を履修済みであることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の議論への参加(50%)/授業での発表内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Dmitry Gorbunov, Valery Rubakov. 2011. Introduction to The Theory of The Early Universe : Hot Big Bang Theory. World 

Scientific Publishing (ISBN:9789814343978) 

2. Dmitry Gorbunov, Valery Rubakov. 2011. Introduction to The Theory of The Early Universe : Cosmological Perturbations and 
Inflationary Theory. World Scientific Publishing (ISBN:9789814343787) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA104／素粒子特論 １ 

(Special Topics in Particle Physics 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
弱い相互作用 

担当者名 

（Instructor） 
田中 秀和(TANAKA HIDEKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5490 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

素粒子反応における弱い相互作用の理解をはかる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

弱い相互作用に関する発見過程とその性質，電磁相互作用と弱い相互作用の統一理論について学習する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 弱い相互作用の発見 

2. レプトン相互作用 

3. ミューオン崩壊 

4. 中性カレント 

5. ヒッグス機構 

6. ヤン・ミルズ理論 

7. ワインバーグ・サラム理論（１） 

8. ワインバーグ・サラム理論（２） 

9. レプトンの性質 

10. セミ-レプトニック崩壊 

11. フレーバー混合 

12. ベータ崩壊 

13. CP対称性の破れ 

14. 素粒子の統一理論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ゼミナール形式で行う。 必ず予習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

複数回の発表内容(50%)/授業内で指示する課題(25%)/議論への参加(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. W. Greiner and B. Muller，. 2009. Gauge Theory of Weak Interactions. Springer 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 5 - 

■LA105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA105／天体物理特論 

(Special Topics in Astrophysics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
一般相対論の基礎 

担当者名 

（Instructor） 
須山 輝明(SUYAMA TERUAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

一般相対論の基礎を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

一般相対論の教科書「A Relativist's toolkit」の輪講を行なう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Vectors, tensors, covariant derivatives, geodesics 

2. Lie derivative, Killing vectors 

3. Curvature, geodesic deviation 

4. Energy condition 

5. Kinematics of a deformable medium 

6. Congruence of geodesics 

7. Raychaudhuri's equation 

8. Description of hypersurfaces 

9. Gauss-Stokes theorem 

10. Gauss-Codazzi equations 

11. Junction conditions and thin shells 

12. Oppenheimer-Snyder collapse 

13. Null shells 

14. Summary 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

あらかじめ教科書を予習してくること 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表態度(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Eric Poisson. 2004. A Relativist's toolkit. Cambridge University Press (ISBN:0521537800) 
 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA106／宇宙物理特論 ２ 

(Special Topics in Cosmology 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
時空の物理における量子情報 

担当者名 

（Instructor） 
南部 保貞(NAMBU YASUSADA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
集中講義：日程は理学部掲示板を確認すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

量子情報理論の基礎と重力が関与する物理への応用を理解する． 

 

授業の内容（Course Contents） 

重力が支配する系での量子効果が重要となる現象として，宇宙初期のインフレーションにおける原始ゆらぎの生成やブラックホ

ールの蒸発などが知られている，これら物理を「情報」という立場から捉え直すという試みが近年さかんに行われている．本講義

では量子情報理論の基本的概念の導入から出発し，その手法が重力が関与する現象に対してどのように応用されるかを紹介す

る． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 量子力学の基本原理(1) 公理系としての量子力学 

2. 量子力学の基本原理(2) 測定 

3. 隠れた変数と Bell 不等式 

4. 情報理論(1) エントロピーと情報量 

5. 情報理論(2) シャノンの定理 

6. 情報理論(3) 量子操作と完全正値写像 

7. 量子もつれ(1) 量子もつれの定義 

8. 量子もつれ(2) 量子もつれの判定条件 

9. セミナー（題目は未定） 

10. ガウス状態の量子力学(1) 代表的なガウス状態 

11. ガウス状態の量子力学(2) 量子操作と Bogoliubov 変換 

12. ガウス状態の量子力学(3) ガウス状態の量子もつれと状態の分離可能性 

13. 応用：曲がった時空での場の理論と粒子検出器のモデル 

14. 応用：ブラックホール蒸発と情報量 

15. 応用：インフレーション起源の量子ゆらぎ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習・復習等で講義の大枠を理解すること．各回の授業は基本的に独立しているが，前回までの計算結果や考え方を再度用い

る場合があるので，全体の話の流れを把握しておくことが望ましい． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(70%)/レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. G. Benenti, G. Casati and G. Strini (廣岡一 訳)、2009、『量子計算と量子情報の原理』、シュプリンガー・ジャパン (ISBN:978-

4-431-10009-6) 

2. M. A. Nielsen and I. L. Chuag. 2000. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press (ISBN:978-
0-521-63503-5) 
3. N. D. Birrell and P. C. Dvaies. 1982. Quantum fields in curved space. Cambridge University Press (ISBN:978-0-521-27858-9) 
 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA107／重力特論 

(Special Topics in Quantum Gravity) 

担当者名 

（Instructor） 
原田 知広(HARADA TOMOHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5290 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

一般相対論の基礎的および発展的内容を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

Einstein によって定式化された一般相対論は，非常に豊富な内容を含む重力の物理学へと多面的に発展してきた。ここでは，世

界的に標準的なテキストである Waldの"General Relativity"の Part Iを参加者によるゼミ形式で学習することを当面の目標とす

る。さらに余力があれば Part IIのいずれかの章に踏み込む。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 参加者による報告（１） 

3. 参加者による報告（２） 

4. 参加者による報告（３） 

5. 参加者による報告（４） 

6. 参加者による報告（５） 

7. 参加者による報告（６） 

8. 参加者による報告（７） 

9. 参加者による報告（８） 

10. 参加者による報告（９） 

11. 参加者による報告（１０） 

12. 参加者による報告（１１） 

13. 参加者による報告（１２） 

14. 参加者による報告（１３） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

理論物理学講究１（相対論）の内容（一般相対論の基礎的な内容）は修得済か修得中であることが望ましい。内容の詳細につい

ては履修者の関心を考慮して選定する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表および議論への参加(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. R. Wald，. 1984. General Relativity. University of    Chicago Press 

 

参考文献（Readings） 

1. E. Poisson，. 2004. A Relativist's Toolkit. Cambridge  University Press 

2. S. W. Hawking & G. F. R. Ellis. 1973. The large scale structure of spacetime. Cambridge University Press 

3. L.D. Landau & E.M. Lifshitz. 1971. The Classical Theory of Fields. Pergamon Press 

4. C. W. Misner, K. S. Thorne & J. A. Wheeler. 1973. Gravitation. W H Freeman & Co 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA108／天体物理学 

(Astrophysics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
重力波の理論と観測理論 

担当者名 

（Instructor） 
原田 知広(HARADA TOMOHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

宇宙物理学において現在そしてこれから最も重要となる重力波の理論と観測理論を学ぶ。理論系・実験系問わず宇宙物理学を

志す幅広い大学院生の履修を歓迎する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

宇宙物理学において現在そしてこれから最も重要となる重力波の理論と観測理論を第一原理からゼミ形式で学んでいく。この内

容についての包括的で読みやすくしかも比較的新しい教科書である Creighton & Anderson の"Gravitational-Wave Physics and 

Astronomy: An Introduction to Theory, Experiment and Data Analysis"を扱う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 参加者による発表（１） 

3. 参加者による発表（２） 

4. 参加者による発表（３） 

5. 参加者による発表（４） 

6. 参加者による発表（５） 

7. 参加者による発表（６） 

8. 参加者による発表（７） 

9. 参加者による発表（８） 

10. 参加者による発表（９） 

11. 参加者による発表（１０） 

12. 参加者による発表（１１） 

13. 参加者による発表（１２） 

14. 参加者による発表（１３） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の予習と復習を行うこと。特に発表予定者は担当部分の文章と式について理解を深めておくとともに発表用ノートを作成して

備えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業における発表と議論への参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. J. D. E. Creighton & W. G. Anderson. 2011. Gravitational-Wave Physics and Astronomy: An Introduction to Theory, 
Experiment and Data Analysis. Wiley-VCH (ISBN:352740886X) 
 

参考文献（Readings） 

1. B. F. シュッツ、2010、『第 2 版 シュッツ 相対論入門 Ⅱ 一般相対論』、丸善 (ISBN:4621083112) 

2. 中村卓史・三尾典克・大橋正健 編著、1998、『重力波をとらえる ---- 存在の証明から検出へ』、京都大学学術出版会 

(ISBN:4876980322) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA111／電子工学特論 

(Special Lecture on Electronics) 

担当者名 

（Instructor） 
馬場 秀忠(BABA HIDETADA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5590 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
医学物理学副専攻【必修】 

 

授業の目標（Course Objectives） 

放射線計測や原子核実験に必要なパルス回路，信号処理の基本について学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

放射線計測で日常的に用いられるパルス回路や信号処理法についての講義を行う。より実践的な感覚を得るために講義の他に

簡単な電子回路を使った実習も行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 電気信号が伝わるとは 

2. 抵抗，コンデンサ，コイルの役割 

3. 微分，積分回路 

4. 同軸ケーブル 

5. インピーダンスとは(講義) 

6. インピーダンスとは(実習) 

7. 電子回路を作るための部品(1) 

8. 電子回路を作るための部品(2) 

9. オペアンプを用いた回路(講義) 

10. オペアンプを用いた回路(実習) 

11. ADC について 

12. デジタル通信とは 

13. ノイズについて 

14. 最近のデジタル技術紹介 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

高校，大学で学んできた基本的な電子回路の知識。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への参加度(70%)/講義内発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. W.R.Leo，. 1994. Techniques for Nuclear and Particle  Physics Experiments. Springer-Verlag (ISBN:9783540572800) 

 

参考文献（Readings） 

1. G.F. Knoll、2013、『放射線計測ハンドブック』、オーム社 (ISBN:9784274214493) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA112／放射線計測特論 

(Special Topics in Techniques for Nuclear and Radiation Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
素粒子・原子核物理学の実験に必要な放射線計測技術 

担当者名 

（Instructor） 
村田 次郎(MURATA JIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5990 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
医学物理学副専攻【必修】 

 

授業の目標（Course Objectives） 

素粒子・原子核物理学の研究に必要な放射線計測技術の基礎知識を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

目に見えない粒子線を情報として記録する為に必要不可欠である，放射線検出器とその原理，応用について理解する。既存の

技術を基礎原理から学び，新たな実験研究の即戦力となる知識を習得する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 計測の一般論・統計１ 

2. 計測の一般論・統計２ 

3. 放射線と物質の相互作用１ 

4. 放射線と物質の相互作用２ 

5. 気体検出器１ 

6. 気体検出器２ 

7. シンチレーション検出器１ 

8. シンチレーション検出器２ 

9. 半導体検出器 

10. 時間，位置，エネルギー，運動量等の計測法１ 

11. 時間，位置，エネルギー，運動量等の計測法２ 

12. 複合検出器の具体例１ 

13. 複合検出器の具体例２ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

原子核物理学に関する基礎知識 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内課題(100%) 

授業時の課題とその発表，授業ノート，レポートに基づいて評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. W.R. LEO. 1994. Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments. Springer-Verlag (ISBN:3540572805) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA115 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA115／宇宙放射線特論 

(Special Topics in Cosmic Radiation) 

担当者名 

（Instructor） 
北本 俊二(KITAMOTO SHUNJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
医学物理学副専攻【選択必修Ａ】 

 

授業の目標（Course Objectives） 

原子の構造と電子のエネルギー準位を理解する。遷移過程を学習して，Ｘ線の輝線や吸収線を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

宇宙を観測すると，画像をはじめ時間変動や光のエネルギー分布（エネルギースペクトル）等，いろいろな情報が得られる。最近

のＸ線天文学ではＸ線のエネルギースペクトルをたいへん詳しく取得できるようになってきた。そのため，観測から宇宙を理解する

ためには，基礎的なＸ線の放射過程，とくに輝線や吸収線についての素過程を理解することが非常に重要になってきた。この講

義で，Ｘ線放射機構についてエネルギー状態とその間の遷移，そして，輝線の形状を決定する因子を学習する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. A Review of the Schrodinger Equation 

2. One-electron in a Central Field, Wave Functions, Spin 

3. Many-electron Systems, Statistics, The Pauli Principle, Hartree^Fock Approximation: Configurations, The Electrostatic 

Interaction 

4. Perturbations, Level Splittings and Term Diagram, Equivalent and Nonequivalent Electrons and Their Spectroscopic 

Terms, Parity, Spin-Orbit Coupling  

5. Zeeman Effect, Role of the Nucleus, Thermal Distribution of Energy Levels and Ionization, Thermal Equilibrium, The Saha 

Equation 

6. Semi-Classical Theory of Radiative Transitions, Electromagnetic Hamiltonian,   

7. The Transition Probability. The Dipole Approximation 

8. Einstein Coefficients and Oscillator Strengths 

9. Selection Rules 

10. Transition Rates, Bound-bound Transition for Hydrogen, Bound-free Transitions for Hydrogen, Radiative Recombination  

11. Line Broadening Mechanisms,  Doppler Broadening, Natural Broadening、Collisional Broadening, Combined Doppler and 

Lorentz Profile 

12. Topics 1 

13. Topics 2 

14. Topics 3 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストの内容を，他の受講者に説明できるよう，レジュメを準備すること 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(100%) 

テキストの内容を互いに説明し議論することで，授業を進める予定である。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Rybicki and Lightman. 1985. Radiative Processes in Astrophysics. Wiley-Interscience (ISBN:0471827592) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA124 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA124／現代物理学特別講義 ２ 

(Special Lecture in Modern Physics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
暗黒物質優勢宇宙における構造形成と観測的宇宙論 

担当者名 

（Instructor） 
樽家 篤史(TARUYA ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY6090 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
集中講義：日程は理学部掲示板を確認すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

宇宙の標準モデルにもとづく構造形成の基礎を身につけ、宇宙の大規模構造の観測などから宇宙の進化・成り立ちを探る方法と

その理論的基盤について理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

一般相対論における線形摂動論にもとづき、フリードマン宇宙モデルにおける密度ゆらぎの進化について学び、密度ゆらぎを観

測する際に現れるいくつかの効果について理解する。実際に観測される密度ゆらぎは、重力進化の非線形段階に入っており、講

義の後半では、非線形性を取り扱うためのいくつかの手法について学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序・宇宙の大規模構造と宇宙論 

2. フリードマン宇宙モデル 

3. 構造形成の線形理論：密度ゆらぎの基礎方程式と初期条件 

4. 構造形成の線形理論：輻射優勢から物質優勢期のふるまい 

5. 構造形成の線形理論：バリオン音響振動とバリオンゆらぎの追いつき 

6. 大規模構造の観測：赤方偏移空間ゆがみ 

7. 大規模構造の観測：幾何学的ゆがみ 

8. 非線形構造形成：N体シミュレーション 

9. 非線形構造形成：球対称モデル 

10. 非線形構造形成：ゼルドビッチ近似 

11. 非線形構造形成：標準摂動論 

12. 非線形構造形成：くりこみ摂動 

13. 非線形構造形成：ハローモデル 

14. 非線形構造形成：銀河バイアス 

15. まとめと課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

一般相対論の基礎は履修しておくことが望まれる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/講義への出席態度(40%)/講義中の質問(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Scott Dodelson. 2003. Modern Cosmology. Academic Press (ISBN:0-12-219141-2) 
2. 松原隆彦、2010、『現代宇宙論』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-062612-5) 
3. 松原隆彦、2014、『大規模構造の宇宙論』、共立出版 (ISBN:978-4-320-03524-9) 
 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義ノート、資料は 

http://www2.yukawa.kyoto-u.ac.jp/~atsushi.taruya/lecture.html 

にて公開予定 

 

注意事項（Notice） 
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■LA128 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA128／原子・分子物理特論 

(Special Topics in Atomic Collisions) 

担当者名 

（Instructor） 
土田 秀次(TSUCHIDA HIDETSUGU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5490 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

集中講義：日程は理学部掲示板を確認すること 

医学物理学副専攻【選択必修Ａ】 

 

授業の目標（Course Objectives） 

量子ビーム（イオンや電子などの荷電粒子、X線やγ線などの光子、中性子）が物質中の原子・分子と衝突して引き起こす様々

な反応過程を理解するとともに、量子ビームによる物質科学や生命科学に関連する先端研究を行う上で必要な基礎知識を身に

つける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

放射線物理、化学における原子分子過程について、その基礎的メカニズムを解説する。また、人工的に制御された放射線である

量子ビームによる物質分析、工業応用および医学応用に関する基礎物理について最近の研究例とともに詳述する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 概要 

2. 放射線物理学における原子分子過程 

3. 放射線化学における原子分子過程 

4. 量子ビームと物質との相互作用：荷電粒子 

5. 量子ビームと物質との相互作用：光子 

6. 量子ビームと物質との相互作用：中性子 

7. 物質へのエネルギー付与Ⅰ 

8. 物質へのエネルギー付与Ⅱ 

9. 原子・分子を探る加速器 

10. 量子ビームの物質分析応用 

11. 量子ビームの工業応用 

12. 量子ビームの医学応用 

13. 最近の研究例Ⅰ 

14. 最近の研究例Ⅱ 

15. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義資料を配付あるいはアップロードするので、適宜予習・復習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/複数回のレポート(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA133 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA133／素粒子特論 ２ 

(Special Topics in Particle Physics 2) 

担当者名 

（Instructor） 
中山 優(NAKAYAMA YU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5490 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

素粒子理論の理解に必要なリー代数を学ぶ 

 

授業の内容（Course Contents） 

輪講形式でリー代数，特に物理に必要な表現論を学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Lie group 

3. SU(2) 

4. Tensor operators 

5. Isospin 

6. Root and weights 

7. SU(3) 

8. Simple roots 

9. More SU(3) 

10. Tensor methods 

11. Young-Tableaux 

12. SU(N) 

13. Classical groups 

14. Classification Theorem 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表者はテキストの与えられた章の内容を１時間で発表できるように十分に予習すること。 

毎回問題から１問選んでレポートを提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. H. Georgi. 1999. Lie Algebras In Particle Physics:. Westview Press (ISBN:0738202339) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA134 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA134／量子場特論 

(Special Topics in Quantum Field Theory) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
曲がった時空での場の量子論 

担当者名 

（Instructor） 
木下 俊一郎(KINOSHITA SHUNICHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5490 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

曲がった時空上での場の量子論の基礎を理解し，その物理的な内容を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

曲がった時空上での場の量子論は，ブラックホール時空や膨張宇宙といった，重力の効果が顕著となる場合の量子論的現象を

記述するために重要な理論である。 

この授業では，曲がった時空上での場の量子論の概念や計算方法などの基礎を理解し，ホーキング輻射など強重力場中での粒

子生成といった具体的な現象について学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 場の理論の復習 

3. 強制調和振動子 

4. 調和振動子から場へ 

5. 古典場の復習 

6. 膨張宇宙での量子場 

7. Bogolyubov 変換 

8. ドジッター宇宙での量子場 

9. Unruh 効果 

10. Hawking 輻射 

11. ブラックホール熱力学 

12. Casimir 効果 

13. 経路積分 

14. 重力場中での有効作用 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

輪読形式で行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(35%)/発表数(35%)/発表・質問・議論等の内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で指示する資料を用いる。 

 

参考文献（Readings） 

1. V. F. Mukhanov, S. Winitzki. 2007. Introduction to Quantum effects in Gravity. Cambridge University Press 

(ISBN:9780521868341) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA135 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA135／数理物理特論 ２ 

(Special Topics in Mathematical Physics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
量子エンタングルメントと場の理論 

担当者名 

（Instructor） 
西岡 辰磨(NISHIOKA TATSUMA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5290 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
集中講義：日程は理学部掲示板を確認すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

場の理論における量子エンタングルメントの役割を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

量子エンタングルメントは理論のユニタリ性に由来するいくつかの基本的な不等式を満たす。これらを場の理論に適用すると、くり

こみ群の下で有効自由度が単調減少することを示唆する「c-定理」を導出することができる。この講義では場の理論とホログラフ

ィーを用いた計算手法を概説したのち、量子エンタングルメントを用いた c-定理の証明を紹介する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：簡単な量子系の例 

2. 量子力学系のエンタングルメント 1：一般論 

3. 量子力学系のエンタングルメント 2：様々な指標と不等式 

4. 実時間形式 1：調和振動子 

5. 実時間形式 2：自由スカラー場 

6. 虚時間形式 1：レプリカ法 

7. 虚時間形式 2：熱力学との関係 

8. 熱核の方法と紫外発散の構造 

9. 共形場理論 

10. AdS/CFT 対応 

11. ホログラフィーを用いた計算法 1：ホログラフィック公式の導出 

12. ホログラフィーを用いた計算法 2：具体例 

13. くりこみ群への応用 1：c-定理 

14. くりこみ群への応用 2：F-定理 

15. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

場の理論（特に経路積分）と一般相対性論の基礎事項を習得しておくことが望ましい。余力があれば曲がった空間上の場の理論

について馴染んでおくと良い。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

講義への出席態度(40%)/最終レポート(Final Report)(40%)/最終テスト(Final Test)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. M. Rangamani and T. Takayanagi. 2017.  Holographic Entanglement Entropy. Springer (ISBN:3319525719) 

2. N. D. Birrell and P. C. W. Davies. 1984.  Quantum fields in curved space. Cambridge University Press (ISBN:0521278589) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA146 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA146／現代物理学特別講義 ３ 

(Special Lecture in Modern Physics 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ブラックホール天文学入門 

担当者名 

（Instructor） 
井上 芳幸（INOUE YOSHIYUKI） 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY6090 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
集中講義：日程は理学部掲示板を確認すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

宇宙史におけるブラックホールの役割を理解することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、まず宇宙の構成要素を概観し、宇宙史における支配的な種族とは何かを紹介する。次に、ブラックホールに焦点を

あて、銀河よりも遥かに小さなブラックホールが、宇宙の歴史においてどのような役割を果たしてきたかを理解することを目標とす

る。具体的には、星質量ブラックホールや巨大ブラックホールの生成過程、ブラックホールへのガス降着過程、ブラックホールから

噴出する相対論的ジェットの物理についても紹介し、ブラックホールに関連する高エネルギー現象も概観する。講義の後半では、

ブラックホールの進化に関する研究を紹介し、銀河とブラックホールがどのような関係にあるのかを考えていきたい。また、原始ブ

ラックホールについても紹介する予定である。最後に、ブラックホールに関する最新の観測・理論を説明し、ブラックホールに残さ

れた謎を紹介する。本講義では、授業への参加度を基準に成績評価を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 宇宙の基本構成要素 

2. 宇宙背景放射 

3. ブラックホール 

4. 巨大ブラックホール 

5. 降着円盤 

6. 相対論的ジェット 

7. ブラックホールによる高エネルギー現象 1 

8. ブラックホールによる高エネルギー現象 2 

9. 巨大ブラックホールの進化 

10. 宇宙 X線背景放射 

11. 宇宙ガンマ線背景放射 

12. 巨大ブラックホールと銀河の共進化 

13. 原始ブラックホールと暗黒物質 

14. ブラックホールに残された謎 

15. X線・電波観測で探る巨大ブラックホール周辺磁場環境 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA147 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA147／現代物理学特別講義 ４ 

(Special Lecture in Modern Physics 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
超アクチノイド元素の科学 

担当者名 

（Instructor） 
加治 大哉（KAJI DAIYA） 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY6090 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
集中講義：日程は理学部掲示板を確認すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人工合成による超ウラン元素発見の歴史を通して、新元素探索に必要な実験技術の発展について理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

2500 年前の古代ギリシアでは、世界は空気、水、土、火の 4 元素からなると考えられていた。18 世紀になって元素は自然界に存

在していることがわかり、この世界に何種類の元素があるかという命題に科学者たちは挑み始めた。本講義では、「物質は何で

できているのか？」「世界は何でできているのか？」といった探究心をもった科学者たちによる物質の謎ときについて、化学の起

源から現代に至る新元素探索を含めた超重核研究の最前線までを講義形式で解説する。特に、日本発・アジア初となる命名権

を獲得した 113 番元素ニホニウム(Nh)の実験内容について詳しく解説する。超アクチノイド元素の合成やその化学的性質に関す

る理解を通じて、元素周期表の世界観を理解する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 新元素「ニホニウム」誕生までの道程 

2. 周期表拡張に向けた超重核研究の最前線 

3. 元素の起源 (1) : 古代ギリシャの自然観、錬金術、中世における物質探求 

4. 元素の起源 (2) : 真空、気体化学、原子・分子説 

5. 元素の起源 (3) : 電気化学・分光による物質探求 

6. 元素の起源 (4) : 周期律の発見 

7. 放射線・放射能の発見、人工合成元素 

8. 人工合成元素の利用 

9. 超ウラン元素と核分裂の発見 

10. 超アクチノイド元素 

11. 超重核の実験技術(1) : 超重核の合成反応、標的 

12. 超重核の実験技術(2) : ガスジェット搬送、反跳分離装置 

13. 超重核の実験技術(3) : 放射線検出器 

14. 仁科芳雄、小川正孝による新元素探索 

15. 超重核研究の課題と展望 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

放射線と物質との相互作用について、適宜、予習・復習して理解しておくことが望ましい。 

 

予習 : 前回の講義の疑問点を調べておく。 

復習 : ノートを取り、わからない点や説明が足りないと感じる部分について、図書館を利用するなどして調べる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(25%)/最終レポート(Final Report)(40%)/レポート(10%)/授業への参加度(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA148 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA148／惑星大気物理特論 

(Special Topics in Planetary Atmospheric Physics) 

担当者名 

（Instructor） 
田口 真(TAGUCHI MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者の研究テーマに関連する惑星大気現象について，研究に必要な知識を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

惑星大気に関連する学問分野の教科書を読んで，修士課程での研究に必要な専門知識や手法を身につける。教科書の内容

は，受講学生の研究テーマを勘案し，最も有効と思われる領域を選定する。学生はあらかじめ読んできた教科書の内容を紹介

し，疑問点を担当教員が補足・解説する。 

［参考］これまでに読んだ教科書： 

E. J. McCartney, Absorption and Emission by Atmospheric Gases 

G. G. Shepherd, Spectral Imaging of the Atmosphere 

S. J. Bauer and H. Lammer, Planetary Aeronomy 

G. W. Petty, A First Course in Atmospheric Radiation 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション，講読する文献の選定，講読分担の決定 

2. 講読１ 

3. 講読２ 

4. 講読３ 

5. 講読４ 

6. 講読５ 

7. 講読６ 

8. 講読７ 

9. 講読８ 

10. 講読９ 

11. 講読１０ 

12. 講読１１ 

13. 講読１２ 

14. 講読１３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書を読んで理解してくること。理解できなかった箇所を整理してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

初回の授業時に紹介する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA149 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA149／惑星物理特論 

(Special Topics in Planetary Physics) 

担当者名 

（Instructor） 
巽 瑛理(TATSUMI ERI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

太陽系の形成論と小惑星、彗星の関係性を最新研究を通して理解する。特に、太陽系の始原的物質を含むと思われる、小惑星・

彗星について探査の観点から明らかになったことを学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

小惑星や彗星は太陽系初期の始原的な物質が残っているものだと思われている。まず、太陽系の形成論に関する理論的・観測

的な研究論文あるいは教科書を読み、どのようにして今の小惑星・彗星の物質的分布ができているかを学ぶ。次に、最新の小惑

星、彗星の探査から明らかになった事実について論文を読み、太陽系形成との関係を探る。 

受講生は論文・教科書の一部が割り当てられるので、その部分を読み、発表を行うこととする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 太陽系形成論に関する理論研究総説（１） 

3. 太陽系形成論に関する理論研究総説（２） 

4. 太陽系形成論に関する理論研究総説（３） 

5. 太陽系小天体の物質分布に関する観測研究総説（１） 

6. 太陽系小天体の物質分布に関する観測研究総説（２） 

7. 太陽系小天体の物質分布に関する観測研究総説（３） 

8. 小惑星の分化や水質変性に関する論文（１） 

9. 小惑星の分化や水質変性に関する論文（２） 

10. 彗星探査に関する論文（１） 

11. 彗星探査に関する論文（２） 

12. 彗星探査に関する論文（３） 

13. 各自の興味に則した論文の選定と概略についての発表 

14. 選んだ論文の詳細について発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講生は論文・教科書を読み、発表準備を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(20%)/授業中の発表(30%)/レジュメの作成(20%)/学期末の発表(30%) 

授業への積極的な参加を評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Elkins-Tanton, L.T.; Weiss, B.P.. 2017. Planetesimals. Cambridge Planetary Science (ISBN:978-1-107-11848-5) 
2. Michel. P.; DeMeo, F.E.; Bottke, W.F.. 2015. ASTEROIDS IV. The University of Arizona Press 
3. Palme, H.; Lodders, K.; Jones, A.. 2014. Planets, Asteriods, Comets and The Solar System, Volume 2. Elsevier 
 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA150 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA150／高エネルギー宇宙物理学特論 

(Special Topics in High Energy Astrophysics) 

担当者名 

（Instructor） 
内山 泰伸(UCHIYAMA YASUNOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5393 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

宇宙における高エネルギー粒子の加速過程および放射過程を理解し，電磁波の観測結果から様々な天体で生起する現象を解

釈する術を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

宇宙における高エネルギー粒子の加速過程を中心として，高エネルギー天文学の様々なトピックについて最新の観測結果をもと

にして学ぶ。特に超新星残骸，パルサー星雲，マイクロクェーサーにおける高エネルギー現象を取り扱う。講義形式と原著論文

や英語テキストを用いたゼミ形式を併用する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 宇宙観測 

2. 放射過程（シンクロトロン放射） 

3. 放射過程（逆コンプトン散乱） 

4. 放射過程（パイ中間子崩壊ガンマ線） 

5. 放射に対する相対論的効果 

6. フェルミ加速（フェルミ二次加速） 

7. フェルミ加速（フェルミ一次加速１） 

8. フェルミ加速（フェルミ一次加速２） 

9. 磁気リコネクション 

10. 超新星残骸における高エネルギー現象１ 

11. 超新星残骸における高エネルギー現象２ 

12. マイクロクェーサーにおける高エネルギー現象 

13. パルサー星雲における高エネルギー現象 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

特殊相対論の基本事項 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および議論への参加(60%)/授業内での発表(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Malcolm S. Longair，. 2011. High Energy Astrophysics. Cambridge University Press (ISBN:978-0521756181) 

2. G. B. Rybicki,  J. P. Lightman，. 1985. Radiative Processes in Astrophysics. Wiley-VCH (ISBN:978-0471827597) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講者への連絡はメールで行ないます。 

 

注意事項（Notice） 
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■LA201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA201／相対論 

(General Relativity) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
一般相対論入門 

担当者名 

（Instructor） 
原田 知広(HARADA TOMOHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
CB116 理論物理学講究１と併合 

 

授業の目標（Course Objectives） 

一般相対論の基礎的な内容を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

一般相対論は既に多くの精密な検証実験を通過した時空および重力に関する基礎理論であり，その基本的な考え方はあらゆる

分野の理論物理学者にとっては言うまでもなく重力関連分野の実験物理学者にとってももはや常識である。本授業は初学者向

けの一般相対論の基礎の講義であるので，幅広い専門分野の受講者を想定している。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 一般相対論の概観 

2. 数学的準備（１） 

3. 数学的準備（２） 

4. 数学的準備（３） 

5. 数学的準備（４） 

6. 数学的準備（５） 

7. 重力の理論としての一般相対論（１） 

8. 重力の理論としての一般相対論（２） 

9. 一般相対論による重力物理学（１） 

10. 一般相対論による重力物理学（２） 

11. 一般相対論による重力物理学（３） 

12. 一般相対論による重力物理学（４） 

13. 一般相対論による重力物理学（５） 

14. 一般相対論による重力物理学（６） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「力学 1・2」・「微分積分 1・2」・「線形代数 1・2」・「電磁気学 1・2」・「物理数学 1・2」・「波動と量子」・「現代物理学序論」で扱われる

内容は修得済みであることを前提とする。さらに「流体力学」・「電気力学」で扱われる内容を修得済みあるいは修得中であること

が強く望まれる。毎回の授業の復習を必ず行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐々木節、1996、『一般相対論』、産業図書 (ISBN:4782812051) 

適宜プリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. エリ＝デ＝ランダウ・イェ＝エム＝リフシッツ、1978、『場の古典論 (原書第 6 版)』、東京図書 (ISBN:448901161X) 

2. 佐藤勝彦、1996、『相対性理論』、岩波書店 (ISBN:4000079298) 

3. バーナード＝F=シュッツ、2010、『第２版相対論入門 I 特殊相対論』、丸善 (ISBN:4621083104) 

4. バーナード=F=シュッツ、2010、『第２版相対論入門 II 一般相対論』、丸善 (ISBN:4621083112) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA202／素粒子論 

(Particle Physics) 

担当者名 

（Instructor） 
田中 秀和(TANAKA HIDEKAZU) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5490 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
CB117 理論物理学講究２と併合 

 

授業の目標（Course Objectives） 

相対論的量子力学と場の量子論の初歩的理解をはかる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

粒子と場の概念を学び，特殊相対性理論を考慮して量子力学を拡張する。特に，Dirac 方程式，および場の量子化の基礎を取り

扱う。更に，電子と光子の間の相互作用による素過程について学ぶ。 

4 月・5 月に２コマ連続して授業を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 粒子と場 

2. 場の概念 

3. 量子力学の相対論化（１） 

4. 量子力学の相対論化（２） 

5. 量子力学の相対論化（３） 

6. Dirac 方程式とフェルミ粒子（１） 

7. Dirac 方程式とフェルミ粒子（２） 

8. Dirac 方程式とフェルミ粒子（３） 

9. 電磁場の量子化（１） 

10. 電磁場の量子化（２） 

11. 電磁場の量子化（３） 

12. 電子と光子の相互作用（１） 

13. 電子と光子の相互作用（２） 

14. 電子と光子の相互作用（３） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ゼミナール形式で行う。議論への積極的な参加が求められるので，必ず予習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

複数回の発表内容(50%)/授業内で指示する課題(25%)/議論への参加(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 長島順清、1998、『素粒子物理学の基礎Ⅰ』、朝倉書店 (ISBN:4254136730) 

 

参考文献（Readings） 

1. Greiner, W. 1990. Relativistic Quantum Mechanics. Springer (ISBN:0387509860) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA203／宇宙物理学 

(Cosmology) 

担当者名 

（Instructor） 
関口 豊和(SEKIGUCHI TOYOKAZU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
CB118 理論物理学講究３と併合 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語の教科書を輪講し、宇宙論の基礎を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ビッグバン宇宙モデル、基本的観測事実、宇宙マイクロ波背景放射、ビッグバン元素合成、インフレーションについてゼミ形式で

学ぶ。英語の教科書を読み、その物理的内容を理解するとともに、板書によるプレゼンテーションを行う能力を鍛える。 

 

履修者には以下のことが要請される： 

・事前に発表準備を十分な時間をかけて行うこと。 

・発表ノート(レジュメ)を用意し、参加者に配付すること。 

・英語の内容を単に翻訳するのではなく、内容を理解し自分の言葉で説明すること。 

 

宇宙論・相対論・宇宙物理分野を志望する学生だけでなく、素粒子理論分野を志望する学生の参加も歓迎する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. イントロダクション(学生による発表) 

3. 基本的観測事実(学生による発表) 

4. ニュートン重力とアインシュタイン重力(学生による発表) 

5. 膨張宇宙のダイナミクス(学生による発表) 

6. 単一成分宇宙モデル(学生による発表) 

7. 複数成分宇宙モデル(学生による発表) 

8. 宇宙論パラメータの測定(学生による発表) 

9. 暗黒物質(学生による発表) 

10. 宇宙マイクロ波背景放射(学生による発表) 

11. ビッグバン元素合成(学生による発表) 

12. インフレーション宇宙(学生による発表) 

13. 構造形成(学生による発表) 

14. まとめ(学生による発表) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

力学、電磁気学、量子力学、統計力学の知識を前提とする。一般相対論の知識は前提としないが、並行して学習することが望ま

しい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(35%)/授業中 2 回程度の発表(35%)/1,2 回のレポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Ryden, Barbara. 2016. 「Introduction to Cosmology」2nd edition. Cambridge University Press (ISBN:978-1107154834) 
2nd edition を入手すること 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA205／数理物理学 

(Mathematical Physics) 

担当者名 

（Instructor） 
中山 優(NAKAYAMA YU) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5290 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
CB120 理論物理学講究５と併合 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経路積分を用いて場の量子論の初歩を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代物理学の根幹をなす場の量子論を学ぶ。経路積分による量子電磁力学の定式化を目標に，現代的な場の量子論の構造を

理解する。６月・７月に２コマ連続して授業を行う｡  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション  

2. 古典場の理論と作用積分  

3. 経路積分１  

4. 経路積分２  

5. 相関関数の計算１  

6. 相関関数の計算２  

7. 物理量の計算１  

8. 物理量の計算２  

9. 対称性と保存則  

10. フェルミオン場の量子化  

11. 電磁場の量子化  

12. 量子電磁力学  

13. くりこみ理論１ 

14. くりこみ理論２  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「理論物理学講究２・素粒子論」の単位を取得していることが望ましい。毎週，出席確認を兼ねてレポート課題を提出してもらう。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート・出席(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. A. Zee. 2010. Quantum Field Theory in a nutshell . Princeton Univ Pr (ISBN:0691140340) 
 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 27 - 

■LA206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA206／統計物理学 

(Statistical Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
量子情報物理学入門 

担当者名 

（Instructor） 
堀田 昌寛(HOTTA MASAHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5290 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

集中講義：日程は理学部掲示板を確認すること 

CB121 理論物理学講究６と併合 

 

授業の目標（Course Objectives） 

量子情報物理学に必要となる知識を学ぶ 

 

授業の内容（Course Contents） 

量子測定理論の基礎、量子情報理論の基礎、時空の物理への応用。 

量子状態が測定に基づく情報の束であることを述べ、量子力学の基礎が情報理論であることを論ずる。また量子測定理論にお

ける、測定演算子、POVM、CPTP写像などの様々な概念を説明する。またウンルー効果やブラックホールエントロピーへの量子

情報理論の応用を解説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 量子測定理論 

2. 量子測定理論 

3. 量子測定理論 

4. 量子測定理論 

5. 量子測定理論 

6. 量子情報理論 

7. 量子情報理論 

8. 量子情報理論 

9. 量子情報理論 

10. 量子情報理論 

11. 時空の物理への応用 

12. 時空の物理への応用 

13. 時空の物理への応用 

14. 時空の物理への応用 

15. 時空の物理への応用 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義のときに指定します 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 堀田昌寛、2014、『量子情報と時空の物理』、サイエンス社 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA207 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA207／原子核物理学 

