
１学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

科目名 導入研修Ⅰ 担当講師

（英名） Training of College LifeⅠ
松本　靖子

学科 バイオテクノロジー科4年制

授業内容

開講区分 後期 授業形態 演習

学年
単位

（総時間）
１単位

（　１５　時間　）
選択・必修 必修

授業の目的

目的を持って学校生活をスタートできるよう、職業人としての心構えを習得する。
『実験を仕事にする』ために東京バイオへ入学したことを確認し、これからこのメンバーでスタートするんだという意識を高
める。

教育内容

 プロになるために必要な習慣、社会人に必要な力、を理解し、目標を立て、自ら行動に移す意識を高める。
人間関係構築、クラス作りのきっかけとし、学校生活をスムーズにスタートする。

項目

アイスブレイク
自己紹介ゲームを通じて傾聴の重要性を知る。
伝言ゲームを通じてメモを取ることの重要性を知る。

社会で求められている社会人基礎力につて理解する。

目的を持って始める。
主体性を発揮する。
時間管理ついて。

行動の原則

社会人基礎力について

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ技法

クラスを理解する。
自己紹介。
グループワーク『居心地の良いクラスとは。』

計算、文章についての試験

学側の理解
東京バイオについての理解

自己紹介

学校生活におけるルール。
実験を安全に行うためのルール

学生便覧読み合わせ

基礎力試験

東京バイオのルール
実習室でのルール

卒業時の目標を立てる。方法も考える。
短期目標の設定をする。
報告書の作成

準備学習
（予習・復習）

特に無し

理学修士

その他

目標設定
報告書作成

到達目標

人間関係構築のきっかけができる。
プロになるための良い習慣、社会人基礎力について理解できる。
目標に向かってスタートできる。
実験を仕事にするために、実習室でのルールを理解できる。
ポートフォリオについて理解できる。

評価方法
評価基準

目標・ポートフォリオ提出

使用教科書
教材

参考書

実習室でのルール
学生便覧
プリント

教員紹介等



１学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

科目名 導入研修Ⅱ 担当講師

（英名） Training of College LifeⅡ
松本　靖子

学科 バイオテクノロジー科4年制

授業内容

開講区分 後期 授業形態 演習

学年
単位

（総時間）
１単位

（　１５　時間　）
選択・必修 必修

授業の目的

卒業生が働く現場を知ることで、自分が『実験を仕事にする』イメージを持て、その後の授業に、より主体的に取り組むこ
とが出来る。
学外という特殊な環境下で、お互いにコミュニケーションを図り、共同作業を行うことで、相互支援的な環境を作り出すこ
とが出来る。

教育内容

「実験を仕事にする」現場を将来像をイメージするための企業、研究所見学。
宿泊・チーム作りを通じて共同作業を学ぶ。

項目

３つのコースに別れ、企業・研究所を見学する

３つのコースに別れ、企業・研究所を見学する

３つのコースに別れ、企業・研究所を見学する

企業・研究所見学②

企業・研究所見学①

企業・研究所見学③

チームでゲームに挑戦（チームビルド）

チームでゲームに挑戦（チームビルド）
表彰式

準備学習
（予習・復習）

見学先の調査（報告書）
見学先のまとめ（報告書・ポートフォリオ）

３つのコースに別れ、企業・研究所を見学する

ワールドカフェにより、見学先の情報共有を行う

チームでゲームに挑戦（チームビルド）

見学先の情報共有

企業・研究所見学④

チームチャレンジ③

チームチャレンジ②

チームチャレンジ①

その他

到達目標

現場を見学することで、『実験を仕事にする』将来像をイメージできる
卒業生の講話を聴くことで、『実験を仕事にする』将来像をイメージできる
周囲と協力しながら、共同作業することができる。

評価方法
評価基準

報告書提出

使用教科書
教材

参考書

特に無し

教員紹介等

理学修士



１学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

項目

科目名 導入研修Ⅲ 担当講師

（英名） Training of College Life　Ⅲ
松本　靖子

学科 バイオテクノロジー科4年制

実際の現場の仕事内容（楽しさ、厳しさ、やりがいなど）
自身の在学中について（悩んだこと、乗り越えたこと、コース選択の決め手）
2点を踏まえて、今やっておくべきこと。

コース別座談会に参加することで、仕事、疑問などをより具体的に解決する。

授業内容

開講区分 後期 授業形態 演習

学年
単位

（総時間）
１単位

（　１５　時間　）
選択・必修 必修

授業の目的

コースのカリキュラム、職種とその仕事、将来像を知り、コース選択を進める。
将来の仕事についての理解を深めることが出来、コース選択の参考にすることが出来る。
在学中に学ぶことについて理解を深め期待を高められる。そのために、今やるべきことをがわかり、行動に移すことがで
きる。

教育内容

キャリアセンターや卒業生からの講話と対談。
在校生との講話と対談。

その他

到達目標

コースのカリキュラム、職種とその仕事、将来像を知り、コース選択を進める。
将来の仕事についての理解を深めることが出来、コース選択の参考にすることが出来る。
在学中に学ぶことについて理解を深め期待を高められる。そのために、今やるべきことをがわかり、行動に移すことがで
きる。

評価方法
評価基準

報告書提出

使用教科書
教材

参考書

学生便覧

教員紹介等

理学修士

準備学習
（予習・復習）

事前学習（プリント）

卒業生からのﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ

オリエンテーション
キャリアセンターからの話

カリキュラムについて

ここまでの報告書作成

卒業生との座談会

各コースの卒業研究について座談会をする

報告書（ポートフォリオ作成）報告書作成

在校生との座談会②

在校生との座談会①

報告書（ポートフォリオ作成）

各コースのカリキュラムの説明

各コースの実習や授業について座談会をする

卒業後の選択肢（就職と進学）
就職先やインターンシップ先の紹介、各コース職種の紹介
キャリアセンターのサポートについて、サポートを受けるために必要なこと



１学年

回数

1

2

3

4

1年生の振り返りと２年次の目標設定

科目名 導入研修Ⅳ 担当講師

（英名） Training of College LifeⅣ
松本　靖子

学科 バイオテクノロジー科4年制

PPｔを使用し、1年間の全体的な振り返りを行った後、ポートフォリオ、学生便覧などを用いて個
人ワークで個人の振り返りを行う。
身についたこと、成長したことを振り返る。

今年度の2年生の流れを現在の2年担任より説明。（行事など）
併せて新3年生からメッセージをもらう。

自己紹介

授業内容

開講区分 後期 授業形態 演習

学年
単位

（総時間）
単位

（　８　時間　）
選択・必修 必修

授業の目的

自分の進むコースに納得し、2年生への期待感を持つことが出来る。
次年度開始時に、コース（新クラス）への順応ができる。

教育内容

本日の研修を各自振り返り、2年次に向けての目標設定をする。

準備学習
（予習・復習）

特に無し

その他

到達目標

自分の進むコースに納得し、2年生への期待感を持つことが出来る。
次年度開始時に、コース（新クラス）への順応ができる。

評価方法
評価基準

目標の提出

使用教科書
教材

参考書

ポートフォリオ

教員紹介等

理学修士

項目

2年生に向けて目標設定

コース顔あわせと自己紹介

2年生にについて

1年生の振り返り



１学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

教員紹介等

理学修士

その他

上手な伝え方とは。シナリオ・ツールの確認。

今回のプレゼンテーションに向けての目標設定と練習。質問対策。

導入研修Ⅲ見学先内容～今自分たちに必要なこと　（発表5分/班、質疑応答２分/班）中間試験

プレゼンテーションについて④

プレゼンテーションについて③

導入研修Ⅲ見学先内容～今自分たちに必要なこと　（発表5分/班、質疑応答３分/班）

個人ワークとグループワーク。次回のプレゼンテーションに向けて。夏休み課題について

目標について

プレゼンテーションの振り返り

中間試験

グループワーク①

使用教科書
教材

参考書

コミュニケーションスキルアップ検定
補助教材としてプリントを使用

夏休み課題を受けて

作文

準備学習
（予習・復習）

課題の実施。プレゼンテーションの準備。

定期試験

グループワーク②

到達目標

あいさつができる。
基本的なコミュニケーションの知識とスキルを身につけることが出来る。
グループワークの方法がわかり、実践できる。
クラスのメンバーにプレゼンテーションが出来る。

評価方法
評価基準

評価方法：小テスト(報告書含む)２・課題提出(GW・夏期休暇）２、中間試験(プレゼンテーション)４、期末試験(作文）

プレゼンテーションに向けてのまとめとシナリオ・ツール作成の実践

コミュニケーションとは伝え合って共有すること
プレゼンテーションは、コミュニケーションの延長線上にあり、どちらも技術であることを理解する。

聴くとは（傾聴する）
質問

ワールドカフェセッション（説明と実施）

ブレーンストーミングとKJ法（説明と実施）

ブレーンストーミングとKJ法（実施）

プレゼンテーションとは
プレゼンテーションに向けてのまとめ方とシナリオ・ツール作成について

授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 必修

授業の目的

業界では、コミュニケーション力・プレゼンテーション力が必要となる。まずはコミュニケーションの知識とスキルを身につ
けると共に、コミュニケーションスキルアップ検定の合格を目指す。また、プレゼンテーションやそれに向けたグループ
ワーク（話し合い）の経験値を上げる。

教育内容

基本的なコミュニケーションの知識とスキルを身につけるとともに資格試験の対策を行う。
業界で必要とされるコミュニケーション力・プレゼンテーション力をつけるための要素を学び実践する。

講義内容(シラバス）

項目

科目名 コミュニケーションとプレゼンテーションⅠ 担当講師

（英名） Communication and Presentation Ⅰ
松本靖子

学科 バイオテクノロジー科4年制

聞き上手

授業オリエンテーション

プレゼンテーションについて②

プレゼンテーションについて①

グループワーク手法③

グループワーク手法②

グループワーク手法①



１学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

コミュニケーション技術についての知識とスキルを身につけるとともに資格試験の対策を行う。
職業人として必要となるコミュニケーション力・プレゼンテーション力向上に向けての実践を行う。
プレゼンテーションの目指す先を明確にし、目標を立てる。

講義内容(シラバス）

科目名 コミュニケーションとプレゼンテーションⅡ 担当講師

（英名） Communication and Presentation Ⅱ
松本靖子

学科 バイオテクノロジー科４年制

流れの確認
授業グループワークに向けての課題作成

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙｱｯﾌﾟ検定模擬試験・解答・解説
課題：『基本的対話スキル』を次週までに読んでくる

基本的対話スキルについて、課題：『自己表現スキル』を次週までに読んでくる
プレゼンテーショングループ、テーマ、目標決め

授業内容

開講区分 後期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 必須

授業の目的

職業人になるための、コミュニケーション力・プレゼンテーション力向上を目指す。
コミュニケーションを技術と捉え、知識とスキルを身につけると共に、コミュニケーションスキルアップ検定の合格を目指
す。
また、コミュニケーションの延長にあるプレゼンテーションとそれに向けたグループワーク（話し合い）の経験値を上げる。

教育内容

自己表現スキルについて、課題：『社会的スキル』を次週までに読んでくる
グループワーク①

社会的スキルについて、課題：『サービスマインド』を次週までに読んでくる
グループワーク②

サービスマインドについて
グループワーク③

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙｱｯﾌﾟ検定対策⑤
プレゼンテーション準備①

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙｱｯﾌﾟ検定対策④
プレゼンテーション準備①

総合問題演習①
グループワーク④

導入研修Ⅲ発表会1日目

導入研修Ⅲ発表会2日目、振り返り
総合問題演習

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙｱｯﾌﾟ検定対策⑥
プレゼンテーション準備①

定期試験①
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙｱｯﾌﾟ検定対策⑦

定期試験①

総合問題演習①

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙｱｯﾌﾟ検定試験

社会人基礎力について理解を深める
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力ワークの実施

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙｱｯﾌﾟ検定対策⑧

社会人基礎力ワーク①

定期試験②

プレゼンテーションにおける質問の大切さとマナー
個人ワークの実施

卒業研究発表会の理解を深める。
グループワークの実施

卒業研究発表会を受けての作文定期試験

卒業研究発表会予習②

卒業研究発表会予習①

準備学習
（予習・復習）

資格試験対策本の熟読と、問題演習

到達目標

コミュニケーションスキルアップ検定合格。
コミュニケーション技術の知識とスキルを身につけることが出来る。
プレゼンテーションとそれに付随するグループワークが出来る。
卒業研究発表会について理解をし、さらにプレゼンテーションについての目標を高める。

評価方法
評価基準

評価方法：小テスト(報告書含む)２・課題提出(GW・夏期休暇）２、中間試験(プレゼンテーション)４、期末試験(作文）２

使用教科書
教材

参考書

コミュニケーションスキルアップ検定
補助教材としてプリントを使用

その他

教員紹介等

理学修士

項目

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙｱｯﾌﾟ検定対策③
プレゼンテーション準備②

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙｱｯﾌﾟ検定対策②
プレゼンテーション準備①

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙｱｯﾌﾟ検定対策①

授業オリエンテーション



１学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

教員紹介等

文学博士。高等学校国語１種免許。国学院高等学校国語科講師

その他

今まで学んだ〈基礎力〉〈読解力〉を復習する。

作成力〈考える力〉３

作成力〈考える力〉２

文章読解総合１

手紙の文章の基本的な書き方を参考にして、例文を作成してみる。

実際に独自の手紙文を作成してみる。

論理的な意見文の基本的な書き方を学ぶ。

作成力〈伝える力〉３

作成力〈伝える力〉２

作成力〈考える力〉１

作成力〈伝える力〉１

作成力〈書く力〉２

使用教科書
教材

参考書

教科書：『文章検　公式テキスト』４級（日本漢字能力検定協会）
参考文献：『新現代文単語』（いいずな書店）、新井紀子『ＡＩ vs. 教科書が読めないこどもたち』（東洋経済新報社）

今まで学んだ〈読解力〉〈作成力〉を復習する。

文章読解の授業の目的が達成されたかを判定するテストを行う。

準備学習
（予習・復習）

予習：教科書の該当ページを読んでおく。
復習：教科書を含め、配付する講義資料を用いて復習し、理解を深める。

定期試験とまとめ

文章読解総合２

到達目標
1.　基礎的な日本語の語彙力と知識を習得し、それを説明することができる。
2．文章や資料を読解し、情報処理することができる。
3．文章を作成するための思考力を身につけ、それを表現することができる。

評価方法
評価基準

毎回の小テストと定期試験で評価する。
小テスト：定期試験＝20：80
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

ブレーン・ストーミング（事実を集積するための方法）を理解する。

実際に独自の意見文を作成してみる。

手紙の文章の基本的な書き方を学ぶ。

語や語句の意味や知識を増やしつつ、語法や慣用句・四字熟語を学ぶ。

文の組み立てを知り、時制や修飾語の関係性について理解する。

文章の意味内容、文章の構成について学ぶ。

図表などの資料分析の方法を理解する。

表現（修飾語と被修飾語の関係、並立表現など）について学ぶ。

表現（呼応の副詞、あいまい表現など）について学ぶ。

学年

科目名 文章読解　Ｉ 担当講師

（英名） Reading and Comprehension of Sentences Ｉ
菅原　郁子

学科 バイオテクノロジー科4年制

単位
（総時間）

２単位
（３０時間）

選択・必修 必修

作成力〈書く力〉１

読解力〈読む力〉２

読解力〈読む力〉１

開講区分 前期

授業の目的
将来、社会人として広い視野で物事の本質を論理的にとらえるためには、文章を正確に読めることが必要不可欠であ
る。本講義では、文章の内容を正確に読み取る能力を養うために語彙力を高め、文章の要点をとらえた論理的読解能
力を習得する。そして、文章を書くための基礎を身につける。

