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授業の目標（Course Objectives） 

分子生物学の基本的な概念，法則，考え方を学ぶ。さらに，ここで学んだ考え方を通して，生命現象をより深く理解できるようにな

ることを目指す。 

 

In this course, students will learn the fundamental concepts, principles, and approach necessary to the study of molecular 

biology. Furthermore, through the approach learned in this course, students will be able to cultivate a deeper understanding of 

biological phenomena. 

 

授業の内容（Course Contents） 

分子生物学は生命現象を分子の言葉で説明することを目指す学問である。細胞の中で個々の分子がどのように振る舞い，その

結果どのような生命現象が紡ぎだされるか？生命体という１つの精緻なシステムが様々な分子の協調によっていかに形作られ，

維持されるのか？ 本講義では，「分子生物学１」で学んだ内容を踏まえて，タンパク質の生合成機構，DNA の修復機構に関し

て，バクテリアの例を中心にして解説する。 

本講義は，細かい知識の列挙よりも分子生物学の基本的な概念や考え方の理解に重点をおいて進めていく。板書を写すだけで

はなく，講義中に投げかけられた問題点をその場で，自分の頭で考える積極性をもって臨んでほしい。現象の裏に隠れている原

理など，教科書を読むだけでは理解しにくい箇所についても説明するので，必ず授業に出席してほしい。 

 

Molecular biology aims to explain biological phenomena through the various molecules involved. How do individual molecules 

behave within cells, and, as a result, what biological phenomena does occur? How is a delicate system like a living organism 

created and maintained by the cooperation of these various molecules? This course will build upon the material students 

learned in Molecular Biology 1, and will cover protein synthesis mechanisms and DNA repair mechanisms, focusing on examples 

found in bacteria. 

Rather than simply listing fact after fact, this course will place importance on understanding the fundamental concepts and 

principles at play. Students should come prepared to not merely copy what is written on the blackboard, but to use their heads 

to proactively grapple with the concepts discussed in the lecture. Various phenomena will be covered that are difficult to 

comprehend simply through reading the textbook. Thorough explanations of these phenomena will be given during the lectures, 

so attendance is essential. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. DNA の構造，遺伝子，ゲノム (「分子生物学１」の復習） 

2. DNA 複製, 転写 

3. 遺伝子発現の流れ 

4. コドン 

5. tRNA の構造と機能 

6. リボソームの構造と機能 

7. 翻訳の開始段階の機構 

8. 翻訳の伸長段階の機構 

9. 翻訳の終結段階の機構 

10. 真核生物の翻訳 

11. DNA 変異の種類とその影響 

12. DNA 損傷の原因とその生成機構 

13. DNA 修復機構 

14. DNA 修復機構 

 

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） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/リアクションぺーパー(25%)/小レポート(5%) 

毎回，授業の最後に講義を聴いて生じた疑問点を書いてもらいます。授業内容に深く踏み込んだ疑問を高く評価します。また，そ



の日の授業内容に関連した課題を課します。課題の解答もリアクションペーパーに書いてください。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用せず。必要に応じて資料を配る。 

 

参考文献（Readings） 

1. J.D.Watson ら，中村桂子監訳、2017、『ワトソン遺伝子の分子生物学（第７版）』、東京電機大学出版局 (ISBN:978-4-501-

630300) 

2. B. Albert ら，中村桂子・松原謙一監訳、2016、『Essential 細胞生物学(第 4 版)』、南江堂 (ISBN:978-4-524-26199-4) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

板書を中心に，配付した資料の図を併用して授業を進めます。テキストは指定しませんが，参考文献にあげた本の内容を中心に

した授業を行います。授業時間内に内容を理解できるように，集中力を保って授業に臨んでください。大切なのは事柄を暗記する

ことではなく，自分の頭で考えて生命の原理を理解することです。 

課題に対するフィードバックは，授業または Blackboard を通じて行います。また，個別のフィードバック指導にも応じます。 

 

注意事項（Notice） 

 