(Nuclear Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
加速器を用いた素粒子・原子核物理学実験の基礎知識 

担当者名 

（Instructor） 
村田 次郎(MURATA JIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5490 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

CB122 原子核・放射線物理学講究１と併合 

医学物理学副専攻【選択必修Ａ】 

 

授業の目標（Course Objectives） 

加速器を用いた原子核・素粒子実験の基本知識を広く学ぶ。実験に必要な具体的な数値計算に慣れる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

20 世紀の物理学は分類による化学的手法，並びに顕微鏡的手法によって物質と力の基本構成要素に関する膨大な知識と理解

を築き上げることに成功した。この授業では，放射能の発見当時の基本的な知識から始め， 自然放射線，人工加速器を用いた

原子核からハドロン，クォーク・レプトンに至る，基本的な考え方を包括的に扱うことで自然の微視的構造を探る共通の手法を理

解することを目的とする。講義と並行して具体的な計算実習を交え，研究現場で直接役立つ知識を準備出来るようにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 放射線の発見・加速器概観 

2. 線形加速器１・核反応 

3. 線形加速器２ 

4. サイクロトロン 

5. ラザフォード散乱 

6. 原子核の基本的性質 

7. 弱集束シンクロトロン 

8. 強集束シンクロトロン 

9. ハドロンの物理 

10. コライダー 

11. クォーク・レプトンの物理 

12. 弱い相互作用と対称性 

13. 標準模型とその先 

14. 重力の物理 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「原子核概論」，「素粒子概論」の内容 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業ノート(40%)/授業内課題(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA208／天体核物理学 

(Nuclear Astrophysics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
元素の合成を始めとする宇宙における原子核の役割 

担当者名 

（Instructor） 
山口 英斉(YAMAGUCHI HIDETOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
CB123 原子核・放射線物理学講究２と併合 

 

授業の目標（Course Objectives） 

宇宙の歴史, 星の進化といった大きなスケールの現象に, 原子核という小さな世界がかかわっている｡ 元素の合成や各種の爆

発現象など, 解明されていないことも多い宇宙での原子核の働きを学ぶ｡ 

 

授業の内容（Course Contents） 

宇宙の成り立ちや元素の起源に原子核が大きな役割を果たしていることがわかったのは，20 世紀中頃のことである｡この世界に

存在する様々な元素は，水素を材料として，原子核反応によって生成され，今も作られている｡これらの原子核反応の舞台は，ビ

ッグバン後 100 秒程度の初期宇宙，その後 100 億年あまりにわたって作られ壊されてきた恒星の内部が主である｡原子核の反

応はさらに，星を光らせ，超新星爆発にも至る星の進化をつかさどる｡このような原子核反応を地上で実験的に確かめる挑戦が

行われてきた｡たとえば，理化学研究所の RI ビームファクトリーでは，人類が未だ見たことがない不安定原子核を多数作り出し，

元素の起源を解明する試みが始まっている｡一旦解明されたと思われた重元素合成のメカニズムにも最近疑問が持たれて振り

出しに戻るなど，多くの課題も存在する｡天体での核現象と原子核のかかわりについて概説すると同時に，天体核物理学の研究

方法を紹介する｡ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 原子核とその安定性 

2. 宇宙での原子核の役割 

3. 元素合成と星 (宇宙) の進化 

4. 元素合成の核物理１：熱核反応とガモフのピーク 

5. 元素合成の核物理２：共鳴状態と連続状態 

6. 核融合による元素合成 - ビッグバン､ 主系列星 

7. 超新星爆発の謎と不安定原子核 

8. 天体核反応の実験研究 

9. 古くて新しい太陽ニュートリノ問題 

10. 間接測定：クーロン分解法， ANC 法， ｢トロイの木馬｣ 法 

11. 重い原子核がかかわる爆発的元素合成の研究法 

12. ｒ過程はどのくらい理解できたか - 研究の最先端 

13. 元素合成の全体像 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Blackboard を使います｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート(25%×2 回)(50%)/出席態度(50%) 

レポートは学期中・学期末の２回出す予定です｡ 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. C. E. Rolfs and W. S. Rodney. 1988. Cauldrons in the Cosmos. Chicago (ISBN:0-226-72456-5) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA209 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA209／原子・分子物理学 

(Atomic and MolecularPyhsics) 

担当者名 

（Instructor） 
中野 祐司(NAKANO YUJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5290 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

CB124 原子核・放射線物理学講究３と併合 

医学物理学副専攻【選択必修Ａ】 

 

授業の目標（Course Objectives） 

原子や分子の基本的な構造と振る舞いを理解し，自然現象を原子分子レベルで直感的に理解できる知識と思考能力を身につけ

る。  

 

授業の内容（Course Contents） 

電磁気学と量子力学の初歩知識の復習から入り，原子や分子の構造・電磁場との相互作用について古典論と量子論を比較しな

がら講義する。自然現象や宇宙観測との関連，および最先端の光技術，量子ビーム，計測技術についても概説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 気体分子の運動と真空 

3. 気体分子の運動と真空 

4. 水素原子 

5. 水素原子 

6. 多電子原子 

7. 荷電粒子の運動 

8. 分子の構造 

9. 分子の構造 

10. 分子の構造 

11. 宇宙の原子分子 

12. 宇宙の原子分子 

13. 宇宙の原子分子 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習・復習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度と複数回のレポート(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義資料は適宜アップロードあるいは授業中に配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 高柳 和夫、2000、『原子分子物理学』、朝倉書店 (ISBN:978-4254136814) 

2. Bransden and Joachain、2003、『Physics of Atoms and Molecules (英語)』、Benjamin Cummings (ISBN:978-0582356924) 
 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA210 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA210／放射線物理学 

(Radiation Physics) 

担当者名 

（Instructor） 
小島 隆夫(KOJIMA TAKAO M.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5490 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

CB125 原子核・放射線物理学講究４と併合 

医学物理学副専攻【必修】 

 

授業の目標（Course Objectives） 

様々な放射線の発生原理とその性質，物質との相互作用を学び，放射線が関与する諸現象を理解するとともに，それらが我々

の生活にどのように関わり，どのように利用されているのかを知る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

放射線とは何か，放射線発見の歴史，放射線の種類と性質を概観した後，その発生のしくみ，物質との相互作用について述べ

る。とくに放射線による原子の電離・励起作用は，放射線の物質への影響の起点となるものであり，いくつかの具体的な事例をあ

げて詳述する。また，放射線と物質との相互作用の結果として現れるいくつかの現象を紹介し，それらの放射線作用が様々な分

野でどのように利用されているかを概観して，放射線の危険性と有益性について学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 

放射線の発見と利用の歴史，環境・生活とのかかわり 

2. 放射線の種類 

物理存在としての分類，エネルギーや相互作用による分類 

3. 放射線の発生Ⅰ：Ｘ線の発生１：特性Ｘ線と制動放射 

原子構造の概説（復習），原子内電子の遷移と光の吸収・放射，制動放射の概説 

4. 放射線の発生Ⅱ：Ｘ線の発生２：実際のＸ線発生装置 

Ｘ線管の構造と原理，シンクロトロン放射光 

5. 放射線の発生Ⅲ：原子核の崩壊による放射線発生１ 

原子核の構造の概説（復習），α崩壊（α線の発生） 

6. 放射線の発生Ⅳ：原子核の崩壊による放射線発生２ 

β崩壊（β線の発生と関連過程），γ崩壊（γ線の発生） 

7. 放射線の発生Ⅴ：宇宙線および人工放射線発生装置 

宇宙線と宇宙線起源の放射性元素，粒子加速器 

8. 放射線と物質の相互作用Ⅰ：電磁波（Ｘ線・γ線）１ 

光電離・光電効果，コンプトン散乱，電子・陽電子対生成，光核反応 

9. 放射線と物質の相互作用Ⅱ：電磁波（Ｘ線・γ線）２ 

減弱係数と遮蔽効果，Ｘ線・γ線の物質へのエネルギー付与 

10. 放射線と物質の相互作用Ⅲ：粒子線１ 

散乱断面積（復習），阻止能の概念 

11. 放射線と物質の相互作用Ⅳ：粒子線２ 

阻止能と線的エネルギー付与（ＬＥＴ），荷電重粒子の場合，ベーテ・ブロッホの式 

12. 放射線と物質の相互作用Ⅴ：粒子線３ 

電子の場合，チェレンコフ放射，電子・陽電子対消滅 

13. 放射線と物質の相互作用Ⅵ：粒子線４ 

中性子の場合，ウランを用いた核分裂式原子炉の原理 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

量子力学の初歩（原子の構造に関する前期量子論）と，特殊相対論の初歩（速度，エネルギー，質量などの関係式）は適宜復習

して理解しておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業内小テストまたはレポート課題［20%］×３回(60%) 
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テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。必要に応じて適宜授業時にプリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 鳥居寛之，他、2012、『放射線を科学的に理解する』、丸善出版 (ISBN:978-4621085974) 

各テーマ毎の参考図書は授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA211／ハドロン物理学 

(Hadron Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
クォークレベルでのサブアトミック世界への誘い 

担当者名 

（Instructor） 
栗田 和好(KURITA KAZUYOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5490 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

CB126 原子核・放射線物理学講究５と併合 

医学物理学副専攻【選択必修Ａ】 

 

授業の目標（Course Objectives） 

相対論的運動学を用いて，反応後の粒子の運動量や閾エネルギー等を求められるようになること。ハドロン物理を理解するのに

必要な概念を身に付け，エネルギー，時間，運動量，サイズなどの物理量を概算できるようになること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

強い相互作用をする粒子（ハドロン）の特性や，反応を量子色力学とパートンモデルの枠組みで理解するために必要な知識を最

近の興味深い研究成果を取り混ぜて講義を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 相対論 

2. スタンダードモデル 

3. 実験法 

4. 粒子と物質の相互作用 

5. 不変原理と保存則 

6. 離散的対称性 

7. 連続的対称性 

8. クォークモデル 

9. 電子対消滅反応 

10. 深部非弾性散乱 

11. 量子色力学 

12. クォークと相互作用 

13. 最近のトピック 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

原子核および素粒子の基礎知識をテキスト欄の原子核物理学や素粒子物理入門で事前に頭に入れておくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/初回レポート(20%)/中間レポート(20%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. E.M. Henley and A. Garcia，. 2007. Subatomic Physics (3rd ed). World Scientific (ISBN:978-9812700575) 

 

参考文献（Readings） 

1. 藤井忠男訳、1980、『サブアトミックフィジクス上・下』、産業図書 (9784782810064/978-4782810071) 

2. Donald H. Perkins，. 2000. Introduction to High Energy Physics. Cambridge University Press (ISBN:9780521621960) 

3. F. Halzen and A.D. Martin、1986、『クォークとレプトン』、培風館 (ISBN:4563021717) 

4. 八木浩輔、1971、『原子核物理学』、朝倉書店 (ISBN:9784254135428) 

5. 渡辺靖志、2002、『素粒子物理入門』、培風館 (ISBN:9784563024338) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA219 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA219／放射線計測演習 

(Radiation Measurement Experiment) 

担当者名 

（Instructor） 
磯部 忠昭(ISOBE TADAAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5890 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
医学物理学副専攻【必修】 

 

授業の目標（Course Objectives） 

放射線計測に関する基礎問題を解ける様になること。 

放射線の検出原理を理解した上で，実際の計測機器を用いた計測ができる様になること。 

計測したデータを正しく理解できる様になること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

原子核物理・素粒子物理・放射線計測に関する演習を行う。 

各種放射線検出器の検出原理と使い方，パルス処理，波高分析，統計処理などを学ぶ。 

検出器の作成，計測，データ解析，モンテカルロシミュレーションなどを行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 原子核・素粒子物理学の基礎 

2. 放射線の種類と性質 

3. 放射線検出の原理 

4. 放射線計測の方法 

5. パルスカウンティング 

6. 波高分析法 

7. 検出器作成の計画 

8. 検出器の作成（１） 

9. 検出器の作成（２） 

10. 検出器の作成（３） 

11. 計測データの読み出し（１） 

12. 計測データの読み出し（２） 

13. データ解析（１） 

14. データ解析（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストにある教科書を一つで良いので，読んでおくこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への取り組み姿勢(60%)/最終レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Knoll. Radiation Detection and Measurement. Wiley 

2. W.R. Leo. Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments. Springer 

3. 小川岩雄、『放射線』、コロナ社 

4. 相原博昭、『素粒子の物理』、東京大学出版会 

5. K. クラインクネヒト、『粒子線検出器』、培風館 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA220 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA220／放射線生物学特論 

(Special Topics in Radiation Biology) 

担当者名 

（Instructor） 
小西 輝昭(KONISHI TERUAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5990 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
医学物理学副専攻【選択必修Ｂ】 

 

授業の目標（Course Objectives） 

放射線生物学の基礎, 放射線による診断・治療などの医学的利用, 分析のための利用, 放射線リスクモデルに至るまでの体系

的な理解をはかる｡ 

 

授業の内容（Course Contents） 

放射線生物学は物理学, 化学, 生物学, 医学といった複合領域であることから, 様々な観点からアプローチ・ディスカッションをし

ながら授業を行う｡ 放射線関連分野から,放射線生物学において重要な項目に関して授業内に適宜課題を出題する｡ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 放射線の産業・医学などの社会的利用の紹介及び規制について 

2. 放射線の概要 

3. 放射線生物学の概要 

4. 生物学の基礎 １ (ＤＮＡ, 遺伝子, 染色体, 細胞) 

5. 放射線の生物への作用 物質への作用・初期過程について 

6. 放射線誘発ＤＮＡ損傷 (１) 

7. 放射線誘発ＤＮＡ損傷 (２) どのように検出するのか, 実験的手法 

8. 染色体異常 (分類・実験的検出手法) 

9. 細胞致死と生存率曲線 

10. 重粒子線の生物効果 

11. 低線量放射線影響 (１) ＬＮＴモデルなど 

12. 低線量放射線影響 (２) マイクロビーム細胞照射装置の紹介 

13. 放射線誘発バイスタンダー効果 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

D.T. Goodhead, J. Radiat. Res. Vol. 40 (1999), S1-S13 (doi:10.1269/jrr.40.S1)をダウンロードし, 予習すること｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/最終レポート(Final Report)(30%)/確認小テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA221 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA221／放射線治療物理学 

(Radiation Therapy Physics) 

担当者名 

（Instructor） 

杉本 聡(SUGIMOTO SATORU) 

黒河 千恵(KUROKAWA CHIE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5590 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
医学物理学副専攻【選択必修Ｂ】 

 

授業の目標（Course Objectives） 

がんの放射線治療を行う際に必要となる医学物理学の基礎を学ぶ。臨床現場で働く医学物理士に求められる基礎知識を得るこ

とが目標である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

講師からの一方的な講義ではなく，学生の自発的な学習を促す対話的講義の形式を取る。放射線治療に必要な線量計測，線量

計算，放射線治療技術を学ぶとともに，臨床現場を見学することにより医学物理士が病院で行う業務の実際にも触れる。 

見学が授業時間外になる場合は履修者と調整のうえ行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 放射線治療概論 

2. 放射線治療装置 

3. 放射線治療施設（X線・電子線，可能なら見学を行う） 

4. 放射線治療施設（陽子線・重粒子線，可能なら見学を行う） 

5. 放射線治療に必要な基礎物理 

6. 放射線治療における吸収線量計測（可能なら実習を行う） 

7. 放射線治療における吸収線量計算 

8. 放射線治療における治療計画 

9. 放射線治療における品質管理 

10. 画像誘導放射線治療 

11. 強度変調放射線治療 

12. 密封小線源治療 

13. 高精度放射線治療 

14. 放射線治療における画像処理 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/AdditionalResources/Training/1_TrainingMaterial/Radiotherapy.htm に目を通す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席および講義内での発言(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Faiz M. Khan and John P. Gibbons. 2014. The Physics of Radiation Therapy. Lippincott Williams & Wilkins (ISBN:978-

1451182453) 

2. 唐澤久美子、小泉哲夫、小澤修一 編著、2009、『放射線治療分野の医学物理士のための基礎知識』、篠原出版新社 

(ISBN:978-4884123246) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA222 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA222／情報処理学 

(Information Processing) 

担当者名 

（Instructor） 
吉野 和芳(YOSHINO KAZUYOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5790 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
医学物理学副専攻【選択必修Ｂ】 

 

授業の目標（Course Objectives） 

医療分野で利用されている X線 CTや MRI装置で得られる断面画像での診断を支援するためのコンピュータによる画像処理技

術を体験的に理解することを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

医療の分野で利用されている X線 CTや MRI装置で得られる人体の 2 次元の断面画像での診断を支援するため，それらの断

面画像から特徴となる部分を抽出する画像処理技術について講義するとともに，コンピュータを使って体験的に学習する。さら

に，2 次元の断面画像を重ね合わせて立体的に再構築し，表示する方法についても講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ディジタル画像とは 

2. 画像処理プログラミング環境の設定 

3. 2 値化処理 

4. 2 値画像処理 

5. 2 値画像処理プログラミング実践 

6. 濃淡画像 

7. 空間フィルタリング 

8. 濃淡画像におけるノイズ除去 

9. 濃淡画像処理プログラミング実践 

10. 動画像処理 

11. コントラスト調整 

12. 3 次元画像処理 

13. 3 次元画像処理プログラミング実践 

14. 最終レポート課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習の指示は，履修登録完了後に Blackｂoard上で履修者に対して行う。各自が確認して予習すること。授業では，C 言語

によるプログラミングも実施する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内で実施した演習問題(40%)/コメントカード兼出席表(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業で利用するテキストや PowerPoint資料，サンプルプログラムなどは，Blackｂoard上にて配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 末松良一他、2000、『画像処理工学』、コロナ社 (ISBN:4-339-04398-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA223 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA223／医学概論 

(Introduction to Medicine) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

医学における物理 

(Physics in Medicine) 

担当者名 

（Instructor） 
笹井 啓資(SASAI KEISUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5940 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

随意科目，医学物理学副専攻【必修】 

CB331 医学概論・CK016 医学概論と併合 

 

授業の目標（Course Objectives） 

総合学問である医学について概説し，医学における物理の役割を紹介する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

医学そのものが生物学，化学ばかりでなく人文科学も含めた多くの学問の一集大成である。特に物理学，工学の知識は医学に

おいてますます重要になっている。30 年前には想像もつかなかった診断法や治療法が通常の医療の中で行われている。 

医療は医師，看護師のみで行われているように思われているが，実際は様々な職種の連携によるチーム医療が行われている。

近年の高度に発達した医療では，チーム医療は欠くことができない。本講義科目では，このような医学全体を概説し，医療におけ

る物理学の重要性を理解する。さらにチーム医療の中で医学物理士の役割と医療者としての医療倫理学を修得する。授業にあ

たっては，各受講者からのフィードバックを取りつつ確実に習得できるよう解説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 医学とは  problem based learning ( PBL)  

2. 医学と物理学 

3. 放射線の細胞への影響 

4. 医学入門（体の構造） 

5. 医学入門（体の機能とその制御） 

6. 病気とは 

7. がん（癌）とは 

8. がんの治療 

9. 放射線の医学への応用： 画像診断学 

10. 放射線の医学への応用：放射線治療 

11. 放射線にかかる法律 

12. 医療に関わる倫理 

13. 医学物理士の役割 

14. free talk 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

考える講義にしますので，議論に積極的に参加できるように準備してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/講義毎の小テスト(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 笹井 啓資、2017、『0 歳からのがん教育』、ロギカ書房 (ISBN:4909090045) 

2. 京極伸介 齋藤アンネ優子、2013、『臨床医学の基礎 (放射線診療を支える人のために)』、ピラールプレス 

(ISBN:4861940583) 

3. 唐澤久美子、2009、『放射線治療分野の医学物理士のための基礎知識―医学物理士養成コアテキス』、篠原出版新社 

(ISBN:4884123247) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

一般財団法人 医学物理士認定機構 http://www.jbmp.org/ 

医学物理士会 http://www.geocities.co.jp/Technopolis/5207/ 

日本放射線腫瘍学会 http://www.jastro.or.jp/ 
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注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 40 - 

■LA224 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／インターンシップ（医学物理士） 

(Internship(Medical Physicist)) 

担当者名 

（Instructor） 

栗田 和好(KURITA KAZUYOSHI) 

杉本 聡（SUGIMOTO SATORU) 

黒河 千恵（KUROKAWA CHIE) 

学期 

（Semester） 
春期間外(Summer Session) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5940 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
随意科目，医学物理学副専攻【必修】 

 

授業の目標（Course Objectives） 

医学物理士養成プログラム受講生用の科目。医学物理士の実際の仕事がどのようなものかを医療現場において体験し，医学物

理士について理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

集中で実習を行う。詳細については現場の指導者の指示に従うこと。2018 年度は順天堂大病院での実習を行う予定。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 事前学習 

2. 病院実習（１） 

3. 病院実習（２） 

4. 病院実習（３） 

5. 病院実習（４） 

6. 病院実習（５） 

7. 病院実習（６） 

8. 病院実習（７） 

9. 病院実習（８） 

10. 病院実習（９） 

11. 病院実習（１０） 

12. 病院実習（１１） 

13. 病院実習（１２） 

14. 病院実習（１３） 

15. 実習まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

原則として休業中もしくは土曜の午後に集中で実施する。事前にプログラムへの登録が必要。登録については掲示が出るので注

意すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

現場指導者からの報告と事後レポートで総合的に判断する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

なし 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

医学物理士養成プログラム用の科目であり，大学院前期課程の修了要件単位には算入されない。 

 

注意事項（Notice） 
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■LA225 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA225／惑星大気物理学 

(Planetary Atmospheric Physics) 

担当者名 

（Instructor） 
田口 真(TAGUCHI MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
CB138 宇宙地球系物理学講究７と併合 

 

授業の目標（Course Objectives） 

太陽系を構成する惑星の大気圏・電離圏・磁気圏の構造とそこで起こっている諸現象を学習し，研究者レベルの知識を得ると同

時に，英語論文の読解に慣れる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

地球型惑星は惑星本体と大気の境界が明瞭に区別されている。金星は硫酸雲に覆われた高温高圧の炭酸ガスの大気，地球は

生命による変質を受けた酸素と水が豊富な大気，火星は炭酸ガスを主成分とする薄い大気という，それぞれ特徴的な大気を持

つ。上層大気や電離圏の構造は共通する部分もある。一方，高速回転する巨大な流体から成る木星型惑星は，地表面と大気の

境界があいまいで，主成分が似通っている。内部構造については，直接探査がほとんどなされていないため， 表面の観測と理

論から推測されている。木星や土星は固有大気を持つ大型衛星を擁しており，主惑星の持つ磁気圏の磁力線を介して互いに結

合して，特有の大気現象を引き起こしている。個々の惑星大気の特徴と成因，大気圏内の諸現象を学習し，普遍的な構造を理解

する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序論 太陽系の成り立ち，惑星軌道 

2. 一般知識（１）大気力学 

3. 一般知識（２）大気放射 

4. 一般知識（３）観測手法，惑星探査 

5. 金星大気（１） 

6. 金星大気（２） 

7. 実習（望遠鏡，CCD カメラ） 

8. 地球大気（１） 

9. 地球大気（２） 

10. 火星大気 

11. オーロラ・大気光 

12. 木星型惑星の大気 

13. 木星型惑星の衛星の大気 

14. ゲストスピーカーの講義 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講者は各人 1 回ずつ論文を読んできて，内容を紹介すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

論文紹介(60%)/授業への参加度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. C. T. Russel, J. G. Luhmann, and R. J. Strangeway. 2016. Space Physics. Cambridge (ISBN:978-1-107-09882-4) 
2. D. G. Andrews, J. R. Holton, and C. B. Leovy. 1987. Middle Atmosphere Dynamics. Academic Press (ISBN:0-12-058575-8) 
3. G. J. Haltiner, and R. T. Williams. 1980. Numerical Prediction and Dynamic Meteorology. Wiley (ISBN:0-471-05971-4) 
受講者が読んでくる論文は初回講義時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA227 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LA227／高エネルギー宇宙物理学 

(High Energy Astrophysics) 

担当者名 

（Instructor） 
内山 泰伸(UCHIYAMA YASUNOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY5390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
CB140 宇宙地球系物理学講究９と併合 

 

授業の目標（Course Objectives） 

宇宙における高エネルギー粒子の加速過程を学び，超新星残骸，銀河団，ブラックホールから射出される相対論的ジェット等に

見られる高エネルギー現象の理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

近年の宇宙観測技術の発展により，様々な天体において，地上の加速器では到達できないエネルギーにまで粒子が加速されて

いることがわかってきた。星間空間において高エネルギー粒子は主要な圧力を担い，星形成の鍵を握るなど，銀河系の中で重要

な役割を果たしている。 

この授業では，天体高エネルギー現象を理解する上で必須となる物理過程を，最新の観測結果を参照しながら講義する。特に超

新星残骸の衝撃波におけるフェルミ加速のメカニズムに重点を置く。また，宇宙から地球に降り注ぐ高エネルギー粒子(宇宙線)の

起源について議論する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 高エネルギー天体の概観 

2. 観測技術(X線観測) 

3. 観測技術(ガンマ線観測) 

4. 超新星 

5. 超新星残骸 

6. 高エネルギー宇宙物理のための特殊相対論 

7. 熱的放射 

8. 非熱的放射 

9. 宇宙線の起源 

10. フェルミ加速 

11. 銀河団 

12. 暗黒物質の探査 

13. ブラックホールの相対論的ジェット 

14. ガンマ線バースト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

特殊相対論，流体力学，電磁気学などを復習しておくことが望ましい。 

ゼミ形式での発表もあるため，授業時間外でのしっかりとした準備が必要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/レポート(30%)/出席とコメントペーパーの内容(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 小山勝二他、2007、『ブラックホールと高エネルギー現象』、日本評論社 (ISBN:978-4535607286) 

2. 井上一他、2008、『宇宙の観測 III』、日本評論社 (ISBN:978-453560737-8) 

3. Malcolm S. Longair，. 2011. High Energy Astrophysics. Cambridge University Press (ISBN:978-0521756181) 

4. F. Seward, P. Charles，. 2010. Exploring the X-ray Universe. Cambridge University Press (ISBN:978-0521884839) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／輪講１～４ 

(Colloquium) 

担当者名 

（Instructor） 
物理学専攻全専任教員 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY6800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究分野に関する理解を深めるとともに，周辺分野に対する視野を拡げ，幅広い知識に触れることを目標とする。さらに自らの発

表技能の向上を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究分野に即した論文やテキストの紹介，ならびに研究内容に関しての発表を通して議論し理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 輪講（１） 

2. 輪講（２） 

3. 輪講（３） 

4. 輪講（４） 

5. 輪講（５） 

6. 輪講（６） 

7. 輪講（７） 

8. 輪講（８） 

9. 輪講（９） 

10. 輪講（１０） 

11. 輪講（１１） 

12. 輪講（１２） 

13. 輪講（１３） 

14. 輪講（１４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業運営などについては配属された研究室の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

自らの発表や討論などによる授業への参加度(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

配属された研究室の指示に従うこと。 

 

参考文献（Readings） 

配属された研究室の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA501 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究（理論）・特別研究１～３（実験） 

(Research for Master's Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
物理学専攻全専任教員 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
３単位(3 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY6080 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自の研究に対する背景，目的，および方法を理解する。研究活動を通して，専門知識，技術，および理学的な思考能力を修得

し，問題解決能力を養う。さらには研究発表能力および質疑応答能力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員の指導のもとで，研究テーマを決定し，指定された研究課題に取組む。研究の背景，目的，および方法などを理解した

上で，研究を進める。得られた研究成果を精査し，適宜，指導教員との議論などを通してさらに高度な研究へとつなげていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究（１） 

2. 研究（２） 

3. 研究（３） 

4. 研究（４） 

5. 研究（５） 

6. 研究（６） 

7. 研究（７） 

8. 研究（８） 

9. 研究（９） 

10. 研究（１０） 

11. 研究（１１） 

12. 研究（１２） 

13. 研究（１３） 

14. 研究（１４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指導教員の指導のもとで，研究テーマの設定，研究方法の検討，研究計画の策定などを行い，それらに基づいて研究を遂行す

る。研究成果をもとに修士論文が構成されることを意識して筋道を立てて研究を進める。履修中に中間報告を行う。詳しい要領と

日時などは別途掲示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究活動の状況を総合的に判断する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LA651 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／修士論文指導演習 

(Master's Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
物理学専攻全専任教員 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
３単位(3 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY6080 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究活動を通して，専門知識，技術，および理学的な思考を修得し，問題解決能力を養う。さらには発表能力，および質疑応答

能力を身につける。「特別研究（理論）」または「特別研究１〜３（実験）」で得られた研究成果をまとめ，修士論文を書き上げる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員の指導のもとで，指定された研究課題に取組み，その成果を修士論文としてまとめる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 修士論文課題研究（１） 

2. 修士論文課題研究（２） 

3. 修士論文課題研究（３） 

4. 修士論文課題研究（４） 

5. 修士論文課題研究（５） 

6. 修士論文課題研究（６） 

7. 修士論文課題研究（７） 

8. 修士論文作成（１） 

9. 修士論文作成（２） 

10. 修士論文作成（３） 

11. 修士論文作成（４） 

12. 修士論文作成（５） 

13. 修士論文作成（６） 

14. 修士論文作成（７） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「特別研究（理論）」または「特別研究１〜３（実験）」で得られた研究成果を精査してとりまとめ， 修士論文を作成，提出する。修

士論文に関する最終試験（口頭発表）を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文，最終研究発表および研究活動などの状況により総合的に判断する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LB102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LB102／分析化学特論 ２ 

(Special Lecture on Analytical Chemistry2) 

担当者名 

（Instructor） 

板橋 豊(ITABASHI YUTAKA) 

中込 和哉(NAKAGOMI KAZUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE5390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

分析化学を支える高性能分離分析法（高速液体クロマトグラフィー，キャピラリーガスクロマトグラフィー，キャピラリー電気泳動法

等）が研究開発の様々な分野でどのように利用されているか，脂質分析や医薬品分析を通してその実際を理解し，議論する力を

身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

生体成分，食品成分，医薬品等の精密分析に不可欠な高性能分離分析法（高速液体クロマトグラフィー，キャピラリーガスクロマ

トグラフィー，キャピラリー電気泳動法）と関連する機器分析法（質量分析法等）を講義しながら，これら方法を使用した研究の実

際（最近の研究トピック）を紹介する。授業の前半（１～７回）を板橋，後半（８～１４回）を中込が担当する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 脂質分析，食品分析概論 

2. 脂質分析，食品分析における分離分析法（薄層クロマトグラフィー，ガスクロマトグラフィー，キャピラリー電気泳動法，質量

分析法）の役割 

3. 脂質分析の実際（１） 

4. 脂質分析の実際（２） 

5. 食品成分分析の実際（１） 

6. 食品成分分析の実際（２） 

7. 中間テスト 

8. 医薬品分析概論，分離の理論 

9. 生体成分，医薬品分析における分離分析法（高速液体クロマトグラフィー，ガスクロマトグラフィー，質量分析法等）の役割 

10. 生体成分分析の実際（１） 

11. 生体成分分析の実際（２） 

12. 医薬品分析の実際（１） 

13. 医薬品分析の実際（２） 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義中配付するプリント資料をよく読んで，講義内容（学習内容）を確実に修得すること。疑問点は担当者に積極的に質問して解

決する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間テスト(40%)/最終テスト(40%)/授業への参加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

主にパワーポイントを使用した講義形式で，適宜プリント等資料を配付する。 

 

注意事項（Notice） 
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■LB103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LB103／無機化学特論 １ 

(Special Lecture on Inorganic Chemistry 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
金属錯体の構造と性質と顕微分析法 

担当者名 

（Instructor） 
宮村 一夫(MIYAMURA KAZUO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE5590 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

金属錯体の固体（分子結晶）の物性の基礎を学び，金属錯体の光物性，磁性，伝導物性について理解，説明する能力を身に着

け，さらには研究に必要な考察する力を養う。また，ナノテクノロジーの基本技術である，顕微分析法について理解を深め，研究

に役立てる能力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

軌道概念による結合論をふりかえり，まず金属錯体の配位子場理論を精密に学習する．それらを土台に，金属錯体分子のいくつ

かの機能性材料の基礎的原理も解説する。さらに近年，進歩が著しい，走査型プローブ顕微鏡など，顕微分析法についてその

原理や用途を解説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 金属錯体の電子状態１ 

2. 金属錯体の電子状態２ 

3. 金属錯体の構造１ 

4. 金属錯体の構造２ 

5. 分子構造と結晶構造の基礎 

6. 結晶構造と物性の基礎 

7. 金属錯体の応用 

8. 顕微分析法の総論 

9. 結像投影型顕微鏡と走査型顕微鏡 

10. 光学顕微鏡の原理 

11. 光学顕微鏡の種類 

12. 電子顕微鏡の原理と種類 

13. 走査型プローブ顕微鏡の原理と種類 

14. 顕微分析法の実例とまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「遷移金属元素の化学」の復習をしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への取り組み(40%)/レポート(複数回)(40%)/小テスト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストなし 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 48 - 

■LB108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LB108／有機化学特論 １ 

(Special Lecture on Organic Chemistry 1) 

担当者名 

（Instructor） 

森本 正和(MORIMOTO MASAKAZU) 

山中 正浩(YAMANAKA MASAHIRO) 

黒田 智明(KURODA CHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE5490 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

有機化学の基本原理を学ぶ。有機反応を理解するうえで重要な基本概念や法則について総復習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

電子の動きに基づき，基本的な反応様式を原理から理解できるように解説する。まず，有機化学反応における電子の動きの基礎

を確認したあと，酸・塩基，求核付加反応，求核置換反応，求電子付加反応，求電子置換反応，脱離反応，酸化・還元など様々

な有機化学反応について解説し，置換基効果や溶媒効果についても触れる。また，NMRによる構造解析と生化学についても解

説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 有機化学反応における電子の動きの基礎 

2. 酸と塩基，共鳴効果と誘起効果 

3. 求核付加反応 

4. カルボニル化合物の反応（１） 

5. カルボニル化合物の反応（２） 

中間テスト（１） 

6. 求核置換反応 

7. 脱離反応 

8. 求電子付加反応 

9. 求電子置換反応 

10. 酸化と還元 

中間テスト（２） 

11. スペクトルによる構造解析 

12. 二次元 NMR（１） 

13. 二次元 NMR（２） 

14. 有機化学反応と生化学 

中間テスト（３） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

学部の授業「有機化学１」および「有機化学２」の内容を事前に復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間テスト 1(35%)/中間テスト２(35%)/中間テスト３(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

板書・プリント資料・視覚教材（スクリーン投影）を用いる。 

演習問題などについて授業中に解説し，フィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■LB110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LB110／有機化学特論 ３ 

(Special Lecture on Organic Chemistry 3) 

担当者名 

（Instructor） 
森本 正和(MORIMOTO MASAKAZU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE5490 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

有機分子の電子励起状態が関わる化学，すなわち有機光化学の特徴を理解し，応用分野に関する知識を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学部で学んだ有機化学反応の多くは，基底状態における反応（熱反応）であった。本授業では，光の吸収により生成する電子励

起状態を経由する反応（光反応）など，有機光化学の基礎について講義するとともに，その応用分野を紹介する。 

まず，有機光化学の基礎，すなわち電子励起状態の生成と性質，電子励起状態から起こる光物理過程（蛍光・りん光など）と光

化学反応，エキシマーとエキシプレックス，励起エネルギー移動，光化学実験法などについて講義する。その後，有機光化学の

応用的内容を含む研究トピックス，例えば超分子や分子結晶の光化学，可逆的光化学反応であるフォトクロミズム，光機能分子

を用いたデバイスの構築などを取り上げる。最後に，有機光化学に関連する文献紹介発表会を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 有機光化学 

2. 電子励起状態の生成と性質 

3. 蛍光とりん光 

4. エキシマーとエキシプレックス 

5. 無放射過程 

6. 励起エネルギー移動 

7. 光化学反応 

8. 光化学実験法 

9. 超分子・分子結晶の光化学 

10. フォトクロミズム，光機能分子デバイス 

11. まとめ（１） 

12. 文献紹介（１） 

13. 文献紹介（２） 

14. まとめ（2） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自分の専門分野内外の学術論文に興味を持ち，それらを検索・収集・閲覧することを，研究生活の習慣の 1 つとして定着させる。

授業中に学習した内容を各自で復習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内の小テスト(30%)/レポート（35%×2 回）(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Barltrop, Coyle. 1975 年. Excited States in Organic Chemistry. John Wiley & Sons (ISBN:0471049956) 

2. Turro, Ramamurthy, Scaiano. 2009 年. Principles of Molecular Photochemistry: An Introduction. University Science Books 

(ISBN:9781891389573) 

その他，必要に応じて授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

板書・プリント資料・視覚教材（スクリーン投影）を用いる。 

文献紹介発表会について授業中に講評を行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■LB139 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LB139／有機金属化学特論 

(Special Lecture on  Organometallic Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
溶液中の有機金属の構造を解く～X線吸収分光を中心に 

担当者名 

（Instructor） 
高谷 光(TAKAYA HIKARU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE5490 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
集中講義：日程は理学部掲示板を確認すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 有機金属化合物の構造解析について，有金属錯体の構造化学の基礎を理解し，それらを基に分子構造を決定する方法を習得

する。特に最近注目されている X線吸収分光を用いた溶液中の有機金属種の構造解析法の習得を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 分子の構造を決定することは，化学という学問における至上命題の一つであり，構造を知ることなく分子や物質の性質を理解す

ることはできない。本講義では，有機金属分子の構造解析について，構造化学の基礎を学んだ後に，最先端の構造解析法として

注目されている X線吸収分光を用いる溶液中有金属種の構造解析について学ぶ。講義では，ノート PC を用いて，実際に X線

吸収分光スペクトルを用いた構造解析について実習を行うので，各自ノート PC を用意願います（ノート PC を持っていない学生

への対応を考えますので，受講希望者には講義までにノート PC の所有の有無について調査します） 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. １．有機金属分子の構造基礎：錯体の構造と配位子場理論 