教育内容
文章を理解するために、「基礎力」（語彙・文法）、「読解力」（意味内容・文章構成・資料分析）、「作成力」（通信文・意見
文）を主軸として学ぶ。「基礎力」では特に論理的文章を理解するために必要な語彙、語法、慣用句、四字熟語などを理
解し、「読解力」では段落の意味、要旨の捉え方、図表の読み方などを学び、「作成力」では通信文・意見文における思
考力と表現力を習得する。

講義内容(シラバス）

項目

基礎力〈語彙・文法〉２

基礎力〈語彙・文法〉１

授業内容

授業形態 演習



１学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

「〈私〉のなかの〈世界〉」「芸術表現の冒険」「科学というスタイル」「変わる都市・変わる人間」「言葉、この人間的なもの」
「〈世界〉のなかの〈私〉」という６つのテーマに分けられた、現代社会の若者たちが直面する課題となるような評論を中心
に読解・要約を行う。各テーマごとに挙げられた評論を読解・要約することで、文章の構成を把握し、筆者のねらいが理
解できることを目指す。さらに、与えられたテーマで自ら文章構成を考え、意見を論理的に伝え、表現できる力を養う。

講義内容(シラバス）

科目名 文章読解　Ⅱ 担当講師

（英名） Reading and Comprehension of Sentences Ⅱ
菅原　郁子

学科 バイオテクノロジー科4年制

森達也「真実はひとつじゃない」を読解し、要約する。評論語（言語１）で語彙力を増やす。

苅谷剛彦「隠れたカリキュラム」を読解し、要約する。評論語（言語２）で語彙力を増やす。

武満徹「未知へ向けての信号」を読解し、要約する。評論語（制度１）で語彙力を増やす。

授業内容

開講区分 後期 授業形態 演習

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 必修

授業の目的

将来、社会人として広い視野で物事の本質を論理的にとらえるためには、まず文章を正確に読める必要がある。本講義
では、前期と同様に語彙力をさらに高めつつ、現代社会の課題となるような評論について取り上げ、その要点をとらえて
論理的読解能力を習得し、文章を書くための基礎的な能力を構築する。

教育内容

福岡伸一「ふたつの誤り」を読解し、要約する。評論語（制度２）で語彙力を増やす。

下條信輔「視線のカスケード」を読解し、要約する。評論語（倫理）で語彙力を増やす。

中沢新一「東京タワー」を読解し、要約する。評論語（欲望）で語彙力を増やす。読解力・要約６／語彙力６

読解力・要約５／語彙力５

ビジネス文書やメールの基本的な書き方を学ぶ。評論語（差異１）で語彙力を増やす。

若林幹夫「『誰か』の欲望を模倣する」を読解し、要約する。評論語（差異２）で語彙力を増やす。

丸山圭三郎「貨幣と言語」を読解し、要約する。評論語（物語）で語彙力を増やす。読解力・要約８／語彙力８

読解力・要約７／語彙力７

作成力〈ビジネス文書・メール〉

多和田葉子「国境を越えることば」を読解し、要約する。評論語（情報１）で語彙力を増やす。

鷲田清一「『つながり』と『ぬくもり』」を読解し、要約する。評論語（情報２）で語彙力を増やす。

芹沢俊介「イノセンス」を読解し、要約する。評論語（科学１）で語彙力を増やす。読解力・要約１１／語彙力１１

読解力・要約１０／語彙力１０

読解力・要約９／語彙力９

レポートや意見文の基本的な書き方を学ぶ。評論語（科学２）で語彙力を増やす。

今まで学んだ〈読解力〉〈作成力〉を復習する。評論語（環境）で語彙力を増やす。

文章読解の授業の目的が達成されたかを判定するテストを行う。定期試験とまとめ

文章読解総合

作成力〈レポート・意見文など〉

準備学習
（予習・復習）

予習：教科書の該当ページの内容を読んでおく。
復習：教科書、配付資料、板書内容などを用いて復習し、理解を深める。

到達目標
１．論理的な文章を読解、作成するために必要な語彙の知識を習得し、それを説明することができる。
２．文章を読解・要約し、筆者の意図を把握することができる。
３．文章を作成するための構成力・思考力を身につけ、自ら論理的に表現することができる。

評価方法
評価基準

毎回の小テストと定期試験で評価する。
小テスト：定期試験＝20：80
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

教科書：『ちくま評論入門　改訂版』（筑摩書房、2018）
参考文献：『新現代文単語』（いいずな書店）

その他

教員紹介等

文学博士。高等学校国語１種免許。国学院高等学校国語科講師

読解力・要約３／語彙力３

読解力・要約２／語彙力２

読解力・要約１／語彙力１

項目

読解力・要約４／語彙力４



１学年

s

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

全般：ビジネスで多用されているWindows／Microsoft Office（Word・Excel・PowerPoint）の基本操作を習得する

今期は、Wordの基本操作およびExcelの基本操作を中心に、関連した事柄について学ぶ

講義内容(シラバス）

科目名 PC　文書作成とデータ処理 担当講師

（英名） PC Data Processing
高橋　信浩

学科 バイオテクノロジー科４年制

学校内PCの取り扱い・使用ルール、Windowsの基礎知識
キーボードの基本操作。IMEを使用しての日本語入力操作。

新規文書作成の正しい手順を習得する
　　　　（環境設定、設定確認、ページ設定、入力など）

作成文書に対し、見栄えの良い文書にするために、書式設定を習得する
　　　　（フォント、配置、均等割付、インデントなど）

授業内容

開講区分 後期 授業形態 講義・演習

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 必修

授業の目的
実験レポート等の作成に必要なWordによる文書作成の基本技術と
業務全般で必要とされるExcelの基本技術を習得する。

教育内容

実験レポート作成に必要な書式設定を習得する
　　　　（化学式や単位などフォント設定、タブとリーダー）

実験データのまとめに必要な表作成を習得する
　　　　（表の挿入、表のプロパティなど）

表を利用したレイアウト設定など、表の活用を習得する
　　　　（表とタブとリーダー、罫線とページ罫線と網掛けなど）

【Word】
表作成①

【Word】
表作成②

第1～6回の内容に関する、Wordの実技試験

Excelの基礎知識・操作などを習得する
データ（数値・文字）の入力・修正・削除,入力支援機能（オートフィル）
計算式の設定（直接計算・セル参照式）

表作成の流れを理解し、データ入力～簡単な計算式の設定までを習得する
　　　　（データ入力～計算式設定～オートSUM）

【Word】
中間試験

【Excel】
表作成の流れ①

【Excel】
Excelの基礎知識・操作など

データ入力・計算式設定をおこなった表に対しての書式設定を習得する
　　　　（行・列の設定、表示形式、罫線）など

セルの相対参照と絶対参照の概念を理解し、計算式の目的にあわせて使い分けを習得する
　　　　（相対参照セルと絶対参照セル）

SUM関数と共によく使用される統計関数を理解し　習得する
　　　　（AVERAGE,MAX,MIN,STDEVなどの統計関数）

【Excel】
表作成の流れ②

【Excel】
関数①

【Excel】
計算式の設定

四捨五入など小数点以下の端数を処理する働きをもつ関数を使用し
　　　　　　　　　　　　　　　　　小数点の桁数を考慮した数値計算を習得する。
　　　　（ROUND、ROUNDUP、ROUNDDOWN）
グラフ作成の基本を習得する

グラフに書式を設定し、目的にあったグラフ作成を習得する
実験で使用される対数グラフや検量線作成を習得する
　　　　（グラフの構成要素、書式設定、近似曲線の追加など）

第8～14回の内容に関する、Excelの実技試験

【Excel】
グラフ②

【Excel】
関数②・グラフ①

【Excel】
期末試験(Excel)

準備学習
（予習・復習）

習得した操作を、実験レポート・発表用資料作成・その他に活用する

到達目標
１.Wordで、基本的な文書作成・レポート作成ができる
2.Excelで、計算処理・表作成・グラフ作成ができる

評価方法
評価基準

小テストと定期期末試験（実技）で評価する
小テスト：定期期末試験＝20：80
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

Word2010 COMPUTER BASIC for windows
Excel2010 COMPUTER BASIC for windows

その他

教員紹介等

株式会社ソフトクリエイトにてシステム開発を行い、また、現在はフリーとしてもシステム開発やコンピューター教育に本稿のみならず各
所で従事している。

【Word】
新規文書作成の手順と操作

当講座の目的と目標の理解・確認

項目

【Word】
書式設定②

【Word】
書式設定①



１学年

回数

1

2

3

4

5

6

7 遺伝子操作に関する英単語

8

9

10
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細胞・組織・器官・生物に関する英単語

到達目標
1.  Technical Terms 1〜7をすべて覚える。
2. 簡単な実験方法や書籍の図版などの英文は、辞書なしでも内容を理解することができる。

評価方法
評価基準

評価基準：試験規定に準ずる。
定期試験（筆記）80点,  小テスト 20点
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

まとめ
Technical Terms 1〜7の確認テスト

準備学習
（予習・復習）

予習：次回の演習内容のプリントを調べておく。
復習：英単語の記憶し、語彙を増やす。

実験キットの英文操作方法の読解など

科学雑誌（Natureなど）の記事の読解など

免疫学的手法に関する英単語

Technical Terms 1〜7の復習と確認テスト

Molecular Biology of the Cell 等の英文教科書の図版などの読解（１）

Technical Terms 7

Molecular Biology of the Cell 等の英文教科書の図版などの読解（２）

その他

使用教科書
教材

参考書

プリント
英和辞典、英英辞典など授業中に説明されたものを、各自用意すること。（電子辞書、紙媒体、アプリのいずれでも構わない）
参考：バイオ英語入門 (新バイオテクノロジーテキストシリーズ)

教員紹介等

日本女子大学大学院文学研究科英文学専攻博士後期課程単位取得退学
中学校教諭専修免許状（英語）　高等学校教諭専修免許状（英語）

実験用語・実験機器に関する英単語（２）

実験用語・実験機器に関する英単語（３）

学習の目的と進め方
辞書について
簡単な英文法（英語の基本文型の説明）

接頭語・接尾語・単位・元素名・物質名に関する英単語

実験用語・実験機器に関する英単語（１）

授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 必修

授業の目的

バイオテクノロジー分野に関わる英語の基本単語を習得する。
英文の専門書や技術書、学術論文を理解するための基礎の基礎である。
簡単な英文の読解も試みる。

教育内容

毎回演習方式で授業を行う。
1. 専門用語の英単語を覚える。
2. 実験方法や教科書の図版などの簡単な英文から読み始める。

講義内容(シラバス）

項目

科目名 バイオ英語Ⅰ 担当講師

（英名） Biotechnology English　Ⅰ
越後谷明恵

学科 バイオテクノロジー科4年制

定期試験

演習６

演習５

Technical Terms 1

はじめに

Technical Terms 2

Technical Terms 3

Technical Terms 4

Technical Terms 6

Technical Terms 5

演習４

演習３

演習２

演習１



１学年

回数
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13 第６章　遺伝子工学における英語表現④
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英語でのバイオテクノロジー専門用語学習とともに、英語で書かれた研究についての文章の読解方法を学習する。

講義内容(シラバス）

科目名 バイオ英語Ⅱ 担当講師

（英名） English　of　Biotechnology Field
越後谷明恵

学科･コース バイオテクノロジー科４年制

英文法の復習や、簡単な長文の読解、リスニング等を行う

５−１微生物の培養　用語解説を交えながら細胞工学に関する英文の和訳読解を学ぶ

５−２植物細胞とカルスの培養　用語解説を交えながら細胞工学に関する英文の和訳読解を学
ぶ

授業内容

開講区分 後期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 必修

授業の目的

バイオテクノロジー専門用語を英語で覚え、英語の文章読ができるようになる必要がある。本講義では英語によってバ
イオテクノロジーを基礎を学ぶだけでなく、研究内容についての比較的長い文章を読解できるよう文法事項も取り扱い、
実践的で応用可能な英語を習得できることを目標とする。

教育内容

中間試験

中間試験に向けた復習

第５章　細胞工学における英語表現⑤

第５章　細胞工学における英語表現④

英文法学習②

中間試験に向けた復習を行う

中間試験（範囲：１ー６回目）

英文法の復習や、簡単な長文の読解、リスニング等を行う

５−３細胞融合　用語解説を交えながら細胞工学に関する英文の和訳読解を学ぶ

５−４モノクローナル抗体　用語解説を交えながら細胞工学に関する英文の和訳読解を学ぶ

５−５トランスジェニック生物　用語解説を交えながら細胞工学に関する英文の和訳読解を学ぶ

教員紹介等

日本女子大学大学院文学研究科英文学専攻博士後期課程単位取得退学
中学校教諭専修免許状（英語）　高等学校教諭専修免許状（英語）

６−１遺伝子の複製と発現　用語解説を交えながら細胞工学に関する英文の和訳読解を学ぶ

６−２プラスミド　用語解説を交えながら細胞工学に関する英文の和訳読解を学ぶ

６−３制限酵素　用語解説を交えながら細胞工学に関する英文の和訳読解を学ぶ第６章　遺伝子工学における英語表現③

第６章　遺伝子工学における英語表現②

第６章　遺伝子工学における英語表現①

定期試験

定期試験に向けた復習

６−４DNAの解析技術　用語解説を交えながら細胞工学に関する英文の和訳読解を学ぶ

定期試験に向けた復習を行う

定期試験（範囲：９ー１３回目）

その他

使用教科書
教材

参考書

池北雅彦・田口速男（2013）『新バイオテクノロジーテキストシリーズ　バイオ英語入門』　講談社．

準備学習
（予習・復習）

予習：教科書の該当ページを読んでおく。
復習：小テストに出た内容の復習。

到達目標
1.　バイオテクノロジーに関する英単語の習得。
2．英文法の理解。
3．教科書で扱われている研究文章の読解・英文和訳。

評価方法
評価基準

毎回の小テストと中間試験、定期試験で評価する。
中間試験40% / 定期試験40% / 小テスト20%
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

第５章　細胞工学における英語表現①

英文法学習①

項目

第５章　細胞工学における英語表現③

第５章　細胞工学における英語表現②



１学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

教員紹介等

理学博士　名古屋大学アイソトープ総合センター助手　（株）JT生命誌研究館研究部門研究員に従事　その後　文部科学省初等中等
教育局主任教科書調査官に従事し退職

その他

授業時間中のノートを丁寧に正確にとること。
参照した図録のページもノートに書き込み、復習の際に参照すること。
口頭で説明されたことも、メモできるようになること。
これらは日頃のトレーニングにより向上するものであり、効率的に学習するコツでもある。