2. １－１．様々な有機金属分子の構造と分類 

3. １－２．配位子場理論による構造の理解 

4. １－３．有機金属分子の構造と対称性 

5. ２．有機金属分子の構造解析：単結晶 X線構造解析，量子化学計算の概論と X線吸収分光の基礎 

6. ２－１．有機金属分子の構造解析法：各種分光法（UV-vis, NMR）概論 

7. ２－２．単結晶 X線構造解析を用いる有機金属分子の構造解析概論 

8. ２－３．量子化学計算による構造研究 

9. ２－４．X線吸収分光の基礎理論 

10. ２－５．X線吸収分光：XANES の基礎と構造同定 

11. ２－６．X線吸収分光：EXAFSの基礎と構造決定 

12. ２－７．X線吸収分光－量子化学計算の融合利用 

13. ３．X線吸収分光を用いる溶液中分子の構造解析（PC を用いた実習） 

14. ３－１．X線吸収分光解析パッケージソフト（フリー）Athena，Artemis の使い方（PC 利用） 

15. ３－２．X線吸収分光スペクトル（XANES，EXAFS）による構造解析実習（PC 利用） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義レポート（A4 1-2 枚）の提出があります 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/最終テスト(Final Test)(40%)/授業中小テスト(20%) 

授業中と最後に構造解析の簡単な小テスト（PC 利用），レポートは授業内容に関連の論文の抄録 

 

テキスト（Textbooks） 

自作のプリントおよび資料を配付 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://es.kuicr.kyoto-u.ac.jp/pro_takaya.html 

 

注意事項（Notice） 
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■LB140 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LB140／物理化学特論 １ 

(Special Lecture on Physical Chemistry 1) 

担当者名 

（Instructor） 

枝元 一之(EDAMOTO KAZUYUKI) 

常盤 広明(TOKIWA HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE5290 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

物理化学の基礎となる，エントロピーの概念，および量子論に基づく原子・分子の電子状態についての理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半は，計算化学の中で重要な一角を占める分子軌道法の解説と，その具体的応用事例を紹介する。PC を用いたプレゼンテー

ションも行う。後半は，統計力学の基本概念の解説を行い，それを基にエントロピー，熱力学的特性関数の統計力学的な定義を

行う。また，それらを用いて相平衡，化学平衡がどのように理解されるかを講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 分子軌道理論の概説 

2. 現代の分子軌道法１－並列処理，高精度計算，励起状態 

3. 現代の分子軌道法２－密度汎関数法，相対論効果 

4. 分子軌道計算の応用１－分光定数 

5. 分子軌道計算の応用２－化学反応 

6. 分子軌道計算の応用３－巨大系と凝集系 

7. 分子動力学法の応用－自由エネルギー，統計ゆらぎ 

8. 熱力学の基本概念 

9. 気体の分子運動－マクスウェルの速度分布 

10. 力学から統計力学へ 

11. エントロピー 

12. 分配関数 

13. 統計力学の応用１－相平衡 

14. 統計力学の応用２－化学平衡 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

配付資料を参考に事前学習を行い，プレゼンテーション等の準備を行うこと。後半部については、化学熱力学の復習をしておくこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

複数回のレポート(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

必要に応じて，資料を配付する。 

 

注意事項（Notice） 
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■LB142 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LB142／物理化学特論 ３ 

(Special Lecture on Physical Chemistry 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
高分子の熱力学 

担当者名 

（Instructor） 
齋藤 拓(SAITO HIROMU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE5290 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
集中講義：日程は理学部掲示板を確認すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

下記のことを目標に受講して下さい。 

１）熱力学の基本的な概念を深く理解して、授業計画の項目にある単語の意味を混乱することなく、説明できる。 

２）結晶化や融解、ブレンドの相分離、ガラス化、発泡などの現象や理論を熱力学の基本的な概念に基づいて説明できる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

物理化学の分野の中で熱力学について、その中でも特に高分子の熱力学について授業します。 

大学の学部１，２年生で学んだ熱力学の基礎は化学系あるいは材料系の研究に必要不可欠です。これら熱力学の基礎が実際

の研究などにどのように利用されているかを理解できるように、高分子の結晶化や融解、ブレンドの相分離、ガラス化、発泡など

を例に挙げながら、それらの理論の背景となる熱力学的な基本概念について説明します。 

なお、学生の熱力学への理解を深めてもらうため、学生との質疑応答を交えながら授業します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 熱力学第二法則と第三法則 

2. エントロピー 

3. エントロピー弾性 

4. エンタルピー 

5. 熱測定 

6. ギブズエネルギー 

7. 相転移 

8. 相図 

9. 結晶化 

10. 融解 

11. ガラス転移 

12. 実在気体と対応状態の原理 

13. 超臨界流体 

14. 発泡 

15. 授業のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習に重点を置いて下さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

質疑応答への積極性(40%)/授業内の小テスト（20% x 3)(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LB146 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LB146／固体化学 

(Solid State Chemistry) 

担当者名 

（Instructor） 
枝元 一之(EDAMOTO KAZUYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE5290 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

固体の物性を統一的に理解し，物質の持つ多様な機能性の起源を理解することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

固体の示す物性の多くは，固体中の電子の状態により決まる。本講義では，固体の電子状態の理論を述べ，それを基に電気伝

導性と光学的性質を統一的に説明する。また，化学的に興味深い固体表面の電子状態と反応性について述べる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 結晶の構造 

2. 一次元原子鎖の電子状態（強結合法） 

3. 一次元原子鎖の電子状態（自由電子近似） 

4. 二次元結晶のバンド構造と状態密度 

5. 半導体（pn 接合、光起電力） 

6. 電気伝導性 

7. 電子気体モデル 

8. 固体の光学的性質 

9. 固体電子状態の測定法（光電子分光） 

10. 固体電子状態の測定法（光吸収分光） 

11. 反磁性と常磁性 

12. 強磁性と反強磁性 

13. 結晶表面の構造と電子状態 

14. 結晶表面の反応性 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

量子化学の基礎を復習しておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. P. A. Cox、2001、『固体の電子構造と化学』、技報堂出版 (ISBN:4-7655-0371-2) 

2. C. Kittel、2012、『固体物理学入門（上）』、丸善 (ISBN:978-4-621-07653-8) 

3. C. Kittel、2012、『固体物理学入門（下）』、丸善 (ISBN:978-4-621-07654-5) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LB152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LB152／特別講義 ２ 

(Special Lecture 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
機能性有機分子および超分子の構築とその物性評価 

担当者名 

（Instructor） 
河合 英敏(KAWAI HIDETOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE6090 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
集中講義：日程は理学部掲示板を確認すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では、化学系分野の研究者や技術者として以下の基礎的知識を習得できる。 

 

【到達目標】 

１．有機化合物の構造と物性の間の相関関係を理解し、有機分子が示す物性を予想できるようになる。 

２．有機化合物が示す物性をどのような測定方法で評価するかについて判断できるようになる。 

３．機能性有機分子がどのようにして設計され、どのような分野で応用されているか理解できるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

機能性有機分子や超分子について構造有機化学的な立場から解説し、有機化合物がどのような物性をもち、どのように利用・応

用可能かを説明する。また、これら機能性分子をどのように設計・合成するかの指針や、その物性をどのようにして測定し評価す

るかについても学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 機能性有機化合物の概要：有機分子と物性 

2. 有機化合物の UV-visスペクトルと蛍光スペクトル 

3. 外部刺激に応答して色調が変化するクロミック色素 

4. 有機化合物における吸収/蛍光特性の応用： FRET、PET 

5. 有機分子の対称性と点群、キラリティーと円二色性スペクトルの関係 

6. 有機化合物の電子的酸化還元： カチオンラジカル、アニオンラジカル、電子伝導体 

7. 分子間相互作用の強さと距離： 静電相互作用、水素結合、疎水性相互作用、ファンデルワールス力 

8. ホスト-ゲスト錯体・分子認識１： クラウンエーテルを例とした会合の平衡、エンタルピー・エントロピーの理解 

9. ホスト-ゲスト錯体・分子認識２： 分子レセプターの種類と機能性 

10. 超分子構造の同定： NMR を利用した分子運動と化学平衡、会合定数、拡散定数の導出 

11. 超分子化学１： 鋳型合成、動的共有結合、ロタキサン・カテナンの構築 

12. 超分子化学２： ロタキサン・カテナン類の機能性 

13. 超分子化学３： 自己組織化、分子カプセル 

14. 超分子化学４： 分子マシン 

15. 超分子化学の未来： システム化学、分子ソーティング、動的ライブラリー 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習： 有機分子の機能性とその物性調査の手法について調べておく。 

復習： 配付されたプリントおよび講義内容をもとに興味のある分野の最近の論文を調査する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/レポート 1(20%)/小テスト 1(20%)/小テスト 2(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義時にプリントを配付し、それに基づき授業を進める。 

 

参考文献（Readings） 

1. 伊与田正彦、2002、『材料有機化学』、朝倉書店 (ISBN:4-254-25564-0) 

2. 妹尾学・荒木孝二・大月穣、1998、『超分子化学』、東京化学同人 (ISBN:4-8079-0493-0) 

3. 平岡秀一、2017、『溶液における分子認識と自己集合の原理』、サイエンス社 (ISBN:978-4-7819-1403-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

プリント資料・視覚教材（スクリーン投影）を用いる。 
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小テストについては講義中に解答・解説のフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■LB155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LB155／特別講義 ５ 

(Special Lecture 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
分離分析化学／溶液分析化学 

担当者名 

（Instructor） 

井村 久則(IMURA HISANORI) 

北川 慎也(KITAGAWA SHINYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE6090 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
集中講義：日程は理学部掲示板を確認すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 物質の分離・濃縮は，分析化学はもとより化学の基本技術であり，より高効率で高選択的，さらに環境に調和した方法が求めら

れている。化学分離法においては，目的成分の相平衡，液-液や液-固など二相間の分配や吸着，および種々の化学反応が組

み合わされており，溶液化学がその基礎となっている。本講義では，溶液化学の基本的な考え方と二相間分配の概念と理論に

基づいて，分離法の本質を理解する。 

 また，生体や環境分析を行う際には様々な分析手法が用いられている。混合物の分離に欠かすことができなクロマトグラフィ

ー・電気泳動分析法について講義を行い，その理解を深める。さらに，これまでに学んでいる分析手法が実際どのように利用され

ているかの実例について学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

イオンの溶媒和，溶質と溶媒の相互作用，溶解・二相間分配・吸着，さらに，酸塩基，錯形成，酸化還元等の化学反応含む溶液

化学と，それに基づくイオンや分子の分離化学を講義する。また、クロマトグラフィー・電気泳動の基礎と現在の発展状況、およ

び、応用例についてパワーポイントを用いて説明する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イオンの溶媒和 

2. 錯形成の規則性 

3. 溶媒の物性と溶質―溶媒相互作用 

4. 非水溶媒中の酸塩基反応 

5. 分配の熱力学：分配定数の溶媒効果 

6. 分配の熱力学：分配定数の規則性 

7. 内圏と外圏の錯形成と選択的協同効果 

8. クロマトグラフィーの基礎 

9. 最近のクロマトグラフィー① 

10. 最近のクロマトグラフィー② 

11. クロマトグラフィーの応用例 

12. 電気泳動の基礎 

13. キャピラリー電気泳動の基礎 

14. オンキャピラリー濃縮 

15. キャピラリー電気泳動の応用例 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

次の目標を達成するように学習する 

・二相間分配の理論を理解し応用できる。 

・錯形成反応におけるいろいろな規則性が説明できる。 

・二相間分配の規則性が説明できる。 

・クロマトグラフィーや電気泳動の基本原理が説明できる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート①(40%)/レポート②(40%)/受講態度(20%) 

レポートを課す 

 

テキスト（Textbooks） 

講義資料を配付する 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LB158 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LB158／特別講義 ８ 

(Special Lecture 8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代表面科学 

担当者名 

（Instructor） 
吉信 淳(YOSHINOBU JUN) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE6090 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
集中講義：日程は理学部掲示板を確認すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学部の 3 年生までの授業で習得した物理と化学の基礎知識を土台にして、現代の表面科学を理解するために不可欠な重要な

概念や測定法の原理を理解し、特に表面化学へ応用する能力を習得すること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代表面科学を理解できるように、表面科学が誕生した背景から始めて、重要な概念や実験法の原理と応用を説明する。それら

を元に、モデル触媒反応、半導体表面化学、分子レベルの観察と制御など最先端の話題を紹介する。毎回、レジュメを配付し、

出席確認をかねて授業の最後に小クイズを実施する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 表面科学とは何か 

2. 固体表面の構造（１）：回折法 

3. 固体表面の構造（２）：顕微鏡法 

4. 気体分子の運動と吸着キネティクス 

5. 固体表面の電子状態と化学吸着 

6. 吸着原子・分子の振動 

7. 吸着原子・分子の拡散と成長 

8. 表面反応と脱離過程 

9. 触媒反応の基礎 

10. モデル触媒反応 

11. 半導体表面の化学 

12. 有機分子と固体表面 

13. 表面におけるダイナミクス 

14. 表面の原子・分子スケールの研究 

15. 表面における原子・分子の操作 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

学部 3 年生までの力学、波動・振動、熱・統計力学、量子化学の基礎、化学結合論などを復習し理解していることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業のクイズ（出席点をかねる）(70%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 岩澤・中村・福井・吉信・、2010、『ベーシック表面化学』、化学同人 (ISBN:978-4759811667) 

 

参考文献（Readings） 

1. John T. Yates, Jr. & J.Karl Johnson (著), 川合 眞紀, 宗像 利明 , 清水 智子 (翻訳)、2010、『エンジニアのための物理化

学』、東京化学同人 (ISBN:978-4807907175) 

2. R．ホフマン、1993、『固体と表面の理論化学』、丸善 (ISBN:978-4621037812) 

3. G.Attard and C. Barnes. 1998. Surfaces. Oxford Univ. Press (ISBN:978-0198556862) 
4. 上羽弘、2005、『工学系のための量子力学[第 2 版]』、森北出版 (ISBN:978-4627782228) 
5. 日本表面科学会 (編集)、2013、『表面科学の基礎 (現代表面科学シリーズ 2)』、共立出版 (ISBN:978-4320033733) 
 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LB159 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LB159／化学英語 

(Chemical English) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
English for Graduate Students 

担当者名 

（Instructor） 

中川 直子(NAKAGAWA NAOKO) 

テラシマ，Ａ．(TERASHIMA ALEXANDRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE5993 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語で論文を書き，学会発表するのに必要な知識とスキルを身につける。授業を通して各学生は英語でミニ論文を作成し，プレ

ゼンテーションを行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

Terashima 担当分 

Classes will be a combination of lecture on the structure and language of scientific papers, with emphasis on chemical English, 

and student activities to practice writing and revision techniques. Students will prepare mini-articles based on their research 

topics. 

 

中川担当分 

学生は作成したミニ論文をもとに，国際学会発表を想定した英語でのプレゼンテーション用ＰＰＴを作成し，プレゼンテーション演

習を行う。  また，化学に関する科学英語論文のリーディング演習およびリスニング演習を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Structure of scientific papers and basic grammar 

2. Abstract with associated grammar 

3. Introduction and references with associated grammar  

4. Materials and Method with associated grammar 

5. Results and Discussion with associated grammar 

6. Conclusions with associated grammar 

7. Peer review and revision strategies 

8. 英語プレゼンの論理構成と必要な表現 

9. リーディング・リスニング・文法演習及び英語でのプレゼンテーション用ＰＰＴの作成１ 

10. リーディング・リスニング・文法演習及び英語でのプレゼンテーション用ＰＰＴの作成２ 

11. リーディング・リスニング・文法演習及び英語でのプレゼンテーション用ＰＰＴの作成３ 

12. リーディング・リスニング・文法演習及び英語でのプレゼンテーション用ＰＰＴの作成４ 

13. プレゼンスピーチの発音チェックと質疑応答練習 

14. 英語プレゼンテーション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

.専門用語を調べることのできる電子辞書などのツールは毎回持参すること．授業で習ったことは，必ず復習しておくこと。

PowerPointでの発表練習もおこなうので，使い方に習熟しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

複数回のレポートおよび複数回の小テスト(70%)/プレゼンテーション(20%)/授業態度（出席を含む）(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜配付する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LB160 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LB160／量子化学特論２ 

(Special Lecture on Quantum Chemistry 2) 

担当者名 

（Instructor） 

望月 祐志(MOCHIZUKI YUJI) 

都築 誠二(TSUZUKI SEIJI) 

安池 智一(YASUIKE TOMOKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE5690 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

量子化学・計算化学の理論と実装，さらに応用事例を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半では，量子化学の代表手法である分子軌道法について，最新の理論と高速化の技法までを概説する。また後半では，例示

的な応用計算について紹介する（特に分子間相互作用解析に力点を置く）。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ハートリーフォック法： 平均場近似、自己無撞着場 （望月） 

2. 電子相関理論１： 配置間相互作用(CI)と多体摂動論(MBPT) （望月） 

3. 電子相関理論２： 結合クラスター展開(CC)と直接距離依存法(R12・F12） （望月） 

4. 密度汎関数法： 各種汎関数の紹介と精度(B3LYPや B97D など) （望月） 

5. 基底関数： Pople 系基底と Dunning 系基底 （望月） 

6. エネルギー微分と応答理論： 解析的微分と分子構造最適化，励起エネルギーや物性値 （望月）  

7. 計算の高速化： 行列積型アルゴリズム、並列分散処理、ファイル無処理  （望月） 

8. 相互作用解析１： 分子間相互作用の種類と計算方法（超分子法と基底関数重ね合わせ誤差） （都築） 

9. 相互作用解析２： 分子間相互作用の計算精度：基底関数系と電子相関の補正法の影響 （都築） 

10. 相互作用解析３： 種々の分子間相互作用の解析（π/π、CH/π 相互作用、水素結合、ハロゲン結合など） （都築） 

11. 凝縮系への展開１：原子・クラスター・固体の電子状態 （安池） 

12. 凝縮系への展開２：固体表面と分子の相互作用 （安池） 

13. 凝縮系への展開３：固体表面で起こる様々な分子プロセス （安池） 

14. まとめと補足 （望月） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

前半の内容では数式を使った解説が多くなるので，適切に理解するには自習が必要となるかもしれない。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中に複数回のレポート提出を求める(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

テキストは特に指定しないが，学部で「分子軌道論」を履修した学生は適宜復習することを薦める。なお，資料や論文などの配付

も行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■LB163 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LB163／特別講義１１ 

(Special Lecture 11) 

担当者名 

（Instructor） 
森本 正和(MORIMOTO MASAKAZU)他 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE6090 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
日程は 8 月中に理学部掲示版に掲示する 

 

授業の目標（Course Objectives） 

幅広い分野に亘る最先端の科学に触れ，それらの理解を深めながら，幅広い知識を修得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

様々な分野で活躍されている兼任講師の先生方の研究，ならびにそれに関連した分野について，最新の情報を講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 中野 祥吾 「アンサンブル学習法を用いた新規アミノ酸配列解析手法の開発とタンパク質化学への応用」（１） 

2. 中野 祥吾 (２) 

3. 中野 祥吾 (３) 

4. 小沢 拓 「高分子材料設計および製品設計のためのマルチスケールシミュレーション技術」（１） 

5. 小沢 拓 （２） 

6. 関根 あき子「Ｘ線結晶構造解析と結晶化学」（１） 

7. 関根 あき子（２） 

8. 関根 あき子（３） 

9. 壹岐 伸彦「診断・治療への展開を志向した多機能性金属錯体の創製」（１） 

10. 壹岐 伸彦（２） 

11. 五月女 宜裕「有機触媒・金属触媒・酵素反応の理解と制御を目指して」（１） 

12. 五月女 宜裕（２） 

13. 五月女 宜裕（３） 

14. 吉岡 康弘「写真感光材料の技術展開：再生医療用の細胞足場材料の開発と応用」（１） 

15. 吉岡 康弘（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習は必要としない。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/各回のレポート（6 回）(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを適宜配付する。 

 

参考文献（Readings） 

講義のときに紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各先生の日程については，後日掲示する。 

板書・プリント資料・視覚教材（スクリーン投影）を用いる。 

 

注意事項（Notice） 
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■LB301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／輪講１～４ 

(Colloquium) 

担当者名 

（Instructor） 
化学専攻全専任教員 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE6980 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

特別研究に関連する文献を精読し，理解した内容を発表することにより，研究遂行上必要な知識を習得するとともにプレゼンテー

ション能力などを養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

特別研究に関連した文献を精読する。理解した内容をまとめ，研究室ごとに設定される輪講の時間に発表を行う。その発表を基

に，研究指導教員ならびに研究室メンバーと活発な議論を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 輪講１ 

2. 輪講２ 

3. 輪講３ 

4. 輪講４ 

5. 輪講５ 

6. 輪講６ 

7. 輪講７ 

8. 輪講８ 

9. 輪講９ 

10. 輪講１０ 

11. 輪講１１ 

12. 輪講１２ 

13. 輪講１３ 

14. 輪講１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

輪講のテーマとなる文献，および関連する文献を精読する。発表者は，レジュメや PPTの作成などの発表の準備を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各研究指導員の総合的判断による。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

研究指導教員との協議により自ら設定。 

 

参考文献（Readings） 

研究指導教員との協議により自ら設定。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LB501 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究１～３ 

(Research for Master's Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
化学専攻全専任教員 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
３単位(3 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE6180 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自の研究課題について研究を行い，専門知識，技術，および理学的な思考能力を修得し，課題解決能力を養う。また，研究倫

理を身につけ，研究を遂行する。さらに，中間報告（口頭発表）を通して，研究発表能力および質疑応答能力を養成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員との協議により研究テーマを設定し，研究方法の検討，研究計画の策定などを行い，それらに基づいて研究に主体的

に取り組む。得られた研究成果を精査し，指導教員との議論等を通して筋道を立てながら研究を進め，さらに高度な研究へつな

げていく。また，研究倫理講習会や安全教育を受講し，研究倫理を身につけ，実践する。履修中には，研究の進捗について中間

報告を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，研究倫理教育 

2. 指導教員の指導のもとで研究(1) 

3. 指導教員の指導のもとで研究(2) 

4. 指導教員の指導のもとで研究(3) 

5. 指導教員の指導のもとで研究(4) 

6. 指導教員の指導のもとで研究(5) 

7. 指導教員の指導のもとで研究(6) 

8. 指導教員の指導のもとで研究(7) 

9. 指導教員の指導のもとで研究(8) 

10. 指導教員の指導のもとで研究(9) 

11. 指導教員の指導のもとで研究(10) 

12. 指導教員の指導のもとで研究(11) 

13. 指導教員の指導のもとで研究(12) 

14. 指導教員の指導のもとで研究(13) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

研究テーマに関連した文献の精読。毎回の研究の方法の検討および計画の策定。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究活動の状況により総合的に評価する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指導教員の指示に従うこと。 

 

参考文献（Readings） 

指導教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LB651 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／修士論文指導演習 

(Master's Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
化学専攻全専任教員 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
３単位(3 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE6180 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

特別研究 1～3で得られた研究成果を精査し，取りまとめることによって，論理的思考を身につけるとともに，修士論文を作成す

る。さらに，最終試験（口頭発表）を通して，研究発表能力および質疑応答能力を修得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

特別研究 1～3で得られた研究成果を精査し，それを踏まえて指導教員との協議により設定したテーマについて主体的に研究を

行う。それらの研究から得られた成果を取りまとめて，修士論文を作成する。さらに，修士論文に関する最終試験（口頭発表）を

行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 修士論文指導演習(1) 

2. 修士論文指導演習(2) 

3. 修士論文指導演習(3) 

4. 修士論文指導演習(4) 

5. 修士論文指導演習(5) 

6. 修士論文指導演習(6) 

7. 修士論文指導演習(7) 

8. 修士論文指導演習(8) 

9. 修士論文指導演習(9) 

10. 修士論文指導演習(10) 

11. 修士論文指導演習(11) 

12. 修士論文指導演習(12) 

13. 修士論文指導演習(13) 

14. 修士論文指導演習(14) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

研究に関連した文献の精読。特別研究 1～3 の精査。それらを基にした研究計画，論文作成計画の策定。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

修士論文，口頭発表および研究活動の状況により総合的に評価する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指導教員の指示に従うこと。 

 

参考文献（Readings） 

指導教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LC002 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／数学研究１～４ 

(Research in Mathematics) 

担当者名 

（Instructor） 
数学専攻全専任教員 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
３単位(3 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT6080 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の下で，主としてゼミ形式により各院生が専門分野の書物あるいは論文の解読を行う。必要に応じて，指導教員が講義

の形で専門知識を教授することもある。 

教員は，院生が問題意識を持って数学と向き合うことができるように指導していく。 

最終的には，修士論文を作成することを目標とする。そのため研究分野における適切な専門書あるいは論文を読みこなし，研究

課題を設定してこれを解決する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

数学研究１～４は院生が主体的に数学を研究していく場であり，指導教員は研究の方向に注意しながら助言および必要な知識

の伝授を行う。先ず，各院生は指導教員の助言の下で研究する分野の細目を決めその専門書を選定する。１, ２では主にその専

門書を読み研究に必要な知識を吸収する。３においては専門論文等を参考にして研究課題を設定する。３の後半から４にかけ

て，設定した課題に対する文献講読を通して問題解決に向けた考察を続ける。この過程が授業の最も重要な場面であり，指導教

員は院生との議論や助言によって考察を支援する。最後に，研究課題に対する結果を修士論文としてまとめ上げる指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究指導(1) 

2. 研究指導(2) 

3. 研究指導(3) 

4. 研究指導(4) 

5. 研究指導(5) 

6. 研究指導(6) 

7. 研究指導(7) 

8. 研究指導(8) 

9. 研究指導(9) 

10. 研究指導(10) 

11. 研究指導(11) 

12. 研究指導(12) 

13. 研究指導(13) 

14. 研究指導(14) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各指導教員が指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ゼミでの発表・議論(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

各指導教員が指示する。 

 

参考文献（Readings） 

各指導教員が指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LC147 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LC147／代数学特論 １ 

(Special Lecture on Algebra 1) 

担当者名 

（Instructor） 
柴田 和樹(SHIBATA KAZUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT6190 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
CA191 代数学諸論１と併合 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多項式環のイデアルの特別な生成系であるグレブナー基底とその応用について学んでいく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

多項式環のイデアルのグレブナー基底は可換環論のみならず様々な分野への応用が知られている。本講義では、前半にグレブ

ナー基底の定義や基本的性質について解説し、後半ではグレブナー基底の応用例について話していき、グレブナー基底の理解

を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 多項式環とイデアル 

2. 1 変数の場合における多項式の割り算 

3. 多変数の場合における多項式の割り算 

4. グレブナー基底の定義とその性質(1) 

5. グレブナー基底の定義とその性質(2) 

6. ブッフバーガーの判定法とアルゴリズム 

7. アフィン多様体とイデアルの関係性 

8. ヒルベルトの零点定理 

9. 消去定理 

10. 消去法による多項式系の解法 

11. 終結式の定義とその性質 

12. グラフの頂点彩色とグレブナー基底の関係性 

13. 環上のグレブナー基底の定義とその性質(1) 

14. 環上のグレブナー基底の定義とその性質(2) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「線形代数学 1・2」を予備知識とし、「代数学１」は履修中あるいは履修済みであることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート(40%×2)(80%)/授業内演習(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

講義の中で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LC148 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LC148／代数学特論 ２ 

(Special Lecture on Algebra 2) 

担当者名 

（Instructor） 
柴田 和樹(SHIBATA KAZUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT6190 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
CA192 代数学諸論２と併合 

 

授業の目標（Course Objectives） 

可換環論以外の分野への応用が広く知られているトーリック環について学ぶ。  

 

授業の内容（Course Contents） 

トーリック環やトーリックイデアルは可換環のみならず、組み合わせ論や代数統計の分野への応用が知られている。本講義で

は、前半はトーリック環やトーリックイデアルの定義や基本的性質を講義した後、後半は組み合わせ論や代数統計への応用につ

いて解説する。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 多項式環のイデアルの復習 

2. トーリック環とトーリックイデアルの定義とその性質(1) 

3. トーリック環とトーリックイデアルの定義とその性質(2) 

4. トーリック環とトーリックイデアルの定義とその性質(3) 

5. 凸多面体の三角形分割(1) 

6. 凸多面体の三角形分割(2) 

7. トーリックイデアルのイニシャルイデアルに対応する単体的複体(1) 

8. トーリックイデアルのイニシャルイデアルに対応する単体的複体(2) 

9. トーリック環のヒルベルト関数(1) 

10. トーリック環のヒルベルト関数(2) 

11. 整数計画への応用(1) 

12. 整数計画への応用(2) 

13. 実験計画への応用(1) 

14. 実験計画への応用(2) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「線形代数学 1・2」、「代数学１」を予備知識とする。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート(40%×2)(80%)/授業内演習(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

講義の中で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LC154 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LC154／代数学特論 ８ 

(Special Lecture on Algebra 8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
代数的算法の設計法 

担当者名 

（Instructor） 
横山 和弘(YOKOYAMA KAZUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT6190 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
CA196 代数学諸論６と併合 

 

授業の目標（Course Objectives） 

代数学に現れる基本的な概念やその操作を計算機上で実現する理論である代数的算法論について, その基本となるアルゴリズ

ムの基本と具体的な設計法について学ぶ. 既存の計算法がどのようにして構築されたかの背景を知ることで, 未知なる方法へ挑

戦するための基礎力を養う.  

 

授業の内容（Course Contents） 

代数的計算は, 記号計算の範疇にあり, その上に代数的操作が入る. そこで, まず記号計算と代数的計算の特徴をいくつかの

根源的な計算法を通じて解説する. 数学的には自明であっても, 実際の計算機上では問題になるポイントを説明し, 現在使われ

ている計算法がどのような視点を持って, 計算上の困難さを解決していったかを事例研究的に解説する. 事例として, 多項式の

GCD, 因数分解, そして多項式イデアルの基底計算, 準素分解などを取り上げ, 計算の技法としてモジュラー計算技法や分割統

治法などを説明する.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 代数的算法入門：記号計算と代数計算の基本 

2. 多項式の GCD 計算１：ユークリッドの互除法の計算機上での実現 

3. 多項式の GCD 計算２：モジュラー計算技法 

4. 多項式の因数分解１：有限体上の分解 

5. 多項式の因数分解２：有理数上の分解 

6. 多項式の因数分解３：多項式時間計算法 

7. 多項式イデアルの基底１：生成系とグレブナー基底 

8. 多項式イデアルの基底２：ブッフバーガー算法 

9. 多項式イデアルの基底３：計算の効率化 

10. 多項式イデアルの操作１：消去法の視点から 

11. 多項式イデアルの操作２：イデアルの交わり, イデアル商など 

12. 多項式イデアルの操作３：０次元イデアルの準素分解 

13. 多項式イデアルの操作４：高次元イデアルの準素分解 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

代数的な概念や操作が中心課題となるので, 線形代数, 群論, 可換環など３年次春学期までに習った代数系の基本を復習して

おくこと. また実際の計算機でどう操作が実現されているかをプログラムを実行させて体感することを奨励する.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内課題(56%)/小レポート（２〜３回）(44%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定しない.  

 

参考文献（Readings） 

講義中に適宜紹介する.  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LC155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LC155／幾何学特論 １ 

(Special Lecture on Geometry 1) 

担当者名 

（Instructor） 
真瀬 真樹子(MASE MAKIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT6290 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
CA201 幾何学諸論５と併合 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アファイン (代数) 多様体, 射影 (代数) 多様体, 非特異 (代数) 多様体について学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書の Chapter 1 から Chapter 3 までの内容を解説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 概要 

2. ヒルベルトの零点定理(1) 

3. ヒルベルトの零点定理(2) 

4. 多項式写像と写像(1)  

5. 多項式写像と写像(2) 

6. 多項式写像と写像(3) 

7. 多項式写像と写像(4) 

8. 射影空間, 射影多様体(1) 

9. 射影空間, 射影多様体(2) 

10. 有理写像と射(1) 

11. 有理写像と射(1) 

12. 滑らかな点と次元(1) 

13. 滑らかな点と次元(2) 

14. 滑らかな点と次元(3) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に出題する ``Quiz'' または, 教科書の Exercises のうち, 数題を解答しレポート提出することを課題とする予定である。 

場合により授業中に記述するリアクションペーパー (感想や気付いたことなど) を課すことがある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(40%)/授業中に出題する課題(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Klaus Hulek. 2003. Elementary Algebraic Geometry. AMS 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LC156 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LC156／幾何学特論 ２ 

(Special Lecture on Geometry 2) 

担当者名 

（Instructor） 
真瀬 真樹子(MASE MAKIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT6290 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
CA202 幾何学諸論６と併合 

 

授業の目標（Course Objectives） 

3 次平面代数曲線論と 3 次代数曲面論の基礎事項を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書の Chapter 4 と Chapter 5 の内容を解説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 概要 

2. 平面曲線 

3. 交点数 

4. 平面曲線の分類 

5. 楕円曲線の群構造(1) 

6. 楕円曲線の群構造(2) 

7. 3 次曲面上の直線の存在(1) 

8. 3 次曲面上の直線の存在(2) 

9. 3 次曲面上の 27 直線の配置(1) 

10. 3 次曲面上の 27 直線の配置(2) 

11. 3 次曲面上の 27 直線の配置(3) 

12. 3 次曲面の有理性(1) 

13. 3 次曲面の有理性(2) 

14.  3 次曲面の有理性(3) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に出題する''Quiz'' または, 教科書の Exercises のうち, 数題を解答しレポート提出することを課題とする予定である。 

場合により授業中に記述するリアクションペーパー (感想や気付いたことなど) を課すことがある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(40%)/授業中に出題する課題(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Klaus Hulek. 2003. Elementary Algebraic Geometry. AMS 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LC171 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LC171／応用数学特論 １ 

(Special Lecture on Applied Mathematics 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グラフ理論 

担当者名 

（Instructor） 
土屋 守正(TSUCHIYA MORIMASA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT6690 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
CA188 応用数学諸論４と併合 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グラフ理論を取り上げ，『問題対象を有限離散的に捉え解決するための基礎的方法・知識・技術』を習得してもらう。さらに，応用

例を通して，それらの習得が数理科学や情報科学の問題解決に必須であることを認識してもらう。これらを通して応用数学に関

する発展的題材について理解を得ることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

グラフ理論の基本的な概念をまず理解してもらい，様々な結果を紹介する。それぞれの内容が，日常生活等で具体的に現れる

場面をできる限り紹介する。扱うトピックは，周遊性（オイラーグラフ、ハミルトングラフ），点彩色性，辺彩色性である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. グラフの定義と例  

2. 道と最短経路問題 

3. 次数と隣接行列 

4. オイラーグラフについて 

5. ハミルトングラフについて 

6. 中国人郵便配達人問題と巡回セールスマン問題について 

7. グラフの周遊性と中間まとめ 

8. 平面的グラフについて 

9. 点彩色の基本的性質について 

10. 4 色定理について 

11. 点彩色のアルゴリズム 

12. 辺彩色の基本的性質について 

13. 辺彩色のアルゴリズムについて 

14. グラフの彩色とまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書の演習問題を解くことで，内容の理解を深めることができる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間テスト(40%)/レポート（10％×2 回）(20%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 恵羅博，土屋守正、２０１０、『グラフ理論 増補改訂版』、産業図書 (ISBN978-4-7828-5355-9 C3355) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LC175 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LC175／数学特論 １ 

(Special Lecture on Mathematics 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
線形代数学の歴史 

担当者名 

（Instructor） 
中根 美知代(NAKANE MICHIYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT6090 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
CA211 数学諸論３と併合 

 

授業の目標（Course Objectives） 

数学科の必修科目である線形代数学が形成された歴史的経過を見ていくことにより、この科目への理解を深め、あわせて数学と

いう学問の性質について考えていく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

連立方程式の歴史は古代までさかのぼることができる。以降、連立方程式がどのように扱われ、行列と結びついたかを論じる。

あわせて、18-19 世紀にかけて、行列式・固有値・行列の階数等の概念が導入され、行列を関連づけられて、線形代数学という

分野が成立していく経過も見ていく。線形代数学を学んでいれば、他の学部・学科生でも受講上の問題はない。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 古代バビロニアでの連立方程式 

2. 中国『九章算術』に見られる連立方程式 

3. 百鶏問題をめぐって：インドでの連立方程式 

4. フィボナッチと連立方程式 

5. ルネサンス期の連立方程式・文字式の導入 

6. 連立方程式の解の公式と行列式：ライプニッツとその周辺 

7. ガウスと 2 次形式 

8. コーシーと行列式 

9. 非可換代数の登場と行列の導入 

10. ケーリーと行列の体系化 

11. 固有値の着想 

12. 2 次形式と固有値 

13. 行列の階数と連立方程式の解 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

大学の授業で使った線形代数学の教科書、ないしは授業ノートを必ず用意し、この授業の進度にあわせて、線形代数学を復習

すること。また、与えられた課題をできるだけ遅れないで提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業中に出題する課題(30%)/授業参加態度(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の進展に応じて、授業中ないしは Blackboard で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Blackboard を必ず確認すること。授業中の学習態度（遅刻・欠席・通信機器の利用・ノートの取り方など）を重視する。 

 

注意事項（Notice） 
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■LC176 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LC176／数学特論 ２ 

(Special Lecture on Mathematics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
微分積分学の誕生 

担当者名 

（Instructor） 
中根 美知代(NAKANE MICHIYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT6090 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
CA212 数学諸論４と併合 

 

授業の目標（Course Objectives） 

17 世紀の微積分学の形成過程を概観する。提示された問題を解こうとする試みが一つの理論を作り上げていく状況を学ぶこと

により，数学とは何かを考えていく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

微積分学を作ったのはニュートンとライプニッツだといわれている。しかし，そこに至るまでには，古代から考えられていた問題・新

しく出てきた問題を解こうとする試みのなかから生まれた，多くの数学的な成果の積み上げがあった。16 世紀末から 17 世紀にか

けて，個別の成果が導かれる過程を検討したうえで，ニュートン・ライプニッツにより，それらがどのような形でまとめられ，微積分

学が誕生したかを講義する。あわせて，これまでに学んだ微積分学を復習する機会ともしたい。理学部他学科生の数学の知識で

対応できる内容なので，受講を歓迎する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. フェルマーとデカルトによる座標の導入 

2. フェルマーの極限概念と接線法・デカルトの接線法 

3. 無限小と不可分者：ケプラーとカヴァリエリ 

4. フェルマーの求積法 

5. ウォリスと積分公式 

6. サイクロイドの発見：ロベルヴァルとホイヘンス 

7. サイクロイドの求積：ロベルヴァル，パスカルらの成果 

8. べき級数をめぐって：メルカトル，グレゴリーらの成果 

9. 接線問題と求積の関連づけ：バロウ 

10. ニュートン：べき級数から流率法へ 

11. ニュートン：『プリンキピア』と極限概念 

12. ライプニッツ：和と差の問題から微積分へ 

13. ライプニッツ：微分と積分の関係の認識と微分方程式 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

中学校・高校の数学の内容を教科書・学習参考書などで確認し，授業中必要な箇所を参照できるようにしておくこと。授業の進み

具合により，随時 Blackboard でも指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業中に出した課題(30%)/授業参加度(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 吉田洋一・赤摂也、2013、『数学序説』、ちくま学芸文庫 (ISBN:978-480-4-09558-9) 

2. 原亨吉、2013、『近世の数学』、ちくま学芸文庫 (ISBN:978-4-480-09545-9) 

3. 中村幸四郎、2010、『近世数学の歴史』、日本評論社 (ISBN:978-4-535-78116-0) 

授業中にも適宜追加して紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Blackboard を必ず確認すること。授業中の学習態度（遅刻・欠席・通信機器の利用・ノートの取り方など）を重視する。 

 

注意事項（Notice） 
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■LC181 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録/LC181／数学特論 ７ 

(Special Lecture on Mathematics 7) 

担当者名 

（Instructor） 

山田 裕二(YAMADA YUJI) 

横山 和弘(YOKOYAMA KAZUHIRO) 

西納 武男(NISHINO TAKEO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT5090 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

数学専攻学生限定 

2017 年度以前入学者は科目コード登録（LC181） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学部の授業で習った代数，解析，幾何における基本的な内容を復習する。更に，関連する問題を解くことを通して論理的な文章

をきちんと書けるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

代数，解析，幾何について毎回基本的な内容を復習し，関連する演習問題を解き，黒板で発表もしくはレポートとして提出しても

らい，それに対する解説や添削指導をする。代数，解析，幾何についてそれぞれ４回ないし５回程度行う予定。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 位相空間論に関する問題（１） 

2. 位相空間論に関する問題（２） 

3. 位相空間論に関する問題（３） 

4. 位相空間論に関する問題（４） 

5. 線形代数と群論に関する問題（１） 

6. 線形代数と群論に関する問題（２） 

7. 線形代数と群論に関する問題（３） 

8. 線形代数と群論に関する問題（４） 

9. 線形代数と群論に関する問題（５） 

10. 数列の極限や級数の和および微分積分に関する問題（１） 

11. 数列の極限や級数の和および微分積分に関する問題（２） 

12. 数列の極限や級数の和および微分積分に関する問題（３） 

13. 数列の極限や級数の和および微分積分に関する問題（４） 

14. 数列の極限や級数の和および微分積分に関する問題（５） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じて各回に対応する内容について復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート（14 回）(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LC182 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録/LC182／数学特論 ８ 

(Special Lecture on Mathematics 8) 

担当者名 

（Instructor） 

佐藤 信哉(SATO NOBUYA) 

筧 三郎(KAKEI SABUROU) 

斉藤 義久(SAITO YOSHIHISA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT5080 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
数学専攻学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

数学専攻の大学院生として必要とされるレベルのプレゼンテーション能力, すなわち, 自分の研究内容を他の人に正しく伝える能

力を身につけることを目的とする｡ また, 聴衆としてプレゼンテーションを聞いた上で, その内容について数学的コミュニケーショ

ンを行うことも目的である｡ 

 

授業の内容（Course Contents） 

まずガイダンスとして, 担当教員より, 数学のプレゼンテーションを行う上で基本となる事項を解説する｡ 次いで, 担当教員の模

擬プレゼンテーションとそれに対するディスカッションを行う｡ その上で, 受講者は, 各自の研究内容, ないし, それに関連した文

献紹介を行う｡ また, 他の参加者のプレゼンテーションに対して, その内容に対するディスカッションおよびプレゼンテーションに

対する批評を行うことで, 相互の数学的コミュニケーション能力を高め合う｡ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／教員による模擬プレゼンテーション 

2. 学生によるプレゼンテーションとディスカッション  

3. 学生によるプレゼンテーションとディスカッション  

4. 学生によるプレゼンテーションとディスカッション  

5. 学生によるプレゼンテーションとディスカッション  

6. 学生によるプレゼンテーションとディスカッション  

7. 学生によるプレゼンテーションとディスカッション  

8. 学生によるプレゼンテーションとディスカッション  

9. 学生によるプレゼンテーションとディスカッション  

10. 学生によるプレゼンテーションとディスカッション  

11. 学生によるプレゼンテーションとディスカッション  

12. 学生によるプレゼンテーションとディスカッション  

13. 学生によるプレゼンテーションとディスカッション  

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表用のスライド, および, レジメの作成｡ 要領は講義において指示する｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー (毎回)(30%)/研究内容のプレゼンテーション (複数回)(50%)/発表内容に関するレポート (複数回)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

講義内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LC191 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LC191／情報科学特論 １ 

(Special Lecture on Information Science 1) 

担当者名 

（Instructor） 
篠原 直行(SHINOHARA NAOYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT6490 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

CA179 情報科学諸論１と併合 

集中講義：日程は理学部掲示板を確認すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

任意に与えられた自然数が素数であるか否かを判定するアルゴリズム（素数判定法）の理解を深めることで、RSA 暗号における

鍵生成について学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

RSA 暗号は現在最も広く利用されている公開鍵暗号であり、二つの相異なる 1014 bit 長の素数がユーザーの秘密鍵として使

用されている。一般的に RSA 暗号の鍵生成では、ランダムに生成された自然数に対して素数判定法を実行する計算が行われ

る。代表的な素数判定法に Miller-Rabin test と Lucas test があり、例えばアメリカ国立標準技術研究所 (NIST) が発行してい

る標準規格書 FIPS PUB 186-4 でも採用されている。 

この講義では Miller-Rabin test と Lucas test について説明する。さらにこれらをフリーソフトである数式処理システム 

Risa/Asir を用いて実装し、数値実験を行うことで、これらのアルゴリズムの効率性について学習する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 素数判定法、素数証明法、試し割法、計算量 

2. 冪演算の高速化、Fermat test 

3. 数式処理ソフト ASIR の使い方 

4. Carmichael 数 

5. Miller-Rabin test 

6. プログラミング演習 

7. 平方剰余 

8. Lucas test, Frobenius test 

9. Lucas chain 

10. プログラミング演習 

11. Lucas 擬素数 

12. Frobenius 擬素数 

13. Strong Frobenius test 

14. プログラミング演習 

15. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(49%)/数回の小レポート(51%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 77 - 

■LC192 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LC192／情報科学特論 ２ 

(Special Lecture on Information Science 2) 

担当者名 

（Instructor） 
篠原 直行(SHINOHARA NAOYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT6490 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
CA180 情報科学諸論２と併合 

 

授業の目標（Course Objectives） 

楕円曲線を用いた整数の素因数分解法の理解を深めることで，開鍵暗号の安全性評価について学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

有限体上の楕円曲線の有理点の成す群は，楕円曲線暗号や，整数の素因数分解，素数証明に利用されるなど，暗号や計算機

整数論の分野において重要な研究対象となっている。整数の素因数分解を効率よく行う代表的なアルゴリズムに数体篩法と楕

円曲線法がある。この講義では主に楕円曲線法について学習することで，数体篩法と楕円曲線法の違いを理解する。さらに，楕

円曲線法とその中で利用する簡単なアルゴリズムについてはフリーソフトである数式処理システム Risa/Asir を用いて実装し，

数値実験を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. RSA 暗号と素因数分解 

2. 計算量 

3. ユークリッドの互除法 

4. 数式処理ソフト ASIR の使い方 

5. 楕円曲線と加法群 

6. 群演算の高速化 

7. 整数倍算の高速化 

8. プログラミング演習 

9. p-1 法 

10. 楕円曲線法 

11. 楕円曲線法 

12. プログラミング演習 

13. 楕円曲線法の改良 

14. プログラミング演習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は，必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(50%)/数回の小レポート(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LD101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LD101／生命理学概論 

(Introduction to Life Science) 

担当者名 

（Instructor） 
堀口 吾朗(HORIGUCHI GOROU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS5390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

植物発生を制御する分子機構について，遺伝子発現，タンパク質相互作用，情報伝達等の面から理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

植物は動物と異なり移動性を持たない。そのため，一度根をおろした環境に柔軟に対応しながら，植物の形態形成は進められ

る。植物特有の形態形成について，その分子機構の一端を明らかにしたマイルストーン的な文献をもとに，学生による論文紹介

を行う。それを通じて，論文の探し方，読み方を身につけるとともに，未解明の問題の探り方について討論を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 植物の形態形成についての予備知識 

2. 植物形態形成に関する論文紹介および討論（１） 

3. 植物形態形成に関する論文紹介および討論（２） 

4. 植物形態形成に関する論文紹介および討論（３） 

5. 植物形態形成に関する論文紹介および討論（４） 

6. 植物形態形成に関する論文紹介および討論（５） 

7. 植物形態形成に関する論文紹介および討論（６） 

8. 植物形態形成に関する論文紹介および討論（７） 

9. 植物形態形成に関する論文紹介および討論（８） 

10. 植物形態形成に関する論文紹介および討論（９） 

11. 植物形態形成に関する論文紹介および討論（１０） 

12. 植物形態形成に関する論文紹介および討論（１１） 

13. 植物形態形成に関する論文紹介および討論（１２） 

14. 植物形態形成に関する論文紹介および討論（１３） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じ参考資料を配付する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/論文紹介の内容(30%)/討論への参加態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LD103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LD103／生物物理学概論 

(Introduction to Biophysics) 

担当者名 

（Instructor） 
花井 亮(HANAI RYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS5290 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「生きている」ことにはオカルトはない。つまり，物理法則に反する現象は起こっておらず，生命現象は物理化学の範囲内で成立

している。 

タンパク質や核酸の物理化学的性質や確率的現象によって，生物学的な機能が実現していること，さらには，物理化学的に可能

な極限まで進化している場合もあることを理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

タンパク質の DNA結合による遺伝子の発現制御は，本当に，特異的に，効率よく，速く，達成されているのだろうか？ 

lac オペロンを題材に，この問題に関する現在までの研究について述べる。その過程で，タンパク質や核酸分子の機能を理解す

るうえで重要な，構造生物学の基本，物理化学的や確率論的な概念や，研究の方法を説明する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. タンパク質の立体構造 

2. 核酸の立体構造 

3. 立体構造の決定方法 

4. タンパク質の DNA結合の配列特異性 

5. タンパク質の DNA結合の調節 

6. 酵素反応の特異性の限界と校正 

7. DNAのルーピングとタンパク質の結合 

8. DNAの局所的構造とタンパク質の結合 

9. 拡散 

10. タンパク質の DNAへの結合の速度 

11. タンパク質の DNA上での動き 

12. タンパク質構造の揺らぎと DNA 結合 

13. 遺伝子発現のバイスタビリティー 

14. 遺伝子発現の「ノイズ」 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

学部レベルの生化学と分子生物学を復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(60%)/授業中に出す宿題（２つ以上を提出）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

図版資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Rob Phillips ら、2011、『細胞の物理生物学』、共立出版 (ISBN:978-4320057166) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

板書，OHC を用いた図版資料への書き込み，PC での CGを併用して，講義する。 

リアクションペーパーへのフィードバックは次回授業で行う。宿題へのフィードバックは個人的に応じる。 

 

注意事項（Notice） 
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■LD104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LD104／生物化学概論 

(Introduction to Biochemistry) 

担当者名 

（Instructor） 
岡 敏彦(OKA TOSHIHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS5390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

オルガネラ機能に関する最新のトピックを学び，その原著論文を理解，そして議論できる力を育てる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

オルガネラは様々な細胞機能を担っている。近年，オルガネラの新たな機能が分子レベルで急速に蓄積されてきた。本授業で

は，下記に示す幾つかのトピックに絞り，その概要を学び，原著論文を履修者全員で討論する。また近年，医学生理学・生物学

の分野ではノーベル賞と同様に，米国・ラスカー賞やカナダ・ガードナー賞が注目を浴びている。その受賞者達の受賞研究の原

著論文も取り上げ，履修者全員で討論する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ミトコンドリアとリン脂質合成 その１ 

2. ミトコンドリアとリン脂質合成 その２ 

3. エンドソームと膜タンパク質分解 その１ 

4. エンドソームと膜タンパク質分解 その２ 

5. オートファジーとタンパク質の品質管理 その１ 

6. オートファジーとタンパク質の品質管理 その２ 

7. 小胞体とストレス応答 その１ 

8. 小胞体とストレス応答 その２ 

9. ゴルジ体と糖修飾 その１ 

10. ゴルジ体と糖修飾 その２ 

11. リソソームと酸性環境の役割 その１ 

12. リソソームと酸性環境の役割 その 2 

13. ミトコンドリアとウイルス応答 その１ 

14. ミトコンドリアとウイルス応答 その２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に配付する論文に目を通してから授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への取り組み，発表，小テスト等に基づく評価(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LD106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LD106／生命理学特論 

(Special Topics in Life Science) 

担当者名 

（Instructor） 
榊原 恵子(SAKAKIBARA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS6390 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

真核生物は動物，菌類，植物の複数の系統で独立に多細胞生物体制を獲得したと考えられている。多細胞真核生物の成立を題

材に生物の体作りと多様性についての理解を深める。  

 

授業の内容（Course Contents） 

真核生物は動物，菌類，植物の複数の系統で独立に多細胞生物体制を獲得したと考えられており，10 億年以上前に多細胞体

制を獲得したと考えられている系統や比較的最近多細胞化したと考えられている系統がある。それぞれの体作りの特徴と多細胞

化の成立について学習し，その相違点と共通点を議論することで生物の多様性と共通性について理解を深める。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 多細胞研究の背景と現在 

3. 原核生物と多細胞化 

4. 多細胞化と細胞分裂（１） 

5. 多細胞化と細胞分裂（２） 

6. 多細胞化と細胞分化（１） 

7. 多細胞化と細胞分化（２） 

8. 多細胞化における細胞接着と細胞壁の役割（１）  

9. 多細胞化における細胞接着と細胞壁の役割（２）  

10. 多細胞化とゲノム進化（１） 

11. 多細胞化とゲノム進化（２） 

12. 多細胞化と転写因子の増加 

13. 多細胞化とエピジェネティクス制御 

14. まとめと討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ガイダンス時に授業で使用する論文のリストを渡すので，各自で学習し，プレゼンテーション準備を行なう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表(30%)/出席態度、授業への取り組み(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LD107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LD107／分子生物学特論 １ 

(Special Topics in Molecular Biology 1) 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 聡(GOTO SATOSHI)他 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS6190 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

最先端の研究について、深く理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

最先端の研究について、実際に世界と戦っている一線の研究者から話を伺う。 

研究内容に加え、研究の進め方、考え方などを実際に追体験する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究成果発表メソッド 

2. 多臓器連関 

3. 演習（１） 

4. 器官形成・再生  

5. 核・細胞質連絡  

6. 細胞内交通  

7. 神経機能（１）  

8. 演習（２） 

9. 神経機能（２） 

10. 神経発生と疾病 

11. 細胞の増殖・生存 

12. イメージング 

13. 色覚障害 

14. 演習（３） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業される先生の研究について、HPや論文などを見て、予習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への取り組み(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LD110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LD110／生物物理学特論 

(Special Topics in Biophysics) 

担当者名 

（Instructor） 
山田 康之(YAMADA YASUYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS6290 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生物物理学分野の様々な計測法について，原著論文の例を見ながら学ぶ。 

何がどの程度まで測定できるのかを知る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

酵素・タンパク質１分子の働く様子をみる，１分子計測法を中心に，生命科学分野で用いられる様々な測定技術について，原理，

実際の例，それらにより得られた知見を講義する。 

１分子計測法などによって，反応機構が詳細に調べられている ATP合成酵素を例に，酵素の機能解析について具体的に紹介

する。 

その他，適宜最新のトピックスを取り上げる予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 酵素反応速度論の復習(1) 

2. 酵素反応速度論の復習(2) 

3. 一般的な方法による酵素活性測定法(1) 

4. 一般的な方法による酵素活性測定法(2) 

5. 一般的な方法による酵素活性測定法(3) 

6. １分子計測による酵素活性測定法(1) 

7. １分子計測による酵素活性測定法(2) 

8. １分子計測による酵素活性測定法(3) 

9. さまざまな測定，観察技術(1) 

10. さまざまな測定，観察技術(2) 

11. さまざまな測定，観察技術(3) 

12. ATP合成酵素の機能解析(1) 

13. ATP合成酵素の機能解析(2) 

14. ATP合成酵素の機能解析(3) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

関連する内容について，復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LD115 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

LD115／生命理学特別講義 １ 

(Special Lecture in Life Science 1) 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 政人(KAWASAKI MASATO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS5290 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

タンパク質が体の中でどのように働いているかを理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

タンパク質は生命活動の根幹を担う高分子である。タンパク質の複雑な「形」が多種多様な「働き」を実現させ生命活動が営まれ

ている様子を，構造生物学の観点から解説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. タンパク質の一次構造と二次構造 

2. タンパク質の三次構造 

3. タンパク質の進化 

4. タンパク質のドメイン 

5. タンパク質多量体 

6. タンパク質間相互作用 

7. 酵素 I 

8. 酵素 II 

9. タンパク質の動的構造 

10. モータータンパク質 

11. シグナル伝達タンパク質 

12. タンパク質複合体 

13. タンパク質研究の手法 I 

14. タンパク質研究の手法 II 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は，必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート（25%×3 回）(75%)/出席態度(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

参考文献をベースにした資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Mike Williamson. 2011. How proteins work. Garland Science (ISBN:978-0-8153-4446-9) 

2. Mike Williamson、2016、『Essential タンパク質科学』、南江堂 (ISBN:978-4-524-26864-1) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■LD301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／輪講１～４ 

(Colloquium) 

担当者名 

（Instructor） 
生命理学専攻全専任教員 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS6880 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各研究分野に関連する論文・総説等の精読や，修士論文研究の進捗状況の報告を行うことで，各研究分野に対する理解を深め

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

修士論文の研究テーマに関連する文献を精読し，その内容をまとめ，発表する。修士論文のための研究の進捗状況を報告し，

研究室メンバーと討議する。これらのことを通して，研究を遂行する上で必要な知識や論理的な考え方の習得，プレゼンテーショ

ン能力の向上をはかる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 輪講(1) 

2. 輪講(2) 

3. 輪講(3) 

4. 輪講(4) 

5. 輪講(5) 

6. 輪講(6) 

7. 輪講(7) 

8. 輪講(8) 

9. 輪講(9) 

10. 輪講(10) 

11. 輪講(11) 

12. 輪講(12) 

13. 輪講(13) 

14. 輪講(14) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指導教員が別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

文献の理解度，プレゼンテーション能力と取り組み姿勢，討議への参加の積極性などが重視される。 

 

テキスト（Textbooks） 

指導教員が別途指示する。 

 

参考文献（Readings） 

指導教員が別途指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画の詳細は，指導教員が別途指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■LD501 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究１～３ 

(Research for Master's Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
生命理学専攻全専任教員 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
３単位(3 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS6880 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文執筆のために必要な研究成果を得る。研究を通して専門知識，専門技術，および理学的な思考力を身につけるととも

に，問題解決能力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

専攻所属の各教員が履修者と協議の上，研究テーマを決定する。研究の目的，歴史的な背景，研究方法等を理解した上で，実

験等を進める。得られた研究結果を精査し，適宜指導教員と議論し，さらに高度な研究へとつないでいく。研究成果が修士論文と

なることを意識して筋道を立てて研究を進める。履修中に研究等の進捗状況を報告する機会を専攻で設ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 特別研究(1) 

2. 特別研究(2) 

3. 特別研究(3) 

4. 特別研究(4) 

5. 特別研究(5) 

6. 特別研究(6) 

7. 特別研究(7) 

8. 特別研究(8) 

9. 特別研究(9) 

10. 特別研究(10) 

11. 特別研究(11) 

12. 特別研究(12) 

13. 特別研究(13) 

14. 特別研究(14) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指導教員が別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

研究への取り組みの姿勢，および研究成果が重要視される。 

 

テキスト（Textbooks） 

指導教員が別途指示する。 

 

参考文献（Readings） 

指導教員が別途指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各指導教員が履修者ごとに授業計画を策定する。 

 

注意事項（Notice） 
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■LD651 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／修士論文指導演習 

(Master's Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
生命理学専攻全専任教員 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
３単位(3 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS6880 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「特別研究１～３」で得られた研究成果をまとめ， 修士論文を書き上げる。この過程で，より高度な専門知識・技術を身につけ，

理学的な思考力，および問題解決能力をより一層高める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「特別研究１～３」で得られた実験データ等を精査して修士論文に記載する研究結果を最終的に確定させる。これらの成果に基

づいて，修士論文を執筆し，完成させる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. それまでの結果にもとづく、まとめ研究の方針の策定 

2. 実験・観察・解析 

3. 実験・観察・解析 

4. 実験・観察・解析 

5. 実験・観察・解析 

6. 実験・観察・解析 

7. 実験・観察・解析 

8. 実験・観察・解析 

9. 結果の解析とまとめ 

10. 結果の解析とまとめ 

11. 修士論文の執筆・プレゼンテーションの準備 

12. 修士論文の執筆・プレゼンテーションの準備 

13. 修士論文の執筆・プレゼンテーションの準備 

14. 修士論文の執筆・プレゼンテーションの準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指導教員が別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

各指導教員の総合的な判断により評価。修士論文完成に向けた取り組みの姿勢および修士論文の審査結果が重要視される。 

 

テキスト（Textbooks） 

指導教員が別途指示する。 

 

参考文献（Readings） 

指導教員が別途指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA001 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（理論物理学） 

(Ph.D.Thesis Research in Theoretical Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宇宙物理学 

担当者名 

（Instructor） 
原田 知広(HARADA TOMOHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（及び副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者とし

ての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，理論系においては創造性のある理論構築や考察を，実験系にお

いては，新規性のある実験や観測の提案と実施，さらに解析・考察を行う。指導教員は各自の研究に関する指導・助言を行う。ま

た，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。 また，関連する輪講等に聴講参加し，指導教員に加えて，副指導教員，前期課程，後期課程の

学生等と議論を行う。また研究進捗状況について定期的報告を行い，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教

員からの研究に対する助言を受ける。この研究進捗状況については半期ごとに報告書も提出する。最終的に指導教員の指導・

助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，実験，論文の執筆。 

輪講での報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA002 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（理論物理学） 

(Ph.D.Thesis Research in Theoretical Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宇宙論・重力 

担当者名 

（Instructor） 
小林 努(KOBAYASHI TSUTOMU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（及び副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者とし

ての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，理論系においては創造性のある理論構築や考察を，実験系にお

いては，新規性のある実験や観測の提案と実施，さらに解析・考察を行う。指導教員は各自の研究に関する指導・助言を行う。ま

た，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。 また，関連する輪講等に聴講参加し，指導教員に加えて，副指導教員，前期課程，後期課程の

学生等と議論を行う。また研究進捗状況について定期的報告を行い，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教

員からの研究に対する助言を受ける。この研究進捗状況については半期ごとに報告書も提出する。最終的に指導教員の指導・

助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，実験，論文の執筆。 

輪講での報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA003 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（理論物理学） 

(Ph.D.Thesis Research in Theoretical Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
場の量子論・超弦理論 

担当者名 

（Instructor） 
中山 優(NAKAYAMA YU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（及び副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者とし

ての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，理論系においては創造性のある理論構築や考察を，実験系にお

いては，新規性のある実験や観測の提案と実施，さらに解析・考察を行う。指導教員は各自の研究に関する指導・助言を行う。ま

た，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。 また，関連する輪講等に聴講参加し，指導教員に加えて，副指導教員，前期課程，後期課程の

学生等と議論を行う。また研究進捗状況について定期的報告を行い，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教

員からの研究に対する助言を受ける。この研究進捗状況については半期ごとに報告書も提出する。最終的に指導教員の指導・

助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，実験，論文の執筆。 

輪講での報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA004 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（理論物理学） 

(Ph.D.Thesis Research in Theoretical Physics) 

担当者名 

（Instructor） 
田中 秀和(TANAKA HIDEKAZU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（及び副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者とし

ての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，理論系においては創造性のある理論構築や考察を，実験系にお

いては，新規性のある実験や観測の提案と実施，さらに解析・考察を行う。指導教員は各自の研究に関する指導・助言を行う。ま

た，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。 また，関連する輪講等に聴講参加し，指導教員に加えて，副指導教員，前期課程，後期課程の

学生等と議論を行う。また研究進捗状況について定期的報告を行い，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教

員からの研究に対する助言を受ける。この研究進捗状況については半期ごとに報告書も提出する。最終的に指導教員の指導・

助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，実験，論文の執筆。 

輪講での報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA011 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（理論物理学） 

(Ph.D.Thesis Research in Theoretical Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宇宙物理学 

担当者名 

（Instructor） 
原田 知広(HARADA TOMOHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（及び副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者とし

ての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，理論系においては創造性のある理論構築や考察を，実験系にお

いては，新規性のある実験や観測の提案と実施，さらに解析・考察を行う。指導教員は各自の研究に関する指導・助言を行う。ま

た，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。 また，関連する輪講等に聴講参加し，指導教員に加えて，副指導教員，前期課程，後期課程の

学生等と議論を行う。また研究進捗状況について定期的報告を行い，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教

員からの研究に対する助言を受ける。この研究進捗状況については半期ごとに報告書も提出する。最終的に指導教員の指導・

助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，実験，論文の執筆。 

輪講での報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（理論物理学） 

(Ph.D.Thesis Research in Theoretical Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宇宙論・重力 

担当者名 

（Instructor） 
小林 努(KOBAYASHI TSUTOMU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（及び副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者とし

ての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，理論系においては創造性のある理論構築や考察を，実験系にお

いては，新規性のある実験や観測の提案と実施，さらに解析・考察を行う。指導教員は各自の研究に関する指導・助言を行う。ま

た，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。 また，関連する輪講等に聴講参加し，指導教員に加えて，副指導教員，前期課程，後期課程の

学生等と議論を行う。また研究進捗状況について定期的報告を行い，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教

員からの研究に対する助言を受ける。この研究進捗状況については半期ごとに報告書も提出する。最終的に指導教員の指導・

助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，実験，論文の執筆。 

輪講での報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA013 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（理論物理学） 

(Ph.D.Thesis Research in Theoretical Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
場の量子論・超弦理論 

担当者名 

（Instructor） 
中山 優(NAKAYAMA YU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（及び副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者とし

ての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，理論系においては創造性のある理論構築や考察を，実験系にお

いては，新規性のある実験や観測の提案と実施，さらに解析・考察を行う。指導教員は各自の研究に関する指導・助言を行う。ま

た，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。 また，関連する輪講等に聴講参加し，指導教員に加えて，副指導教員，前期課程，後期課程の

学生等と議論を行う。また研究進捗状況について定期的報告を行い，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教

員からの研究に対する助言を受ける。この研究進捗状況については半期ごとに報告書も提出する。最終的に指導教員の指導・

助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，実験，論文の執筆。 

輪講での報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA014 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（理論物理学） 

(Ph.D.Thesis Research in Theoretical Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
素粒子現象論 

担当者名 

（Instructor） 
田中 秀和(TANAKA HIDEKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（及び副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者とし

ての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，理論系においては創造性のある理論構築や考察を，実験系にお

いては，新規性のある実験や観測の提案と実施，さらに解析・考察を行う。指導教員は各自の研究に関する指導・助言を行う。ま

た，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。 また，関連する輪講等に聴講参加し，指導教員に加えて，副指導教員，前期課程，後期課程の

学生等と議論を行う。また研究進捗状況について定期的報告を行い，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教

員からの研究に対する助言を受ける。この研究進捗状況については半期ごとに報告書も提出する。最終的に指導教員の指導・

助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，実験，論文の執筆。 

輪講での報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA021 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（原子核・放射線物理学） 

(Ph.D.Thesis Research in Atomic and Nuclear Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
表面物理学・原子分子物理学 

担当者名 

（Instructor） 
平山 孝人(HIRAYAMA TAKATO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（及び副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者とし

ての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，理論系においては創造性のある理論構築や考察を，実験系にお

いては，新規性のある実験や観測の提案と実施，さらに解析・考察を行う。指導教員は各自の研究に関する指導・助言を行う。ま

た，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。 また，関連する輪講等に聴講参加し，指導教員に加えて，副指導教員，前期課程，後期課程の

学生等と議論を行う。また研究進捗状況について定期的報告を行い，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教

員からの研究に対する助言を受ける。この研究進捗状況については半期ごとに報告書も提出する。最終的に指導教員の指導・

助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，実験，論文の執筆。 

輪講での報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA022 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（原子核・放射線物理学） 

(Ph.D.Thesis Research in Atomic and Nuclear Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
原子核物理学 

担当者名 

（Instructor） 
家城 和夫(IEKI KAZUO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（及び副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者とし

ての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，理論系においては創造性のある理論構築や考察を，実験系にお

いては，新規性のある実験や観測の提案と実施，さらに解析・考察を行う。指導教員は各自の研究に関する指導・助言を行う。ま

た，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。 また，関連する輪講等に聴講参加し，指導教員に加えて，副指導教員，前期課程，後期課程の

学生等と議論を行う。また研究進捗状況について定期的報告を行い，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教

員からの研究に対する助言を受ける。この研究進捗状況については半期ごとに報告書も提出する。最終的に指導教員の指導・

助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，実験，論文の執筆。 

輪講での報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA023 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（原子核・放射線物理学） 

(Ph.D.Thesis Research in Atomic and Nuclear Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
原子核実験 

担当者名 

（Instructor） 
栗田 和好(KURITA KAZUYOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（及び副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者とし

ての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，理論系においては創造性のある理論構築や考察を，実験系にお

いては，新規性のある実験や観測の提案と実施，さらに解析・考察を行う。指導教員は各自の研究に関する指導・助言を行う。ま

た，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。 また，関連する輪講等に聴講参加し，指導教員に加えて，副指導教員，前期課程，後期課程の

学生等と議論を行う。また研究進捗状況について定期的報告を行い，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教

員からの研究に対する助言を受ける。この研究進捗状況については半期ごとに報告書も提出する。最終的に指導教員の指導・

助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，実験，論文の執筆。 

輪講での報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA024 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（原子核・放射線物理学） 

(Ph.D.Thesis Research in Atomic and Nuclear Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
素粒子原子核・重力 

担当者名 

（Instructor） 
村田 次郎(MURATA JIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（及び副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者とし

ての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，理論系においては創造性のある理論構築や考察を，実験系にお

いては，新規性のある実験や観測の提案と実施，さらに解析・考察を行う。指導教員は各自の研究に関する指導・助言を行う。ま

た，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。 また，関連する輪講等に聴講参加し，指導教員に加えて，副指導教員，前期課程，後期課程の

学生等と議論を行う。また研究進捗状況について定期的報告を行い，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教

員からの研究に対する助言を受ける。この研究進捗状況については半期ごとに報告書も提出する。最終的に指導教員の指導・

助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，実験，論文の執筆。 

輪講での報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA025 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（原子核・放射線物理学） 

(Ph.D.Thesis Research in Atomic and Nuclear Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
原子分子物理学 

担当者名 

（Instructor） 
中野 祐司(NAKANO YUJI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（及び副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者とし

ての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，理論系においては創造性のある理論構築や考察を，実験系にお

いては，新規性のある実験や観測の提案と実施，さらに解析・考察を行う。指導教員は各自の研究に関する指導・助言を行う。ま

た，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。 また，関連する輪講等に聴講参加し，指導教員に加えて，副指導教員，前期課程，後期課程の

学生等と議論を行う。また研究進捗状況について定期的報告を行い，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教

員からの研究に対する助言を受ける。この研究進捗状況については半期ごとに報告書も提出する。最終的に指導教員の指導・

助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，実験，論文の執筆。 

輪講での報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA031 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（原子核・放射線物理学） 

(Ph.D.Thesis Research in Atomic and Nuclear Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
表面物理学・原子分子物理学 

担当者名 

（Instructor） 
平山 孝人(HIRAYAMA TAKATO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（及び副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者とし

ての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，理論系においては創造性のある理論構築や考察を，実験系にお

いては，新規性のある実験や観測の提案と実施，さらに解析・考察を行う。指導教員は各自の研究に関する指導・助言を行う。ま

た，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。 また，関連する輪講等に聴講参加し，指導教員に加えて，副指導教員，前期課程，後期課程の

学生等と議論を行う。また研究進捗状況について定期的報告を行い，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教

員からの研究に対する助言を受ける。この研究進捗状況については半期ごとに報告書も提出する。最終的に指導教員の指導・

助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，実験，論文の執筆。 

輪講での報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA032 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（原子核・放射線物理学） 

(Ph.D.Thesis Research in Atomic and Nuclear Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
原子核物理学 

担当者名 

（Instructor） 
家城 和夫(IEKI KAZUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（及び副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者とし

ての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，理論系においては創造性のある理論構築や考察を，実験系にお

いては，新規性のある実験や観測の提案と実施，さらに解析・考察を行う。指導教員は各自の研究に関する指導・助言を行う。ま

た，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。 また，関連する輪講等に聴講参加し，指導教員に加えて，副指導教員，前期課程，後期課程の

学生等と議論を行う。また研究進捗状況について定期的報告を行い，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教

員からの研究に対する助言を受ける。この研究進捗状況については半期ごとに報告書も提出する。最終的に指導教員の指導・

助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，実験，論文の執筆。 

輪講での報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA033 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（原子核・放射線物理学） 

(Ph.D.Thesis Research in Atomic and Nuclear Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
原子核実験 

担当者名 

（Instructor） 
栗田 和好(KURITA KAZUYOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（及び副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者とし

ての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，理論系においては創造性のある理論構築や考察を，実験系にお

いては，新規性のある実験や観測の提案と実施，さらに解析・考察を行う。指導教員は各自の研究に関する指導・助言を行う。ま

た，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。 また，関連する輪講等に聴講参加し，指導教員に加えて，副指導教員，前期課程，後期課程の

学生等と議論を行う。また研究進捗状況について定期的報告を行い，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教

員からの研究に対する助言を受ける。この研究進捗状況については半期ごとに報告書も提出する。最終的に指導教員の指導・

助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，実験，論文の執筆。 

輪講での報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA034 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（原子核・放射線物理学） 

(Ph.D.Thesis Research in Atomic and Nuclear Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
素粒子原子核・重力 

担当者名 

（Instructor） 
村田 次郎(MURATA JIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（及び副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者とし

ての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，理論系においては創造性のある理論構築や考察を，実験系にお

いては，新規性のある実験や観測の提案と実施，さらに解析・考察を行う。指導教員は各自の研究に関する指導・助言を行う。ま

た，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。 また，関連する輪講等に聴講参加し，指導教員に加えて，副指導教員，前期課程，後期課程の

学生等と議論を行う。また研究進捗状況について定期的報告を行い，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教

員からの研究に対する助言を受ける。この研究進捗状況については半期ごとに報告書も提出する。最終的に指導教員の指導・

助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，実験，論文の執筆。 

輪講での報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA035 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（原子核・放射線物理学） 

(Ph.D.Thesis Research in Atomic and Nuclear Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
原子分子物理学 

担当者名 

（Instructor） 
中野 祐司(NAKANO YUJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（及び副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者とし

ての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，理論系においては創造性のある理論構築や考察を，実験系にお

いては，新規性のある実験や観測の提案と実施，さらに解析・考察を行う。指導教員は各自の研究に関する指導・助言を行う。ま

た，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。 また，関連する輪講等に聴講参加し，指導教員に加えて，副指導教員，前期課程，後期課程の

学生等と議論を行う。また研究進捗状況について定期的報告を行い，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教

員からの研究に対する助言を受ける。この研究進捗状況については半期ごとに報告書も提出する。最終的に指導教員の指導・

助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，実験，論文の執筆。 

輪講での報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA041 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（宇宙地球系物理学） 

(Ph.D.Thesis Research in Cosmic Rays and Planetary Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
惑星物理学 

担当者名 

（Instructor） 
亀田 真吾(KAMEDA SHINGO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（及び副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者とし

ての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，理論系においては創造性のある理論構築や考察を，実験系にお

いては，新規性のある実験や観測の提案と実施，さらに解析・考察を行う。指導教員は各自の研究に関する指導・助言を行う。ま

た，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。 また，関連する輪講等に聴講参加し，指導教員に加えて，副指導教員，前期課程，後期課程の

学生等と議論を行う。また研究進捗状況について定期的報告を行い，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教

員からの研究に対する助言を受ける。この研究進捗状況については半期ごとに報告書も提出する。最終的に指導教員の指導・

助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，実験，論文の執筆。 

輪講での報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 107 - 

■RA042 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（宇宙地球系物理学） 

(Ph.D.Thesis Research in Cosmic Rays and Planetary Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Ｘ線天文学 

担当者名 

（Instructor） 
北本 俊二(KITAMOTO SHUNJI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（及び副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者とし

ての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，理論系においては創造性のある理論構築や考察を，実験系にお

いては，新規性のある実験や観測の提案と実施，さらに解析・考察を行う。指導教員は各自の研究に関する指導・助言を行う。ま

た，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。 また，関連する輪講等に聴講参加し，指導教員に加えて，副指導教員，前期課程，後期課程の

学生等と議論を行う。また研究進捗状況について定期的報告を行い，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教

員からの研究に対する助言を受ける。この研究進捗状況については半期ごとに報告書も提出する。最終的に指導教員の指導・

助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，実験，論文の執筆。 

輪講での報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA043 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（宇宙地球系物理学） 

(Ph.D.Thesis Research in Cosmic Rays and Planetary Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
惑星大気物理学 

担当者名 

（Instructor） 
田口 真(TAGUCHI MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（及び副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者とし

ての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，理論系においては創造性のある理論構築や考察を，実験系にお

いては，新規性のある実験や観測の提案と実施，さらに解析・考察を行う。指導教員は各自の研究に関する指導・助言を行う。ま

た，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。 また，関連する輪講等に聴講参加し，指導教員に加えて，副指導教員，前期課程，後期課程の

学生等と議論を行う。また研究進捗状況について定期的報告を行い，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教

員からの研究に対する助言を受ける。この研究進捗状況については半期ごとに報告書も提出する。最終的に指導教員の指導・

助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，実験，論文の執筆。 

輪講での報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA044 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（宇宙地球系物理学） 

(Ph.D.Thesis Research in Cosmic Rays and Planetary Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
高エネルギー天文学・宇宙線物理学 

担当者名 

（Instructor） 
内山 泰伸(UCHIYAMA YASUNOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（及び副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者とし

ての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，理論系においては創造性のある理論構築や考察を，実験系にお

いては，新規性のある実験や観測の提案と実施，さらに解析・考察を行う。指導教員は各自の研究に関する指導・助言を行う。ま

た，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。 また，関連する輪講等に聴講参加し，指導教員に加えて，副指導教員，前期課程，後期課程の

学生等と議論を行う。また研究進捗状況について定期的報告を行い，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教

員からの研究に対する助言を受ける。この研究進捗状況については半期ごとに報告書も提出する。最終的に指導教員の指導・

助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，実験，論文の執筆。 

輪講での報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA051 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（宇宙地球系物理学） 