受容器 と適刺激
神経と興奮の伝達・伝導

神経系の構造とはたらき
動物の行動

恒常性とは
体液、循環系
生体防御

脳と動物の行動

感覚器と刺激の受容

内部環境の恒常性（１）

腎臓のはたらき
肝臓のはたらき

自律神経系
ホルモンによる調節

同化・異化、エネルギー代謝とＡＴＰ
消化と栄養分の吸収
呼吸とそのしくみ
炭素の循環、窒素の循環

内部環境の恒常性（3）

内部環境の恒常性（2）

代謝とエネルギーの調達

使用教科書
教材

参考書

教科書：視覚でとらえるフォトサイエンス　生物図録　三訂版　（数研出版）
参考書：カラー図解 アメリカ版 大学生物学の教科書 第1巻〜第5巻　（講談社　ブルーバックス）
　　　　　 基礎から学ぶ生物学・細胞生物学　第３版 (羊土社）

炭酸同化・窒素同化
光合成
植物の生長・調節

準備学習
（予習・復習）

復習：該当の箇所を理解し、疑問点をそのままにせず、解決すること。

定期試験

植物のはたらき

到達目標

1. 原核細胞・植物細胞・動物細胞の模式図を描く事ができ、それらの細胞小器官の機能を説明できる。
2. 生物の大まかな分類を知っており、系統上の位置を調べることができる。
3. 糖質・タンパク質・脂質・核酸の基本となる物質名と結合の様式を知っている。
4. 体細胞分裂と減数分裂の違いとその過程を説明できる。

評価方法
評価基準

評価基準：試験規定に準ずる。
定期試験（筆記）80点,  小テスト 20点
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

タンパク質の構造
立体構造と機能の関係
多彩なタンパク質の機能

真核細胞及び原核細胞
細胞膜の成分、細胞膜を通した物質の輸送
各細胞小器官の名称と働き

生命の起源と細胞の進化
多細胞生物の出現
さまざまな証拠からわかる生物の進化

種とは何か 、分類の体系
生物の命名法
生物の系統

体細胞と生殖細胞
体細胞分裂と減数分裂
無性生殖と有性生殖

発生の過程、胚葉の形成
形成体と誘導
形態形成とアポトーシス

メンデルからＤＮＡまで
遺伝情報の複製
遺伝子からタンパク質へ（セントラルドグマ）

授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 必修

授業の目的

生物科学は、バイオテクノロジーの理解に不可欠な基礎知識である。広範囲な分野から、特に細胞の構造、生物の多
様性、個体の発生、恒常性、代謝の基礎について概説する。これらは、生化学、生理学、分子生物学、遺伝子工学など
のより専門性の高い科目の理解に必要となるものである。

教育内容

1) 生物の基本単位である細胞の構造やその機能を理解する。
2) 多様な生物の個々の特徴と進化的なつながりを知る。
3） 生物を構成する物質とそれらの化学変化によって“生きて”いる事を知る。
4) 生物の発生、成長そして個体を維持するしくみの概要を知る。

講義内容(シラバス）

項目

科目名 生物 担当講師

（英名） Biology
髙橋　直

学科･コース バイオテクノロジー科4年制

細胞分裂と生殖 

生物の系統と分類 

細胞小器官と細胞骨格
生命の誕生と進化

生物と無生物
細胞の構造

タンパク質と生物の機能

遺伝子と生命現象

動物の発生



１学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

周期表により各元素、原子の意味を理解する。

到達目標

1.　元素記号、原子番号、原子量、陽子、中性子、電子など原子に関わる事項がわかる。
2.　周期表の成立ちと元素の特性がわかる。
3.　イオン結合、共有結合、配位結合、金属結合がわかる。
4.　酸化、還元がわかる。
5.　酸化還元反応がわかる。
6.　ｐHがわかる。

評価方法
評価基準

小テスト：定期試験⇒20点：80点
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

化学Ⅰ（新ひとりで学べる）新課程(清水書院）
視覚でとらえるﾌｫﾄｻｲｴﾝｽ　化学図録(改訂版）
実戦化学重要問題集－化学基礎・化学（研数出版）

ｐHと[H+]、[OH－]の関係がわかる。ｐHの意味を理解する。ｐH測定とフェノールフタレイン、リトマ
ス紙、メチルオレンジ等との関係がわかる。

準備学習
（予習・復習）

毎回、化学反応式を５つずつ小テストとして実施する。

ルイス構造式、八遇子則を理解する。

酸化、還元の原理を理解する。酸化数を理解する。

化学反応式より、酸化還元反応を理解し、中和反応を知る。

化学結合-２

その他

混成軌道、イオン化電子式、化学式の傾きを理解する。

原子の価数、化学式のつくり方、化学反応式を学ぶ。

イオン結合、共有結合、配位結合、金属結合などを学ぶ。化学結合-１

化学結合、化学式のつくり方

周期表の意味を知る

定期試験

ｐHの計算

酸化反応、還元反応

酸化、還元

教員紹介等

薬学博士。　薬剤師。　神奈川県衛生研究所、神奈川県立衛生短期大学等で勤務。のち、帝京科学大学生命環境学部生命科学科教
授として従事した。

教育内容

高等学校の化学から有機化学までバイオテクノロジーに関連する化学の基本を演習問題等も実施しながら、学習を進
める。

講義内容(シラバス）

項目

周期表により電子の出入、結合門の傾きを知る。

化学が我々の生活に及ぼしている様々な例を確認しながらその影響を学ぶ。

専門分野を学ぶにあたり、必要な化学的基礎を理解する。

物質の3つの状態、物理的性質、化学的性質を理解する。

元素、原子、分子、化合物、混合物、純物質の特性を理解する。

メンデレーフの提唱した周期表の周期と族の意味を知る。

単位
（総時間）

２単位
（３０時間）

選択・必修 必修

授業の目的

分子生物学、遺伝子工学、生化学等、バイオテクノロジー分野の様々な現象を理解するためは化学の知識は不可欠で
ある。そのため、学習する内容を理解するための化学の基本概念を学習する。

科目名 化学 担当講師

（英名） Chemistry

学科･コース バイオテクノロジー科４年制
小島　尚

イオン、イオン化ポテンシャル等

物質とは何か

化学の基礎とは

化学を学ぶ意味

原子論とイオン

元素記号の意味

物質の基本単位

授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年



１学年

回数

1

2

3

4

5

6 有機物の三次元的な形、立体化学(立体構造、立体異性体）を学ぶ。

7

8

9

10

11

12

13

14

15

科目名 生体高分子化学Ⅰ 担当講師

（英名） Biological macromolecular Chemistry
市村憲司

学科 バイオテクノロジー科４年制

授業内容

開講区分 後期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 必修

授業の目的

バイオテクノロジーを学習するためには、その基本として生体を構成する生体物質を知ることが重要である。本講義で
は、生体を構成する物質観の基礎を、化学結合ならびに分子間・粒子間・物質間相互作用、有機物に関する有機化学
及び高分子化学、そして生体を構成する生体高分子の基本を学び物質観を形成し、バイオテクノロジーを学ぶ土台をつ
くる。

教育内容 化学結合ならびに分子間・粒子間・物質間相互作用、有機化学ならびに高分子化学、および生体高分子の構造等を学
ぶ。

講義内容(シラバス）

項目

生体物質の基本とされる有機物にの基本を学ぶ。

有機物の基本的な結合様式である共有結合、それに基づく分子の形を学ぶ。

物質、元素と化合物(無機物・有機物・生体物質)の基本的な化学を学ぶ。

イオン結合、共有結合、金属結合および配位結合について学ぶ。

静電相互作用、双極子相互作用、水素結合およびファンデアワルス相互作用(分散力)について
学ぶ。

高分子化合物について学ぶ。

高分子化合物における分子間力、粒子間力相互作用を学ぶ。

天然有機化合物の分類、天然有機酸、天然有機塩基について学ぶ。天然有機化合物

有機化学：　高分子化合物と分子間力・
相互作用

代表的な生体物質である生体高分子の糖類（単糖～多糖(デンプン、セルロース、グリコーゲンな
ど)）について学ぶ。

代表的な生体物質である生体高分子の脂質について学ぶ。

代表的な生体物質である生体高分子のタンパク質(一次～四次構造)について学ぶ。生体物質：　アミノ酸、タンパク質

生体物質：　脂質

生体物質：　糖

代表的な生体物質である生体高分子の酵素について学ぶ。

代表的な生体物質である生体高分子の核酸について学ぶ。

定期試験

生体物質：　核酸

生体物質：　酵素

準備学習
（予習・復習）

予習：　講義内容の学習項目を確認するとともに、下調べを行う。
復習：　講義にて配布され資料等で、学習内容を復習・理解する。

到達目標 生体を構成する生体高分子の基本を学び物質観を形成し、バイオテクノロジーを学ぶ土台を身に付ける。

評価方法
評価基準

毎回の小テスト、定期試験で評価する。
小テスト：定期試験＝50：50
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

講義資料は、その都度、配布する。
参考書例：
「化学入門」(井口洋夫・木下實、実教出版)
「ライフサイエンス系の高分子化学」(宮下徳治編著、三共出版)
「生体物質の化学」(山口達明・滝口泰之・柏田歩・島崎俊明、三共出版)

その他

教員紹介等

理学博士。マサチューセッツ工科大学物理科研究員として研究に従事。元熊本大学理学部教授。

元素と化合物

有機化学：　有機化合物

相互作用・分子間力

化学結合

有機化学：　高分子化合物

有機化学：　立体化学

有機化学：　共有結合と分子の形



１学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

教員紹介等

臨床検査技師。衛生管理者。東邦大学生物学研究室助手として各種実験に従事したのち、同大学講師

その他

膜構造と物質輸送
　        膜構造：流動モザイクモデルを中心とした生体膜の構造
　       物質輸送：能動輸送と受動輸送
動物組織と植物組織

到達目標
・ 細胞の進化と構造についてについて説明できる。
・ 細胞内での物質代謝について説明できる。
・ 生体の構成している物質と糖・タンパク質・脂質の構造と代謝について説明できる。

評価方法
評価基準

中間試験，期末試験を行う。平均をとり，80％として評価する。
授業中（授業終了約10分前）に行う小テスト，その他課題等を20％として評価する。
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

生体を構成する物質—３
　　　　　タンパク質

生体を構成する物質—４
　　　　　タンパク質と代謝（クエン酸回路、電子伝達系との関連性）
　　　　　アミノ基転移反応
　　　　　タンパク質の合成（リボソームにおける転写と翻訳）

生体を構成する物質—５
　　　　　脂質

生体を構成する物質

生体を構成する物質

生体を構成する物質

生体を構成する物質総論
　生体に必要な水・エネルギー源としての糖、アミノ酸、脂質・
　無機物質・ATP（アデノシン三リン酸）
生体を構成する物質—１
　糖

生体を構成する物質—２
　糖と代謝（解糖系、クエン酸回路、電子伝達系）

中間試験

生体を構成する物質

使用教科書
教材

参考書

教科書：『生物を知るための生化学』
教材：プリント

生体を構成する物質—６
　　　　　脂質と代謝（β酸化とクエン酸回路、電子伝達系との関連）

準備学習
（予習・復習）

高等学校の生物学は生化学を学習する基礎として頭に入れておいていただきたい。
教科書は指定するので，できる限り関連項目について見ておく。
プリントは毎回の授業で配布し，プリント中心で講義を行う。

生体を構成する物質

期末試験

生体を構成する物質

教育内容

・ 細胞の進化と構造についてについて解説する。映像も使用し，知識を深める。
・ 細胞内での物質代謝について解説するる。
・ 生体の構成している物質と糖・タンパク質・脂質の構造と代謝について解説する。

講義内容(シラバス）

動物を中心とした生体エネルギー代謝
　　　　　解糖系、クエン酸回路（TCAサイクル）、電子伝達系

化学進化（無機物から高分子物質へ）から細胞への進化
RNAワールドからDNAワールドへ

原核細胞と真核細胞，真核細胞への進化（細胞共生説），DVD生命誕生

生命の最小単位〜細胞〜
　　　　　動物細胞と植物細胞

生化学Ⅰのオリエンテーション

細胞−１

細胞−２

細胞−３

細胞−４

細胞−５

代謝−１

真核細胞の構造を中心とした細胞内構造物（細胞内小器官の構造と機能）—１
 　         核，ミトコンドリア，粗面小胞体，滑面小胞体，ミトコンドリアの特殊性

真核細胞の構造を中心とした細胞内構造物（細胞内小器官の構造と機能）—２
　　　　　リボソーム、ゴルジ体、リソゾーム、マイクロボディー、他

Biochemistry Ⅰ
杉森　賢司

学科 バイオテクノロジー科4年制

細胞の成り立ちと構造について理解する。
生体内での代謝を理解する。
生体を構成している成分を理解する。

項目

科目名 生化学Ⅰ

授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 必修

授業の目的

担当講師

（英名）



１学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

科目名 生化学Ⅱ 担当講師

（英名） Biochemistry
杉森　賢司

学科 バイオテクノロジー科４年制

授業内容

開講区分 後期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 必修

授業の目的

遺伝学および生体内での化学反応
 ・遺伝の基礎から分子生物学分野へと掘り下げた内容を学習する
 ・植物と動物が行う異化と同化について学習する
 ・生体内での代謝に必要な様々な物質とその作用について学習する

教育内容

遺伝：メンデルの遺伝等の遺伝学の基礎から核酸の構造，DNAの複製に関する酵素やそのメカニズムについて解説す
る．
植物における代謝：植物や細菌の体内で行われる光合成について解説する．同様に，Nの流れ（窒素同化，窒素固定）
についても解説する．
生体における代謝：ビタミン，無機物質，ホルモンについて説明し，その作用機構についても解説する．酵素の持つ役割
とその作用について解説する．

講義内容(シラバス）

項目

分子生化学:核酸—２
         ・DNAポリメラーゼとRNAポリメラーゼ
         ・大腸菌をモデルとしたDNAの複製

光合成でのエネルギー生産
 　     ・光合成に関する歴史的実験
　　　  ・チラコイドでの反応，ストロマでの反応
　　　　・光合成細菌（付；化学合成細菌）

窒素の循環：窒素固定と窒素同化
ビタミン：ビタミンの定義，水溶性ビタミンと脂溶性ビタミン，ビタミンと補酵素

生化学Ⅱのオリエンテーション

メンデル遺伝とその応用

メンデル遺伝の復習
生殖細胞が出来る過程〜減数分裂〜
　　　　・減数分裂のメカニズムと染色体の連鎖と組替え

分子生化学：核酸—１
 　　　 ・DNAとRNA
　　　　・ヌクレオチド構造（ヌクレオシドとヌクレオチド）

ビタミンの作用と欠乏症
ホルモンとその作用機序（その１）
　　　　・ホルモンと受容体
　　　　・ホルモンの種類（臓器別）

ホルモンとその作用機序（その２）
　　　　・ホルモンの分類
　　　　・ホルモン作用による血糖値調節

中間試験

ホルモン

ビタミン
ホルモン

動物ホルモンとその作用機構（脂溶性ホルモンと水溶性ホルモン）
植物ホルモンの種類と作用機構

生体内の無機物質とその作用
酵素について（その１）
　　　　　・酵素の定義と基本的なはたらき

酵素について（その２）
　　　　　・酵素の定義，酵素の持っている性質と生体内での作用機序，酵素番号
　　　　　・酵素反応の基本的考え

酵　素

無機物質
酵　素

ホルモン

酵素反応の特異性（Rock and Key  と Induced fit）
ミカエリス・メンテンの式

・ミカエリス・メンテンの式を導き出す小レポート作成
・ラインウイーバーバークの逆数プロット

期末試験

酵　素

酵　素

準備学習
（予習・復習）

高等学校の生物学は生化学を学習する基礎として頭に入れておいていただきたい。
教科書は指定するので，できる限り関連項目について見ておく。
プリントは毎回の授業で配布し，プリント中心で講義を行う。

到達目標
遺伝の基礎から分子生物学的に掘り下げた内容を説明できる。
植物と動物が行う異化と同化について解説できる。
生体内での代謝に必要な様々な物質とその作用について説明できる。

評価方法
評価基準

中間試験，期末試験を行う。平均をとり，80％として評価する。
授業中（授業終了約10分前）に行う小テスト，その他課題等を20％として評価する。
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

その他

教員紹介等

臨床検査技師。衛生管理者。東邦大学生物学研究室助手として各種実験に従事したのち、同大学講師

遺　伝

分子遺伝学

分子遺伝学

窒素の循環
ビタミン

光合成

遺　伝
生殖細胞〜減数分裂〜
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真菌類の分類、分類群の特性を学ぶ。真菌類の細胞構造、生殖を学ぶ。

到達目標

・微生物の培養に必要な栄養素、培養条件を考えることができる。
・真菌類分類がわかる。・細菌の細胞の特徴（グラム陽性菌、グラム陰性菌、桿菌、球菌）が系統立ててわかる。
・ウィルスの基本的な特徴がわかる。
・自分の知らないことを調べ、まとめ、理解して他者に伝えるプロセスがわかる。

評価方法
評価基準

小テスト20点　定期試験50点　夏休み課題レポート15点　特別講義レポート15点
（ただし、課題レポートは提出期限に遅れた場合は、最高7点とする）
・定期試験は自筆のノートを持ち込み可とする（ただし、コピー、配布プリントは不可）
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

教科書：新バイオテクノロジーテキストシリーズ　新・微生物学（講談社）

参考書：微生物学　入門編（培風館）

ウィルスの基本的な特徴を学ぶ。

微生物学Ⅰで学んだ内容をまとめる。

準備学習
（予習・復習）

復習として、授業で出た「キーワード」の内容を理解する。また、「キーワード」間の関連性を自分なりにまとめる。
授業終了後、教科書の該当する部分を必ず読む。

特別講義の内容について、グループで理解した内容をお互いに確認しあう。理解ができなかった
ことを解決する。

特別講義（２）

特別講義（３）

その他

必要なことをメモを取れるようになるためにも、ノートを用意して必要なことは書いておくようにしてください。
配布プリントは、紛失をしても再配布はしません。プリントをファイリングできる準備をしてください。

グラム陽性菌とグラム陰性菌の細胞の構造を学ぶ

古細菌の特徴を学ぶ
真正細菌　様々なグラム陰性菌を調べて、確認する。

真正細菌　様々なグラム陽性菌を調べて、確認する。

講義の内容に関する事前調査を行なう。

特別講義を聴く。不明なことを質問する。

ウィルス

定期試験

教員紹介等

理学博士

真核生物と原核生物の細胞の基本構造を学び、それらの差異を学ぶ。

バッチ培養の増殖過程における細胞及び培養液の状態を学ぶ。
細胞の増殖速度に影響する因子を学ぶ。

細胞の構造、運動性を付与する構造を学ぶ。
細胞膜における物質の輸送を学ぶ。

科目概要　微生物学の歴史を学ぶ
細胞の観察、パスツールの業績、コッホの3原則、ウィルスの発見など

微生物の生育に必要な栄養素を整理し、さらに微生物の培養に必要な条件を学ぶ。

微生物を培養する際の環境要因を学ぶ。

授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間　）
選択・必修 必修

授業の目的

微生物は、細菌、古細菌、真菌類、藻類、ウィルスなど非常に多様な生物群があり、共通しているのは微小な生物であ
るという点である。しかし、その形態、代謝、遺伝、特性等は実に様々である。そして、微生物は医薬、食品、バイオテクノ
テクノロジー、医学、環境などに関わるため、微生物が関与する現象やその機能を理解するためには、まずは、微生物
の基本を知ることが必要である。ここでは、微生物の基本を知って、自分の言葉で説明でき、さらに必要な項目を自分で
調べ、理解できることを意識したい。

教育内容

微生物の細胞、増殖、性質に関する概要を学ぶ。真菌類、細菌、古細菌、ウィルスの概要を学ぶ。
特別講義、夏の課題を通して、微生物の多様性を実感するとともに、特定の内容を理解するために必要な基礎知識、調
査力、まとめる力が求められる学びを経験する。

講義内容(シラバス）

項目

科目名 微生物学Ⅰ 担当講師

（英名） Microbiology
小室　真保

学科 バイオテクノロジー科4年制

原核細胞の構造(細胞膜　細胞壁）

原核細胞の構造(グラム陽性菌　グラム陰性菌）

古細菌
細菌　各論（１）

細菌　各論（２）

特別講義（１）

真菌類

オリエンテーション

微生物の栄養の基本要素

微生物の培養における因子

真核生物と原核生物

微生物の増殖
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・我々の生活は様々な意味から微生物に支えられていると言っても過言ではない。この事を念頭に，①環境においてど
の様に微生物が働いているか？②地底や過酷な環境に生活している微生物は我々に何をもたらしているか？③日常，
口にしている食品にはどの様に微生物が関与しているか？③化学療法剤と微生物のかかわりにはどのようになってい
るか？について学習する。
・生体に感染する病原微生物について学習する。

講義内容(シラバス）

科目名 微生物学Ⅱ 担当講師

（英名） Micribiology
杉森賢司

学科 バイオテクノロジー科４年制

微生物について・・・3つのドメインより
微生物の大きさ

微生物の構造
微生物実験を通し微生物を知る（教科書）
微生物が地球を作った〜地球上の至る所に微生物は生息する〜
我々の生活に欠かせない有用な微生物

地底数千メートルの未知なる生物圏
海底下生命圏フロンティアと生命生息限界

授業内容

開講区分 後期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 必修

授業の目的

微生物学Ⅰで学習した内容を基に，微生物学Ⅱを応用微生物学として位置づける。
微生物学Ⅰの復習も視野に入れ，微生物に対する知識を確実なものにする。
環境微生物学，食品微生物学，応用微生物学等についての学習を行う。
病原微生物学，化学療法剤に関する学習を行う。

教育内容

環境における微生物の活動（教科書）
我々の細胞の起源となった細菌
食品の保存（教科書）　P121-130 その１

食品の保存（教科書）　P121-130 その２
DVD　目で見る微生物学 No.3 応用微生物学　35分

食品の保存（教科書）　P121-130 その３
微生物の利用（教科書）　P95 – 120 その１

食品と微生物について学習する

食品と微生物の利用
について学習する

微生物の利用（教科書）　P95 - 120 その２

化学療法剤（抗生物質）

中間試験

微生物の利用について学習する

化学療法剤の作用機構
および利用について学習する

中間試験の復習
病原微生物学（グラム陽性球菌）

病原微生物学（グラム陽性球菌）の復習
病原微生物学（グラム陰性球菌，桿菌）
病原微生物学（グラム陽性桿菌）

病原微生物学（グラム陰性球菌，桿菌）の復習
病原微生物学（グラム陽性桿菌）

第1回から第8回までの復習
と病原微生物学

病原微生物学

病原微生物学

病原微生物学（グラム陽性桿菌）の復習
らせん菌（スピロヘータ），マイコプラズマ，リケッチア，クラミジア

らせん菌（スピロヘータ），マイコプラズマ，リケッチア，クラミジア　の復習
ウイルス，プリオン，真菌，原虫

期末試験

病原微生物学

病原微生物学

準備学習
（予習・復習）

微生物学Ⅰの内容をすでに理解している事が重要である。
微生物学Ⅰとは異なった視点から微生物について学習するので，初めての内容はその日のうちに復習し，理解する事が重要である。

到達目標
微生物学Ⅰの内容を理解し，微生物に関する基本的性状・機能を説明できる。
環境微生物学，食品微生物学，応用微生物学分野における微生物の働きや作用機構について説明できる。
病原微生物学，化学療法剤に関する解説と説明が出来る。

評価方法
評価基準

中間試験，期末試験を行う。平均をとり，80％として評価する。
授業中（授業終了約10分前）に行う小テスト，その他課題等を20％として評価する。
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

映像も使用する。（目で見る応用微生物学）

その他

教員紹介等

臨床検査技師。衛生管理者。東邦大学生物学研究室助手として各種実験に従事したのち、同大学講師

微生物学の基礎について学習する

微生物学の基礎について学習する

項目

環境微生物学と
食品との関わりについて学習する

微生物学の基礎について学習する
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その他

到達目標 1.　単位の変換ができる
2．有効数字の計算規則に従って答えを算出できる
3．パーセントの濃度計算ができる
4．モル濃度の計算ができる
5．化学式から物質名がわかる
6,　濃縮液を用いて希釈液が作製できる

評価方法
評価基準

毎回の小テストと中間試験、定期試験で評価する。
小テスト：中間試験：定期試験＝20：40：40
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

参考書）　演習　誰でもできる　化学濃度計算　実験・実習の基礎　立屋敷　哲　丸善出版
教科書はありません。授業時にプリントを配布します。

教員紹介等

薬学博士。　薬剤師。　神奈川県衛生研究所、神奈川県立衛生短期大学等で勤務。のち、帝京科学大学生命環境学部生命科学科教
授として従事した。

これまで身に付けた器具や機器の取り扱いの知識、濃度計算を行い、試薬調製の手順を説明で
きるようにする。例）　２M　NaOH　200mlを調製するための手順をフローチャートにまとめる

定期試験

準備学習
（予習・復習）

復習：授業で学んだ知識を復習し理解を深める⇒　翌週チェックテストあり

まとめ

濃縮液から希釈液を作るための濃度計算ができるようにする。

マイクロピペット、白金耳などの実験器具から、オートクレーブ、インキュベーターなどの実験機器
の正しい使い方を理解する。

毒物、劇物に指定されている試薬の種類と特徴を理解する。事件時の災害の危険性や応急処置
方法について学ぶ。

実験器具や機器の名称と使い方

希釈の計算

毒物、劇物

酸と塩基②

酸と塩基①

中間テスト

原子量から分子量を計算できる。モル濃度の計算ができることを目指す。

規定の計算ができる。規定度からモル濃度への変換ができるようにする。

モル濃度

規定度

二価の強酸、強アルカリ溶液からｐHが計算できるようにする。後半は、中間テスト対策をおこな
う。

１0進法の接頭辞（μ、ｍ、ｎなど）を理解し、単位の変換をスムーズに行う。また、普通表記から
科学的表記（10累乗表記）に変換する方法を学ぶ。

有効数字を理解し、有効数字の計算規則に従って答えを算出できるようにする。

平均値、中央値、最頻値の計算方法を理解する。メスフラスコ、ビュレット、ホールスライドピペット
などの測容器具の名称と取り扱い方法を学ぶ。、

パーセントの計算(%ⅴ/ⅴ、% w/w、%　w/ⅴ）ができる。元素記号と化合物の化学式から物質名を
答えられる。

化学実験を安全に行うための注意事項を確認する。水酸化ナトリウムや硫酸など危険性の高い
試薬の取り扱い方法を説明する。

授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 必修

授業の目的

化学実験を安全に行うためには、まず試薬や実験機器の危険性を理解することが大切だ。本講義では、化学実験を行
うにあたり、身だしなみ、試薬の特徴、実験器具、機器の特徴を理解するとともに、簡単な試薬の濃度計算ができるよう
に、パーセント、モル濃度、規定度、希釈の計算演習を行う。

教育内容

本講座では、有効数字、モル濃度、パーセント、平均値などの計算演習を行う。また、実験における注意点、災害と応急
処置、廃棄物の処理方法、危険な薬品の取り扱いおよび保管方法などを学ぶ。

講義内容(シラバス）

項目

科目名 実験の基礎と化学計算 担当講師

（英名） Experimental foundation and Chemical calculation
小島　尚

学科 バイオテクノロジー科４年制

化学実験の安全性

パーセントの計算と化合物名

平均値と測容器具の使い方

有効数字

メートル法と科学的表記法



１学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

教科書の図表を使用するので、必ず持参すること。また、講義の内容をさらに理解を深めるための参考図書は随時紹介する。

講義内容(シラバス）

科目名 分子生物学Ⅰ 担当講師

（英名） Molecular Biology
川添　一郎

学科 バイオテクノロジー科４年制

分子生物学の成り立ちから分子生物学を利用した産業化されたバイオテクノロジーの現在を紹
介する。

１８世紀から１９世紀にかけて生物種は、形態的類似性と相違性から分類され体系化された。こ
の結果から、ダーウインは生物種が共通の祖先から長い時間をかけて、進化したことを明らかに
していった過程を概説する。

メンデルは、ダーウインの進化論から端を発し、子が親に似るという遺伝の現象を法則化し、さら
に親から遺伝形質は因子によって受け継がれるということを提唱した過程を概説する。

授業内容

開講区分 後期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 必修

授業の目的

１９世紀後半、メンデルは遺伝子の存在を示唆し。２０世紀に入り、遺伝子はＤＮＡであることが、ワトソン、クリックにより提唱された。そ
の後、遺伝子の複製や遺伝子から形質発現へのプロセスが分子レベルで理解されるようになり、今日､分子生物学の基礎的知識は、
様々な生命現象を理解する上で極めて重要である。分子生物学Ⅰでは、分子生物が学問の一分野として成立するまでのストーリーを
概説する。

教育内容

１９世紀、顕微鏡の発達により、細胞分裂を観ることができるようになった。さらに、細胞分裂に
は、染色体が関わっていることと、染色体は酸性物質であることが解った。これらは、ミクロの生
物学と化学の発展がが大きく寄与していることを概説する。

遺伝の法則を分子のレベルで明らかにするための材料をして、真核生物ではなく、原核生物であ
る大腸菌とウイルスを使用することが適切であることを明からにした過程を概説する。

細菌遺伝学を利用して、メンデルが提唱した遺伝子はDNAであることを、その構造モデルを提唱
することで、明らかにしていった過程を概説する。

細菌遺伝学の誕生　　　

DNA構造モデルの提唱

DNA構造モデルを実験的に証明した過程を概説する。

DNAが倍加して分裂する仕組みを明かにする上で、大きな難問が生じる。ここでは、この難問が
生じるまでの過程を概説する。

前回の難問を解いていく過程をみながら、DNAの複製について概説する。

DNAの複製Ⅰ

DNAモデルの証明    

DNAの複製Ⅱ

DNAは複製時生じる誤りの修復機能について概説する。

DNAの情報をもとにタンパク質が合成される過程につい、核での現象を概説する。

DNAの情報をもとにタンパク質が合成される過程につい、細胞質での現象を概説する。

タンパク質の合成　I

DNAの修復機能

タンパク質の合成　I

2～12回目までの内容で、毎回行われる小テストを中心にした問題で試験をし、これまでの学習
内容の整理と振り返りをする。

分子生物学Ⅱの中心テーマである真核生物の遺伝子の発現を理解する上で、原核生物の遺伝
子の発現を理解することは極めて重要である。原核生物の遺伝子の発現を明かにする過程を概
説する。