(Ph.D.Thesis Research in Cosmic Rays and Planetary Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
惑星物理学 

担当者名 

（Instructor） 
亀田 真吾(KAMEDA SHINGO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（及び副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者とし

ての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，理論系においては創造性のある理論構築や考察を，実験系にお

いては，新規性のある実験や観測の提案と実施，さらに解析・考察を行う。指導教員は各自の研究に関する指導・助言を行う。ま

た，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。 また，関連する輪講等に聴講参加し，指導教員に加えて，副指導教員，前期課程，後期課程の

学生等と議論を行う。また研究進捗状況について定期的報告を行い，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教

員からの研究に対する助言を受ける。この研究進捗状況については半期ごとに報告書も提出する。最終的に指導教員の指導・

助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，実験，論文の執筆。 

輪講での報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA052 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（宇宙地球系物理学） 

(Ph.D.Thesis Research in Cosmic Rays and Planetary Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Ｘ線天文学 

担当者名 

（Instructor） 
北本 俊二(KITAMOTO SHUNJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（及び副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者とし

ての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，理論系においては創造性のある理論構築や考察を，実験系にお

いては，新規性のある実験や観測の提案と実施，さらに解析・考察を行う。指導教員は各自の研究に関する指導・助言を行う。ま

た，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。 また，関連する輪講等に聴講参加し，指導教員に加えて，副指導教員，前期課程，後期課程の

学生等と議論を行う。また研究進捗状況について定期的報告を行い，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教

員からの研究に対する助言を受ける。この研究進捗状況については半期ごとに報告書も提出する。最終的に指導教員の指導・

助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，実験，論文の執筆。 

輪講での報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA053 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（宇宙地球系物理学） 

(Ph.D.Thesis Research in Cosmic Rays and Planetary Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
惑星大気物理学 

担当者名 

（Instructor） 
田口 真(TAGUCHI MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（及び副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者とし

ての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，理論系においては創造性のある理論構築や考察を，実験系にお

いては，新規性のある実験や観測の提案と実施，さらに解析・考察を行う。指導教員は各自の研究に関する指導・助言を行う。ま

た，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。 また，関連する輪講等に聴講参加し，指導教員に加えて，副指導教員，前期課程，後期課程の

学生等と議論を行う。また研究進捗状況について定期的報告を行い，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教

員からの研究に対する助言を受ける。この研究進捗状況については半期ごとに報告書も提出する。最終的に指導教員の指導・

助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，実験，論文の執筆。 

輪講での報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA054 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（宇宙地球系物理学） 

(Ph.D.Thesis Research in Cosmic Rays and Planetary Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
高エネルギー天文学・宇宙線物理学 

担当者名 

（Instructor） 
内山 泰伸(UCHIYAMA YASUNOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（及び副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者とし

ての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，理論系においては創造性のある理論構築や考察を，実験系にお

いては，新規性のある実験や観測の提案と実施，さらに解析・考察を行う。指導教員は各自の研究に関する指導・助言を行う。ま

た，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。 また，関連する輪講等に聴講参加し，指導教員に加えて，副指導教員，前期課程，後期課程の

学生等と議論を行う。また研究進捗状況について定期的報告を行い，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教

員からの研究に対する助言を受ける。この研究進捗状況については半期ごとに報告書も提出する。最終的に指導教員の指導・

助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，実験，論文の執筆。 

輪講での報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（理論物理学） 

(Research in Theoretical Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宇宙物理学 

担当者名 

（Instructor） 
原田 知広(HARADA TOMOHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（及び副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者とし

ての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，理論系においては創造性のある理論構築や考察を，実験系にお

いては，新規性のある実験や観測の提案と実施，さらに解析・考察を行う。指導教員は各自の研究に関する指導・助言を行う。ま

た，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。 また，関連する輪講等に聴講参加し，指導教員に加えて，副指導教員，前期課程，後期課程の

学生等と議論を行う。また研究進捗状況について定期的報告を行い，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教

員からの研究に対する助言を受ける。この研究進捗状況については半期ごとに報告書も提出する。最終的に指導教員の指導・

助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，実験，論文の執筆。 

輪講での報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（理論物理学） 

(Research in Theoretical Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宇宙論・重力 

担当者名 

（Instructor） 
小林 努(KOBAYASHI TSUTOMU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（及び副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者とし

ての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，理論系においては創造性のある理論構築や考察を，実験系にお

いては，新規性のある実験や観測の提案と実施，さらに解析・考察を行う。指導教員は各自の研究に関する指導・助言を行う。ま

た，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。 また，関連する輪講等に聴講参加し，指導教員に加えて，副指導教員，前期課程，後期課程の

学生等と議論を行う。また研究進捗状況について定期的報告を行い，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教

員からの研究に対する助言を受ける。この研究進捗状況については半期ごとに報告書も提出する。最終的に指導教員の指導・

助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，実験，論文の執筆。 

輪講での報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（理論物理学） 

(Research in Theoretical Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
場の量子論・超弦理論 

担当者名 

（Instructor） 
中山 優(NAKAYAMA YU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（及び副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者とし

ての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，理論系においては創造性のある理論構築や考察を，実験系にお

いては，新規性のある実験や観測の提案と実施，さらに解析・考察を行う。指導教員は各自の研究に関する指導・助言を行う。ま

た，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。 また，関連する輪講等に聴講参加し，指導教員に加えて，副指導教員，前期課程，後期課程の

学生等と議論を行う。また研究進捗状況について定期的報告を行い，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教

員からの研究に対する助言を受ける。この研究進捗状況については半期ごとに報告書も提出する。最終的に指導教員の指導・

助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，実験，論文の執筆。 

輪講での報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（理論物理学） 

(Research in Theoretical Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
素粒子現象論 

担当者名 

（Instructor） 
田中 秀和(TANAKA HIDEKAZU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（及び副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者とし

ての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，理論系においては創造性のある理論構築や考察を，実験系にお

いては，新規性のある実験や観測の提案と実施，さらに解析・考察を行う。指導教員は各自の研究に関する指導・助言を行う。ま

た，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。 また，関連する輪講等に聴講参加し，指導教員に加えて，副指導教員，前期課程，後期課程の

学生等と議論を行う。また研究進捗状況について定期的報告を行い，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教

員からの研究に対する助言を受ける。この研究進捗状況については半期ごとに報告書も提出する。最終的に指導教員の指導・

助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，実験，論文の執筆。 

輪講での報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（理論物理学） 

(Research in Theoretical Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宇宙物理学 

担当者名 

（Instructor） 
原田 知広(HARADA TOMOHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（及び副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者とし

ての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，理論系においては創造性のある理論構築や考察を，実験系にお

いては，新規性のある実験や観測の提案と実施，さらに解析・考察を行う。指導教員は各自の研究に関する指導・助言を行う。ま

た，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。 また，関連する輪講等に聴講参加し，指導教員に加えて，副指導教員，前期課程，後期課程の

学生等と議論を行う。また研究進捗状況について定期的報告を行い，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教

員からの研究に対する助言を受ける。この研究進捗状況については半期ごとに報告書も提出する。最終的に指導教員の指導・

助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，実験，論文の執筆。 

輪講での報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（理論物理学） 

(Research in Theoretical Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宇宙論・重力 

担当者名 

（Instructor） 
小林 努(KOBAYASHI TSUTOMU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（及び副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者とし

ての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，理論系においては創造性のある理論構築や考察を，実験系にお

いては，新規性のある実験や観測の提案と実施，さらに解析・考察を行う。指導教員は各自の研究に関する指導・助言を行う。ま

た，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。 また，関連する輪講等に聴講参加し，指導教員に加えて，副指導教員，前期課程，後期課程の

学生等と議論を行う。また研究進捗状況について定期的報告を行い，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教

員からの研究に対する助言を受ける。この研究進捗状況については半期ごとに報告書も提出する。最終的に指導教員の指導・

助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，実験，論文の執筆。 

輪講での報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 120 - 

■RA113 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（理論物理学） 

(Research in Theoretical Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
場の量子論・超弦理論 

担当者名 

（Instructor） 
中山 優(NAKAYAMA YU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（及び副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者とし

ての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，理論系においては創造性のある理論構築や考察を，実験系にお

いては，新規性のある実験や観測の提案と実施，さらに解析・考察を行う。指導教員は各自の研究に関する指導・助言を行う。ま

た，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。 また，関連する輪講等に聴講参加し，指導教員に加えて，副指導教員，前期課程，後期課程の

学生等と議論を行う。また研究進捗状況について定期的報告を行い，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教

員からの研究に対する助言を受ける。この研究進捗状況については半期ごとに報告書も提出する。最終的に指導教員の指導・

助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，実験，論文の執筆。 

輪講での報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA114 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（理論物理学） 

(Research in Theoretical Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
素粒子現象論 

担当者名 

（Instructor） 
田中 秀和(TANAKA HIDEKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（及び副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者とし

ての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，理論系においては創造性のある理論構築や考察を，実験系にお

いては，新規性のある実験や観測の提案と実施，さらに解析・考察を行う。指導教員は各自の研究に関する指導・助言を行う。ま

た，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。 また，関連する輪講等に聴講参加し，指導教員に加えて，副指導教員，前期課程，後期課程の

学生等と議論を行う。また研究進捗状況について定期的報告を行い，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教

員からの研究に対する助言を受ける。この研究進捗状況については半期ごとに報告書も提出する。最終的に指導教員の指導・

助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，実験，論文の執筆。 

輪講での報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（原子核・放射線物理学） 

(Research in Atomic and Nuclear Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
表面物理学・原子分子物理学 

担当者名 

（Instructor） 
平山 孝人(HIRAYAMA TAKATO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（及び副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者とし

ての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，理論系においては創造性のある理論構築や考察を，実験系にお

いては，新規性のある実験や観測の提案と実施，さらに解析・考察を行う。指導教員は各自の研究に関する指導・助言を行う。ま

た，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。 また，関連する輪講等に聴講参加し，指導教員に加えて，副指導教員，前期課程，後期課程の

学生等と議論を行う。また研究進捗状況について定期的報告を行い，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教

員からの研究に対する助言を受ける。この研究進捗状況については半期ごとに報告書も提出する。最終的に指導教員の指導・

助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，実験，論文の執筆。 

輪講での報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（原子核・放射線物理学） 

(Research in Atomic and Nuclear Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
原子核物理学 

担当者名 

（Instructor） 
家城 和夫(IEKI KAZUO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（及び副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者とし

ての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，理論系においては創造性のある理論構築や考察を，実験系にお

いては，新規性のある実験や観測の提案と実施，さらに解析・考察を行う。指導教員は各自の研究に関する指導・助言を行う。ま

た，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。 また，関連する輪講等に聴講参加し，指導教員に加えて，副指導教員，前期課程，後期課程の

学生等と議論を行う。また研究進捗状況について定期的報告を行い，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教

員からの研究に対する助言を受ける。この研究進捗状況については半期ごとに報告書も提出する。最終的に指導教員の指導・

助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，実験，論文の執筆。 

輪講での報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA123 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（原子核・放射線物理学） 

(Research in Atomic and Nuclear Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
原子核実験 

担当者名 

（Instructor） 
栗田 和好(KURITA KAZUYOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（及び副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者とし

ての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，理論系においては創造性のある理論構築や考察を，実験系にお

いては，新規性のある実験や観測の提案と実施，さらに解析・考察を行う。指導教員は各自の研究に関する指導・助言を行う。ま

た，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。 また，関連する輪講等に聴講参加し，指導教員に加えて，副指導教員，前期課程，後期課程の

学生等と議論を行う。また研究進捗状況について定期的報告を行い，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教

員からの研究に対する助言を受ける。この研究進捗状況については半期ごとに報告書も提出する。最終的に指導教員の指導・

助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，実験，論文の執筆。 

輪講での報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA124 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（原子核・放射線物理学） 

(Research in Atomic and Nuclear Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
素粒子原子核・重力 

担当者名 

（Instructor） 
村田 次郎(MURATA JIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（及び副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者とし

ての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，理論系においては創造性のある理論構築や考察を，実験系にお

いては，新規性のある実験や観測の提案と実施，さらに解析・考察を行う。指導教員は各自の研究に関する指導・助言を行う。ま

た，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。 また，関連する輪講等に聴講参加し，指導教員に加えて，副指導教員，前期課程，後期課程の

学生等と議論を行う。また研究進捗状況について定期的報告を行い，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教

員からの研究に対する助言を受ける。この研究進捗状況については半期ごとに報告書も提出する。最終的に指導教員の指導・

助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，実験，論文の執筆。 

輪講での報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA125 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（原子核・放射線物理学） 

(Research in Atomic and Nuclear Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
原子分子物理学 

担当者名 

（Instructor） 
中野 祐司(NAKANO YUJI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（及び副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者とし

ての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，理論系においては創造性のある理論構築や考察を，実験系にお

いては，新規性のある実験や観測の提案と実施，さらに解析・考察を行う。指導教員は各自の研究に関する指導・助言を行う。ま

た，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。 また，関連する輪講等に聴講参加し，指導教員に加えて，副指導教員，前期課程，後期課程の

学生等と議論を行う。また研究進捗状況について定期的報告を行い，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教

員からの研究に対する助言を受ける。この研究進捗状況については半期ごとに報告書も提出する。最終的に指導教員の指導・

助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，実験，論文の執筆。 

輪講での報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA131 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（原子核・放射線物理学） 

(Research in Atomic and Nuclear Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
表面物理学・原子分子物理学 

担当者名 

（Instructor） 
平山 孝人(HIRAYAMA TAKATO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（及び副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者とし

ての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，理論系においては創造性のある理論構築や考察を，実験系にお

いては，新規性のある実験や観測の提案と実施，さらに解析・考察を行う。指導教員は各自の研究に関する指導・助言を行う。ま

た，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。 また，関連する輪講等に聴講参加し，指導教員に加えて，副指導教員，前期課程，後期課程の

学生等と議論を行う。また研究進捗状況について定期的報告を行い，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教

員からの研究に対する助言を受ける。この研究進捗状況については半期ごとに報告書も提出する。最終的に指導教員の指導・

助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，実験，論文の執筆。 

輪講での報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA132 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（原子核・放射線物理学） 

(Research in Atomic and Nuclear Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
原子核物理学 

担当者名 

（Instructor） 
家城 和夫(IEKI KAZUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（及び副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者とし

ての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，理論系においては創造性のある理論構築や考察を，実験系にお

いては，新規性のある実験や観測の提案と実施，さらに解析・考察を行う。指導教員は各自の研究に関する指導・助言を行う。ま

た，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。 また，関連する輪講等に聴講参加し，指導教員に加えて，副指導教員，前期課程，後期課程の

学生等と議論を行う。また研究進捗状況について定期的報告を行い，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教

員からの研究に対する助言を受ける。この研究進捗状況については半期ごとに報告書も提出する。最終的に指導教員の指導・

助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，実験，論文の執筆。 

輪講での報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA133 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（原子核・放射線物理学） 

(Research in Atomic and Nuclear Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
原子核実験 

担当者名 

（Instructor） 
栗田 和好(KURITA KAZUYOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（及び副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者とし

ての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，理論系においては創造性のある理論構築や考察を，実験系にお

いては，新規性のある実験や観測の提案と実施，さらに解析・考察を行う。指導教員は各自の研究に関する指導・助言を行う。ま

た，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。 また，関連する輪講等に聴講参加し，指導教員に加えて，副指導教員，前期課程，後期課程の

学生等と議論を行う。また研究進捗状況について定期的報告を行い，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教

員からの研究に対する助言を受ける。この研究進捗状況については半期ごとに報告書も提出する。最終的に指導教員の指導・

助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，実験，論文の執筆。 

輪講での報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA134 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（原子核・放射線物理学） 

(Research in Atomic and Nuclear Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
素粒子原子核・重力 

担当者名 

（Instructor） 
村田 次郎(MURATA JIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（及び副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者とし

ての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，理論系においては創造性のある理論構築や考察を，実験系にお

いては，新規性のある実験や観測の提案と実施，さらに解析・考察を行う。指導教員は各自の研究に関する指導・助言を行う。ま

た，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。 また，関連する輪講等に聴講参加し，指導教員に加えて，副指導教員，前期課程，後期課程の

学生等と議論を行う。また研究進捗状況について定期的報告を行い，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教

員からの研究に対する助言を受ける。この研究進捗状況については半期ごとに報告書も提出する。最終的に指導教員の指導・

助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，実験，論文の執筆。 

輪講での報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA135 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（原子核・放射線物理学） 

(Research in Atomic and Nuclear Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
原子分子物理学 

担当者名 

（Instructor） 
中野 祐司(NAKANO YUJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（及び副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者とし

ての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，理論系においては創造性のある理論構築や考察を，実験系にお

いては，新規性のある実験や観測の提案と実施，さらに解析・考察を行う。指導教員は各自の研究に関する指導・助言を行う。ま

た，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。 また，関連する輪講等に聴講参加し，指導教員に加えて，副指導教員，前期課程，後期課程の

学生等と議論を行う。また研究進捗状況について定期的報告を行い，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教

員からの研究に対する助言を受ける。この研究進捗状況については半期ごとに報告書も提出する。最終的に指導教員の指導・

助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，実験，論文の執筆。 

輪講での報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA141 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（宇宙地球系物理学） 

(Research in Cosmic Rays and Planetary Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
惑星物理学 

担当者名 

（Instructor） 
亀田 真吾(KAMEDA SHINGO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（及び副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者とし

ての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，理論系においては創造性のある理論構築や考察を，実験系にお

いては，新規性のある実験や観測の提案と実施，さらに解析・考察を行う。指導教員は各自の研究に関する指導・助言を行う。ま

た，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。 また，関連する輪講等に聴講参加し，指導教員に加えて，副指導教員，前期課程，後期課程の

学生等と議論を行う。また研究進捗状況について定期的報告を行い，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教

員からの研究に対する助言を受ける。この研究進捗状況については半期ごとに報告書も提出する。最終的に指導教員の指導・

助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，実験，論文の執筆。 

輪講での報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA142 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（宇宙地球系物理学） 

(Research in Cosmic Rays and Planetary Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Ｘ線天文学 

担当者名 

（Instructor） 
北本 俊二(KITAMOTO SHUNJI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（及び副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者とし

ての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，理論系においては創造性のある理論構築や考察を，実験系にお

いては，新規性のある実験や観測の提案と実施，さらに解析・考察を行う。指導教員は各自の研究に関する指導・助言を行う。ま

た，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。 また，関連する輪講等に聴講参加し，指導教員に加えて，副指導教員，前期課程，後期課程の

学生等と議論を行う。また研究進捗状況について定期的報告を行い，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教

員からの研究に対する助言を受ける。この研究進捗状況については半期ごとに報告書も提出する。最終的に指導教員の指導・

助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，実験，論文の執筆。 

輪講での報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA143 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（宇宙地球系物理学） 

(Research in Cosmic Rays and Planetary Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
惑星大気物理学 

担当者名 

（Instructor） 
田口 真(TAGUCHI MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（及び副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者とし

ての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，理論系においては創造性のある理論構築や考察を，実験系にお

いては，新規性のある実験や観測の提案と実施，さらに解析・考察を行う。指導教員は各自の研究に関する指導・助言を行う。ま

た，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。 また，関連する輪講等に聴講参加し，指導教員に加えて，副指導教員，前期課程，後期課程の

学生等と議論を行う。また研究進捗状況について定期的報告を行い，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教

員からの研究に対する助言を受ける。この研究進捗状況については半期ごとに報告書も提出する。最終的に指導教員の指導・

助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，実験，論文の執筆。 

輪講での報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA144 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（宇宙地球系物理学） 

(Research in Cosmic Rays and Planetary Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
高エネルギー天文学・宇宙線物理学 

担当者名 

（Instructor） 
内山 泰伸(UCHIYAMA YASUNOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（及び副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者とし

ての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，理論系においては創造性のある理論構築や考察を，実験系にお

いては，新規性のある実験や観測の提案と実施，さらに解析・考察を行う。指導教員は各自の研究に関する指導・助言を行う。ま

た，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。 また，関連する輪講等に聴講参加し，指導教員に加えて，副指導教員，前期課程，後期課程の

学生等と議論を行う。また研究進捗状況について定期的報告を行い，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教

員からの研究に対する助言を受ける。この研究進捗状況については半期ごとに報告書も提出する。最終的に指導教員の指導・

助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，実験，論文の執筆。 

輪講での報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（宇宙地球系物理学） 

(Research in Cosmic Rays and Planetary Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
惑星物理学 

担当者名 

（Instructor） 
亀田 真吾(KAMEDA SHINGO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（及び副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者とし

ての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，理論系においては創造性のある理論構築や考察を，実験系にお

いては，新規性のある実験や観測の提案と実施，さらに解析・考察を行う。指導教員は各自の研究に関する指導・助言を行う。ま

た，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。 また，関連する輪講等に聴講参加し，指導教員に加えて，副指導教員，前期課程，後期課程の

学生等と議論を行う。また研究進捗状況について定期的報告を行い，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教

員からの研究に対する助言を受ける。この研究進捗状況については半期ごとに報告書も提出する。最終的に指導教員の指導・

助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，実験，論文の執筆。 

輪講での報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 137 - 

■RA152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（宇宙地球系物理学） 

(Research in Cosmic Rays and Planetary Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Ｘ線天文学 

担当者名 

（Instructor） 
北本 俊二(KITAMOTO SHUNJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（及び副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者とし

ての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，理論系においては創造性のある理論構築や考察を，実験系にお

いては，新規性のある実験や観測の提案と実施，さらに解析・考察を行う。指導教員は各自の研究に関する指導・助言を行う。ま

た，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。 また，関連する輪講等に聴講参加し，指導教員に加えて，副指導教員，前期課程，後期課程の

学生等と議論を行う。また研究進捗状況について定期的報告を行い，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教

員からの研究に対する助言を受ける。この研究進捗状況については半期ごとに報告書も提出する。最終的に指導教員の指導・

助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，実験，論文の執筆。 

輪講での報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA153 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（宇宙地球系物理学） 

(Research in Cosmic Rays and Planetary Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
惑星大気物理学 

担当者名 

（Instructor） 
田口 真(TAGUCHI MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（及び副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者とし

ての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，理論系においては創造性のある理論構築や考察を，実験系にお

いては，新規性のある実験や観測の提案と実施，さらに解析・考察を行う。指導教員は各自の研究に関する指導・助言を行う。ま

た，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。 また，関連する輪講等に聴講参加し，指導教員に加えて，副指導教員，前期課程，後期課程の

学生等と議論を行う。また研究進捗状況について定期的報告を行い，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教

員からの研究に対する助言を受ける。この研究進捗状況については半期ごとに報告書も提出する。最終的に指導教員の指導・

助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，実験，論文の執筆。 

輪講での報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RA154 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（宇宙地球系物理学） 

(Research in Cosmic Rays and Planetary Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
高エネルギー天文学・宇宙線物理学 

担当者名 

（Instructor） 
内山 泰伸(UCHIYAMA YASUNOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（及び副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者とし

ての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，理論系においては創造性のある理論構築や考察を，実験系にお

いては，新規性のある実験や観測の提案と実施，さらに解析・考察を行う。指導教員は各自の研究に関する指導・助言を行う。ま

た，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。 また，関連する輪講等に聴講参加し，指導教員に加えて，副指導教員，前期課程，後期課程の

学生等と議論を行う。また研究進捗状況について定期的報告を行い，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教

員からの研究に対する助言を受ける。この研究進捗状況については半期ごとに報告書も提出する。最終的に指導教員の指導・

助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，実験，論文の執筆。 

輪講での報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB001 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（反応解析化学グループ） 

(Ph.D.Thesis Research in Reaction Analysis Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
有機元素化学・物理有機化学 

担当者名 

（Instructor） 
箕浦 真生(MINOURA MAO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7183 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の指導のもと，自ら研究目標を定め，計画を立案・実践することを通じて，研究遂行能力を身につける。また，研究倫理

を身につけ，研究を遂行する。研究成果を学会や学術論文等に発表し，プレゼンテーション能力を習得する。博士学位論文につ

ながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえて，新規性・創造性のある研究テーマを決定する。研究計画を立案し，実験を実施する。得られた結果を論理

的に解析・考察する。博士論文の構成等を検討し，各自の研究に関する指導・助言を受ける。また，安全教育及び研究倫理を学

び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究テーマの検討，および全体計画の策定，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行う。それに基づいて研究

を実施し，定期的に報告会を行い，各自の研究の進捗について議論する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出

する。指導教員の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の情報収集，考察，論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB002 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（反応解析化学グループ） 

(Ph.D.Thesis Research in Reaction Analysis Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
計算分子科学 

担当者名 

（Instructor） 
望月 祐志(MOCHIZUKI YUJI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7183 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の指導のもと，自ら研究目標を定め，計画を立案・実践することを通じて，研究遂行能力を身につける。また，研究倫理

を身につけ，研究を遂行する。研究成果を学会や学術論文等に発表し，プレゼンテーション能力を習得する。博士学位論文につ

ながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえて，新規性・創造性のある研究テーマを決定する。研究計画を立案し，実験を実施する。得られた結果を論理

的に解析・考察する。博士論文の構成等を検討し，各自の研究に関する指導・助言を受ける。また，安全教育及び研究倫理を学

び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究テーマの検討，および全体計画の策定，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行う。それに基づいて研究

を実施し，定期的に報告会を行い，各自の研究の進捗について議論する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出

する。指導教員の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の情報収集，考察，論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB003 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（反応解析化学グループ） 

(Ph.D.Thesis Research in Reaction Analysis Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
理論創薬学・分子設計 

担当者名 

（Instructor） 
常盤 広明(TOKIWA HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7183 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の指導のもと，自ら研究目標を定め，計画を立案・実践することを通じて，研究遂行能力を身につける。また，研究倫理

を身につけ，研究を遂行する。研究成果を学会や学術論文等に発表し，プレゼンテーション能力を習得する。博士学位論文につ

ながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえて，新規性・創造性のある研究テーマを決定する。研究計画を立案し，実験を実施する。得られた結果を論理

的に解析・考察する。博士論文の構成等を検討し，各自の研究に関する指導・助言を受ける。また，安全教育及び研究倫理を学

び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究テーマの検討，および全体計画の策定，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行う。それに基づいて研究

を実施し，定期的に報告会を行い，各自の研究の進捗について議論する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出

する。指導教員の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の情報収集，考察，論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB004 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（反応解析化学グループ） 

(Ph.D.Thesis Research in Reaction Analysis Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
有機合成化学・計算化学 

担当者名 

（Instructor） 
山中 正浩(YAMANAKA MASAHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7183 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の指導のもと，自ら研究目標を定め，計画を立案・実践することを通じて，研究遂行能力を身につける。また，研究倫理

を身につけ，研究を遂行する。研究成果を学会や学術論文等に発表し，プレゼンテーション能力を習得する。博士学位論文につ

ながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえて，新規性・創造性のある研究テーマを決定する。研究計画を立案し，実験を実施する。得られた結果を論理

的に解析・考察する。博士論文の構成等を検討し，各自の研究に関する指導・助言を受ける。また，安全教育及び研究倫理を学

び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究テーマの検討，および全体計画の策定，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行う。それに基づいて研究

を実施し，定期的に報告会を行い，各自の研究の進捗について議論する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出

する。指導教員の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の情報収集，考察，論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB011 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（反応解析化学グループ） 

(Ph.D.Thesis Research in Reaction Analysis Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
有機元素化学・物理有機化学 

担当者名 

（Instructor） 
箕浦 真生(MINOURA MAO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7183 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の指導のもと，自ら研究目標を定め，計画を立案・実践することを通じて，研究遂行能力を身につける。また，研究倫理

を身につけ，研究を遂行する。研究成果を学会や学術論文等に発表し，プレゼンテーション能力を習得する。博士学位論文につ

ながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえて，新規性・創造性のある研究テーマを決定する。研究計画を立案し，実験を実施する。得られた結果を論理

的に解析・考察する。博士論文の構成等を検討し，各自の研究に関する指導・助言を受ける。また，安全教育及び研究倫理を学

び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究テーマの検討，および全体計画の策定，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行う。それに基づいて研究

を実施し，定期的に報告会を行い，各自の研究の進捗について議論する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出

する。指導教員の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の情報収集，考察，論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（反応解析化学グループ） 

(Ph.D.Thesis Research in Reaction Analysis Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
計算分子科学 

担当者名 

（Instructor） 
望月 祐志(MOCHIZUKI YUJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7183 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の指導のもと，自ら研究目標を定め，計画を立案・実践することを通じて，研究遂行能力を身につける。また，研究倫理

を身につけ，研究を遂行する。研究成果を学会や学術論文等に発表し，プレゼンテーション能力を習得する。博士学位論文につ

ながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえて，新規性・創造性のある研究テーマを決定する。研究計画を立案し，実験を実施する。得られた結果を論理

的に解析・考察する。博士論文の構成等を検討し，各自の研究に関する指導・助言を受ける。また，安全教育及び研究倫理を学

び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究テーマの検討，および全体計画の策定，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行う。それに基づいて研究

を実施し，定期的に報告会を行い，各自の研究の進捗について議論する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出

する。指導教員の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の情報収集，考察，論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB013 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（反応解析化学グループ） 

(Ph.D.Thesis Research in Reaction Analysis Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
理論創薬学・分子設計 

担当者名 

（Instructor） 
常盤 広明(TOKIWA HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7183 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の指導のもと，自ら研究目標を定め，計画を立案・実践することを通じて，研究遂行能力を身につける。また，研究倫理

を身につけ，研究を遂行する。研究成果を学会や学術論文等に発表し，プレゼンテーション能力を習得する。博士学位論文につ

ながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえて，新規性・創造性のある研究テーマを決定する。研究計画を立案し，実験を実施する。得られた結果を論理

的に解析・考察する。博士論文の構成等を検討し，各自の研究に関する指導・助言を受ける。また，安全教育及び研究倫理を学

び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究テーマの検討，および全体計画の策定，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行う。それに基づいて研究

を実施し，定期的に報告会を行い，各自の研究の進捗について議論する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出

する。指導教員の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の情報収集，考察，論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB014 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（反応解析化学グループ） 

(Ph.D.Thesis Research in Reaction Analysis Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
有機合成化学・計算化学 

担当者名 

（Instructor） 
山中 正浩(YAMANAKA MASAHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7183 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の指導のもと，自ら研究目標を定め，計画を立案・実践することを通じて，研究遂行能力を身につける。また，研究倫理

を身につけ，研究を遂行する。研究成果を学会や学術論文等に発表し，プレゼンテーション能力を習得する。博士学位論文につ

ながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえて，新規性・創造性のある研究テーマを決定する。研究計画を立案し，実験を実施する。得られた結果を論理

的に解析・考察する。博士論文の構成等を検討し，各自の研究に関する指導・助言を受ける。また，安全教育及び研究倫理を学

び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究テーマの検討，および全体計画の策定，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行う。それに基づいて研究

を実施し，定期的に報告会を行い，各自の研究の進捗について議論する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出

する。指導教員の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の情報収集，考察，論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB021 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（構造解析化学グループ） 

(Ph.D.Thesis Research in Structural Analysis Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
天然物化学・有機合成化学 

担当者名 

（Instructor） 
黒田 智明(KURODA CHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7183 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の指導のもと，自ら研究目標を定め，計画を立案・実践することを通じて，研究遂行能力を身につける。また，研究倫理

を身につけ，研究を遂行する。研究成果を学会や学術論文等に発表し，プレゼンテーション能力を習得する。博士学位論文につ

ながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえて，新規性・創造性のある研究テーマを決定する。研究計画を立案し，実験を実施する。得られた結果を論理

的に解析・考察する。博士論文の構成等を検討し，各自の研究に関する指導・助言を受ける。また，安全教育及び研究倫理を学

び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究テーマの検討，および全体計画の策定，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行う。それに基づいて研究

を実施し，定期的に報告会を行い，各自の研究の進捗について議論する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出

する。指導教員の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の情報収集，考察，論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB022 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（構造解析化学グループ） 

(Ph.D.Thesis Research in Structural Analysis Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
錯体化学・個体物性化学 

担当者名 

（Instructor） 
松下 信之(MATSUSHITA NOBUYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7183 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の指導のもと，自ら研究目標を定め，計画を立案・実践することを通じて，研究遂行能力を身につける。また，研究倫理

を身につけ，研究を遂行する。研究成果を学会や学術論文等に発表し，プレゼンテーション能力を習得する。博士学位論文につ

ながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえて，新規性・創造性のある研究テーマを決定する。研究計画を立案し，実験を実施する。得られた結果を論理

的に解析・考察する。博士論文の構成等を検討し，各自の研究に関する指導・助言を受ける。また，安全教育及び研究倫理を学

び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究テーマの検討，および全体計画の策定，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行う。それに基づいて研究

を実施し，定期的に報告会を行い，各自の研究の進捗について議論する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出

する。指導教員の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の情報収集，考察，論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB023 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（構造解析化学グループ） 

(Ph.D.Thesis Research in Structural Analysis Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
有機光化学 

担当者名 

（Instructor） 
森本 正和(MORIMOTO MASAKAZU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7183 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の指導のもと，自ら研究目標を定め，計画を立案・実践することを通じて，研究遂行能力を身につける。また，研究倫理

を身につけ，研究を遂行する。研究成果を学会や学術論文等に発表し，プレゼンテーション能力を習得する。博士学位論文につ

ながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえて，新規性・創造性のある研究テーマを決定する。研究計画を立案し，実験を実施する。得られた結果を論理

的に解析・考察する。博士論文の構成等を検討し，各自の研究に関する指導・助言を受ける。また，安全教育及び研究倫理を学

び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究テーマの検討，および全体計画の策定，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行う。それに基づいて研究

を実施し，定期的に報告会を行い，各自の研究の進捗について議論する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出

する。指導教員の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の情報収集，考察，論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 151 - 

■RB024 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（構造解析化学グループ） 

(Ph.D.Thesis Research in Structural Analysis Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ナノ分析化学 

担当者名 

（Instructor） 
田渕 眞理(TABUCHI MARI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7183 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の指導のもと，自ら研究目標を定め，計画を立案・実践することを通じて，研究遂行能力を身につける。また，研究倫理

を身につけ，研究を遂行する。研究成果を学会や学術論文等に発表し，プレゼンテーション能力を習得する。博士学位論文につ

ながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえて，新規性・創造性のある研究テーマを決定する。研究計画を立案し，実験を実施する。得られた結果を論理

的に解析・考察する。博士論文の構成等を検討し，各自の研究に関する指導・助言を受ける。また，安全教育及び研究倫理を学

び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究テーマの検討，および全体計画の策定，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行う。それに基づいて研究

を実施し，定期的に報告会を行い，各自の研究の進捗について議論する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出

する。指導教員の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の情報収集，考察，論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB025 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（構造解析化学グループ） 

(Ph.D.Thesis Research in Structural Analysis Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
錯体化学・触媒化学 

担当者名 

（Instructor） 
和田 亨(WADA TOHRU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7183 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の指導のもと，自ら研究目標を定め，計画を立案・実践することを通じて，研究遂行能力を身につける。また，研究倫理

を身につけ，研究を遂行する。研究成果を学会や学術論文等に発表し，プレゼンテーション能力を習得する。博士学位論文につ

ながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえて，新規性・創造性のある研究テーマを決定する。研究計画を立案し，実験を実施する。得られた結果を論理

的に解析・考察する。博士論文の構成等を検討し，各自の研究に関する指導・助言を受ける。また，安全教育及び研究倫理を学

び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究テーマの検討，および全体計画の策定，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行う。それに基づいて研究

を実施し，定期的に報告会を行い，各自の研究の進捗について議論する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出

する。指導教員の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の情報収集，考察，論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB031 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（構造解析化学グループ） 

(Ph.D.Thesis Research in Structural Analysis Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
天然物化学・有機合成化学 

担当者名 

（Instructor） 
黒田 智明(KURODA CHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7183 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の指導のもと，自ら研究目標を定め，計画を立案・実践することを通じて，研究遂行能力を身につける。また，研究倫理

を身につけ，研究を遂行する。研究成果を学会や学術論文等に発表し，プレゼンテーション能力を習得する。博士学位論文につ

ながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえて，新規性・創造性のある研究テーマを決定する。研究計画を立案し，実験を実施する。得られた結果を論理

的に解析・考察する。博士論文の構成等を検討し，各自の研究に関する指導・助言を受ける。また，安全教育及び研究倫理を学

び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究テーマの検討，および全体計画の策定，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行う。それに基づいて研究

を実施し，定期的に報告会を行い，各自の研究の進捗について議論する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出

する。指導教員の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の情報収集，考察，論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB032 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（構造解析化学グループ） 

(Ph.D.Thesis Research in Structural Analysis Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
錯体化学・固体物性化学 

担当者名 

（Instructor） 
松下 信之(MATSUSHITA NOBUYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7183 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の指導のもと，自ら研究目標を定め，計画を立案・実践することを通じて，研究遂行能力を身につける。また，研究倫理

を身につけ，研究を遂行する。研究成果を学会や学術論文等に発表し，プレゼンテーション能力を習得する。博士学位論文につ

ながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえて，新規性・創造性のある研究テーマを決定する。研究計画を立案し，実験を実施する。得られた結果を論理

的に解析・考察する。博士論文の構成等を検討し，各自の研究に関する指導・助言を受ける。また，安全教育及び研究倫理を学

び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究テーマの検討，および全体計画の策定，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行う。それに基づいて研究

を実施し，定期的に報告会を行い，各自の研究の進捗について議論する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出

する。指導教員の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の情報収集，考察，論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB033 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（構造解析化学グループ） 

(Ph.D.Thesis Research in Structural Analysis Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
有機光化学 

担当者名 

（Instructor） 
森本 正和(MORIMOTO MASAKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7183 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の指導のもと，自ら研究目標を定め，計画を立案・実践することを通じて，研究遂行能力を身につける。また，研究倫理

を身につけ，研究を遂行する。研究成果を学会や学術論文等に発表し，プレゼンテーション能力を習得する。博士学位論文につ

ながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえて，新規性・創造性のある研究テーマを決定する。研究計画を立案し，実験を実施する。得られた結果を論理

的に解析・考察する。博士論文の構成等を検討し，各自の研究に関する指導・助言を受ける。また，安全教育及び研究倫理を学

び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究テーマの検討，および全体計画の策定，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行う。それに基づいて研究

を実施し，定期的に報告会を行い，各自の研究の進捗について議論する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出

する。指導教員の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の情報収集，考察，論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB034 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（構造解析化学グループ） 

(Ph.D.Thesis Research in Structural Analysis Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ナノ分析化学 

担当者名 

（Instructor） 
田渕 眞理(TABUCHI MARI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7183 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の指導のもと，自ら研究目標を定め，計画を立案・実践することを通じて，研究遂行能力を身につける。また，研究倫理

を身につけ，研究を遂行する。研究成果を学会や学術論文等に発表し，プレゼンテーション能力を習得する。博士学位論文につ

ながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえて，新規性・創造性のある研究テーマを決定する。研究計画を立案し，実験を実施する。得られた結果を論理

的に解析・考察する。博士論文の構成等を検討し，各自の研究に関する指導・助言を受ける。また，安全教育及び研究倫理を学

び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究テーマの検討，および全体計画の策定，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行う。それに基づいて研究

を実施し，定期的に報告会を行い，各自の研究の進捗について議論する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出

する。指導教員の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の情報収集，考察，論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB035 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（構造解析化学グループ） 

(Ph.D.Thesis Research in Structural Analysis Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
錯体化学・触媒化学 

担当者名 

（Instructor） 
和田 亨(WADA TOHRU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7183 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の指導のもと，自ら研究目標を定め，計画を立案・実践することを通じて，研究遂行能力を身につける。また，研究倫理

を身につけ，研究を遂行する。研究成果を学会や学術論文等に発表し，プレゼンテーション能力を習得する。博士学位論文につ

ながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえて，新規性・創造性のある研究テーマを決定する。研究計画を立案し，実験を実施する。得られた結果を論理

的に解析・考察する。博士論文の構成等を検討し，各自の研究に関する指導・助言を受ける。また，安全教育及び研究倫理を学

び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究テーマの検討，および全体計画の策定，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行う。それに基づいて研究

を実施し，定期的に報告会を行い，各自の研究の進捗について議論する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出

する。指導教員の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の情報収集，考察，論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 158 - 

■RB041 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（物性解析化学グループ） 

(Ph.D.Thesis Research in Materials Synthesis and Analysis Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
表面物理化学 

担当者名 

（Instructor） 
枝元 一之(EDAMOTO KAZUYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7183 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の指導のもと，自ら研究目標を定め，計画を立案・実践することを通じて，研究遂行能力を身につける。また，研究倫理

を身につけ，研究を遂行する。研究成果を学会や学術論文等に発表し，プレゼンテーション能力を習得する。博士学位論文につ

ながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえて，新規性・創造性のある研究テーマを決定する。研究計画を立案し，実験を実施する。得られた結果を論理

的に解析・考察する。博士論文の構成等を検討し，各自の研究に関する指導・助言を受ける。また，安全教育及び研究倫理を学

び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究テーマの検討，および全体計画の策定，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行う。それに基づいて研究

を実施し，定期的に報告会を行い，各自の研究の進捗について議論する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出

する。指導教員の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の情報収集，考察，論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB042 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（物性解析化学グループ） 

(Ph.D.Thesis Research in Materials Synthesis and Analysis Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
光物理化学・分子分光学 

担当者名 

（Instructor） 
三井 正明(MITSUI MASAAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7183 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の指導のもと，自ら研究目標を定め，計画を立案・実践することを通じて，研究遂行能力を身につける。また，研究倫理

を身につけ，研究を遂行する。研究成果を学会や学術論文等に発表し，プレゼンテーション能力を習得する。博士学位論文につ

ながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえて，新規性・創造性のある研究テーマを決定する。研究計画を立案し，実験を実施する。得られた結果を論理

的に解析・考察する。博士論文の構成等を検討し，各自の研究に関する指導・助言を受ける。また，安全教育及び研究倫理を学

び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究テーマの検討，および全体計画の策定，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行う。それに基づいて研究

を実施し，定期的に報告会を行い，各自の研究の進捗について議論する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出

する。指導教員の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の情報収集，考察，論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB043 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（物性解析化学グループ） 

(Ph.D.Thesis Research in Materials Synthesis and Analysis Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
分析化学・解析分離化学・移動現象論 

担当者名 

（Instructor） 
宮部 寛志(MIYABE KANJI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7183 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の指導のもと，自ら研究目標を定め，計画を立案・実践することを通じて，研究遂行能力を身につける。また，研究倫理

を身につけ，研究を遂行する。研究成果を学会や学術論文等に発表し，プレゼンテーション能力を習得する。博士学位論文につ

ながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえて，新規性・創造性のある研究テーマを決定する。研究計画を立案し，実験を実施する。得られた結果を論理

的に解析・考察する。博士論文の構成等を検討し，各自の研究に関する指導・助言を受ける。また，安全教育及び研究倫理を学

び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究テーマの検討，および全体計画の策定，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行う。それに基づいて研究

を実施し，定期的に報告会を行い，各自の研究の進捗について議論する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出

する。指導教員の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の情報収集，考察，論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB044 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（物性解析化学グループ） 

(Ph.D.Thesis Research in Materials Synthesis and Analysis Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
高分子物理化学 

担当者名 

（Instructor） 
大山 秀子(OYAMA HIDEKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7183 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の指導のもと，自ら研究目標を定め，計画を立案・実践することを通じて，研究遂行能力を身につける。また，研究倫理

を身につけ，研究を遂行する。研究成果を学会や学術論文等に発表し，プレゼンテーション能力を習得する。博士学位論文につ

ながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえて，新規性・創造性のある研究テーマを決定する。研究計画を立案し，実験を実施する。得られた結果を論理

的に解析・考察する。博士論文の構成等を検討し，各自の研究に関する指導・助言を受ける。また，安全教育及び研究倫理を学

び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究テーマの検討，および全体計画の策定，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行う。それに基づいて研究

を実施し，定期的に報告会を行い，各自の研究の進捗について議論する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出

する。指導教員の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の情報収集，考察，論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB051 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（物性解析化学グループ） 

(Ph.D.Thesis Research in Materials Synthesis and Analysis Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
表面物理化学 

担当者名 

（Instructor） 
枝元 一之(EDAMOTO KAZUYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7183 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の指導のもと，自ら研究目標を定め，計画を立案・実践することを通じて，研究遂行能力を身につける。また，研究倫理

を身につけ，研究を遂行する。研究成果を学会や学術論文等に発表し，プレゼンテーション能力を習得する。博士学位論文につ

ながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえて，新規性・創造性のある研究テーマを決定する。研究計画を立案し，実験を実施する。得られた結果を論理

的に解析・考察する。博士論文の構成等を検討し，各自の研究に関する指導・助言を受ける。また，安全教育及び研究倫理を学

び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究テーマの検討，および全体計画の策定，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行う。それに基づいて研究

を実施し，定期的に報告会を行い，各自の研究の進捗について議論する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出

する。指導教員の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の情報収集，考察，論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB052 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（物性解析化学グループ） 

(Ph.D.Thesis Research in Materials Synthesis and Analysis Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
光物理化学・分子分光学 

担当者名 

（Instructor） 
三井 正明(MITSUI MASAAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7183 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の指導のもと，自ら研究目標を定め，計画を立案・実践することを通じて，研究遂行能力を身につける。また，研究倫理

を身につけ，研究を遂行する。研究成果を学会や学術論文等に発表し，プレゼンテーション能力を習得する。博士学位論文につ

ながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえて，新規性・創造性のある研究テーマを決定する。研究計画を立案し，実験を実施する。得られた結果を論理

的に解析・考察する。博士論文の構成等を検討し，各自の研究に関する指導・助言を受ける。また，安全教育及び研究倫理を学

び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究テーマの検討，および全体計画の策定，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行う。それに基づいて研究

を実施し，定期的に報告会を行い，各自の研究の進捗について議論する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出

する。指導教員の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の情報収集，考察，論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB053 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（物性解析化学グループ） 

(Ph.D.Thesis Research in Materials Synthesis and Analysis Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
分析化学・解析分離化学・移動現象論 

担当者名 

（Instructor） 
宮部 寛志(MIYABE KANJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7183 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の指導のもと，自ら研究目標を定め，計画を立案・実践することを通じて，研究遂行能力を身につける。また，研究倫理

を身につけ，研究を遂行する。研究成果を学会や学術論文等に発表し，プレゼンテーション能力を習得する。博士学位論文につ

ながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえて，新規性・創造性のある研究テーマを決定する。研究計画を立案し，実験を実施する。得られた結果を論理

的に解析・考察する。博士論文の構成等を検討し，各自の研究に関する指導・助言を受ける。また，安全教育及び研究倫理を学

び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究テーマの検討，および全体計画の策定，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行う。それに基づいて研究

を実施し，定期的に報告会を行い，各自の研究の進捗について議論する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出

する。指導教員の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の情報収集，考察，論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB054 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（物性解析化学グループ） 

(Ph.D.Thesis Research in Materials Synthesis and Analysis Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
高分子物理化学 

担当者名 

（Instructor） 
大山 秀子(OYAMA HIDEKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7183 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の指導のもと，自ら研究目標を定め，計画を立案・実践することを通じて，研究遂行能力を身につける。また，研究倫理

を身につけ，研究を遂行する。研究成果を学会や学術論文等に発表し，プレゼンテーション能力を習得する。博士学位論文につ

ながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえて，新規性・創造性のある研究テーマを決定する。研究計画を立案し，実験を実施する。得られた結果を論理

的に解析・考察する。博士論文の構成等を検討し，各自の研究に関する指導・助言を受ける。また，安全教育及び研究倫理を学

び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究テーマの検討，および全体計画の策定，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行う。それに基づいて研究

を実施し，定期的に報告会を行い，各自の研究の進捗について議論する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出

する。指導教員の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の情報収集，考察，論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（反応解析化学グループ） 

(Research in Reaction Analysis Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
有機元素化学・物理有機化学 

担当者名 

（Instructor） 
箕浦 真生(MINOURA MAO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7183 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の指導のもと，自ら研究目標を定め，計画を立案・実践することを通じて，研究遂行能力を身につける。また，研究倫理

を身につけ，研究を遂行する。研究成果を学会や学術論文等に発表し，プレゼンテーション能力を習得する。博士学位論文につ

ながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえて，新規性・創造性のある研究テーマを決定する。研究計画を立案し，実験を実施する。得られた結果を論理

的に解析・考察する。博士論文の構成等を検討し，各自の研究に関する指導・助言を受ける。また，安全教育及び研究倫理を学

び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究テーマの検討，および全体計画の策定，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行う。それに基づいて研究

を実施し，定期的に報告会を行い，各自の研究の進捗について議論する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出

する。指導教員の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の情報収集，考察，論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（反応解析化学グループ） 

(Research in Reaction Analysis Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
計算分子科学 

担当者名 

（Instructor） 
望月 祐志(MOCHIZUKI YUJI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7183 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の指導のもと，自ら研究目標を定め，計画を立案・実践することを通じて，研究遂行能力を身につける。また，研究倫理

を身につけ，研究を遂行する。研究成果を学会や学術論文等に発表し，プレゼンテーション能力を習得する。博士学位論文につ

ながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえて，新規性・創造性のある研究テーマを決定する。研究計画を立案し，実験を実施する。得られた結果を論理

的に解析・考察する。博士論文の構成等を検討し，各自の研究に関する指導・助言を受ける。また，安全教育及び研究倫理を学

び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究テーマの検討，および全体計画の策定，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行う。それに基づいて研究

を実施し，定期的に報告会を行い，各自の研究の進捗について議論する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出

する。指導教員の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の情報収集，考察，論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（反応解析化学グループ） 

(Research in Reaction Analysis Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
理論創薬学・分子設計 

担当者名 

（Instructor） 
常盤 広明(TOKIWA HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7183 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の指導のもと，自ら研究目標を定め，計画を立案・実践することを通じて，研究遂行能力を身につける。また，研究倫理

を身につけ，研究を遂行する。研究成果を学会や学術論文等に発表し，プレゼンテーション能力を習得する。博士学位論文につ

ながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえて，新規性・創造性のある研究テーマを決定する。研究計画を立案し，実験を実施する。得られた結果を論理

的に解析・考察する。博士論文の構成等を検討し，各自の研究に関する指導・助言を受ける。また，安全教育及び研究倫理を学

び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究テーマの検討，および全体計画の策定，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行う。それに基づいて研究

を実施し，定期的に報告会を行い，各自の研究の進捗について議論する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出

する。指導教員の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の情報収集，考察，論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（反応解析化学グループ） 

(Research in Reaction Analysis Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
有機合成化学・計算化学 

担当者名 

（Instructor） 
山中 正浩(YAMANAKA MASAHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7183 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の指導のもと，自ら研究目標を定め，計画を立案・実践することを通じて，研究遂行能力を身につける。また，研究倫理

を身につけ，研究を遂行する。研究成果を学会や学術論文等に発表し，プレゼンテーション能力を習得する。博士学位論文につ

ながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえて，新規性・創造性のある研究テーマを決定する。研究計画を立案し，実験を実施する。得られた結果を論理

的に解析・考察する。博士論文の構成等を検討し，各自の研究に関する指導・助言を受ける。また，安全教育及び研究倫理を学

び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究テーマの検討，および全体計画の策定，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行う。それに基づいて研究

を実施し，定期的に報告会を行い，各自の研究の進捗について議論する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出

する。指導教員の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の情報収集，考察，論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（反応解析化学グループ） 

(Research in Reaction Analysis Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
有機元素化学・物理有機化学 

担当者名 

（Instructor） 
箕浦 真生(MINOURA MAO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7183 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の指導のもと，自ら研究目標を定め，計画を立案・実践することを通じて，研究遂行能力を身につける。また，研究倫理

を身につけ，研究を遂行する。研究成果を学会や学術論文等に発表し，プレゼンテーション能力を習得する。博士学位論文につ

ながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえて，新規性・創造性のある研究テーマを決定する。研究計画を立案し，実験を実施する。得られた結果を論理

的に解析・考察する。博士論文の構成等を検討し，各自の研究に関する指導・助言を受ける。また，安全教育及び研究倫理を学

び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究テーマの検討，および全体計画の策定，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行う。それに基づいて研究

を実施し，定期的に報告会を行い，各自の研究の進捗について議論する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出

する。指導教員の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の情報収集，考察，論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（反応解析化学グループ） 

(Research in Reaction Analysis Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
計算分子科学 

担当者名 

（Instructor） 
望月 祐志(MOCHIZUKI YUJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7183 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の指導のもと，自ら研究目標を定め，計画を立案・実践することを通じて，研究遂行能力を身につける。また，研究倫理

を身につけ，研究を遂行する。研究成果を学会や学術論文等に発表し，プレゼンテーション能力を習得する。博士学位論文につ

ながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえて，新規性・創造性のある研究テーマを決定する。研究計画を立案し，実験を実施する。得られた結果を論理

的に解析・考察する。博士論文の構成等を検討し，各自の研究に関する指導・助言を受ける。また，安全教育及び研究倫理を学

び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究テーマの検討，および全体計画の策定，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行う。それに基づいて研究

を実施し，定期的に報告会を行い，各自の研究の進捗について議論する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出

する。指導教員の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の情報収集，考察，論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 172 - 

■RB113 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（反応解析化学グループ） 

(Research in Reaction Analysis Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
理論創薬学・分子設計 

担当者名 

（Instructor） 
常盤 広明(TOKIWA HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7183 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の指導のもと，自ら研究目標を定め，計画を立案・実践することを通じて，研究遂行能力を身につける。また，研究倫理

を身につけ，研究を遂行する。研究成果を学会や学術論文等に発表し，プレゼンテーション能力を習得する。博士学位論文につ

ながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえて，新規性・創造性のある研究テーマを決定する。研究計画を立案し，実験を実施する。得られた結果を論理

的に解析・考察する。博士論文の構成等を検討し，各自の研究に関する指導・助言を受ける。また，安全教育及び研究倫理を学

び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究テーマの検討，および全体計画の策定，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行う。それに基づいて研究

を実施し，定期的に報告会を行い，各自の研究の進捗について議論する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出

する。指導教員の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の情報収集，考察，論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB114 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（反応解析化学グループ） 

(Research in Reaction Analysis Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
有機合成化学・計算化学 

担当者名 

（Instructor） 
山中 正浩(YAMANAKA MASAHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7183 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の指導のもと，自ら研究目標を定め，計画を立案・実践することを通じて，研究遂行能力を身につける。また，研究倫理

を身につけ，研究を遂行する。研究成果を学会や学術論文等に発表し，プレゼンテーション能力を習得する。博士学位論文につ

ながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえて，新規性・創造性のある研究テーマを決定する。研究計画を立案し，実験を実施する。得られた結果を論理

的に解析・考察する。博士論文の構成等を検討し，各自の研究に関する指導・助言を受ける。また，安全教育及び研究倫理を学

び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究テーマの検討，および全体計画の策定，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行う。それに基づいて研究

を実施し，定期的に報告会を行い，各自の研究の進捗について議論する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出

する。指導教員の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の情報収集，考察，論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（構造解析化学グループ） 

(Research in Structural Analysis Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
天然物化学・有機合成化学 

担当者名 

（Instructor） 
黒田 智明(KURODA CHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7183 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の指導のもと，自ら研究目標を定め，計画を立案・実践することを通じて，研究遂行能力を身につける。また，研究倫理

を身につけ，研究を遂行する。研究成果を学会や学術論文等に発表し，プレゼンテーション能力を習得する。博士学位論文につ

ながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえて，新規性・創造性のある研究テーマを決定する。研究計画を立案し，実験を実施する。得られた結果を論理

的に解析・考察する。博士論文の構成等を検討し，各自の研究に関する指導・助言を受ける。また，安全教育及び研究倫理を学

び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究テーマの検討，および全体計画の策定，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行う。それに基づいて研究

を実施し，定期的に報告会を行い，各自の研究の進捗について議論する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出

する。指導教員の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の情報収集，考察，論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（構造解析化学グループ） 

(Research in Structural Analysis Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
錯体化学・固体物性化学 

担当者名 

（Instructor） 
松下 信之(MATSUSHITA NOBUYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7183 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の指導のもと，自ら研究目標を定め，計画を立案・実践することを通じて，研究遂行能力を身につける。また，研究倫理

を身につけ，研究を遂行する。研究成果を学会や学術論文等に発表し，プレゼンテーション能力を習得する。博士学位論文につ

ながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえて，新規性・創造性のある研究テーマを決定する。研究計画を立案し，実験を実施する。得られた結果を論理

的に解析・考察する。博士論文の構成等を検討し，各自の研究に関する指導・助言を受ける。また，安全教育及び研究倫理を学

び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究テーマの検討，および全体計画の策定，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行う。それに基づいて研究

を実施し，定期的に報告会を行い，各自の研究の進捗について議論する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出

する。指導教員の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の情報収集，考察，論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 176 - 

■RB123 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（構造解析化学グループ） 

(Research in Structural Analysis Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
有機光化学 

担当者名 

（Instructor） 
森本 正和(MORIMOTO MASAKAZU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7183 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の指導のもと，自ら研究目標を定め，計画を立案・実践することを通じて，研究遂行能力を身につける。また，研究倫理

を身につけ，研究を遂行する。研究成果を学会や学術論文等に発表し，プレゼンテーション能力を習得する。博士学位論文につ

ながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえて，新規性・創造性のある研究テーマを決定する。研究計画を立案し，実験を実施する。得られた結果を論理

的に解析・考察する。博士論文の構成等を検討し，各自の研究に関する指導・助言を受ける。また，安全教育及び研究倫理を学

び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究テーマの検討，および全体計画の策定，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行う。それに基づいて研究

を実施し，定期的に報告会を行い，各自の研究の進捗について議論する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出

する。指導教員の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の情報収集，考察，論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB124 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（構造解析化学グループ） 

(Research in Structural Analysis Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ナノ分析化学 

担当者名 

（Instructor） 
田渕 眞理(TABUCHI MARI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7183 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の指導のもと，自ら研究目標を定め，計画を立案・実践することを通じて，研究遂行能力を身につける。また，研究倫理

を身につけ，研究を遂行する。研究成果を学会や学術論文等に発表し，プレゼンテーション能力を習得する。博士学位論文につ

ながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえて，新規性・創造性のある研究テーマを決定する。研究計画を立案し，実験を実施する。得られた結果を論理

的に解析・考察する。博士論文の構成等を検討し，各自の研究に関する指導・助言を受ける。また，安全教育及び研究倫理を学

び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究テーマの検討，および全体計画の策定，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行う。それに基づいて研究

を実施し，定期的に報告会を行い，各自の研究の進捗について議論する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出

する。指導教員の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の情報収集，考察，論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB125 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（構造解析化学グループ） 

(Research in Structural Analysis Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
錯体化学・触媒化学 

担当者名 

（Instructor） 
和田 亨(WADA TOHRU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7183 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の指導のもと，自ら研究目標を定め，計画を立案・実践することを通じて，研究遂行能力を身につける。また，研究倫理

を身につけ，研究を遂行する。研究成果を学会や学術論文等に発表し，プレゼンテーション能力を習得する。博士学位論文につ

ながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえて，新規性・創造性のある研究テーマを決定する。研究計画を立案し，実験を実施する。得られた結果を論理

的に解析・考察する。博士論文の構成等を検討し，各自の研究に関する指導・助言を受ける。また，安全教育及び研究倫理を学

び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究テーマの検討，および全体計画の策定，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行う。それに基づいて研究

を実施し，定期的に報告会を行い，各自の研究の進捗について議論する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出

する。指導教員の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の情報収集，考察，論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB131 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（構造解析化学グループ） 

(Research in Structural Analysis Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
天然物化学・有機合成化学 

担当者名 

（Instructor） 
黒田 智明(KURODA CHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7183 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の指導のもと，自ら研究目標を定め，計画を立案・実践することを通じて，研究遂行能力を身につける。また，研究倫理

を身につけ，研究を遂行する。研究成果を学会や学術論文等に発表し，プレゼンテーション能力を習得する。博士学位論文につ

ながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえて，新規性・創造性のある研究テーマを決定する。研究計画を立案し，実験を実施する。得られた結果を論理

的に解析・考察する。博士論文の構成等を検討し，各自の研究に関する指導・助言を受ける。また，安全教育及び研究倫理を学

び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究テーマの検討，および全体計画の策定，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行う。それに基づいて研究

を実施し，定期的に報告会を行い，各自の研究の進捗について議論する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出

する。指導教員の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の情報収集，考察，論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB132 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（構造解析化学グループ） 

(Research in Structural Analysis Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
錯体化学・固体物性化学 

担当者名 

（Instructor） 
松下 信之(MATSUSHITA NOBUYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7183 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の指導のもと，自ら研究目標を定め，計画を立案・実践することを通じて，研究遂行能力を身につける。また，研究倫理

を身につけ，研究を遂行する。研究成果を学会や学術論文等に発表し，プレゼンテーション能力を習得する。博士学位論文につ

ながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえて，新規性・創造性のある研究テーマを決定する。研究計画を立案し，実験を実施する。得られた結果を論理

的に解析・考察する。博士論文の構成等を検討し，各自の研究に関する指導・助言を受ける。また，安全教育及び研究倫理を学

び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究テーマの検討，および全体計画の策定，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行う。それに基づいて研究

を実施し，定期的に報告会を行い，各自の研究の進捗について議論する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出

する。指導教員の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の情報収集，考察，論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB133 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（構造解析化学グループ） 

(Research in Structural Analysis Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
有機光化学 

担当者名 

（Instructor） 
森本 正和(MORIMOTO MASAKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7183 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の指導のもと，自ら研究目標を定め，計画を立案・実践することを通じて，研究遂行能力を身につける。また，研究倫理

を身につけ，研究を遂行する。研究成果を学会や学術論文等に発表し，プレゼンテーション能力を習得する。博士学位論文につ

ながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえて，新規性・創造性のある研究テーマを決定する。研究計画を立案し，実験を実施する。得られた結果を論理

的に解析・考察する。博士論文の構成等を検討し，各自の研究に関する指導・助言を受ける。また，安全教育及び研究倫理を学

び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究テーマの検討，および全体計画の策定，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行う。それに基づいて研究

を実施し，定期的に報告会を行い，各自の研究の進捗について議論する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出

する。指導教員の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の情報収集，考察，論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 182 - 

■RB134 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（構造解析化学グループ） 

(Research in Structural Analysis Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ナノ分析化学 

担当者名 

（Instructor） 
田渕 眞理(TABUCHI MARI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7183 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の指導のもと，自ら研究目標を定め，計画を立案・実践することを通じて，研究遂行能力を身につける。また，研究倫理

を身につけ，研究を遂行する。研究成果を学会や学術論文等に発表し，プレゼンテーション能力を習得する。博士学位論文につ

ながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえて，新規性・創造性のある研究テーマを決定する。研究計画を立案し，実験を実施する。得られた結果を論理

的に解析・考察する。博士論文の構成等を検討し，各自の研究に関する指導・助言を受ける。また，安全教育及び研究倫理を学

び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究テーマの検討，および全体計画の策定，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行う。それに基づいて研究

を実施し，定期的に報告会を行い，各自の研究の進捗について議論する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出

する。指導教員の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の情報収集，考察，論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB135 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（構造解析化学グループ） 

(Research in Structural Analysis Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
錯体化学・触媒化学 

担当者名 

（Instructor） 
和田 亨(WADA TOHRU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7183 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の指導のもと，自ら研究目標を定め，計画を立案・実践することを通じて，研究遂行能力を身につける。また，研究倫理

を身につけ，研究を遂行する。研究成果を学会や学術論文等に発表し，プレゼンテーション能力を習得する。博士学位論文につ

ながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえて，新規性・創造性のある研究テーマを決定する。研究計画を立案し，実験を実施する。得られた結果を論理

的に解析・考察する。博士論文の構成等を検討し，各自の研究に関する指導・助言を受ける。また，安全教育及び研究倫理を学

び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究テーマの検討，および全体計画の策定，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行う。それに基づいて研究

を実施し，定期的に報告会を行い，各自の研究の進捗について議論する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出

する。指導教員の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の情報収集，考察，論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB141 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（物性解析化学グループ） 

(Research in Materials Synthesis and Analysis Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
表面物理化学 

担当者名 

（Instructor） 
枝元 一之(EDAMOTO KAZUYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7183 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の指導のもと，自ら研究目標を定め，計画を立案・実践することを通じて，研究遂行能力を身につける。また，研究倫理

を身につけ，研究を遂行する。研究成果を学会や学術論文等に発表し，プレゼンテーション能力を習得する。博士学位論文につ

ながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえて，新規性・創造性のある研究テーマを決定する。研究計画を立案し，実験を実施する。得られた結果を論理

的に解析・考察する。博士論文の構成等を検討し，各自の研究に関する指導・助言を受ける。また，安全教育及び研究倫理を学

び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究テーマの検討，および全体計画の策定，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行う。それに基づいて研究

を実施し，定期的に報告会を行い，各自の研究の進捗について議論する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出

する。指導教員の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の情報収集，考察，論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB142 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（物性解析化学グループ） 

(Research in Materials Synthesis and Analysis Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
光物理化学・分子分光学 

担当者名 

（Instructor） 
三井 正明(MITSUI MASAAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7183 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の指導のもと，自ら研究目標を定め，計画を立案・実践することを通じて，研究遂行能力を身につける。また，研究倫理

を身につけ，研究を遂行する。研究成果を学会や学術論文等に発表し，プレゼンテーション能力を習得する。博士学位論文につ

ながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえて，新規性・創造性のある研究テーマを決定する。研究計画を立案し，実験を実施する。得られた結果を論理

的に解析・考察する。博士論文の構成等を検討し，各自の研究に関する指導・助言を受ける。また，安全教育及び研究倫理を学

び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究テーマの検討，および全体計画の策定，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行う。それに基づいて研究

を実施し，定期的に報告会を行い，各自の研究の進捗について議論する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出

する。指導教員の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の情報収集，考察，論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB143 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（物性解析化学グループ） 

(Research in Materials Synthesis and Analysis Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
分析化学・解析分離化学・移動現象論 

担当者名 

（Instructor） 
宮部 寛志(MIYABE KANJI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7183 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の指導のもと，自ら研究目標を定め，計画を立案・実践することを通じて，研究遂行能力を身につける。また，研究倫理

を身につけ，研究を遂行する。研究成果を学会や学術論文等に発表し，プレゼンテーション能力を習得する。博士学位論文につ

ながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえて，新規性・創造性のある研究テーマを決定する。研究計画を立案し，実験を実施する。得られた結果を論理

的に解析・考察する。博士論文の構成等を検討し，各自の研究に関する指導・助言を受ける。また，安全教育及び研究倫理を学

び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究テーマの検討，および全体計画の策定，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行う。それに基づいて研究

を実施し，定期的に報告会を行い，各自の研究の進捗について議論する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出

する。指導教員の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の情報収集，考察，論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB144 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（物性解析化学グループ） 

(Research in Materials Synthesis and Analysis Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
高分子物理化学 

担当者名 

（Instructor） 
大山 秀子(OYAMA HIDEKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7183 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の指導のもと，自ら研究目標を定め，計画を立案・実践することを通じて，研究遂行能力を身につける。また，研究倫理

を身につけ，研究を遂行する。研究成果を学会や学術論文等に発表し，プレゼンテーション能力を習得する。博士学位論文につ

ながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえて，新規性・創造性のある研究テーマを決定する。研究計画を立案し，実験を実施する。得られた結果を論理

的に解析・考察する。博士論文の構成等を検討し，各自の研究に関する指導・助言を受ける。また，安全教育及び研究倫理を学

び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究テーマの検討，および全体計画の策定，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行う。それに基づいて研究

を実施し，定期的に報告会を行い，各自の研究の進捗について議論する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出

する。指導教員の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の情報収集，考察，論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（物性解析化学グループ） 

(Research in Materials Synthesis and Analysis Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
表面物理化学 

担当者名 

（Instructor） 
枝元 一之(EDAMOTO KAZUYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7183 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の指導のもと，自ら研究目標を定め，計画を立案・実践することを通じて，研究遂行能力を身につける。また，研究倫理

を身につけ，研究を遂行する。研究成果を学会や学術論文等に発表し，プレゼンテーション能力を習得する。博士学位論文につ

ながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえて，新規性・創造性のある研究テーマを決定する。研究計画を立案し，実験を実施する。得られた結果を論理

的に解析・考察する。博士論文の構成等を検討し，各自の研究に関する指導・助言を受ける。また，安全教育及び研究倫理を学

び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究テーマの検討，および全体計画の策定，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行う。それに基づいて研究

を実施し，定期的に報告会を行い，各自の研究の進捗について議論する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出

する。指導教員の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の情報収集，考察，論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（物性解析化学グループ） 

(Research in Materials Synthesis and Analysis Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
光物理化学・分子分光学 

担当者名 

（Instructor） 
三井 正明(MITSUI MASAAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7183 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の指導のもと，自ら研究目標を定め，計画を立案・実践することを通じて，研究遂行能力を身につける。また，研究倫理

を身につけ，研究を遂行する。研究成果を学会や学術論文等に発表し，プレゼンテーション能力を習得する。博士学位論文につ

ながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえて，新規性・創造性のある研究テーマを決定する。研究計画を立案し，実験を実施する。得られた結果を論理

的に解析・考察する。博士論文の構成等を検討し，各自の研究に関する指導・助言を受ける。また，安全教育及び研究倫理を学

び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究テーマの検討，および全体計画の策定，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行う。それに基づいて研究

を実施し，定期的に報告会を行い，各自の研究の進捗について議論する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出

する。指導教員の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の情報収集，考察，論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB153 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（物性解析化学グループ） 

(Research in Materials Synthesis and Analysis Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
分析化学・解析分離化学・移動現象論 

担当者名 

（Instructor） 
宮部 寛志(MIYABE KANJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7183 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の指導のもと，自ら研究目標を定め，計画を立案・実践することを通じて，研究遂行能力を身につける。また，研究倫理

を身につけ，研究を遂行する。研究成果を学会や学術論文等に発表し，プレゼンテーション能力を習得する。博士学位論文につ

ながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえて，新規性・創造性のある研究テーマを決定する。研究計画を立案し，実験を実施する。得られた結果を論理

的に解析・考察する。博士論文の構成等を検討し，各自の研究に関する指導・助言を受ける。また，安全教育及び研究倫理を学

び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究テーマの検討，および全体計画の策定，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行う。それに基づいて研究

を実施し，定期的に報告会を行い，各自の研究の進捗について議論する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出

する。指導教員の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の情報収集，考察，論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RB154 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（物性解析化学グループ） 

(Research in Materials Synthesis and Analysis Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
高分子物理化学 

担当者名 

（Instructor） 
大山 秀子(OYAMA HIDEKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE7183 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員の指導のもと，自ら研究目標を定め，計画を立案・実践することを通じて，研究遂行能力を身につける。また，研究倫理

を身につけ，研究を遂行する。研究成果を学会や学術論文等に発表し，プレゼンテーション能力を習得する。博士学位論文につ

ながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究を踏まえて，新規性・創造性のある研究テーマを決定する。研究計画を立案し，実験を実施する。得られた結果を論理

的に解析・考察する。博士論文の構成等を検討し，各自の研究に関する指導・助言を受ける。また，安全教育及び研究倫理を学

び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究テーマの検討，および全体計画の策定，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行う。それに基づいて研究

を実施し，定期的に報告会を行い，各自の研究の進捗について議論する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出

する。指導教員の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の情報収集，考察，論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC001 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（代数学） 

(Ph.D.Thesis Research in Mathematics(Algebra)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
代数的整数論 

担当者名 

（Instructor） 
青木 昇(AOKI NOBORU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（または副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者

としての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，創造性のある理論構築や考察を行う。指導教員は各自の研究に

関する指導・助言を行う。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出する。また定期的報告会を行い，指導教員

の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

また，毎年開催する報告会を行い，前期課程，後期課程の学生や副指導教員を含む関連分野教員に研究報告をすることで，研

究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員からの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，論文の執筆。 

報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC002 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（代数学） 

(Ph.D.Thesis Research in Mathematics(Algebra)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
数論幾何学・代数的 K 理論 

担当者名 

（Instructor） 
ガイサ, T.（GEISSER,THOMAS H.） 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（または副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者

としての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，創造性のある理論構築や考察を行う。指導教員は各自の研究に

関する指導・助言を行う。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出する。また定期的報告会を行い，指導教員

の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

また，毎年開催する報告会を行い，前期課程，後期課程の学生や副指導教員を含む関連分野教員に研究報告をすることで，研

究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員からの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，論文の執筆。 

報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC011 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（代数学） 

(Ph.D.Thesis Research in Mathematics(Algebra)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
代数的整数論 

担当者名 

（Instructor） 
青木 昇(AOKI NOBORU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（または副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者

としての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，創造性のある理論構築や考察を行う。指導教員は各自の研究に

関する指導・助言を行う。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出する。また定期的報告会を行い，指導教員

の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

また，毎年開催する報告会を行い，前期課程，後期課程の学生や副指導教員を含む関連分野教員に研究報告をすることで，研

究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員からの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，論文の執筆。 

報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（代数学） 

(Ph.D.Thesis Research in Mathematics(Algebra)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
数論幾何学・代数的 K 理論 

担当者名 

（Instructor） 
ガイサ, T.（GEISSER,THOMAS H.） 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（または副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者

としての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，創造性のある理論構築や考察を行う。指導教員は各自の研究に

関する指導・助言を行う。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出する。また定期的報告会を行い，指導教員

の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

また，毎年開催する報告会を行い，前期課程，後期課程の学生や副指導教員を含む関連分野教員に研究報告をすることで，研

究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員からの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，論文の執筆。 

報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC021 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（幾何学） 

(Ph.D.Thesis Research in Mathematics(Geometry)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
情報処理学 

担当者名 

（Instructor） 
長島 忍(NAGASHIMA SHINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（または副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者

としての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，創造性のある理論構築や考察を行う。指導教員は各自の研究に

関する指導・助言を行う。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出する。また定期的報告会を行い，指導教員

の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

また，毎年開催する報告会を行い，前期課程，後期課程の学生や副指導教員を含む関連分野教員に研究報告をすることで，研

究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員からの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，論文の執筆。 

報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC022 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（幾何学） 

(Ph.D.Thesis Research in Mathematics(Geometry)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
代数幾何学・大域解析学 

担当者名 

（Instructor） 
西納 武男(NISHINO TAKEO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（または副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者

としての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，創造性のある理論構築や考察を行う。指導教員は各自の研究に

関する指導・助言を行う。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出する。また定期的報告会を行い，指導教員

の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

また，毎年開催する報告会を行い，前期課程，後期課程の学生や副指導教員を含む関連分野教員に研究報告をすることで，研

究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員からの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，論文の執筆。 

報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC023 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（幾何学） 

(Ph.D.Thesis Research in Mathematics(Geometry)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
算術的幾何学・３次元多様体論 

担当者名 

（Instructor） 
杉山 健一(SUGIYAMA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（または副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者

としての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，創造性のある理論構築や考察を行う。指導教員は各自の研究に

関する指導・助言を行う。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出する。また定期的報告会を行い，指導教員

の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

また，毎年開催する報告会を行い，前期課程，後期課程の学生や副指導教員を含む関連分野教員に研究報告をすることで，研

究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員からの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，論文の執筆。 

報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC031 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（幾何学） 

(Ph.D.Thesis Research in Mathematics(Geometry)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
情報処理学 

担当者名 

（Instructor） 
長島 忍(NAGASHIMA SHINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（または副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者

としての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，創造性のある理論構築や考察を行う。指導教員は各自の研究に

関する指導・助言を行う。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出する。また定期的報告会を行い，指導教員

の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

また，毎年開催する報告会を行い，前期課程，後期課程の学生や副指導教員を含む関連分野教員に研究報告をすることで，研

究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員からの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，論文の執筆。 

報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC032 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（幾何学） 

(Ph.D.Thesis Research in Mathematics(Geometry)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
代数幾何学・大域解析学 

担当者名 

（Instructor） 
西納 武男(NISHINO TAKEO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（または副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者

としての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，創造性のある理論構築や考察を行う。指導教員は各自の研究に

関する指導・助言を行う。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出する。また定期的報告会を行い，指導教員

の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

また，毎年開催する報告会を行い，前期課程，後期課程の学生や副指導教員を含む関連分野教員に研究報告をすることで，研

究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員からの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，論文の執筆。 

報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC033 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（幾何学） 

(Ph.D.Thesis Research in Mathematics(Geometry)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
算術的幾何学・３次元多様体論 

担当者名 

（Instructor） 
杉山 健一(SUGIYAMA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（または副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者

としての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，創造性のある理論構築や考察を行う。指導教員は各自の研究に

関する指導・助言を行う。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出する。また定期的報告会を行い，指導教員

の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

また，毎年開催する報告会を行い，前期課程，後期課程の学生や副指導教員を含む関連分野教員に研究報告をすることで，研

究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員からの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，論文の執筆。 

報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC041 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（解析学） 

(Ph.D.Thesis Research in Mathematics(Analysis)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
量子可積分系 

担当者名 

（Instructor） 
神保 道夫(JIMBO MICHIO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（または副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者

としての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，創造性のある理論構築や考察を行う。指導教員は各自の研究に

関する指導・助言を行う。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出する。また定期的報告会を行い，指導教員