2～14回目までの内容での試験を通して、各自で分子生物Ⅰの内容をまとめてもらいたい。定期試験

原核生物の遺伝子の発現調節

中間試験

準備学習
（予習・復習）

予習：教科書の該当ページを読んでおく。
復習：配付する講義資料を復習理解する。

到達目標

1. 原核生物および真核生物の遺伝子発現機構について理解し、自身の言葉で説明できる。
2．最新のバイオテクノロジーの手法を理解し、自身の言葉で説明できる。
3．ヒトの免疫学の基礎を理解し、自分の言葉で説明できる。

評価方法
評価基準

毎回確認のための小テスト、１回の中間試験、定期試験で評価する。
小テストと中間試験の合計：定期試験＝30：70
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

生物図録　（図版を参照するため必携）
基礎分子生物学第４版（東京化学同人）
参考：『大学生物学の教科書１～３巻』（東京化学同人））

その他

教員紹介等

水産学博士。独立行政法人国際農林水産業研究センターにて研究業務に従事。日本大学生物資源科学部講師

オリエンテーション
分子生物学とはを語る

項目

染色体と核酸

メンデル遺伝学

ダーウインの進化論



１学年

回数

1

2

3

4

5

6 核酸合成酵素、核酸分解酵素について理解する。

7

8

9

10

11

12

13

14

15

科目名 遺伝子工学Ⅰ 担当講師

（英名） Genetic Engineering　I
池上正人

学科 バイオテクノロジー科4年制

授業内容

開講区分 後期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 必修

授業の目的

遺伝子工学はバイオテクノロジーの中核科目である。したがって、バイオテクノロジーを学習するためには遺伝子工学の
基礎を身につけることが必要である。本講義では主に大腸菌における組換えDNA実験の手順や組換えDNA実験に用い
る酵素などについて勉強し、それを理解し、説明できるようにする。

教育内容

DNAの構造、RNA の構造、DNAとRNAの構造の違い、組換えDNA実験を理解するためのの重要な用語（宿主、ベク
ター、制限酵素、DNAリガーゼ、組換えDNA,　組換え体、形質転換、形質導入、コピテントセル、、プラスミド、ファージ）、
cDNAの合成、 cDNAに用いられる酵素、DNAとRNAの抽出、PCR、RT-PCR、ハイブリダイゼーションの原理、サザンハイ
ブリダイゼーションノザンハイブリダイゼーション、 in situハイブリダイゼーション、蛍光in situハイブリダイゼーションなど
について勉強する。

講義内容(シラバス）

項目

DNAの構造、RNA の構造、DNAとRNAの構造の違いについて理解する。

DNAの変性と再生、分子生物学のセントラルドグマ、mRNAからcCDNAの合成、 ｔRNA構造につ
いて理解する。

組換えDNA実験を理解するための用語（宿主、ベクター、制限酵素、DNAリガーゼ、組換えDNA,
組換え体、形質転換、形質導入、コピテントセル、、プラスミド、ファージ）について勉強する。

組換えDNA実験の概略(1)

核酸の構造と性質(2)

核酸の構造と性質(1)

核酸の連結に用いられる酵素、DNAを修飾する酵素についてを理解する。

cDNAの合成と cDNAに用いられる酵素について理解する。

DNAの抽出と精製およびDNAの紫外線吸収曲線、プラスミドの精製とプラスミドの構造について
理解する。

組換えDNA実験によるDNAの増幅、タンパク質合成の概略を理解する。

制限酵素について理解する。

RNAの抽出と精製およびRNAの紫外線吸収曲線、mRNAの精製について理解する。

PCRの原理と方法について理解する。

RT-PCR(RNAの特定領域を増幅する方法)の原理と方法について理解する。RT-PCR

PCR

RNAの抽出と精製

ハイブリダイゼーションの原理、サザンハイブリダイゼーションについて理解する。

ノザンハイブリダイゼーション、 in situハイブリダイゼーション、蛍光in situハイブリダイゼーショ
ンについて理解する。

定期試験

ハイブリダイゼーション(2)

ハイブリダイゼーション(1)

準備学習
（予習・復習）

予習：教科書の該当ページを読んでおく。
復習小テストの間違った箇所を復習、理解する。

到達目標

1.　DNAとRNA構造を理解し、説明できる。
2．組換えDNA実験の概略を理解し、説明できる。
3．制限酵素、核酸合成酵素、核酸分解酵素、核酸の連結に用いられる酵素、DNAを修飾する酵素を理解し、説明できる。
4. cDNAの合成を理解し、説明できる。
5．DNAとRNAの抽出と精製を理解し、説明できる。
6．PCRとRT-PCRを理解し、説明できる。
7．サザンハイブリダイゼーション、ノザンハイブリダイゼーション、 in situハイブリダイゼーション、蛍光in situハイブリダイゼーションに
ついて理解し、説明できる。

評価方法
評価基準

毎回の小テストと定期試験で評価する。
小テスト：定期試験＝20：80
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

遺伝子工学　村山洋他著　（講談社）、分子生物学　池上正人、海老原充著　（講談社）

その他

教員紹介等

農学博士。東北大学名誉教授、日本バイオ技術教育学会理事長

組換えDNA実験で利用する酵素(2)

組換えDNA実験で利用する酵素(1)

組換えDNA実験の概略(2)

DNAの抽出と精製

組換えDNA実験で利用する酵素(4)

組換えDNA実験で利用する酵素(3)



１学年

回数

1.2

3.4

5.6

7.8

9.10

11.12 主な品目の貯蔵法と廃棄方法

13.14

15

科目名 毒物・劇物Ⅰ 担当講師

（英名） Poisonous and Deleterious Substance Ⅰ
百瀬　静子

学科 バイオテクノロジー科4年制

授業内容

開講区分 後期 授業形態 講義・演習

学年
単位

（総時間）
２単位

（　３０時間）
選択・必修 必修

授業の目的

毒物劇物取扱責任者試験合格のための関連法規、基礎化学、有機化学、毒劇物の品目の特性を学ぶ。

教育内容

資格試験に必要な事項を理解するために関連法規、毒劇物の品目の整理、基礎化学、有機化学の復習を行う。

講義内容(シラバス）

項目

毒物及び劇物取締法1条から5条
無機化学　有機化学の基礎

毒物及び劇物取締法６条から１０条
化学反応式　理論と提唱者

毒物及び劇物取締法１１条から１７条
毒物・劇物品目の化学式（有機化学）

関連法規　化学③

関連法規　化学②

関連法規　化学①

東京都と埼玉県の品目をまとめる

準備学習
（予習・復習）

毎週提示した毒物の品目を覚える

毒物及び劇物取締法１８条から２７条

主な品目の特性の整理
関連法規のポイント

定期試験

過去問題の出題傾向②

過去問題の出題傾向②

過去問題の出題傾向①

関連法規

到達目標 試験内容を理解し、資格に合格する。

評価方法
評価基準

使用教科書
教材

参考書

その他

教員紹介等

水質試験所技術員として水質検査等に携わる。毒物劇物取扱責任者。東京医薬専門学校講師。



１学年

回数

1.2

3.4

5.6

7.8

9.10

11.12

13.14

15

教員紹介等

松村清隆）　　理学博士。英国海洋生物学協会研究所研究員、理化学研究所ゲノム科学総合研究センター研究員、電力中央研究所
環境科学研究所研究員、など各研究所にて生物系の研究に従事。現在北里大学海洋生物研究所講師も兼務。

定期試験

項目

実体顕微鏡の使い方

魚の解剖と観察

昆虫の観察

植物組織の観察

花の構造観察

原形質分離・体細胞分裂

生命の単位としてのいろいろな細胞とその大きさを学ぶ。各種顕微鏡の特徴を学び、実体顕微
鏡の取り扱いを習得する。

マアジの解剖を通して、肉眼観察に慣れる。魚類の全形ならびに内部構造を確認、スケッチす
る。

コクゾウムシを実体顕微鏡で観察、スケッチする。土壌中に生息する昆虫、小動物を実体顕微
鏡で観察、スケッチする。

植物の茎、葉の組織構造を観察する。光学顕微鏡の取り扱いを習得する。ミクロメーターの使用
法を併せて習得する。

花葉の全形ならびに内部構造を肉眼観察し、スケッチする。単子葉植物、双子葉植物の違いに
ついて学ぶ。

授業内容

スルメイカを試料として、軟体動物頭足類の内部構造を確認、スケッチする。

評価方法
評価基準

毎回の小テストと実験レポートおよび定期試験で評価する。
小テスト：レポート：定期試験＝20：40：40
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

教科書：生物図録（鈴木孝仁監修　数研出版）
教材：実習書（プリント）

その他

実習室内における携帯電話の使用は厳禁。

準備学習
（予習・復習）

予習：実習書の該当ページを読み、操作手順を含む予習レポートを作成する。
復習：次回までに実験レポートを作成、提出する。

到達目標

1. 試料の外部構造を観察、スケッチし、各部位の名称と特徴を理解できる。
2. 実体顕微鏡、光学顕微鏡の操作ならびにプレパラート作製ができる。
3. 正しいスケッチが作成できる。

タマネギの裏面表皮を試料とし、原形質分離の観察を行う。また、タマネギ根端細胞を試料と
し、体細胞分裂の観察を行う。

頭足類の解剖と観察

開講区分 前期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
２単位

（６０時間）
選択・必修 必修

授業の目的

理論と実験・観察は科学を学ぶ上での両輪であると言えよう。ことさら生物学においては、試料を「生き物」として捉える
感覚が重要である。そこで本実験では、動植物を広く試料とし、外部形態の特徴のみならず、一部解剖を施すことにより
内部構造さらには細胞に至るまで、肉眼、実体顕微鏡、光学顕微鏡を手段として観察する。

教育内容

植物、動物の細胞および形態的特徴を観察を通して学ぶ。顕微鏡の正しい取扱い、観察法を習得する。

講義内容(シラバス）

科目名 生物実習 担当講師

（英名） Experiments of Biology
松村　清隆

学科 バイオテクノロジー科4年制



１学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.12

13.14.15.1
6

17.18.19.2
0

21.22.23.2
4

25.26.27.2
8

29.30

教員紹介等

大田将似）　薬学博士。東京大学医科学研究所研究員、アメリカワシントン大学病理生物学部研究員、株式会社先端生命科学研究
所研究開発院、などで化学薬学系の研究に従事。薬剤師。ドラッグストアパパス薬剤師

水溶液のファクターについて学ぶ。水溶液の標定方法を習得する。ビュレットの使い方を習得
する。廃液処理の方法を習得する。

評価方法
評価基準

毎回の小テスト、報告書および定期試験で評価する。
小テスト：報告書：定期試験＝20：40：40
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

基礎化学実習テキスト、バイオ実験技術テキスト、実習室でのルール
化学図録（数研出版）
図解とフローチャートによる定量分析（技報堂出版）

その他

持ち物：実習ノート（B5またはA4でルーズリーフ不可）、ボールペン、油性マジック、安全めがね、安全ピペッター、電卓を毎回持参す
ること。
スマートフォンの使用について：実習室内でのスマートフォンの使用は原則不可とする。やむを得ず使用する場合は、事前に教員の
許可を得ること。許可なく使用した場合は、実習終了まで教員が預かる場合がある。

これまでの実習内容について復習し、理解度を確認する。

準備学習
（予習・復習）

予習：テキスト及び資料の該当ページを読む。
復習：実験内容と結果を見直し、実習内容を理解する（必要に応じ報告書にまとめる）。不明な点は教員に確認する。

到達目標

1. 実験器具の種類と名称を覚え、適切に使用できる。
2. 試薬の濃度計算ができる。
3. 試薬の特徴と扱い方を習得し、実験に使う試薬を正しく調製できる。
4. 表および図を正しく書くことができる。
5. 実験内容を理解し、報告書を書くことができる。

食品中の有機酸の種類や特徴について学ぶ。相当量について学ぶ。食品中の酸度の測定方
法を習得する。

復習と確認

本実習の概要と本校における実習のルールを知る。ガラス器具の名称、洗浄方法を覚える。化
学用体積計の受用と出用について学ぶ。メスピペットとホールピペットの使い方を習得する。

メスフラスコ、電子天秤、ビュレットの正しい使用法を習得する。%濃度（純度補正と水分補正の
考え方）を学ぶ。溶液の調製方法を習得する。

モル濃度を理解し、水溶液の調製に必要な計算方法を理解する。液体試薬を用いた溶液の調
製方法を習得する。報告書の書き方を学ぶ。

化学実験の基本

水溶液の調製（%濃度）

水溶液の調製（モル濃度）

溶液の希釈とpH

中和滴定

溶液の標定

酸度の測定

pHの概念を理解する。pHメーターの使い方を習得する。強酸・強塩基の試薬の取扱い方法を
習得する。

中和について学び、中和点と等量点を理解する。滴定曲線の書き方を習得する。ビュレットの
使い方を学ぶ。緩衝作用について学ぶ。廃液処理の方法を学ぶ。

項目

授業の目的

バイオテクノロジーを学習するためには化学実験の基本を知ることは必要である。本実習では、実験器具の使い方、試
薬の特徴や扱い方、濃度の計算方法、表や図の書き方などを学ぶことで生化学、分子生物学、遺伝子工学などの実験
を行うための土台をつくることを目的とする。また、バイオテクノロジー分野の基礎となる化学実験を通して、実験を自分
の目で観察し、その内容や結果を自分の言葉で表現することを目的とする。

教育内容

化学実験を通して基本的な実験器具、機器、試薬の取扱い方法と溶液の調製、分析の基本手技を取得する。

講義内容(シラバス）

授業内容

科目名 基礎化学実習 担当講師

（英名） Experiments of Basic Chemistry
大田　将似

学科 バイオテクノロジー科4年制

開講区分 前期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
２単位

（６０時間）
選択・必修 必修



1学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.12

13.14.15.16

17.18.19.20

21.22.23.24

25.26.27.28

29.30

教員紹介等

　神崎琴美）　　　東京大学大学院医農学生命科学研究科にて研究業務に従事。

定期試験
実技試験（グラム染色）

項目

オリエンテーション
滅菌法

手指の衛生
微生物の懈怠観察Ⅰ（かび）

微生物の形態観察Ⅱ（酵母）

微生物の形態観察Ⅲ（細菌）
グラム染色

空中落下菌

菌数計測法Ⅰ
（段階希釈法　コロニー計数法）

菌数計測法Ⅱ
（トーマ氏血球計算盤での計数）

微生物実習の目的、概要、実習室でのルールを確認する。
滅菌法（加熱滅菌、化学滅菌、ろ過滅菌、照射滅菌、薬液滅菌など）とその対象物、滅菌原理、
滅菌条件等を学ぶ。
オートクレーブ、乾熱滅菌の機器の操作を確認する。