の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

また，毎年開催する報告会を行い，前期課程，後期課程の学生や副指導教員を含む関連分野教員に研究報告をすることで，研

究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員からの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，論文の執筆。 

報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC042 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（解析学） 

(Ph.D.Thesis Research in Mathematics(Analysis)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
数理物理学・古典可積分系 

担当者名 

（Instructor） 
筧 三郎(KAKEI SABUROU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（または副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者

としての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，創造性のある理論構築や考察を行う。指導教員は各自の研究に

関する指導・助言を行う。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出する。また定期的報告会を行い，指導教員

の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

また，毎年開催する報告会を行い，前期課程，後期課程の学生や副指導教員を含む関連分野教員に研究報告をすることで，研

究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員からの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，論文の執筆。 

報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC043 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（解析学） 

(Ph.D.Thesis Research in Mathematics(Analysis)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
数理物理学・解析的数論 

担当者名 

（Instructor） 
小森 靖(KOMORI YASUSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（または副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者

としての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，創造性のある理論構築や考察を行う。指導教員は各自の研究に

関する指導・助言を行う。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出する。また定期的報告会を行い，指導教員

の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

また，毎年開催する報告会を行い，前期課程，後期課程の学生や副指導教員を含む関連分野教員に研究報告をすることで，研

究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員からの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，論文の執筆。 

報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC044 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（解析学） 

(Ph.D.Thesis Research in Mathematics(Analysis)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
代数解析学・表現論 

担当者名 

（Instructor） 
斉藤 義久(SAITO YOSHIHISA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（または副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者

としての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，創造性のある理論構築や考察を行う。指導教員は各自の研究に

関する指導・助言を行う。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出する。また定期的報告会を行い，指導教員

の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

また，毎年開催する報告会を行い，前期課程，後期課程の学生や副指導教員を含む関連分野教員に研究報告をすることで，研

究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員からの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，論文の執筆。 

報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC045 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（解析学） 

(Ph.D.Thesis Research in Mathematics(Analysis)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
作用素環論・部分因子環論 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 信哉(SATO NOBUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（または副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者

としての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，創造性のある理論構築や考察を行う。指導教員は各自の研究に

関する指導・助言を行う。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出する。また定期的報告会を行い，指導教員

の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

また，毎年開催する報告会を行い，前期課程，後期課程の学生や副指導教員を含む関連分野教員に研究報告をすることで，研

究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員からの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，論文の執筆。 

報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 207 - 

■RC046 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（解析学） 

(Ph.D.Thesis Research in Mathematics(Analysis)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
量子群・可解格子模型 

担当者名 

（Instructor） 
山田 裕二(YAMADA YUJI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（または副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者

としての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，創造性のある理論構築や考察を行う。指導教員は各自の研究に

関する指導・助言を行う。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出する。また定期的報告会を行い，指導教員

の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

また，毎年開催する報告会を行い，前期課程，後期課程の学生や副指導教員を含む関連分野教員に研究報告をすることで，研

究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員からの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，論文の執筆。 

報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC051 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（解析学） 

(Ph.D.Thesis Research in Mathematics(Analysis)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
量子可積分系 

担当者名 

（Instructor） 
神保 道夫(JIMBO MICHIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（または副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者

としての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，創造性のある理論構築や考察を行う。指導教員は各自の研究に

関する指導・助言を行う。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出する。また定期的報告会を行い，指導教員

の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

また，毎年開催する報告会を行い，前期課程，後期課程の学生や副指導教員を含む関連分野教員に研究報告をすることで，研

究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員からの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，論文の執筆。 

報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC052 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（解析学） 

(Ph.D.Thesis Research in Mathematics(Analysis)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
数理物理学・古典可積分系 

担当者名 

（Instructor） 
筧 三郎(KAKEI SABUROU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（または副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者

としての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，創造性のある理論構築や考察を行う。指導教員は各自の研究に

関する指導・助言を行う。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出する。また定期的報告会を行い，指導教員

の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

また，毎年開催する報告会を行い，前期課程，後期課程の学生や副指導教員を含む関連分野教員に研究報告をすることで，研

究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員からの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，論文の執筆。 

報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC053 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（解析学） 

(Ph.D.Thesis Research in Mathematics(Analysis)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
数理物理学・解析的数論 

担当者名 

（Instructor） 
小森 靖(KOMORI YASUSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（または副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者

としての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，創造性のある理論構築や考察を行う。指導教員は各自の研究に

関する指導・助言を行う。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出する。また定期的報告会を行い，指導教員

の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

また，毎年開催する報告会を行い，前期課程，後期課程の学生や副指導教員を含む関連分野教員に研究報告をすることで，研

究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員からの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，論文の執筆。 

報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC054 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（解析学） 

(Ph.D.Thesis Research in Mathematics(Analysis)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
代数解析学・表現論 

担当者名 

（Instructor） 
斉藤 義久(SAITO YOSHIHISA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（または副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者

としての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，創造性のある理論構築や考察を行う。指導教員は各自の研究に

関する指導・助言を行う。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出する。また定期的報告会を行い，指導教員

の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

また，毎年開催する報告会を行い，前期課程，後期課程の学生や副指導教員を含む関連分野教員に研究報告をすることで，研

究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員からの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，論文の執筆。 

報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC055 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（解析学） 

(Ph.D.Thesis Research in Mathematics(Analysis)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
作用素環論・部分因子環論 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 信哉(SATO NOBUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（または副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者

としての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，創造性のある理論構築や考察を行う。指導教員は各自の研究に

関する指導・助言を行う。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出する。また定期的報告会を行い，指導教員

の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

また，毎年開催する報告会を行い，前期課程，後期課程の学生や副指導教員を含む関連分野教員に研究報告をすることで，研

究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員からの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，論文の執筆。 

報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC061 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（計算数学） 

(Ph.D.Thesis Research in Mathematics(Computational Mathematics)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
計算代数・計算代数解析 

担当者名 

（Instructor） 
野呂 正行(NORO MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（または副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者

としての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，創造性のある理論構築や考察を行う。指導教員は各自の研究に

関する指導・助言を行う。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出する。また定期的報告会を行い，指導教員

の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

また，毎年開催する報告会を行い，前期課程，後期課程の学生や副指導教員を含む関連分野教員に研究報告をすることで，研

究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員からの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，論文の執筆。 

報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC062 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（計算数学） 

(Ph.D.Thesis Research in Mathematics(Computational Mathematics)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
計算機代数・代数的組合せ論 

担当者名 

（Instructor） 
横山 和弘(YOKOYAMA KAZUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（または副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者

としての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，創造性のある理論構築や考察を行う。指導教員は各自の研究に

関する指導・助言を行う。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出する。また定期的報告会を行い，指導教員

の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

また，毎年開催する報告会を行い，前期課程，後期課程の学生や副指導教員を含む関連分野教員に研究報告をすることで，研

究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員からの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，論文の執筆。 

報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 215 - 

■RC071 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（計算数学） 

(Ph.D.Thesis Research in Mathematics(Computational Mathematics)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
計算代数・計算代数解析 

担当者名 

（Instructor） 
野呂 正行(NORO MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（または副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者

としての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，創造性のある理論構築や考察を行う。指導教員は各自の研究に

関する指導・助言を行う。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出する。また定期的報告会を行い，指導教員

の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

また，毎年開催する報告会を行い，前期課程，後期課程の学生や副指導教員を含む関連分野教員に研究報告をすることで，研

究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員からの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，論文の執筆。 

報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC072 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（計算数学） 

(Ph.D.Thesis Research in Mathematics(Computational Mathematics)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
計算機代数・代数的組合せ論 

担当者名 

（Instructor） 
横山 和弘(YOKOYAMA KAZUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（または副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者

としての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，創造性のある理論構築や考察を行う。指導教員は各自の研究に

関する指導・助言を行う。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出する。また定期的報告会を行い，指導教員

の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

また，毎年開催する報告会を行い，前期課程，後期課程の学生や副指導教員を含む関連分野教員に研究報告をすることで，研

究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員からの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，論文の執筆。 

報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（代数学） 

(Research in Mathematics (Algebra)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
代数的整数論 

担当者名 

（Instructor） 
青木 昇(AOKI NOBORU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（または副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者

としての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，創造性のある理論構築や考察を行う。指導教員は各自の研究に

関する指導・助言を行う。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出する。また定期的報告会を行い，指導教員

の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

また，毎年開催する報告会を行い，前期課程，後期課程の学生や副指導教員を含む関連分野教員に研究報告をすることで，研

究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員からの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，論文の執筆。 

報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（代数学） 

(Research in Mathematics (Algebra)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
数論幾何学・代数的 K 理論 

担当者名 

（Instructor） 
ガイサ, T.（GEISSER,THOMAS H.） 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（または副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者

としての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，創造性のある理論構築や考察を行う。指導教員は各自の研究に

関する指導・助言を行う。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出する。また定期的報告会を行い，指導教員

の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

また，毎年開催する報告会を行い，前期課程，後期課程の学生や副指導教員を含む関連分野教員に研究報告をすることで，研

究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員からの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，論文の執筆。 

報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（代数学） 

(Research in Mathematics (Algebra)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
代数的整数論 

担当者名 

（Instructor） 
青木 昇(AOKI NOBORU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（または副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者

としての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，創造性のある理論構築や考察を行う。指導教員は各自の研究に

関する指導・助言を行う。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出する。また定期的報告会を行い，指導教員

の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

また，毎年開催する報告会を行い，前期課程，後期課程の学生や副指導教員を含む関連分野教員に研究報告をすることで，研

究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員からの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，論文の執筆。 

報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（代数学） 

(Research in Mathematics (Algebra)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
数論幾何学・代数的 K 理論 

担当者名 

（Instructor） 
ガイサ, T.（GEISSER,THOMAS H.） 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（または副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者

としての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，創造性のある理論構築や考察を行う。指導教員は各自の研究に

関する指導・助言を行う。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出する。また定期的報告会を行い，指導教員

の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

また，毎年開催する報告会を行い，前期課程，後期課程の学生や副指導教員を含む関連分野教員に研究報告をすることで，研

究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員からの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，論文の執筆。 

報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（幾何学） 

(Research in Mathematics (Geometry)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
情報処理学 

担当者名 

（Instructor） 
長島 忍(NAGASHIMA SHINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（または副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者

としての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，創造性のある理論構築や考察を行う。指導教員は各自の研究に

関する指導・助言を行う。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出する。また定期的報告会を行い，指導教員

の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

また，毎年開催する報告会を行い，前期課程，後期課程の学生や副指導教員を含む関連分野教員に研究報告をすることで，研

究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員からの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，論文の執筆。 

報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（幾何学） 

(Research in Mathematics (Geometry)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
代数幾何学・大域解析学 

担当者名 

（Instructor） 
西納 武男(NISHINO TAKEO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（または副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者

としての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，創造性のある理論構築や考察を行う。指導教員は各自の研究に

関する指導・助言を行う。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出する。また定期的報告会を行い，指導教員

の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

また，毎年開催する報告会を行い，前期課程，後期課程の学生や副指導教員を含む関連分野教員に研究報告をすることで，研

究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員からの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，論文の執筆。 

報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC123 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（幾何学） 

(Research in Mathematics (Geometry)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
算術的幾何学・３次元多様体論 

担当者名 

（Instructor） 
杉山 健一(SUGIYAMA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（または副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者

としての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，創造性のある理論構築や考察を行う。指導教員は各自の研究に

関する指導・助言を行う。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出する。また定期的報告会を行い，指導教員

の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

また，毎年開催する報告会を行い，前期課程，後期課程の学生や副指導教員を含む関連分野教員に研究報告をすることで，研

究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員からの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，論文の執筆。 

報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC131 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（幾何学） 

(Research in Mathematics (Geometry)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
情報処理学 

担当者名 

（Instructor） 
長島 忍(NAGASHIMA SHINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（または副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者

としての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，創造性のある理論構築や考察を行う。指導教員は各自の研究に

関する指導・助言を行う。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出する。また定期的報告会を行い，指導教員

の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

また，毎年開催する報告会を行い，前期課程，後期課程の学生や副指導教員を含む関連分野教員に研究報告をすることで，研

究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員からの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，論文の執筆。 

報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC132 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（幾何学） 

(Research in Mathematics (Geometry)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
代数幾何学・大域解析学 

担当者名 

（Instructor） 
西納 武男(NISHINO TAKEO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（または副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者

としての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，創造性のある理論構築や考察を行う。指導教員は各自の研究に

関する指導・助言を行う。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出する。また定期的報告会を行い，指導教員

の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

また，毎年開催する報告会を行い，前期課程，後期課程の学生や副指導教員を含む関連分野教員に研究報告をすることで，研

究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員からの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，論文の執筆。 

報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC133 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（幾何学） 

(Research in Mathematics (Geometry)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
算術的幾何学・３次元多様体論 

担当者名 

（Instructor） 
杉山 健一(SUGIYAMA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（または副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者

としての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，創造性のある理論構築や考察を行う。指導教員は各自の研究に

関する指導・助言を行う。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出する。また定期的報告会を行い，指導教員

の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

また，毎年開催する報告会を行い，前期課程，後期課程の学生や副指導教員を含む関連分野教員に研究報告をすることで，研

究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員からの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，論文の執筆。 

報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC141 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（解析学） 

(Research in Mathematics (Analysis)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
量子可積分系 

担当者名 

（Instructor） 
神保 道夫(JIMBO MICHIO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（または副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者

としての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，創造性のある理論構築や考察を行う。指導教員は各自の研究に

関する指導・助言を行う。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出する。また定期的報告会を行い，指導教員

の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

また，毎年開催する報告会を行い，前期課程，後期課程の学生や副指導教員を含む関連分野教員に研究報告をすることで，研

究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員からの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，論文の執筆。 

報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC142 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（解析学） 

(Research in Mathematics (Analysis)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
数理物理学・古典可積分系 

担当者名 

（Instructor） 
筧 三郎(KAKEI SABUROU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（または副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者

としての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，創造性のある理論構築や考察を行う。指導教員は各自の研究に

関する指導・助言を行う。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出する。また定期的報告会を行い，指導教員

の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

また，毎年開催する報告会を行い，前期課程，後期課程の学生や副指導教員を含む関連分野教員に研究報告をすることで，研

究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員からの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，論文の執筆。 

報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC143 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（解析学） 

(Research in Mathematics (Analysis)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
数理物理学・解析的数論 

担当者名 

（Instructor） 
小森 靖(KOMORI YASUSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（または副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者

としての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，創造性のある理論構築や考察を行う。指導教員は各自の研究に

関する指導・助言を行う。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出する。また定期的報告会を行い，指導教員

の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

また，毎年開催する報告会を行い，前期課程，後期課程の学生や副指導教員を含む関連分野教員に研究報告をすることで，研

究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員からの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，論文の執筆。 

報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC144 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（解析学） 

(Research in Mathematics (Analysis)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
代数解析学・表現論 

担当者名 

（Instructor） 
斉藤 義久(SAITO YOSHIHISA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（または副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者

としての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，創造性のある理論構築や考察を行う。指導教員は各自の研究に

関する指導・助言を行う。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出する。また定期的報告会を行い，指導教員

の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

また，毎年開催する報告会を行い，前期課程，後期課程の学生や副指導教員を含む関連分野教員に研究報告をすることで，研

究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員からの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，論文の執筆。 

報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC145 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（解析学） 

(Research in Mathematics (Analysis)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
作用素環論・部分因子環論 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 信哉(SATO NOBUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（または副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者

としての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，創造性のある理論構築や考察を行う。指導教員は各自の研究に

関する指導・助言を行う。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出する。また定期的報告会を行い，指導教員

の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

また，毎年開催する報告会を行い，前期課程，後期課程の学生や副指導教員を含む関連分野教員に研究報告をすることで，研

究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員からの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，論文の執筆。 

報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC146 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（解析学） 

(Research in Mathematics (Analysis)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
量子群・可解格子模型 

担当者名 

（Instructor） 
山田 裕二(YAMADA YUJI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（または副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者

としての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，創造性のある理論構築や考察を行う。指導教員は各自の研究に

関する指導・助言を行う。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出する。また定期的報告会を行い，指導教員

の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

また，毎年開催する報告会を行い，前期課程，後期課程の学生や副指導教員を含む関連分野教員に研究報告をすることで，研

究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員からの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，論文の執筆。 

報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（解析学） 

(Research in Mathematics (Analysis)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
量子可積分系 

担当者名 

（Instructor） 
神保 道夫(JIMBO MICHIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（または副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者

としての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，創造性のある理論構築や考察を行う。指導教員は各自の研究に

関する指導・助言を行う。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出する。また定期的報告会を行い，指導教員

の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

また，毎年開催する報告会を行い，前期課程，後期課程の学生や副指導教員を含む関連分野教員に研究報告をすることで，研

究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員からの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，論文の執筆。 

報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（解析学） 

(Research in Mathematics (Analysis)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
数理物理学・古典可積分系 

担当者名 

（Instructor） 
筧 三郎(KAKEI SABUROU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（または副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者

としての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，創造性のある理論構築や考察を行う。指導教員は各自の研究に

関する指導・助言を行う。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出する。また定期的報告会を行い，指導教員

の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

また，毎年開催する報告会を行い，前期課程，後期課程の学生や副指導教員を含む関連分野教員に研究報告をすることで，研

究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員からの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，論文の執筆。 

報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC153 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（解析学） 

(Research in Mathematics (Analysis)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
数理物理学・解析的数論 

担当者名 

（Instructor） 
小森 靖(KOMORI YASUSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（または副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者

としての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，創造性のある理論構築や考察を行う。指導教員は各自の研究に

関する指導・助言を行う。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出する。また定期的報告会を行い，指導教員

の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

また，毎年開催する報告会を行い，前期課程，後期課程の学生や副指導教員を含む関連分野教員に研究報告をすることで，研

究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員からの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，論文の執筆。 

報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC154 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（解析学） 

(Research in Mathematics (Analysis)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
代数解析学・表現論 

担当者名 

（Instructor） 
斉藤 義久(SAITO YOSHIHISA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（または副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者

としての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，創造性のある理論構築や考察を行う。指導教員は各自の研究に

関する指導・助言を行う。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出する。また定期的報告会を行い，指導教員

の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

また，毎年開催する報告会を行い，前期課程，後期課程の学生や副指導教員を含む関連分野教員に研究報告をすることで，研

究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員からの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，論文の執筆。 

報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（解析学） 

(Research in Mathematics (Analysis)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
作用素環論・部分因子環論 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 信哉(SATO NOBUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（または副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者

としての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，創造性のある理論構築や考察を行う。指導教員は各自の研究に

関する指導・助言を行う。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出する。また定期的報告会を行い，指導教員

の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

また，毎年開催する報告会を行い，前期課程，後期課程の学生や副指導教員を含む関連分野教員に研究報告をすることで，研

究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員からの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，論文の執筆。 

報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC161 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（計算数学） 

(Research in Mathematics (Computationnal Mathematics)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
計算代数・計算代数解析 

担当者名 

（Instructor） 
野呂 正行(NORO MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（または副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者

としての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，創造性のある理論構築や考察を行う。指導教員は各自の研究に

関する指導・助言を行う。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出する。また定期的報告会を行い，指導教員

の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

また，毎年開催する報告会を行い，前期課程，後期課程の学生や副指導教員を含む関連分野教員に研究報告をすることで，研

究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員からの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，論文の執筆。 

報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC162 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（計算数学） 

(Research in Mathematics (Computationnal Mathematics)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
計算機代数・代数的組合せ論 

担当者名 

（Instructor） 
横山 和弘(YOKOYAMA KAZUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（または副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者

としての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，創造性のある理論構築や考察を行う。指導教員は各自の研究に

関する指導・助言を行う。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出する。また定期的報告会を行い，指導教員

の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

また，毎年開催する報告会を行い，前期課程，後期課程の学生や副指導教員を含む関連分野教員に研究報告をすることで，研

究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員からの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，論文の執筆。 

報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 240 - 

■RC171 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（計算数学） 

(Research in Mathematics (Computationnal Mathematics)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
計算代数・計算代数解析 

担当者名 

（Instructor） 
野呂 正行(NORO MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（または副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者

としての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，創造性のある理論構築や考察を行う。指導教員は各自の研究に

関する指導・助言を行う。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出する。また定期的報告会を行い，指導教員

の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

また，毎年開催する報告会を行い，前期課程，後期課程の学生や副指導教員を含む関連分野教員に研究報告をすることで，研

究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員からの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，論文の執筆。 

報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RC172 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（計算数学） 

(Research in Mathematics (Computationnal Mathematics)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
計算機代数・代数的組合せ論 

担当者名 

（Instructor） 
横山 和弘(YOKOYAMA KAZUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT7083 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員（または副指導教員）の指導のもと，研究計画に基づいて研究を行い，学会発表や学術論文等の出版を通して研究者

としての力量を身につけ，博士学位論文につながる研究成果をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマの検討と選定をおこない，先行研究の検討を元に，創造性のある理論構築や考察を行う。指導教員は各自の研究に

関する指導・助言を行う。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

研究分野の幅広い研究内容を習得しつつ，先行研究に関する検討，研究方法についての検討等を行い，研究テーマの検討・絞

り込みと全体計画を策定する。各自研究の進捗については半期ごとに報告書を提出する。また定期的報告会を行い，指導教員

の指導・助言のもとに博士学位論文をまとめる。博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。 

また，毎年開催する報告会を行い，前期課程，後期課程の学生や副指導教員を含む関連分野教員に研究報告をすることで，研

究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員からの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する先行研究等の収集，考察，論文の執筆。 

報告の準備と，報告で得られたコメントに対する対応の調査検討。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD001 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（生物化学） 

(Ph.D.Thesis Research in Biochemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
分子構造生物物理学 

担当者名 

（Instructor） 
花井 亮(HANAI RYO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7883 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員，および副指導教員の指導のもと，自ら立案した研究計画に基づいて研究を進め，得られた研究成果を博士学位論文

にまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

独創的な研究テーマを立案し，精度の高い実験技術を身につけて，「立教大学研究活動行動規範」を遵守しつつ，研究を遂行す

る。得られた結果を論理的に総括する能力を養い，研究報告会，学会などで研究成果を発表して学術的な能力を深める。当該分

野の研究の発展に寄与する成果を学位論文にまとめる。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

【１年次】研究計画の立案，予備実験を通して萌芽の探索。 

【２年次】明確な研究目標の設定，研究成果の蓄積と発展。 

【３年次以降】研究の仕上げ，研究成果の取りまとめと投稿論文の執筆，学位論文の完成。 

博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。また，毎年開催する報告会において，前期課程，後期課程の学生や

副指導教員を含む関連分野教員に研究成果を報告をすることで，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員か

らの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する研究情報の収集・検討，研究結果の解析，研究成果発表の準備，学位論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD002 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（生物化学） 

(Ph.D.Thesis Research in Biochemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生体膜の生物化学 

担当者名 

（Instructor） 
松山 伸一(MATSUYAMA SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7883 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員，および副指導教員の指導のもと，自ら立案した研究計画に基づいて研究を進め，得られた研究成果を博士学位論文

にまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

独創的な研究テーマを立案し，精度の高い実験技術を身につけて，「立教大学研究活動行動規範」を遵守しつつ，研究を遂行す

る。得られた結果を論理的に総括する能力を養い，研究報告会，学会などで研究成果を発表して学術的な能力を深める。当該分

野の研究の発展に寄与する成果を学位論文にまとめる。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

【１年次】研究計画の立案，予備実験を通して萌芽の探索。 

【２年次】明確な研究目標の設定，研究成果の蓄積と発展。 

【３年次以降】研究の仕上げ，研究成果の取りまとめと投稿論文の執筆，学位論文の完成。 

博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。また，毎年開催する報告会において，前期課程，後期課程の学生や

副指導教員を含む関連分野教員に研究成果を報告をすることで，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員か

らの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する研究情報の収集・検討，研究結果の解析，研究成果発表の準備，学位論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD003 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（生物化学） 

(Ph.D.Thesis Research in Biochemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
バクテリアの細胞生化学 

担当者名 

（Instructor） 
末次 正幸(SUETSUGU MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7883 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員，および副指導教員の指導のもと，自ら立案した研究計画に基づいて研究を進め，得られた研究成果を博士学位論文

にまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

独創的な研究テーマを立案し，精度の高い実験技術を身につけて，「立教大学研究活動行動規範」を遵守しつつ，研究を遂行す

る。得られた結果を論理的に総括する能力を養い，研究報告会，学会などで研究成果を発表して学術的な能力を深める。当該分

野の研究の発展に寄与する成果を学位論文にまとめる。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

【１年次】研究計画の立案，予備実験を通して萌芽の探索。 

【２年次】明確な研究目標の設定，研究成果の蓄積と発展。 

【３年次以降】研究の仕上げ，研究成果の取りまとめと投稿論文の執筆，学位論文の完成。 

博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。また，毎年開催する報告会において，前期課程，後期課程の学生や

副指導教員を含む関連分野教員に研究成果を報告をすることで，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員か

らの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する研究情報の収集・検討，研究結果の解析，研究成果発表の準備，学位論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD004 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（生物化学） 

(Ph.D.Thesis Research in Biochemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
タンパク質生物物理学 

担当者名 

（Instructor） 
山田 康之(YAMADA YASUYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7883 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員，および副指導教員の指導のもと，自ら立案した研究計画に基づいて研究を進め，得られた研究成果を博士学位論文

にまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

独創的な研究テーマを立案し，精度の高い実験技術を身につけて，「立教大学研究活動行動規範」を遵守しつつ，研究を遂行す

る。得られた結果を論理的に総括する能力を養い，研究報告会，学会などで研究成果を発表して学術的な能力を深める。当該分

野の研究の発展に寄与する成果を学位論文にまとめる。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

【１年次】研究計画の立案，予備実験を通して萌芽の探索。 

【２年次】明確な研究目標の設定，研究成果の蓄積と発展。 

【３年次以降】研究の仕上げ，研究成果の取りまとめと投稿論文の執筆，学位論文の完成。 

博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。また，毎年開催する報告会において，前期課程，後期課程の学生や

副指導教員を含む関連分野教員に研究成果を報告をすることで，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員か

らの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する研究情報の収集・検討，研究結果の解析，研究成果発表の準備，学位論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD011 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（生物化学） 

(Ph.D.Thesis Research in Biochemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
分子構造生物物理学 

担当者名 

（Instructor） 
花井 亮(HANAI RYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7883 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員，および副指導教員の指導のもと，自ら立案した研究計画に基づいて研究を進め，得られた研究成果を博士学位論文

にまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

独創的な研究テーマを立案し，精度の高い実験技術を身につけて，「立教大学研究活動行動規範」を遵守しつつ，研究を遂行す

る。得られた結果を論理的に総括する能力を養い，研究報告会，学会などで研究成果を発表して学術的な能力を深める。当該分

野の研究の発展に寄与する成果を学位論文にまとめる。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

【１年次】研究計画の立案，予備実験を通して萌芽の探索。 

【２年次】明確な研究目標の設定，研究成果の蓄積と発展。 

【３年次以降】研究の仕上げ，研究成果の取りまとめと投稿論文の執筆，学位論文の完成。 

博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。また，毎年開催する報告会において，前期課程，後期課程の学生や

副指導教員を含む関連分野教員に研究成果を報告をすることで，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員か

らの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する研究情報の収集・検討，研究結果の解析，研究成果発表の準備，学位論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（生物化学） 

(Ph.D.Thesis Research in Biochemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生体膜の生物化学 

担当者名 

（Instructor） 
松山 伸一(MATSUYAMA SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7883 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員，および副指導教員の指導のもと，自ら立案した研究計画に基づいて研究を進め，得られた研究成果を博士学位論文

にまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

独創的な研究テーマを立案し，精度の高い実験技術を身につけて，「立教大学研究活動行動規範」を遵守しつつ，研究を遂行す

る。得られた結果を論理的に総括する能力を養い，研究報告会，学会などで研究成果を発表して学術的な能力を深める。当該分

野の研究の発展に寄与する成果を学位論文にまとめる。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

【１年次】研究計画の立案，予備実験を通して萌芽の探索。 

【２年次】明確な研究目標の設定，研究成果の蓄積と発展。 

【３年次以降】研究の仕上げ，研究成果の取りまとめと投稿論文の執筆，学位論文の完成。 

博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。また，毎年開催する報告会において，前期課程，後期課程の学生や

副指導教員を含む関連分野教員に研究成果を報告をすることで，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員か

らの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する研究情報の収集・検討，研究結果の解析，研究成果発表の準備，学位論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD013 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（生物化学） 

(Ph.D.Thesis Research in Biochemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
バクテリアの細胞生化学 

担当者名 

（Instructor） 
末次 正幸(SUETSUGU MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7883 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員，および副指導教員の指導のもと，自ら立案した研究計画に基づいて研究を進め，得られた研究成果を博士学位論文

にまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

独創的な研究テーマを立案し，精度の高い実験技術を身につけて，「立教大学研究活動行動規範」を遵守しつつ，研究を遂行す

る。得られた結果を論理的に総括する能力を養い，研究報告会，学会などで研究成果を発表して学術的な能力を深める。当該分

野の研究の発展に寄与する成果を学位論文にまとめる。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

【１年次】研究計画の立案，予備実験を通して萌芽の探索。 

【２年次】明確な研究目標の設定，研究成果の蓄積と発展。 

【３年次以降】研究の仕上げ，研究成果の取りまとめと投稿論文の執筆，学位論文の完成。 

博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。また，毎年開催する報告会において，前期課程，後期課程の学生や

副指導教員を含む関連分野教員に研究成果を報告をすることで，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員か

らの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する研究情報の収集・検討，研究結果の解析，研究成果発表の準備，学位論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD014 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（生物化学） 

(Ph.D.Thesis Research in Biochemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
タンパク質生物物理学 

担当者名 

（Instructor） 
山田 康之(YAMADA YASUYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7883 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員，および副指導教員の指導のもと，自ら立案した研究計画に基づいて研究を進め，得られた研究成果を博士学位論文

にまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

独創的な研究テーマを立案し，精度の高い実験技術を身につけて，「立教大学研究活動行動規範」を遵守しつつ，研究を遂行す

る。得られた結果を論理的に総括する能力を養い，研究報告会，学会などで研究成果を発表して学術的な能力を深める。当該分

野の研究の発展に寄与する成果を学位論文にまとめる。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

【１年次】研究計画の立案，予備実験を通して萌芽の探索。 

【２年次】明確な研究目標の設定，研究成果の蓄積と発展。 

【３年次以降】研究の仕上げ，研究成果の取りまとめと投稿論文の執筆，学位論文の完成。 

博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。また，毎年開催する報告会において，前期課程，後期課程の学生や

副指導教員を含む関連分野教員に研究成果を報告をすることで，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員か

らの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する研究情報の収集・検討，研究結果の解析，研究成果発表の準備，学位論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD021 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（分子生物学） 

(Ph.D.Thesis Research in Molecular Biology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
翻訳後修飾の細胞生物学 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 聡(GOTO SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7883 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員，および副指導教員の指導のもと，自ら立案した研究計画に基づいて研究を進め，得られた研究成果を博士学位論文

にまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

独創的な研究テーマを立案し，精度の高い実験技術を身につけて，「立教大学研究活動行動規範」を遵守しつつ，研究を遂行す

る。得られた結果を論理的に総括する能力を養い，研究報告会，学会などで研究成果を発表して学術的な能力を深める。当該分

野の研究の発展に寄与する成果を学位論文にまとめる。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

【１年次】研究計画の立案，予備実験を通して萌芽の探索。 

【２年次】明確な研究目標の設定，研究成果の蓄積と発展。 

【３年次以降】研究の仕上げ，研究成果の取りまとめと投稿論文の執筆，学位論文の完成。 

博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。また，毎年開催する報告会において，前期課程，後期課程の学生や

副指導教員を含む関連分野教員に研究成果を報告をすることで，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員か

らの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する研究情報の収集・検討，研究結果の解析，研究成果発表の準備，学位論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD022 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（分子生物学） 

(Ph.D.Thesis Research in Molecular Biology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
植物の発生進化学 

担当者名 

（Instructor） 
榊原 恵子(SAKAKIBARA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7883 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員，および副指導教員の指導のもと，自ら立案した研究計画に基づいて研究を進め，得られた研究成果を博士学位論文

にまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

独創的な研究テーマを立案し，精度の高い実験技術を身につけて，「立教大学研究活動行動規範」を遵守しつつ，研究を遂行す

る。得られた結果を論理的に総括する能力を養い，研究報告会，学会などで研究成果を発表して学術的な能力を深める。当該分

野の研究の発展に寄与する成果を学位論文にまとめる。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

【１年次】研究計画の立案，予備実験を通して萌芽の探索。 

【２年次】明確な研究目標の設定，研究成果の蓄積と発展。 

【３年次以降】研究の仕上げ，研究成果の取りまとめと投稿論文の執筆，学位論文の完成。 

博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。また，毎年開催する報告会において，前期課程，後期課程の学生や

副指導教員を含む関連分野教員に研究成果を報告をすることで，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員か

らの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する研究情報の収集・検討，研究結果の解析，研究成果発表の準備，学位論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD023 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（分子生物学） 

(Ph.D.Thesis Research in Molecular Biology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
バクテリア・植物の分子生物学 

担当者名 

（Instructor） 
関根 靖彦(SEKINE YASUHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7883 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員，および副指導教員の指導のもと，自ら立案した研究計画に基づいて研究を進め，得られた研究成果を博士学位論文

にまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

独創的な研究テーマを立案し，精度の高い実験技術を身につけて，「立教大学研究活動行動規範」を遵守しつつ，研究を遂行す

る。得られた結果を論理的に総括する能力を養い，研究報告会，学会などで研究成果を発表して学術的な能力を深める。当該分

野の研究の発展に寄与する成果を学位論文にまとめる。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

【１年次】研究計画の立案，予備実験を通して萌芽の探索。 

【２年次】明確な研究目標の設定，研究成果の蓄積と発展。 

【３年次以降】研究の仕上げ，研究成果の取りまとめと投稿論文の執筆，学位論文の完成。 

博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。また，毎年開催する報告会において，前期課程，後期課程の学生や

副指導教員を含む関連分野教員に研究成果を報告をすることで，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員か

らの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する研究情報の収集・検討，研究結果の解析，研究成果発表の準備，学位論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD024 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（分子生物学） 

(Ph.D.Thesis Research in Molecular Biology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
バクテリアの分子生物学 

担当者名 

（Instructor） 
塩見 大輔(SHIOMI DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7883 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員，および副指導教員の指導のもと，自ら立案した研究計画に基づいて研究を進め，得られた研究成果を博士学位論文

にまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

独創的な研究テーマを立案し，精度の高い実験技術を身につけて，「立教大学研究活動行動規範」を遵守しつつ，研究を遂行す

る。得られた結果を論理的に総括する能力を養い，研究報告会，学会などで研究成果を発表して学術的な能力を深める。当該分

野の研究の発展に寄与する成果を学位論文にまとめる。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

【１年次】研究計画の立案，予備実験を通して萌芽の探索。 

【２年次】明確な研究目標の設定，研究成果の蓄積と発展。 

【３年次以降】研究の仕上げ，研究成果の取りまとめと投稿論文の執筆，学位論文の完成。 

博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。また，毎年開催する報告会において，前期課程，後期課程の学生や

副指導教員を含む関連分野教員に研究成果を報告をすることで，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員か

らの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する研究情報の収集・検討，研究結果の解析，研究成果発表の準備，学位論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD031 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（分子生物学） 

(Ph.D.Thesis Research in Molecular Biology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
翻訳後修飾の細胞生物学 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 聡(GOTO SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7883 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員，および副指導教員の指導のもと，自ら立案した研究計画に基づいて研究を進め，得られた研究成果を博士学位論文

にまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

独創的な研究テーマを立案し，精度の高い実験技術を身につけて，「立教大学研究活動行動規範」を遵守しつつ，研究を遂行す

る。得られた結果を論理的に総括する能力を養い，研究報告会，学会などで研究成果を発表して学術的な能力を深める。当該分

野の研究の発展に寄与する成果を学位論文にまとめる。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

【１年次】研究計画の立案，予備実験を通して萌芽の探索。 

【２年次】明確な研究目標の設定，研究成果の蓄積と発展。 

【３年次以降】研究の仕上げ，研究成果の取りまとめと投稿論文の執筆，学位論文の完成。 

博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。また，毎年開催する報告会において，前期課程，後期課程の学生や

副指導教員を含む関連分野教員に研究成果を報告をすることで，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員か

らの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する研究情報の収集・検討，研究結果の解析，研究成果発表の準備，学位論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD032 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（分子生物学） 

(Ph.D.Thesis Research in Molecular Biology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
植物の発生進化学 

担当者名 

（Instructor） 
榊原 恵子(SAKAKIBARA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7883 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員，および副指導教員の指導のもと，自ら立案した研究計画に基づいて研究を進め，得られた研究成果を博士学位論文

にまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

独創的な研究テーマを立案し，精度の高い実験技術を身につけて，「立教大学研究活動行動規範」を遵守しつつ，研究を遂行す

る。得られた結果を論理的に総括する能力を養い，研究報告会，学会などで研究成果を発表して学術的な能力を深める。当該分

野の研究の発展に寄与する成果を学位論文にまとめる。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

【１年次】研究計画の立案，予備実験を通して萌芽の探索。 

【２年次】明確な研究目標の設定，研究成果の蓄積と発展。 

【３年次以降】研究の仕上げ，研究成果の取りまとめと投稿論文の執筆，学位論文の完成。 

博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。また，毎年開催する報告会において，前期課程，後期課程の学生や

副指導教員を含む関連分野教員に研究成果を報告をすることで，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員か

らの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する研究情報の収集・検討，研究結果の解析，研究成果発表の準備，学位論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD033 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（分子生物学） 

(Ph.D.Thesis Research in Molecular Biology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
バクテリア・植物の分子生物学 

担当者名 

（Instructor） 
関根 靖彦(SEKINE YASUHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7883 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員，および副指導教員の指導のもと，自ら立案した研究計画に基づいて研究を進め，得られた研究成果を博士学位論文

にまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

独創的な研究テーマを立案し，精度の高い実験技術を身につけて，「立教大学研究活動行動規範」を遵守しつつ，研究を遂行す

る。得られた結果を論理的に総括する能力を養い，研究報告会，学会などで研究成果を発表して学術的な能力を深める。当該分

野の研究の発展に寄与する成果を学位論文にまとめる。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

【１年次】研究計画の立案，予備実験を通して萌芽の探索。 

【２年次】明確な研究目標の設定，研究成果の蓄積と発展。 

【３年次以降】研究の仕上げ，研究成果の取りまとめと投稿論文の執筆，学位論文の完成。 

博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。また，毎年開催する報告会において，前期課程，後期課程の学生や