　微生物を培養するためには目的に応じた培地の種類（成分、形など）、培養条件等があること
を学ぶ。
選択培地（デスオキシコーレイト培地）と非選択培地（普通寒天培地）を使い、手洗いの重要性
を知ることを目的として、洗浄前、洗浄後、アルコールでのふき取りの条件で微生物の生育状
況（コロニー）を観察して、考察を行う。
　真菌類で、菌糸を旺盛に伸ばして生育するカビのうち接合菌類（Rhizopus)、子嚢菌類
真菌類のうち生活史のほとんどを単細胞で過ごす酵母を培養し、観察する。微生物の実験にお
いて、実験をするときに適切な状態の細胞を用意することが重要である。そのために事前に時
間等を考慮して前培養をする。前培養をした細胞をそのまま、あるいは火炎固定(細胞は死細
胞となる）後、適切な染色液で染色して細胞を観察し、その形態的特徴を認識する。
Saccharomyces cerevisiae とShizosaccharomyces pombe (分裂酵母）を観察し、酵母の増殖に
おける出芽法と分裂法を認識する。細菌の形態観察を行う。形、配列、大きさを適切に確認する。グラム染色の原理を知って、グラ
ム陰性菌、陽性菌の違いを理解する。観察する菌体の前培養、火炎固定、グラム染色、油浸レ
ンズでの観察の一連の操作を行い、細菌の形態的特徴、顕微鏡での観察がスムーズにできる
ようにする。最終回では、この内容で実技試験を行う。

空中菌の数は塵芥量に正比例する。与えられた制限内でチームごとに目的を決め、操作法を
決定して、実験を行う。その結果比較を行い、考察する。目的を設定する時点で、予測される結
果があり、実際の結果と比較し、調査し、論理的に考察する。この一連をまとめ、クラス内で発
表し、他者に評価してもらう。制限された時間内に他者に伝える方法を工夫してもらいたい。

授業内容

バッチ培養での新鮮な培地に菌体（細胞）を接種し、細胞量を培養時間に対してプロットして得
られる曲線を増殖曲線と呼ぶ。増殖速度は微生物の菌株により様々であり、同じ菌株、同じ培
養条件であれば同じ増殖曲線が得られる。一方、培養の条件（培地組成、培養温度など）を変
えると同じ菌株であっても増殖速度は異なる。バッチ培養での増殖過程を実践を通して理解す
る。

評価方法
評価基準

小テスト（毎回）２：レポート（内容重視）３：実技試験２：定期試験３
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

プリント教材
参考：新バイオテクノロジーテキストシリーズ　「新・微生物学」

その他

実際の実習スケジュールは、同じ項目でも培養（準備）、観察（操作）、結果観察があるため、数日に渡って行うことがある。
実験の適切な操作、器具の使用法を担当講師がデモンストレーションするので、それを真似るところから行ってください。

微生物の取扱、無菌操作、滅菌など本実習で習得した技術に関する原理、基礎知識を確認す
る。
実技試験は指定された菌体の染色を行い、白金耳の取扱、火炎滅菌、火炎固定、染色、顕微
鏡観察等を技術を試験する。

準備学習
（予習・復習）

復習として、実験結果を的確にまとめてレポートを作成する。
実験で出てきた新しい用語、菌名を意味を覚える。

到達目標

1.　各種滅菌法と滅菌原理、滅菌条件がわかる
2.　培地の調製ができる。3.　寒天培地と液体培地の違いがわかる。
4.　白金耳を使って画線培養ができる。5.　細菌をグラム染色し、観察、観察結果を的確にまとめられる。
6.　実験の結果を考察できる。7.　バッチ培養における増殖過程と細胞の状態が理解できる。
8.　コロニー計数法による菌数の計測、算出ができる。9.　トーマ氏血球計算盤を使って全菌数の計測、算出ができる。
10.　微生物で汚染したものを適切に処理できる。　11.実験の全容を理解して、計画的に準備、操作、結果をまとめるができる。

微生物の実験では、菌体量（細胞量）、細胞数、生細胞数、生存率を知ることが必要なことがあ
る。対象の微生物の性質と目的に応じて、適切な方法を選択することが必要である。今回は、
生菌数の計測法として、コロニー計数法（生きている細胞は増殖する前提）、トーマ氏血球計算
盤を使って、一定体積中の全細胞数と染色されていない生細胞数を計数して生存率、全菌数、
生菌数を算出する。

増殖曲線（Escherichia　coli ）

開講区分 前期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
２単位

（　６０時間）
選択・必修 必修

授業の目的

細菌、酵母、カビの取扱い、培養など微生物を扱う現場でもとめられる基本的な知識と確実な基本操作を習得する。①
集団として扱われる（特定の物質を生産させるためのもの、食品をおいしくさせるためのものなど）ことの多い微生物が
微小でそれぞれが特徴をもった生物であることを認識する。②微生物を取り扱う際（培養など）に必要な滅菌、無菌操作
の、培養、菌体量及び菌数計測の基本を習得する。
　
　

教育内容

カビ、酵母、細菌の培養と形態観察を通して、それぞれの微生物の特徴と取扱の基本を学ぶ。滅菌法と滅菌法の選択、
細胞の増殖過程の理解、使用目的にあった適切な培養法を学ぶ。
多種多様な微生物が存在することを認識し、利用の目的に合った微生物の取扱、微生物汚染への対処を学ぶ。

講義内容(シラバス）

科目名 微生物実習 担当講師

（英名） Experiments　of  Microbiology
神崎　琴美

学科 バイオテクノロジー科4年制



１学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.12

13.14.15.1
6

17.18.19.2
0

21.22.23.2
4

25.26.27.2
8

29.30

教員紹介等

大崎江美子）　農学修士。

重量分析・定期試験

項目

オリエンテーション、試薬調製

分光分析(1) 吸収曲線

分光分析(2) 検量線

酸化還元滴定

ヨウ素還元滴定

キレート滴定

実習概要の説明、班分け、実習で使用する試薬の調製を行う。

分光分析、吸収曲線について学び、4種の色素について吸光度のデータを取り、吸収曲線を描
く。

濃度の異なる同一の色素について吸光度を測定して検量線を描き、これを用いてサンプルの濃
度を求める。

酸化還元滴定でオキシドール中の過酸化水素の定量を行う。

ヨウ素滴定によりさらし粉中の有効塩素の定量を行う。

授業内容

沈殿滴定により、醤油中の塩化ナトリウム濃度を求める。

評価方法
評価基準

毎回の小テスト、レポート、定期試験で評価する。
小テスト：レポート：定期試験＝20：40：40
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

図解とフローチャートによる定量分析

その他

減量法により硫酸銅五水和物中の結晶水の定量を行う。

準備学習
（予習・復習）

レポートを確実に作成する。

到達目標

1, 標準物質がわかり、適切な器具を用いて試薬調製ができる。
2, 分光光度計を正しく使ってデータを取り、吸収曲線を描くことができる。
3, 溶液を正しく希釈できる。検量線を用いてサンプルの濃度を求めることができる。
4. 一次標準液の濃度、ファクターが求められる。正しい標定ができる。
5. 酸化数がわかり、有効塩素を求められる。
6. 沈殿滴定を用いて、醤油中の塩化ナトリウム濃度を求められる、また食品成分表示と比較できる。
7. キレート滴定により市販の飲料水の全硬度、カルシウム硬度、マグネシウム硬度を求め、食品成分表示と比較できる。
8. 減量法を用いて、硫酸銅五水和物中の結晶水を定量できる。

市販の飲料水の全硬度、カルシウム硬度、マグネシウム硬度を求める。

沈殿滴定

開講区分 前期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
２単位

（６０時間）
選択・必修 必修

授業の目的

分光光度計の使い方、吸収曲線・検量線の描き方を習得する。
標準物質・滴定・標定を理解し、標準液の濃度およびファクターを的確に算出し、目的の物質について定量ができるよう
になる。

教育内容

分光光度計の使用法、ランベルト・ベールの法則について学んだ後、吸収曲線を利用した物質の同定や検量線を利用し
た定量を実践する。
４種の容量分析、１種の重量分析を通じて、さまざまな化学反応を利用して定量ができることを学ぶ。

講義内容(シラバス）

科目名 基礎分析化学実習 担当講師

（英名） Experiments of Basic Analytical Chemistry
大﨑江美子

学科 バイオテクノロジー科4年制



１学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.12

13.14.15.16

17.18.19.20

21.22.23.24

25.26.27.28

29.30

・クリーンベンチを用いた無菌操作。コンタミネーションを起こさない様に培養する。
・浮遊細胞と付着細胞の特性と、適正な培養。
・各種培養器具の適切な滅菌方法と使い方を知り実践する。
・培養細胞に最適な培養条件について実験をして検討をする。

講義内容(シラバス）

科目名 動物細胞実習 担当講師

（英名） Practice of Animal Cell Culture
天野　栄子
神崎　琴美学科 バイオテクノロジー科4年制

培養室・クリーンベンチの使い方、無菌操作の手順、培養用試薬の調製、器具・試薬の各種滅
菌、血清の種類と非働化

細胞の培養条件、無菌操作：培地の調合、無菌テスト、倒立位相差顕微鏡の使い方、浮遊細
胞の観察と継代
＜653細胞の時間外継代：　　月　　　日（　　）＞

浮遊系細胞（653細胞）の特徴と培養方法、血球計算盤を用いた細胞数の計数、継代、血清濃
度の異なる新培地への播種

＜653細胞の時間外継代：　　月　　　日（　　）＞

授業内容

開講区分 後期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
２単位

（６０時間）
選択・必修 必修

授業の目的 糖質、タンパク質、酵素反応の特徴などを学び、生化学実験の基本的な手法を取得する。

教育内容

①細胞の回収、血球計算盤を用いた細胞数の計数、血清濃度の異なる条件による細胞の観
察、培養細胞に最適なｐHの検討、レポート①について（次回提出）
②付着用細胞用の培地調整

付着系細胞（HeLa細胞）の特徴と培養法方（浮遊系細胞の培養法との違い）、細胞の計数、継
代
＜HeLa細胞の時間外継代：　　月　　　日（　　）＞

細胞の計数、継代、ｐHの異なる新培地への播種
＜HeLa細胞の時間外継代：　　月　　　日（　　）＞

付着系細胞の特徴を学び、継代をする

付着細胞の継代操作に慣れる。
pHの異なる培地で培養を行う

細胞の計数、、ｐHの異なる培地条件による細胞の観察、培養細胞に最適なｐHの検討、レポー
ト②について(次回提出）

復習、試験、解説、大掃除

準備学習
（予習・復習）

定期試験

培地のｐHの違いで細胞の増殖に
違いがあるかを確かめる

到達目標

・クリーンベンチを用いた適正な無菌操作を実践できる。
・浮遊細胞と付着細胞の特性の違いを理解し、その特性に合った培養を実践できる。
・各種培養器具の滅菌方法と使い方を理解し扱う事が出来る。
・培養細胞を用いて、最適な培養条件（培地の血清濃度・ｐH）を検討し導く実験ができる。

評価方法
評価基準

小テスト【20点】
レポート(2報）、定期試験【80点】
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

実習テキスト

その他

教員紹介等

天野　栄子）　　医学博士。東京医科大学医学部免疫学講座にて研究員として勤務。現在、研究支援センター講師
神崎　琴美）　　東京大学大学院農学生命科学研究科にて研究開発業務時従事。

オリエンテーション
使用する器具の滅菌方法を理解し、培

養に必要な試薬を調整し滅菌する

項目

浮遊系細胞の特徴を学び、継代をする。
血球計算板を用いた細胞の計数をする

基礎的な無菌操作および位相差倒立顕
微鏡を用いた細胞の観察

①浮遊系細胞における血清の必要性に
ついて学ぶ

②付着系細胞を培養するための培地成
分を学び培地の調製を行う



１学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.12

13.14.15.1
6

17.18.19.2
0

21.22.23.2
4

25.26.27.2
8

29.30

炭水化物やアミノ酸の定性実験、還元糖やタンパク質の定量実験、酵素反応実験、クロマトグラフィー法などを行い、生
化学の理論と生化学に関する実験の基本的な方法を学ぶ。

講義内容(シラバス）

科目名 生化学実習Ⅰ 担当講師

（英名） Experiments　of Biochemistry
大﨑　江美子

学科 バイオテクノロジー科4年制

生化学実習の目的、概要、実習室でのルールを確認する。
炭水化物と糖類の構造と特徴について確認する。
炭水化物の定性実験（アンスロン法、フェーリング反応、バーフォード反応）の方法を学ぶ。

定性実験と定量実験の違いを学ぶ。
ソモジーネルソン法による還元糖の定量の原理を学ぶ。
標準液の調製方法を学ぶ。
検量線の書き方と還元糖量を求める方法を学ぶ。

アミノ酸とタンパク質の構造と性質を確認する。
アミノ酸の定性実験（ビウレット反応、キサントプロテイン反応硫化鉛反応、ホープキンス・コール
反応）の方法を学ぶ。タンパク質が変性する条件（熱、酸とアルカリ、塩析）について学ぶ。

授業内容

開講区分 後期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
２単位

（６０時間）
選択・必修 必修

授業の目的 糖質、タンパク質、酵素反応の特徴などを学び、生化学実験の基本的な手法を取得する。

教育内容

タンパク質の定量方法のひとつとしてローリー法の原理と方法を学ぶ。
マイクロピペットの操作方法を習得する。
食品中のタンパク質の定量方法を学ぶ。

酵素の特徴について学ぶ。酵素の基質特異性について学ぶ。
酵素反応の方法と注意点について、トリプシンおよびアミラーゼによる反応を通して学ぶ。
トリプシンとアミラーゼの基質特異性について確認する。

酵素反応の速度と反応時間の関係について学ぶ。酵素反応の速度と温度の関係について学
ぶ。酵素反応の速度とpHの関係について学ぶ。酵素の性質（失活）について確認する。
アミラーゼによるデンプンの加水分解（キャラウェイ法）の方法を学ぶ。
酵素の至適温度および至適pHについて確認する。

酵素反応の反応時間
酵素反応の至適温度
酵素反応の至適pH

酵素の性質と基質特異性
トリプシンによる酵素反応
アミラーゼによる酵素反応

薄層クロマトグラフィーおよびカラムクロマトグラフィーの原理を学ぶ。
薄層クロマトグラフィーによる物質の分離方法を学ぶ。
カラムクロマトグラフィーによる物質の分離方法を学ぶ。カラムクロマトグラフィーにより分離した
物質の定性実験の方法を確認する。

本実習で習得した技術に関する原理、基礎知識を復習し、理解度を確認する。

準備学習
（予習・復習）

予習：教科書及び参考書の該当ページを読む。実験ノートに実験手順のフローチャートを書く。
復習：実験内容と結果をその日のうちに実験ノートに記入し、実習内容を理解する。不明な点は教員に確認する。実験結果を的確に
まとめてレポートを作成する。実験で出てきた新しい用語とその意味を覚える。

復習と確認

薄層クロマトグラフィー
カラムクロマトグラフィー

到達目標

1.  炭水化物の性質がわかる。2. 定性実験の結果を適切にまとめ、糖質の構造と関連づけることができる。
3. 還元糖の定量ができる。4. 検量線を書くことができる。5. グラフ用紙に図を適切に書くことができる。
6. アミノ酸とタンパク質の性質がわかる。7. タンパク質の定量ができる。8. マイクロピペットを適切に操作できる。9. 酵素の触媒として
の性質がわかる。10. 酵素と基質の関係がわかる。11. 酵素反応と時間の関係がわかる。12. 酵素の至適温度と至適pHがわかる。
13. クロマトグラフィーによる物質の分離の原理がわかる。

評価方法
評価基準

毎回の小テスト、およびレポートと定期試験で評価する。
小テスト：レポート：定期試験＝20：40：40
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