副指導教員を含む関連分野教員に研究成果を報告をすることで，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員か

らの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する研究情報の収集・検討，研究結果の解析，研究成果発表の準備，学位論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD034 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（分子生物学） 

(Ph.D.Thesis Research in Molecular Biology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
バクテリアの分子生物学 

担当者名 

（Instructor） 
塩見 大輔(SHIOMI DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7883 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員，および副指導教員の指導のもと，自ら立案した研究計画に基づいて研究を進め，得られた研究成果を博士学位論文

にまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

独創的な研究テーマを立案し，精度の高い実験技術を身につけて，「立教大学研究活動行動規範」を遵守しつつ，研究を遂行す

る。得られた結果を論理的に総括する能力を養い，研究報告会，学会などで研究成果を発表して学術的な能力を深める。当該分

野の研究の発展に寄与する成果を学位論文にまとめる。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

【１年次】研究計画の立案，予備実験を通して萌芽の探索。 

【２年次】明確な研究目標の設定，研究成果の蓄積と発展。 

【３年次以降】研究の仕上げ，研究成果の取りまとめと投稿論文の執筆，学位論文の完成。 

博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。また，毎年開催する報告会において，前期課程，後期課程の学生や

副指導教員を含む関連分野教員に研究成果を報告をすることで，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員か

らの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する研究情報の収集・検討，研究結果の解析，研究成果発表の準備，学位論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD041 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（分子細胞生物学） 

(Ph.D.Thesis Research in Molecular Cell Biology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
植物分子発生学 

担当者名 

（Instructor） 
堀口 吾朗(HORIGUCHI GOROU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7883 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員，および副指導教員の指導のもと，自ら立案した研究計画に基づいて研究を進め，得られた研究成果を博士学位論文

にまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

独創的な研究テーマを立案し，精度の高い実験技術を身につけて，「立教大学研究活動行動規範」を遵守しつつ，研究を遂行す

る。得られた結果を論理的に総括する能力を養い，研究報告会，学会などで研究成果を発表して学術的な能力を深める。当該分

野の研究の発展に寄与する成果を学位論文にまとめる。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

【１年次】研究計画の立案，予備実験を通して萌芽の探索。 

【２年次】明確な研究目標の設定，研究成果の蓄積と発展。 

【３年次以降】研究の仕上げ，研究成果の取りまとめと投稿論文の執筆，学位論文の完成。 

博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。また，毎年開催する報告会において，前期課程，後期課程の学生や

副指導教員を含む関連分野教員に研究成果を報告をすることで，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員か

らの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する研究情報の収集・検討，研究結果の解析，研究成果発表の準備，学位論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD042 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（分子細胞生物学） 

(Ph.D.Thesis Research in Molecular Cell Biology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
動物分子細胞生物学 

担当者名 

（Instructor） 
木下 勉(KINOSHITA TSUTOMU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7883 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員，および副指導教員の指導のもと，自ら立案した研究計画に基づいて研究を進め，得られた研究成果を博士学位論文

にまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

独創的な研究テーマを立案し，精度の高い実験技術を身につけて，「立教大学研究活動行動規範」を遵守しつつ，研究を遂行す

る。得られた結果を論理的に総括する能力を養い，研究報告会，学会などで研究成果を発表して学術的な能力を深める。当該分

野の研究の発展に寄与する成果を学位論文にまとめる。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

【１年次】研究計画の立案，予備実験を通して萌芽の探索。 

【２年次】明確な研究目標の設定，研究成果の蓄積と発展。 

【３年次以降】研究の仕上げ，研究成果の取りまとめと投稿論文の執筆，学位論文の完成。 

博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。また，毎年開催する報告会において，前期課程，後期課程の学生や

副指導教員を含む関連分野教員に研究成果を報告をすることで，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員か

らの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する研究情報の収集・検討，研究結果の解析，研究成果発表の準備，学位論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD043 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（分子細胞生物学） 

(Ph.D.Thesis Research in Molecular Cell Biology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
細胞内情報伝達 

担当者名 

（Instructor） 
眞島 恵介(MASHIMA KEISUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7883 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員，および副指導教員の指導のもと，自ら立案した研究計画に基づいて研究を進め，得られた研究成果を博士学位論文

にまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

独創的な研究テーマを立案し，精度の高い実験技術を身につけて，「立教大学研究活動行動規範」を遵守しつつ，研究を遂行す

る。得られた結果を論理的に総括する能力を養い，研究報告会，学会などで研究成果を発表して学術的な能力を深める。当該分

野の研究の発展に寄与する成果を学位論文にまとめる。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

【１年次】研究計画の立案，予備実験を通して萌芽の探索。 

【２年次】明確な研究目標の設定，研究成果の蓄積と発展。 

【３年次以降】研究の仕上げ，研究成果の取りまとめと投稿論文の執筆，学位論文の完成。 

博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。また，毎年開催する報告会において，前期課程，後期課程の学生や

副指導教員を含む関連分野教員に研究成果を報告をすることで，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員か

らの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する研究情報の収集・検討，研究結果の解析，研究成果発表の準備，学位論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD044 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（分子細胞生物学） 

(Ph.D.Thesis Research in Molecular Cell Biology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
分子細胞生物学 

担当者名 

（Instructor） 
岡 敏彦(OKA TOSHIHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7883 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員，および副指導教員の指導のもと，自ら立案した研究計画に基づいて研究を進め，得られた研究成果を博士学位論文

にまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

独創的な研究テーマを立案し，精度の高い実験技術を身につけて，「立教大学研究活動行動規範」を遵守しつつ，研究を遂行す

る。得られた結果を論理的に総括する能力を養い，研究報告会，学会などで研究成果を発表して学術的な能力を深める。当該分

野の研究の発展に寄与する成果を学位論文にまとめる。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

【１年次】研究計画の立案，予備実験を通して萌芽の探索。 

【２年次】明確な研究目標の設定，研究成果の蓄積と発展。 

【３年次以降】研究の仕上げ，研究成果の取りまとめと投稿論文の執筆，学位論文の完成。 

博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。また，毎年開催する報告会において，前期課程，後期課程の学生や

副指導教員を含む関連分野教員に研究成果を報告をすることで，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員か

らの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する研究情報の収集・検討，研究結果の解析，研究成果発表の準備，学位論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD051 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（分子細胞生物学） 

(Ph.D.Thesis Research in Molecular Cell Biology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
植物分子発生学 

担当者名 

（Instructor） 
堀口 吾朗(HORIGUCHI GOROU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7883 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員，および副指導教員の指導のもと，自ら立案した研究計画に基づいて研究を進め，得られた研究成果を博士学位論文

にまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

独創的な研究テーマを立案し，精度の高い実験技術を身につけて，「立教大学研究活動行動規範」を遵守しつつ，研究を遂行す

る。得られた結果を論理的に総括する能力を養い，研究報告会，学会などで研究成果を発表して学術的な能力を深める。当該分

野の研究の発展に寄与する成果を学位論文にまとめる。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

【１年次】研究計画の立案，予備実験を通して萌芽の探索。 

【２年次】明確な研究目標の設定，研究成果の蓄積と発展。 

【３年次以降】研究の仕上げ，研究成果の取りまとめと投稿論文の執筆，学位論文の完成。 

博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。また，毎年開催する報告会において，前期課程，後期課程の学生や

副指導教員を含む関連分野教員に研究成果を報告をすることで，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員か

らの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する研究情報の収集・検討，研究結果の解析，研究成果発表の準備，学位論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD052 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（分子細胞生物学） 

(Ph.D.Thesis Research in Molecular Cell Biology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
動物分子細胞生物学 

担当者名 

（Instructor） 
木下 勉(KINOSHITA TSUTOMU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7883 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員，および副指導教員の指導のもと，自ら立案した研究計画に基づいて研究を進め，得られた研究成果を博士学位論文

にまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

独創的な研究テーマを立案し，精度の高い実験技術を身につけて，「立教大学研究活動行動規範」を遵守しつつ，研究を遂行す

る。得られた結果を論理的に総括する能力を養い，研究報告会，学会などで研究成果を発表して学術的な能力を深める。当該分

野の研究の発展に寄与する成果を学位論文にまとめる。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

【１年次】研究計画の立案，予備実験を通して萌芽の探索。 

【２年次】明確な研究目標の設定，研究成果の蓄積と発展。 

【３年次以降】研究の仕上げ，研究成果の取りまとめと投稿論文の執筆，学位論文の完成。 

博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。また，毎年開催する報告会において，前期課程，後期課程の学生や

副指導教員を含む関連分野教員に研究成果を報告をすることで，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員か

らの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する研究情報の収集・検討，研究結果の解析，研究成果発表の準備，学位論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD053 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（分子細胞生物学） 

(Ph.D.Thesis Research in Molecular Cell Biology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
細胞内情報伝達 

担当者名 

（Instructor） 
眞島 恵介(MASHIMA KEISUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7883 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員，および副指導教員の指導のもと，自ら立案した研究計画に基づいて研究を進め，得られた研究成果を博士学位論文

にまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

独創的な研究テーマを立案し，精度の高い実験技術を身につけて，「立教大学研究活動行動規範」を遵守しつつ，研究を遂行す

る。得られた結果を論理的に総括する能力を養い，研究報告会，学会などで研究成果を発表して学術的な能力を深める。当該分

野の研究の発展に寄与する成果を学位論文にまとめる。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

【１年次】研究計画の立案，予備実験を通して萌芽の探索。 

【２年次】明確な研究目標の設定，研究成果の蓄積と発展。 

【３年次以降】研究の仕上げ，研究成果の取りまとめと投稿論文の執筆，学位論文の完成。 

博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。また，毎年開催する報告会において，前期課程，後期課程の学生や

副指導教員を含む関連分野教員に研究成果を報告をすることで，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員か

らの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する研究情報の収集・検討，研究結果の解析，研究成果発表の準備，学位論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD054 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別研究指導（分子細胞生物学） 

(Ph.D.Thesis Research in Molecular Cell Biology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
分子細胞生物学 

担当者名 

（Instructor） 
岡 敏彦(OKA TOSHIHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7883 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員，および副指導教員の指導のもと，自ら立案した研究計画に基づいて研究を進め，得られた研究成果を博士学位論文

にまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

独創的な研究テーマを立案し，精度の高い実験技術を身につけて，「立教大学研究活動行動規範」を遵守しつつ，研究を遂行す

る。得られた結果を論理的に総括する能力を養い，研究報告会，学会などで研究成果を発表して学術的な能力を深める。当該分

野の研究の発展に寄与する成果を学位論文にまとめる。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

【１年次】研究計画の立案，予備実験を通して萌芽の探索。 

【２年次】明確な研究目標の設定，研究成果の蓄積と発展。 

【３年次以降】研究の仕上げ，研究成果の取りまとめと投稿論文の執筆，学位論文の完成。 

博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。また，毎年開催する報告会において，前期課程，後期課程の学生や

副指導教員を含む関連分野教員に研究成果を報告をすることで，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員か

らの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する研究情報の収集・検討，研究結果の解析，研究成果発表の準備，学位論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（生物化学） 

(Research in Biochemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
分子構造生物物理学 

担当者名 

（Instructor） 
花井 亮(HANAI RYO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7883 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員，および副指導教員の指導のもと，自ら立案した研究計画に基づいて研究を進め，得られた研究成果を博士学位論文

にまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

独創的な研究テーマを立案し，精度の高い実験技術を身につけて，「立教大学研究活動行動規範」を遵守しつつ，研究を遂行す

る。得られた結果を論理的に総括する能力を養い，研究報告会，学会などで研究成果を発表して学術的な能力を深める。当該分

野の研究の発展に寄与する成果を学位論文にまとめる。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

【１年次】研究計画の立案，予備実験を通して萌芽の探索。 

【２年次】明確な研究目標の設定，研究成果の蓄積と発展。 

【３年次以降】研究の仕上げ，研究成果の取りまとめと投稿論文の執筆，学位論文の完成。 

博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。また，毎年開催する報告会において，前期課程，後期課程の学生や

副指導教員を含む関連分野教員に研究成果を報告をすることで，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員か

らの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する研究情報の収集・検討，研究結果の解析，研究成果発表の準備，学位論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（生物化学） 

(Research in Biochemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生体膜の生物化学 

担当者名 

（Instructor） 
松山 伸一(MATSUYAMA SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7883 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員，および副指導教員の指導のもと，自ら立案した研究計画に基づいて研究を進め，得られた研究成果を博士学位論文

にまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

独創的な研究テーマを立案し，精度の高い実験技術を身につけて，「立教大学研究活動行動規範」を遵守しつつ，研究を遂行す

る。得られた結果を論理的に総括する能力を養い，研究報告会，学会などで研究成果を発表して学術的な能力を深める。当該分

野の研究の発展に寄与する成果を学位論文にまとめる。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

【１年次】研究計画の立案，予備実験を通して萌芽の探索。 

【２年次】明確な研究目標の設定，研究成果の蓄積と発展。 

【３年次以降】研究の仕上げ，研究成果の取りまとめと投稿論文の執筆，学位論文の完成。 

博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。また，毎年開催する報告会において，前期課程，後期課程の学生や

副指導教員を含む関連分野教員に研究成果を報告をすることで，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員か

らの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する研究情報の収集・検討，研究結果の解析，研究成果発表の準備，学位論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（生物化学） 

(Research in Biochemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
バクテリアの細胞生化学 

担当者名 

（Instructor） 
末次 正幸(SUETSUGU MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7883 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員，および副指導教員の指導のもと，自ら立案した研究計画に基づいて研究を進め，得られた研究成果を博士学位論文

にまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

独創的な研究テーマを立案し，精度の高い実験技術を身につけて，「立教大学研究活動行動規範」を遵守しつつ，研究を遂行す

る。得られた結果を論理的に総括する能力を養い，研究報告会，学会などで研究成果を発表して学術的な能力を深める。当該分

野の研究の発展に寄与する成果を学位論文にまとめる。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

【１年次】研究計画の立案，予備実験を通して萌芽の探索。 

【２年次】明確な研究目標の設定，研究成果の蓄積と発展。 

【３年次以降】研究の仕上げ，研究成果の取りまとめと投稿論文の執筆，学位論文の完成。 

博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。また，毎年開催する報告会において，前期課程，後期課程の学生や

副指導教員を含む関連分野教員に研究成果を報告をすることで，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員か

らの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する研究情報の収集・検討，研究結果の解析，研究成果発表の準備，学位論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（生物化学） 

(Research in Biochemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
タンパク質生物物理学 

担当者名 

（Instructor） 
山田 康之(YAMADA YASUYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7883 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員，および副指導教員の指導のもと，自ら立案した研究計画に基づいて研究を進め，得られた研究成果を博士学位論文

にまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

独創的な研究テーマを立案し，精度の高い実験技術を身につけて，「立教大学研究活動行動規範」を遵守しつつ，研究を遂行す

る。得られた結果を論理的に総括する能力を養い，研究報告会，学会などで研究成果を発表して学術的な能力を深める。当該分

野の研究の発展に寄与する成果を学位論文にまとめる。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

【１年次】研究計画の立案，予備実験を通して萌芽の探索。 

【２年次】明確な研究目標の設定，研究成果の蓄積と発展。 

【３年次以降】研究の仕上げ，研究成果の取りまとめと投稿論文の執筆，学位論文の完成。 

博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。また，毎年開催する報告会において，前期課程，後期課程の学生や

副指導教員を含む関連分野教員に研究成果を報告をすることで，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員か

らの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する研究情報の収集・検討，研究結果の解析，研究成果発表の準備，学位論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（生物化学） 

(Research in Biochemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
分子構造生物物理学 

担当者名 

（Instructor） 
花井 亮(HANAI RYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7883 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員，および副指導教員の指導のもと，自ら立案した研究計画に基づいて研究を進め，得られた研究成果を博士学位論文

にまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

独創的な研究テーマを立案し，精度の高い実験技術を身につけて，「立教大学研究活動行動規範」を遵守しつつ，研究を遂行す

る。得られた結果を論理的に総括する能力を養い，研究報告会，学会などで研究成果を発表して学術的な能力を深める。当該分

野の研究の発展に寄与する成果を学位論文にまとめる。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

【１年次】研究計画の立案，予備実験を通して萌芽の探索。 

【２年次】明確な研究目標の設定，研究成果の蓄積と発展。 

【３年次以降】研究の仕上げ，研究成果の取りまとめと投稿論文の執筆，学位論文の完成。 

博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。また，毎年開催する報告会において，前期課程，後期課程の学生や

副指導教員を含む関連分野教員に研究成果を報告をすることで，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員か

らの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する研究情報の収集・検討，研究結果の解析，研究成果発表の準備，学位論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 271 - 

■RD112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（生物化学） 

(Research in Biochemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生体膜の生物化学 

担当者名 

（Instructor） 
松山 伸一(MATSUYAMA SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7883 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員，および副指導教員の指導のもと，自ら立案した研究計画に基づいて研究を進め，得られた研究成果を博士学位論文

にまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

独創的な研究テーマを立案し，精度の高い実験技術を身につけて，「立教大学研究活動行動規範」を遵守しつつ，研究を遂行す

る。得られた結果を論理的に総括する能力を養い，研究報告会，学会などで研究成果を発表して学術的な能力を深める。当該分

野の研究の発展に寄与する成果を学位論文にまとめる。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

【１年次】研究計画の立案，予備実験を通して萌芽の探索。 

【２年次】明確な研究目標の設定，研究成果の蓄積と発展。 

【３年次以降】研究の仕上げ，研究成果の取りまとめと投稿論文の執筆，学位論文の完成。 

博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。また，毎年開催する報告会において，前期課程，後期課程の学生や

副指導教員を含む関連分野教員に研究成果を報告をすることで，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員か

らの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する研究情報の収集・検討，研究結果の解析，研究成果発表の準備，学位論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD113 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（生物化学） 

(Research in Biochemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
バクテリアの細胞生化学 

担当者名 

（Instructor） 
末次 正幸(SUETSUGU MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7883 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員，および副指導教員の指導のもと，自ら立案した研究計画に基づいて研究を進め，得られた研究成果を博士学位論文

にまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

独創的な研究テーマを立案し，精度の高い実験技術を身につけて，「立教大学研究活動行動規範」を遵守しつつ，研究を遂行す

る。得られた結果を論理的に総括する能力を養い，研究報告会，学会などで研究成果を発表して学術的な能力を深める。当該分

野の研究の発展に寄与する成果を学位論文にまとめる。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

【１年次】研究計画の立案，予備実験を通して萌芽の探索。 

【２年次】明確な研究目標の設定，研究成果の蓄積と発展。 

【３年次以降】研究の仕上げ，研究成果の取りまとめと投稿論文の執筆，学位論文の完成。 

博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。また，毎年開催する報告会において，前期課程，後期課程の学生や

副指導教員を含む関連分野教員に研究成果を報告をすることで，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員か

らの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する研究情報の収集・検討，研究結果の解析，研究成果発表の準備，学位論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD114 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（生物化学） 

(Research in Biochemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
タンパク質生物物理学 

担当者名 

（Instructor） 
山田 康之(YAMADA YASUYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7883 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員，および副指導教員の指導のもと，自ら立案した研究計画に基づいて研究を進め，得られた研究成果を博士学位論文

にまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

独創的な研究テーマを立案し，精度の高い実験技術を身につけて，「立教大学研究活動行動規範」を遵守しつつ，研究を遂行す

る。得られた結果を論理的に総括する能力を養い，研究報告会，学会などで研究成果を発表して学術的な能力を深める。当該分

野の研究の発展に寄与する成果を学位論文にまとめる。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

【１年次】研究計画の立案，予備実験を通して萌芽の探索。 

【２年次】明確な研究目標の設定，研究成果の蓄積と発展。 

【３年次以降】研究の仕上げ，研究成果の取りまとめと投稿論文の執筆，学位論文の完成。 

博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。また，毎年開催する報告会において，前期課程，後期課程の学生や

副指導教員を含む関連分野教員に研究成果を報告をすることで，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員か

らの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する研究情報の収集・検討，研究結果の解析，研究成果発表の準備，学位論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（分子生物学） 

(Research in Molecular Biology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
翻訳後修飾の細胞生物学 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 聡(GOTO SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7883 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員，および副指導教員の指導のもと，自ら立案した研究計画に基づいて研究を進め，得られた研究成果を博士学位論文

にまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

独創的な研究テーマを立案し，精度の高い実験技術を身につけて，「立教大学研究活動行動規範」を遵守しつつ，研究を遂行す

る。得られた結果を論理的に総括する能力を養い，研究報告会，学会などで研究成果を発表して学術的な能力を深める。当該分

野の研究の発展に寄与する成果を学位論文にまとめる。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

【１年次】研究計画の立案，予備実験を通して萌芽の探索。 

【２年次】明確な研究目標の設定，研究成果の蓄積と発展。 

【３年次以降】研究の仕上げ，研究成果の取りまとめと投稿論文の執筆，学位論文の完成。 

博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。また，毎年開催する報告会において，前期課程，後期課程の学生や

副指導教員を含む関連分野教員に研究成果を報告をすることで，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員か

らの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する研究情報の収集・検討，研究結果の解析，研究成果発表の準備，学位論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（分子生物学） 

(Research in Molecular Biology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
植物の発生進化学 

担当者名 

（Instructor） 
榊原 恵子(SAKAKIBARA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7883 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員，および副指導教員の指導のもと，自ら立案した研究計画に基づいて研究を進め，得られた研究成果を博士学位論文

にまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

独創的な研究テーマを立案し，精度の高い実験技術を身につけて，「立教大学研究活動行動規範」を遵守しつつ，研究を遂行す

る。得られた結果を論理的に総括する能力を養い，研究報告会，学会などで研究成果を発表して学術的な能力を深める。当該分

野の研究の発展に寄与する成果を学位論文にまとめる。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

【１年次】研究計画の立案，予備実験を通して萌芽の探索。 

【２年次】明確な研究目標の設定，研究成果の蓄積と発展。 

【３年次以降】研究の仕上げ，研究成果の取りまとめと投稿論文の執筆，学位論文の完成。 

博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。また，毎年開催する報告会において，前期課程，後期課程の学生や

副指導教員を含む関連分野教員に研究成果を報告をすることで，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員か

らの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する研究情報の収集・検討，研究結果の解析，研究成果発表の準備，学位論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD123 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（分子生物学） 

(Research in Molecular Biology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
バクテリア・植物の分子生物学 

担当者名 

（Instructor） 
関根 靖彦(SEKINE YASUHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7883 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員，および副指導教員の指導のもと，自ら立案した研究計画に基づいて研究を進め，得られた研究成果を博士学位論文

にまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

独創的な研究テーマを立案し，精度の高い実験技術を身につけて，「立教大学研究活動行動規範」を遵守しつつ，研究を遂行す

る。得られた結果を論理的に総括する能力を養い，研究報告会，学会などで研究成果を発表して学術的な能力を深める。当該分

野の研究の発展に寄与する成果を学位論文にまとめる。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

【１年次】研究計画の立案，予備実験を通して萌芽の探索。 

【２年次】明確な研究目標の設定，研究成果の蓄積と発展。 

【３年次以降】研究の仕上げ，研究成果の取りまとめと投稿論文の執筆，学位論文の完成。 

博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。また，毎年開催する報告会において，前期課程，後期課程の学生や

副指導教員を含む関連分野教員に研究成果を報告をすることで，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員か

らの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する研究情報の収集・検討，研究結果の解析，研究成果発表の準備，学位論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD124 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（分子生物学） 

(Research in Molecular Biology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
バクテリアの分子生物学 

担当者名 

（Instructor） 
塩見 大輔(SHIOMI DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7883 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員，および副指導教員の指導のもと，自ら立案した研究計画に基づいて研究を進め，得られた研究成果を博士学位論文

にまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

独創的な研究テーマを立案し，精度の高い実験技術を身につけて，「立教大学研究活動行動規範」を遵守しつつ，研究を遂行す

る。得られた結果を論理的に総括する能力を養い，研究報告会，学会などで研究成果を発表して学術的な能力を深める。当該分

野の研究の発展に寄与する成果を学位論文にまとめる。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

【１年次】研究計画の立案，予備実験を通して萌芽の探索。 

【２年次】明確な研究目標の設定，研究成果の蓄積と発展。 

【３年次以降】研究の仕上げ，研究成果の取りまとめと投稿論文の執筆，学位論文の完成。 

博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。また，毎年開催する報告会において，前期課程，後期課程の学生や

副指導教員を含む関連分野教員に研究成果を報告をすることで，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員か

らの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する研究情報の収集・検討，研究結果の解析，研究成果発表の準備，学位論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD131 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（分子生物学） 

(Research in Molecular Biology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
翻訳後修飾の細胞生物学 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 聡(GOTO SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7883 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員，および副指導教員の指導のもと，自ら立案した研究計画に基づいて研究を進め，得られた研究成果を博士学位論文

にまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

独創的な研究テーマを立案し，精度の高い実験技術を身につけて，「立教大学研究活動行動規範」を遵守しつつ，研究を遂行す

る。得られた結果を論理的に総括する能力を養い，研究報告会，学会などで研究成果を発表して学術的な能力を深める。当該分

野の研究の発展に寄与する成果を学位論文にまとめる。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

【１年次】研究計画の立案，予備実験を通して萌芽の探索。 

【２年次】明確な研究目標の設定，研究成果の蓄積と発展。 

【３年次以降】研究の仕上げ，研究成果の取りまとめと投稿論文の執筆，学位論文の完成。 

博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。また，毎年開催する報告会において，前期課程，後期課程の学生や

副指導教員を含む関連分野教員に研究成果を報告をすることで，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員か

らの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する研究情報の収集・検討，研究結果の解析，研究成果発表の準備，学位論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD132 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（分子生物学） 

(Research in Molecular Biology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
植物の発生進化学 

担当者名 

（Instructor） 
榊原 恵子(SAKAKIBARA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7883 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員，および副指導教員の指導のもと，自ら立案した研究計画に基づいて研究を進め，得られた研究成果を博士学位論文

にまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

独創的な研究テーマを立案し，精度の高い実験技術を身につけて，「立教大学研究活動行動規範」を遵守しつつ，研究を遂行す

る。得られた結果を論理的に総括する能力を養い，研究報告会，学会などで研究成果を発表して学術的な能力を深める。当該分

野の研究の発展に寄与する成果を学位論文にまとめる。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

【１年次】研究計画の立案，予備実験を通して萌芽の探索。 

【２年次】明確な研究目標の設定，研究成果の蓄積と発展。 

【３年次以降】研究の仕上げ，研究成果の取りまとめと投稿論文の執筆，学位論文の完成。 

博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。また，毎年開催する報告会において，前期課程，後期課程の学生や

副指導教員を含む関連分野教員に研究成果を報告をすることで，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員か

らの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する研究情報の収集・検討，研究結果の解析，研究成果発表の準備，学位論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD133 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（分子生物学） 

(Research in Molecular Biology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
バクテリア・植物の分子生物学 

担当者名 

（Instructor） 
関根 靖彦(SEKINE YASUHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7883 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員，および副指導教員の指導のもと，自ら立案した研究計画に基づいて研究を進め，得られた研究成果を博士学位論文

にまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

独創的な研究テーマを立案し，精度の高い実験技術を身につけて，「立教大学研究活動行動規範」を遵守しつつ，研究を遂行す

る。得られた結果を論理的に総括する能力を養い，研究報告会，学会などで研究成果を発表して学術的な能力を深める。当該分

野の研究の発展に寄与する成果を学位論文にまとめる。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

【１年次】研究計画の立案，予備実験を通して萌芽の探索。 

【２年次】明確な研究目標の設定，研究成果の蓄積と発展。 

【３年次以降】研究の仕上げ，研究成果の取りまとめと投稿論文の執筆，学位論文の完成。 

博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。また，毎年開催する報告会において，前期課程，後期課程の学生や

副指導教員を含む関連分野教員に研究成果を報告をすることで，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員か

らの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する研究情報の収集・検討，研究結果の解析，研究成果発表の準備，学位論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD134 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（分子生物学） 

(Research in Molecular Biology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
バクテリアの分子生物学 

担当者名 

（Instructor） 
塩見 大輔(SHIOMI DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7883 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員，および副指導教員の指導のもと，自ら立案した研究計画に基づいて研究を進め，得られた研究成果を博士学位論文

にまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

独創的な研究テーマを立案し，精度の高い実験技術を身につけて，「立教大学研究活動行動規範」を遵守しつつ，研究を遂行す

る。得られた結果を論理的に総括する能力を養い，研究報告会，学会などで研究成果を発表して学術的な能力を深める。当該分

野の研究の発展に寄与する成果を学位論文にまとめる。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

【１年次】研究計画の立案，予備実験を通して萌芽の探索。 

【２年次】明確な研究目標の設定，研究成果の蓄積と発展。 

【３年次以降】研究の仕上げ，研究成果の取りまとめと投稿論文の執筆，学位論文の完成。 

博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。また，毎年開催する報告会において，前期課程，後期課程の学生や

副指導教員を含む関連分野教員に研究成果を報告をすることで，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員か

らの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する研究情報の収集・検討，研究結果の解析，研究成果発表の準備，学位論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD141 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（分子細胞生物学） 

(Research in Molecular Cell Biology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
植物分子発生学 

担当者名 

（Instructor） 
堀口 吾朗(HORIGUCHI GOROU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7883 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員，および副指導教員の指導のもと，自ら立案した研究計画に基づいて研究を進め，得られた研究成果を博士学位論文

にまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

独創的な研究テーマを立案し，精度の高い実験技術を身につけて，「立教大学研究活動行動規範」を遵守しつつ，研究を遂行す

る。得られた結果を論理的に総括する能力を養い，研究報告会，学会などで研究成果を発表して学術的な能力を深める。当該分

野の研究の発展に寄与する成果を学位論文にまとめる。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

【１年次】研究計画の立案，予備実験を通して萌芽の探索。 

【２年次】明確な研究目標の設定，研究成果の蓄積と発展。 

【３年次以降】研究の仕上げ，研究成果の取りまとめと投稿論文の執筆，学位論文の完成。 

博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。また，毎年開催する報告会において，前期課程，後期課程の学生や

副指導教員を含む関連分野教員に研究成果を報告をすることで，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員か

らの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する研究情報の収集・検討，研究結果の解析，研究成果発表の準備，学位論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD142 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（分子細胞生物学） 

(Research in Molecular Cell Biology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
動物分子細胞生物学 

担当者名 

（Instructor） 
木下 勉(KINOSHITA TSUTOMU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7883 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員，および副指導教員の指導のもと，自ら立案した研究計画に基づいて研究を進め，得られた研究成果を博士学位論文

にまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

独創的な研究テーマを立案し，精度の高い実験技術を身につけて，「立教大学研究活動行動規範」を遵守しつつ，研究を遂行す

る。得られた結果を論理的に総括する能力を養い，研究報告会，学会などで研究成果を発表して学術的な能力を深める。当該分

野の研究の発展に寄与する成果を学位論文にまとめる。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

【１年次】研究計画の立案，予備実験を通して萌芽の探索。 

【２年次】明確な研究目標の設定，研究成果の蓄積と発展。 

【３年次以降】研究の仕上げ，研究成果の取りまとめと投稿論文の執筆，学位論文の完成。 

博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。また，毎年開催する報告会において，前期課程，後期課程の学生や

副指導教員を含む関連分野教員に研究成果を報告をすることで，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員か

らの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する研究情報の収集・検討，研究結果の解析，研究成果発表の準備，学位論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD143 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（分子細胞生物学） 

(Research in Molecular Cell Biology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
細胞内情報伝達 

担当者名 

（Instructor） 
眞島 恵介(MASHIMA KEISUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7883 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員，および副指導教員の指導のもと，自ら立案した研究計画に基づいて研究を進め，得られた研究成果を博士学位論文

にまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

独創的な研究テーマを立案し，精度の高い実験技術を身につけて，「立教大学研究活動行動規範」を遵守しつつ，研究を遂行す

る。得られた結果を論理的に総括する能力を養い，研究報告会，学会などで研究成果を発表して学術的な能力を深める。当該分

野の研究の発展に寄与する成果を学位論文にまとめる。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

【１年次】研究計画の立案，予備実験を通して萌芽の探索。 

【２年次】明確な研究目標の設定，研究成果の蓄積と発展。 

【３年次以降】研究の仕上げ，研究成果の取りまとめと投稿論文の執筆，学位論文の完成。 

博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。また，毎年開催する報告会において，前期課程，後期課程の学生や

副指導教員を含む関連分野教員に研究成果を報告をすることで，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員か

らの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する研究情報の収集・検討，研究結果の解析，研究成果発表の準備，学位論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD144 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（分子細胞生物学） 

(Research in Molecular Cell Biology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
分子細胞生物学 

担当者名 

（Instructor） 
岡 敏彦(OKA TOSHIHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7883 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員，および副指導教員の指導のもと，自ら立案した研究計画に基づいて研究を進め，得られた研究成果を博士学位論文

にまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

独創的な研究テーマを立案し，精度の高い実験技術を身につけて，「立教大学研究活動行動規範」を遵守しつつ，研究を遂行す

る。得られた結果を論理的に総括する能力を養い，研究報告会，学会などで研究成果を発表して学術的な能力を深める。当該分

野の研究の発展に寄与する成果を学位論文にまとめる。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

【１年次】研究計画の立案，予備実験を通して萌芽の探索。 

【２年次】明確な研究目標の設定，研究成果の蓄積と発展。 

【３年次以降】研究の仕上げ，研究成果の取りまとめと投稿論文の執筆，学位論文の完成。 

博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。また，毎年開催する報告会において，前期課程，後期課程の学生や

副指導教員を含む関連分野教員に研究成果を報告をすることで，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員か

らの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する研究情報の収集・検討，研究結果の解析，研究成果発表の準備，学位論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（分子細胞生物学） 

(Research in Molecular Cell Biology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
植物分子発生学 

担当者名 

（Instructor） 
堀口 吾朗(HORIGUCHI GOROU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7883 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員，および副指導教員の指導のもと，自ら立案した研究計画に基づいて研究を進め，得られた研究成果を博士学位論文

にまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

独創的な研究テーマを立案し，精度の高い実験技術を身につけて，「立教大学研究活動行動規範」を遵守しつつ，研究を遂行す

る。得られた結果を論理的に総括する能力を養い，研究報告会，学会などで研究成果を発表して学術的な能力を深める。当該分

野の研究の発展に寄与する成果を学位論文にまとめる。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

【１年次】研究計画の立案，予備実験を通して萌芽の探索。 

【２年次】明確な研究目標の設定，研究成果の蓄積と発展。 

【３年次以降】研究の仕上げ，研究成果の取りまとめと投稿論文の執筆，学位論文の完成。 

博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。また，毎年開催する報告会において，前期課程，後期課程の学生や

副指導教員を含む関連分野教員に研究成果を報告をすることで，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員か

らの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する研究情報の収集・検討，研究結果の解析，研究成果発表の準備，学位論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（分子細胞生物学） 

(Research in Molecular Cell Biology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
動物分子細胞生物学 

担当者名 

（Instructor） 
木下 勉(KINOSHITA TSUTOMU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7883 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員，および副指導教員の指導のもと，自ら立案した研究計画に基づいて研究を進め，得られた研究成果を博士学位論文

にまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

独創的な研究テーマを立案し，精度の高い実験技術を身につけて，「立教大学研究活動行動規範」を遵守しつつ，研究を遂行す

る。得られた結果を論理的に総括する能力を養い，研究報告会，学会などで研究成果を発表して学術的な能力を深める。当該分

野の研究の発展に寄与する成果を学位論文にまとめる。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

【１年次】研究計画の立案，予備実験を通して萌芽の探索。 

【２年次】明確な研究目標の設定，研究成果の蓄積と発展。 

【３年次以降】研究の仕上げ，研究成果の取りまとめと投稿論文の執筆，学位論文の完成。 

博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。また，毎年開催する報告会において，前期課程，後期課程の学生や

副指導教員を含む関連分野教員に研究成果を報告をすることで，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員か

らの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する研究情報の収集・検討，研究結果の解析，研究成果発表の準備，学位論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD153 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（分子細胞生物学） 

(Research in Molecular Cell Biology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
細胞内情報伝達 

担当者名 

（Instructor） 
眞島 恵介(MASHIMA KEISUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7883 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員，および副指導教員の指導のもと，自ら立案した研究計画に基づいて研究を進め，得られた研究成果を博士学位論文

にまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

独創的な研究テーマを立案し，精度の高い実験技術を身につけて，「立教大学研究活動行動規範」を遵守しつつ，研究を遂行す

る。得られた結果を論理的に総括する能力を養い，研究報告会，学会などで研究成果を発表して学術的な能力を深める。当該分

野の研究の発展に寄与する成果を学位論文にまとめる。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

【１年次】研究計画の立案，予備実験を通して萌芽の探索。 

【２年次】明確な研究目標の設定，研究成果の蓄積と発展。 

【３年次以降】研究の仕上げ，研究成果の取りまとめと投稿論文の執筆，学位論文の完成。 

博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。また，毎年開催する報告会において，前期課程，後期課程の学生や

副指導教員を含む関連分野教員に研究成果を報告をすることで，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員か

らの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する研究情報の収集・検討，研究結果の解析，研究成果発表の準備，学位論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■RD154 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／関連分野研究指導（分子細胞生物学） 

(Research in Molecular Cell Biology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
分子細胞生物学 

担当者名 

（Instructor） 
岡 敏彦(OKA TOSHIHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS7883 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導教員，および副指導教員の指導のもと，自ら立案した研究計画に基づいて研究を進め，得られた研究成果を博士学位論文

にまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

独創的な研究テーマを立案し，精度の高い実験技術を身につけて，「立教大学研究活動行動規範」を遵守しつつ，研究を遂行す

る。得られた結果を論理的に総括する能力を養い，研究報告会，学会などで研究成果を発表して学術的な能力を深める。当該分

野の研究の発展に寄与する成果を学位論文にまとめる。また，安全教育及び研究倫理を学び，実践する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

【１年次】研究計画の立案，予備実験を通して萌芽の探索。 

【２年次】明確な研究目標の設定，研究成果の蓄積と発展。 

【３年次以降】研究の仕上げ，研究成果の取りまとめと投稿論文の執筆，学位論文の完成。 

博士論文提出前には，予備審査を受けなければいけない。また，毎年開催する報告会において，前期課程，後期課程の学生や

副指導教員を含む関連分野教員に研究成果を報告をすることで，研究報告の技法を修得しつつ，副指導教員，関連分野教員か

らの研究に対する助言を受ける。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する研究情報の収集・検討，研究結果の解析，研究成果発表の準備，学位論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

総合評価(100%) 

受講者が半期ごとに提出する研究業績報告書，および報告会の内容や研究に向かう姿勢等で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 



 

  



 

 

 

 