プリント教材
参考：新バイオテクノロジーテキストシリーズ　「新・生化学」、化学図録

その他

持ち物：実習ノート（B5またはA4でルーズリーフ不可）、ボールペン、油性マジック、安全めがね、安全ピペッター、電卓を毎回持参す
ること。
スマートフォンの使用について：実習室内でのスマートフォンの使用は原則不可とする。やむを得ず使用する場合は、事前に教員の
許可を得ること。
スマートフォンを含む実習に関係のない物を許可なく使用した場合は、実習終了まで教員が預かる場合がある。

教員紹介等

大崎江美子）　農学修士。

アミノ酸の構造と性質
タンパク質の構造と性質

定性と定量
標準液の調製、ソモジーネルソン法

検量線の作成、還元糖の定量

オリエンテーション
炭水化物の構造

糖類の種類
炭水化物の定性実験

項目

タンパク質の定量方法
食品中のタンパク質の定量



１学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.12

13.14.15.16

17.18.19.20

21.22.23.24

25.26.27.28

29.30

科目名 生化学実習Ⅱ 担当講師

（英名） Experiments　of Biochemistry
大井　康隆

学科 バイオテクノロジー科４年制

授業内容

開講区分 後期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
２単位

（６０時間）
選択・必修 必修

授業の目的

生化学実習Ⅰでの糖質、タンパク質・アミノ酸の定性実験、定量実験を基に、本実習では、実際に生体試料から糖質、
脂質の抽出を行い、定量を行い生化学的な知識を深める。また2年次からの各専門コースで実習に備え、タンパク質、
免疫学的反応などより高度な実験へのステップアップを図る。

教育内容

本実習では、実際に生体試料から糖質（グリコーゲン）、脂質（コレステロール）の抽出を行い、定量を行い生体試料か
らの抽出、分離、定量を行う。酵素反応について、生化学実習Ⅰでの基質特異性、最適温度、最適ｐHをもとに、酵素の
反応速度の算出を行う。免疫学の基礎として、抗原抗体反応を用いた免疫沈降反応、血液型判定を行い、免疫学の基
礎知識を得る。

講義内容(シラバス）

項目

生化学実習Ⅰから発展した内容である生化学実習Ⅱについて留意するポイントについて解説
第２回以降に使用する試薬・試料の調製

実際に実験動物を観察し、講師により摘出された臓器から糖質であるグリコーゲンを抽出し、
生体試料から糖の抽出方法を学ぶ。また非還元糖の定量法について学ぶ。（フェノール硫酸
法）

芳香族アミノ酸の特徴である紫外吸収について、紫外吸収しスペクトルを作成し特徴を理解す
る。　　　　　タンパク質の特性である等電点について、実際にカゼインの等電点について、実験
により推定を行い。　　　　　　　　　　　　　　　　等電点におけるタンパク質の性状を理解する。

糖の抽出と定量

オリエンテーション
試薬調製

タンパク質・アミノ酸の性質

免疫学の基礎について解説
マウス血清を用いた抗原抗体反応（免疫沈降反応）
ヒトの赤血球表面抗原（A抗原、B抗原）に対する抗原抗体反応を利用し、血液型判定を行う。

前回の実験（免疫沈降反応）についての解説
定期試験の実施

準備学習
（予習・復習）

予習：事前配布の資料を確認。また講義「生化学」における当該範囲について確認を行う
復習：実験で得られた結果からレポートを作成し、考察を行う。各実験ごとに作成
各実験ごとに課題を設定、課題について調査を行いレポートする。

タンパク質の分画方法　　タンパク質の水に対する溶解性の違いを利用し分画する方法を学
ぶ。　　　　　　一般的なタンパク質の分画法である飽和硫酸アンモニウムを用いた塩析法を学
ぶ

生体での脂質の働きについて解説する。
生体試料である豚レバーから脂質の抽出を行う。抽出法を学ぶ。
また抽出脂質中の総コレステロール量を定量

酵素反応速度についての検証　生化学実習Ⅰにおける酵素の基本的な特徴（基質特異性、最
適温度、最適pH）の理解を基に、酵素の反応性、反応速度を定量する。

脂質の抽出
コレステロールの定量

タンパク質の分画

免疫反応の解説
定期テスト

免疫学の基礎
免疫沈降反応

ABO式血液型判定

酵素反応速度論

到達目標

様々な定量実験法で、正確に定量を行えるようになる（検量線を確実に作成できる）
糖質、脂質などを生体試料から抽出する方法を理解する。
タンパク質の様々な分画方法を理解する。
免疫学の基礎的な知識を理解する

評価方法
評価基準

実験レポート　40点、定期試験　40点、小テスト　20点
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

教科書　：　特に指定なし　（本実習用テキスト）　参考書 :

教員紹介等

生物資源科学修士。

その他



１学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.12

13.14.15.16

17.18.19.20

21.22.23.24

25.26.27.28

29.30

DNAの抽出と精製、酵素処理、PCR、電気泳動などを行い、組換えDNA実験の理論と基本的な方法を学ぶ。

講義内容(シラバス）

科目名 基礎遺伝子実習 担当講師

（英名） Experiments　of Genetic Engineering
大﨑　江美子
相原　祐子学科 バイオテクノロジー科4年制

基礎遺伝子実習の目的、概要、実習室でのルールを確認する。
10E, 20E, 200E, 1000Eのマイクロピペットの操作方法を確認する。
試薬を調製する際の濃度の計算方法を学ぶ。

試薬調製に必要な器具や薬品の準備方法を確認する。
調製に必要な濃度計算の方法を確認する。DNAの抽出に使う試薬の調製方法を学ぶ。
濃縮液を希釈して試薬を調製する方法を学ぶ。
DNA抽出に使用するフェノールを平衡化する方法を学ぶ。

λファージDNAを制限酵素で処理し切断する方法を学ぶ。
アガロースゲル電気泳動に使用するアガロースゲルの作製方法を学ぶ。
アガロースゲル電気泳動を行い、DNAの大きさを確認する方法を学ぶ。

授業内容

開講区分 後期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
２単位

（６０時間）
選択・必修 必修

授業の目的 核酸の抽出、電気泳動、制限酵素処理など、遺伝子工学の基本的な原理と手法を取得する。

教育内容

PCR法でDNAが増幅される原理を確認する。
PCRに必要な反応液の調製方法と調製時の注意点を学ぶ。
PCR反応液を調製し、DNAを増幅する方法を学ぶ。
アガロースゲル電気泳動を行い、DNAの大きさを確認する方法を確認する。

ゲノムDNA抽出の原理を確認する。
フェノール抽出とエタノール沈殿を行い、ゲノムDNAを抽出、精製する方法を学ぶ。
ゲノムDNA抽出で使用する試薬の働きを確認する。

ゲノムDNAの精製ができる。RNA分解酵素の働きを確認する。
分光光度計の使用方法を学ぶ。分光光度計によりDNAの濃度と純度を測定できる。
アガロースゲル電気泳動を行い、DNAを確認する方法を再確認する。

アガロースゲル電気泳動
DNA溶液の純度と濃度測定

プラスミドDNAを保持する大腸菌の培養

ゲノムDNA抽出の原理
ゲノムDNAの抽出と精製

プラスミドDNAの特徴を確認する。アルカリSDS法によるプラスミドDNA抽出の原理を学ぶ。
アルカリSDS法で使用する試薬の働きを確認し、調製する方法を学ぶ。
大腸菌培養液からプラスミドDNAを抽出し精製する方法を学ぶ。
RNA分解酵素およびタンパク質分解酵素の作用を確認し、酵素反応の反応液を調製する方法
を学ぶ。

制限酵素の性質と取扱上の注意点を学ぶ。プラスミドDNAの制限酵素地図の読み方を学ぶ。
電気泳動に使用する分子量マーカーとローディングバッファーの役割を確認する。
インサートDNAを有するプラスミドDNAを制限酵素で切断する方法を学ぶ。プラスミドDNAをアガ
ロースゲル電気泳動し、バンドを検出する方法を確認する。
DNAや酵素の取扱いなど本実習で習得した技術に関する原理、基礎知識を確認する。

準備学習
（予習・復習）

予習：教科書及び参考書の該当ページを読む。実験ノートに実験手順のフローチャートを書く。
復習：実験内容と結果をその日のうちに実験ノートに記入し、実習内容を理解する。不明な点は教員に確認する。実験結果を的確に
まとめてレポートを作成する。実験で出てきた新しい用語とその意味、試薬名とその性質を覚える。

プラスミドDNAの制限酵素処理
アガロースゲル電気泳動

復習と確認

プラスミドDNA抽出の原理
プラスミドDNAの抽出と精製

到達目標

1. マイクロピペットの操作方法と試薬調製時の濃度計算を見につける。2. DNA抽出で使う試薬が調製できる。
3. λファージDNAを制限酵素処理し、電気泳動で確認できる。4. PCR法の原理を理解し、DNAの増幅ができる。
5. 動物細胞および植物細胞からゲノム抽出ができる。
6. DNAの濃度や純度を測定できる。アガロース電気泳動によりDNAとRNAのバンドを確認できる。
7. プラスミドDNAの抽出と精製ができる。8. プラスミドDNAを制限酵素で処理し、電気泳動によりインサートDNAを確認できる。
9. 実験の全容を理解して、計画的に準備、操作を行い、結果をまとめることができる。

評価方法
評価基準

小テスト、レポート、定期試験で評価する。
小テスト：レポート：定期試験＝20：40：40
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

教科書：遺伝子工学実験ノート（洋土社）
参考書：新バイオテクノロジーテキストシリーズ　「遺伝子工学」、生物図録（数研出版）

その他

持ち物：実習ノート（B5またはA4でルーズリーフ不可）、ボールペン、油性マジック、安全めがね、安全ピペッター、電卓を毎回持参す
ること。
スマートフォンの使用について：実習室内でのスマートフォンの使用は原則不可とする。やむを得ず使用する場合は、事前に教員の
許可を得ること。
スマートフォンを含む実習に関係のない物を許可なく使用した場合は、実習終了まで教員が預かる場合がある。

教員紹介等

大﨑　江美子）　　農学修士。
相原　祐子）　　　学術博士。東京大学医科学研究所再生基礎医科学寄附研究部門特任研究員として遺伝子関連の研究に従事。現
在、横浜市立大学大学院生命医科学研究科特任助教を兼任

オリエンテーション
マイクロピペットの使い方

試薬調製における濃度計算

項目

PCR法の原理
PCR反応液の調製

アガロースゲル電気泳動

λファージDNAの制限酵素処理
アガロースゲルの作製

アガロースゲル電気泳動

試薬調製
フェノールの平衡化



１学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

使用教科書
教材

参考書
指定教科書はなし。毎回配布するプリントを中心に学習する。

教員紹介等

薬学博士。東京大学医科学研究所研究員、アメリカワシントン大学病理生物学部研究員、株式会社先端生命科学研究所研究開発
院、などで化学薬学系の研究に従事。薬剤師。ドラッグストアパパス薬剤師

その他

準備学習
（予習・復習）

予習：必要なし。　　復習：毎回配布するプリントをしっかりと復習し、理解する。

到達目標 全授業で扱う化学計算の問題を自力で解けるようになることを目標とする。

評価方法
評価基準

毎回の小テストと定期試験で評価する。（小テスト：定期試験＝20：80）
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

溶液の濃度変化 溶液の希釈、溶質の追加による濃度変化について理解する。

複雑な対数の計算、pOH、有効数字
対数の和の公式、対数の乗数の公式、pOHの定義と求め方、pOHからpHの求め方、有効数字を
理解する。

定期試験 これまで学習したすべての内容についての試験を行う。

過不足反応の計算
反応する2つの物質のうち、一方が過剰に存在する（他方が不足する）化学反応の計算問題を解
く方法を理解する。

中和反応とpH 酸の一部を塩基で中和した水溶液のpHの求め方を理解する。

溶液のパーセント濃度 質量パーセント濃度、溶質の量の求め方について理解する。

酸水溶液のpH 水素イオン濃度に関するpH計算、強酸のpH計算を理解する。

化学反応計算の表の作成 化学反応計算を解くための反応計算の表の利用、表の作り方を理解する。

化学反応計算の練習 反応比が1：1ではないときの化学反応の計算方法を理解する。

モル濃度の求め方と連分数 連分数、連分数を使ったモル濃度の求め方を理解する。

未知数の活用法 xなどの未知数を利用した計算方法を理解する。

pHと対数 対数、常用対数の基本的な計算法、pHの定義と求め方を理解する。

単位の接頭語と指数、数値の表記と単
位の変換

指数の表記、指数の計算、単位の接頭語、標準的な数値の表し方、単位の変換を理解する。

物質量と質量 物質量の概念、質量から物質量を求める方法、質量の求め方を理解する。

物質量とモル濃度 モル濃度の求め方、溶液中の溶質の物質量の求め方を理解する。

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 選択

授業の目的
本講義では、高度な専門性を有する化学全般の学習の基礎となる化学計算の基本を全員が修得できることを目的とす
る。

教育内容 溶液の濃度（百分率）、pH、モル濃度、中和滴定の計算、化学反応式など、高校化学でも扱う基礎的な化学計算の内容
を学ぶ。

講義内容(シラバス）

科目名 基礎講座（計算基礎） 担当講師

（英名） Calculation basis
大田　将以

学科 バイオテクノロジー科4年制



２学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

科目名 インターンシップ準備講座Ⅰ 担当講師

（英名） 　Preparatory Lecture for Knternship Ⅰ
飯田　有津美

学科 バイオテクノロジー科4年制

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
１単位

（１５時間）
選択・必修 必修

授業の目的

専門基礎がスターして、その学びが1年後のインターンシップでの何になるのかをイメージする。これをすることで、具体
的に習得すべきスキル、マナーを意識する。

教育内容

インターンシップとはを明確にし、意識ズべき専門基礎科目、実習に取り組む意識が持てるよう、ワークや特別講義を中
心に授業を進める。

講義内容(シラバス）

インターンシップとは
東京バイオのインターンシップ制度の仕組み
インターンシップに行くために必要な要件

インターンシップ先の実際 インターンシップ先とそこでの具体的な内容を確認する。

インターンシップで求められるもの
ワーク
インターンシップ先では何が自分に求められるのか
どのような人材が、必要とされるのか　どのような人が、現場で受け入れられるのか

インターンシップ先を決めるために
インターンhシップ先を決めるために何を知らばければならないか
自分はこれから学校で何をするのか

定期試験 決意発表

特別講義　① インターンシップ先　講師による　そのような人を求めているか

特別講義　② インターンシップ先　講師による　そのような人を求めているか

インターンシップに行く前に
今の自分は何ができるようになることが必要か
自己分析

準備学習
（予習・復習）

インt-ンシップに行って自分の専門性をつくるためにも｢自分」はどうするのか、何をしたいと思うのかを明確にしていく。
各授業で感じたこと、考えたことをし確認する。

到達目標 専門分野の基礎を学び始めたという意識が持てる。自ら学習し、積極的に実習にも参加できる。

評価方法
評価基準

レポートによる評価　全部提出で合格
各回レポート評価基準により採点する

使用教科書
教材

参考書

　

その他

教員紹介等

東京大学医科学研究所にて細胞関連の研究業務で勤務の後本校教員



２学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

科目名 PCデータ処理とプレゼンテーション 担当講師

（英名） PC　Date　management and presentation
高橋　信浩

学科 バイオテクノロジー科４年制

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義　　演習

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 必修

授業の目的
学内での実験レポート・卒業研究発表・卒業論文、また卒業後に必要とされる文書・資料作成に対し
図形などを使用した見栄えの良い文書作成、発表用プレゼンテーション資料の作成について学ぶ。

教育内容
全般：ビジネスで多用されているWindows／Microsoft Office（Word・Excel・PowerPoint）の基本操作を習得する

今期は、図形を中心としたWordの基本操作およびPowerPoint全般の基本操作を中心に、関連した事柄について学ぶ

講義内容(シラバス）

図形オブジェクトの基本操作①
（オートシェイプの基本操作）

Microsoft Office（Word・Excel・PowerPoint）全般で共通する
図形（オートシェイプ）の操作を習得する

図形オブジェクトの基本操作②
（SmartArt・ワードアートの

　　　　　　　　　　　　　　　基本操作）

Microsoft Office（Word・Excel・PowerPoint）全般で共通する
図形（SmartArt・ワードアート）の操作を習得する

図形オブジェクトの基本操作③
（オブジェクトの書式設定）

Wordでのオブジェクト操作に必要な『オブジェクト（文字列の折り返し）』を
理解・習得する

図形オブジェクトの基本操作④
（表組みとの連携・画像の扱い）

実験レポート・卒業論文に必要な写真（画像）を効率よく利用する操作を
習得するまた、扱う画像データの種類についても学ぶ

セクションの概要・活用
（ページ設定・ヘッダー/フッター

　　　　　　ページ番号・ページ罫線）

実験レポート・卒業論文、またビジネス文書に必須のセクションの概念を理解し、
ヘッダー・フッターと共にページ番号などのページ設定管理を習得する

プレゼンテーション作成の流れ
プレゼンテーションとは何かを理解し、プレゼンテーションツールとして代表的な
PowerPointでの作成の流れを習得する

スライドの作成①
（タイトル・箇条書き）

PowerPointの基本操作を、スライド作成を通じて習得する
作成スライド：タイトルスライド・箇条書きスライド
作成を通じて、箇条書きの留意点も学ぶ

スライドの作成②
（図形スライドa・グラフスライド）

PowerPointの基本操作を、スライド作成を通じて習得する
作成スライド：図形スライド（オートシェイプ）・グラフスライド

スライドの作成③
（表組みスライド）

PowerPointの基本操作を、スライド作成を通じて習得する
作成スライド：表組みスライド
作成を通じて、表組みの留意点も学ぶ

スライドの作成④
（図形スライドb）

PowerPointの基本操作を、スライド作成を通じて習得する
作成スライド：図形スライド（SmartArtグラフィックス）

スライドの構成と特殊効果
プレゼンテーションを実施するにあたり、必要になるスライド構成について学ぶ。
また画面切り替え効果・アニメーション効果

プレゼンテーション
成功のためのサポート機能

プレゼンテーションを実施するにあたり、必要となる配布資料の作成、
実際のスライドショー操作におけるキー操作などを習得する

スライドマスターの利用・活用
マルチモニターの設定・利用

マスターを利用した効率良くスライド修正を習得する
プレゼンテーション実施時の、ハードウェア（マルチモニターなど）環境設定を学び、生かす

PowerPoint復習・作成演習 期末試験に向けて、今期学習した内容の総復習を、課題作成を通じて行なう

期末試験 実技試験（PowerPoint）

準備学習
（予習・復習）

習得した操作を、実験レポート・発表用資料作成・その他に利用する

到達目標
１.PowerPointで基本的なプレゼンテーションを作成できる
2.Word・PowerPointで、図解資料を作成できる
3.Wordで、適切な文書構成・ページ番号管理を行なうことができる

評価方法
評価基準

小テストと定期期末試験（実技）で評価する
小テスト：定期期末試験＝20：80
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

Word2010 COMPUTER BASIC for windows
PowerPoint2010 COMPUTER BASIC for windows

その他

教員紹介等

株式会社ソフトクリエイトにてシステム開発を行い、また、現在はフリーとしてもシステム開発やコンピューター教育に本稿のみならず各
所で従事している。



２学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

使用教科書
教材

参考書

Excel2010 COMPUTER BASIC for windows
バイオ統計解析IT実習テキスト

教員紹介等

株式会社ソフトクリエイトにてシステム開発を行い、また、現在はフリーとしてもシステム開発やコンピューター教育に本稿のみならず各
所で従事している。

その他

準備学習
（予習・復習）

習得した操作を、実験レポート・発表用資料作成・その他に活用する

到達目標 Excelで、計算処理・データ処理ができる

評価方法
評価基準

小テストと定期期末試験（実技）で評価する
小テスト：定期期末試験＝20：80
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

Excelで、文字列データの取り扱いを習得する
　　　　（テキスト関数）

Excelの定型業務効率化に必要なマクロの基本について知る
　　　　（キー記録マクロ、VBA、ユーザー定義関数など）

第1～13回の内容に関する、Excelの実技試験

Excelのマクロ機能

テキスト関数

 期末試験

Excelを使用しての、【母平均値の検定】を習得するExcelを利用した推定と検定②

Excelを使用しての、【平均値の差の検定】を習得する

Excelを使用しての、【ｚ検定】【ｔ検定】を習得する

Excelを使用しての、【分散分析】を習得する

Excelを利用した推定と検定③

Excelを利用した推定と検定③

Excelを利用した推定と検定④

業務でよく利用されるVLOOKUP関数を習得する
　　　　（VLOOKUP関数：TRUE）

業務でよく利用されるVLOOKUP関数を習得する。また関連する操作・関数も学ぶ
　　　　（VLOOKUP関数：FALSE、範囲名、ワークシートの保護など）

データを分類するためのExcel操作を習得する
　　　　（スタージェスの公式・度数分布表・ヒストグラムなど）

Excelを使用して、データの異常値・外れ値の検定を習得する
　　　　（棄却検定：スミルノフ・グラブス検定）

Excelを使用しての、【母平均値の推定】を習得する

1学年時に学んだExcel基本操作の復習を行い、習得状況を確認する。
　　　　（計算式の設定、絶対参照・相対参照の概念、基本統計量に関する統計関数）

データ処理に関連する効率的な操作を習得する
　　　　（データ解析向き入力、入力規則、条件付き書式・IF関数、ウィンドウ枠の固定など）

Excelの日付の概念を理解し、管理・計算方法、日付に関する表現方法を習得する
　　　　（シリアル値、日付関数、日数計算、表示形式：ユーザー定義など）

データ処理に関連する機能

Excelの基礎の復習

授業内容

開講区分 後期 授業形態 講義・演習

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 必修

授業の目的 データ処理に役立つ関数について学び、実験データの処理などに活用する。

教育内容
全般：ビジネスで多用されているWindows／Microsoft Office（Word・Excel・PowerPoint）の基本操作を習得する

今期は、ビジネスで利用されている機能・関数および実験データのまとめに必要な統計機能を学ぶ

講義内容(シラバス）

項目

科目名 PC　データ処理とデータセキュリティー 担当講師

（英名） PC　Data Management and Security
高橋　信浩

学科 バイオテクノロジー科4年制

VLOOKUP関数②

VLOOKUP関数①

日付管理・日付関数

Excelを利用した推定と検定①

データの扱い

データの分類



２学年

回数

1

2

3

4

5

6 毒物劇物の定義、毒劇物営業者とは

7

8

科目名 毒物・劇物Ⅱ 担当講師

（英名） Poisonous and Deleterious Substance Ⅱ
百瀬　静子

学科 バイオテクノロジー科４年制

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義・演習

学年
単位

（総時間）
１単位

（１５時間）
選択・必修 必修

授業の目的

現場で必要な毒物及び劇物の取扱に関する法律、専門知識等を習得して毒物劇物取扱責任者資格試験に合格する。

教育内容

過去問題を中心に毒物・劇物に関係する法規、取扱、物質の性状の学習を進める。

講義内容(シラバス）

過去問題東京平成29年度① 化学　（溶解度、ｐＨ及び濃度の計算）

過去問題平成28年度① 化学の基礎演習　濃度の計算　化学の基本知識の整理

過去問題平成28年度② 品目の特性と実施

過去問題神奈川平成24年度① 化学、金属の定性分析の反応形図

過去問題神奈川平成24年度② 関連法規と年、月、日の復習　品目の特性

過去問題東京平成27年度① シンナー規制、興奮幻覚又は麻酔の作用を有するもの等

過去問題東京平成27年度②

過去問題東京平成29年度②
定期試験

品目の特性と実施（ニコチン　四塩化炭素、ピクリン酸など）

準備学習
（予習・復習）

各自で、解説された問について自作ノートを作成をする。

到達目標 毒物劇物取扱責任者試験合格に求められる、筆記（法律　基礎化学）と実地（毒劇物の特性　取扱　鑑別　廃棄）がわかる

評価方法
評価基準

小テスト20点　定期試験　80点
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

毒物及び劇物取締法解説基礎化学概説 (薬務公報社)
プリント資料

その他

教員紹介等

水質試験所技術員として水質検査等に携わる。毒物劇物取扱責任者。東京医薬専門学校講師。



２学年

回数

1

2

3

4

5

6 ホルモンの作用、性質、種類　　ミネラルの作用、　植物の光合成　植物ホルモン

7

8

項目

総論①　機器取扱

総論②　バイオ英語

総論③　環境と安全性

生化学①　細胞　水　エネルギー
糖質　脂質

評価方法
評価基準

総論　50問　　微生物学　50問　　生化学　50問　各回試験（150点を100点満点に換算する）
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

参考書：基礎分子生物学（東京化学同人）　　バイオ実験技術テキスト（滋慶教育科学研究所）
　　　　　バイオテクノロジーシリーズ　生化学　微生物学（講談社）
教科書：中級バイオ技術者認定試験問題(2019年）

その他

教員紹介等

東京大学医科学研究所にて細胞関連の研究業務で勤務の後本校教員

微生物の増殖過程、抗生物質、食中毒、食品の保存と微生物　微生物実験

準備学習
（予習・復習）

到達目標

１．実験機器の特性、使用法、操作の基本原理がわかる。
２．バイオの基本的な言葉が英語でわかる。
３．バイオ分野の法律、安全性の原理等がわかる。
４．生化学の基本が理解できている。
5.微生物の基本が理解できている。

微生物学②　微生物の増殖　変異　利
用、食品の保存　実験

真菌、細菌、古細菌の種類、特徴、増殖、構造、代謝

分光光度計　クロマトグラフィー　遠心機　クリーンベンチ　顕微鏡　天秤

英単語の確認　バイオテクノロジー分野を問題を英語で解答する

法律（生物多様性に関する法規等）　組換え遺伝子実験　消毒・滅菌　危険物　環境汚染

細胞内器官、代謝、溶液、糖質の種類と性質　脂質の種類と性質

タンパク質の性質、種類、構造　　核酸の構造、性質　　酵素の特徴、種類、性質、作用　　ビタ
ミンの

生化学②　タンパク質　核酸　酵素　ビタ
ミン

生化学③　ホルモン　ミネラル　植物

微生物学①　微生物の種類と特徴　微
生物の構造と機能・代謝

授業内容

開講区分 後期 授業形態 講義・演習

学年
単位

（総時間）
１単位

（１５時間）
選択・必修 必修

授業の目的

日本バイオ教育学会認定の中級バイオ技術者認定試験は、バイオテクノロジーの基本を知っている（学んだ）証明の一
つとして受験を進めている。ここでは、主に総論、生化学、微生物学の項目整理と演習を通して、基本知識取得を目指
す。

教育内容

総論、生化学、微生物学のキーワードを整理する。過去問題を中心に行い、分野の基本の理解を進める。

講義内容(シラバス）

科目名 中級バイオ対策Ⅰ 担当講師

（英名） Summary of Molecular Biology
飯田　有津美

学科 バイオテクノロジー科４年制



２学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

到達目標

中級バイオ技術者認定試験に対応した遺伝子工学の基礎的な下記の項目について、正確に理解し説明できる。
　1. 核酸の構造と性質、種類による違い　　　　　　　　　　　　　　7. 細胞融合
　2. 核酸関連酵素の種類と働き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8. 遺伝子導入
　3. ゲノムDNA、プラスミドDNA、RNAの各抽出法　　　　　　　　 9. 遺伝子操作動物
　4. 形質転換とコンピテントセル　　　　　　　　　　　　　　　　　　10. 植物の組織培養と成長・開花調節物質
　5. 遺伝子ライブラリーとスクリーニング
　6. DNA、RNA、タンパク質の各種検出法

評価方法
評価基準

学則施行細則に準拠して、評価は毎回の小テスト20％、定期試験80％の配分とし、総合的に評価する。
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

参考書：中級バイオ技術者認定試験対策問題集（つちや書店）

教員紹介等

学術博士。東京大学医科学研究所再生基礎医科学寄附研究部門特任研究員として遺伝子関連の研究に従事。現在、横浜市立大
学大学院生命医科学研究科特任助教を兼任。

準備学習
（予習・復習）

予習：教科書の該当ページを事前に確認する。
復習：配付する講義資料を復習理解する。

その他

項目毎に講義資料を配布する。

PCR法によるDNA断片の増幅と電気泳動の原理を確認し、DNA、RNAの様々な検出法につい
て整理する。

遺伝子発現と遺伝子産物について理解し、RNAとタンパク質の各種検出法を整理する。

細胞の融合手法、モノクローナル抗体作成法について深く理解する。
細胞への遺伝子導入法の種類、遺伝子操作動物について理解を深める。

植物の組織培養と、成長・開花調節に関わる物質について理解する。遺伝子導入について深
理解を深める。

前回までの項目を整理する。定期試験により知識の習得度をはかる。

核酸の構造と性質について理解し、種類による違いについて理解を深める。
核酸関連酵素の種類、制限酵素の働きや認識部位について知識を整理する。

ゲノムDNA、プラスミドDNA、RNAの性質を深く理解し、各抽出法について整理する。

宿主とベクターについて理解し、形質転換とコンピテントセルについて整理する。
遺伝子ライブラリーとスクリーニングについて理解を深める。

宿主・ベクター
遺伝子クローニング

核酸の抽出

核酸の構造
酵素

授業内容

開講区分 後期 授業形態 講義・演習

学年
単位

（総時間）
１単位

（１５時間）
選択・必修 必修

授業の目的

本講義では、遺伝子工学の基礎知識を整理し、中級バイオ技術者認定試験に対応した正確な知識を習得することを目
的とする。
バイオ技術者になるためには、バイオテクノロジーの知識と技能の習得は必要である。中級バイオ技術者認定試験は、
バイオテクノロジーの基盤となる知識と技能を認定する重要な資格試験である。遺伝子工学は認定試験の出題範囲で
あることから、バイオ技術者に適した高い水準の知識・技能を目指し、遺伝子工学の正確な知識を習得する。

教育内容

遺伝子工学の基礎知識を項目ごとに整理し、中級バイオ技術者認定試験に対応した練習問題を解くことで遺伝子工学
の正確な知識を習得する。

講義内容(シラバス）

項目

科目名 中級バイオ対策Ⅱ（遺伝子工学） 担当講師

（英名） Summary of Geen Engineering
相原　祐子

学科 バイオテクノロジー科４年制

細胞融合
発生工学

遺伝子産物の検出

遺伝子の検出

まとめ
定期試験

植物細胞工学



２学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

項目

オリエンテーション
ハーシーとチェイスの実験

アベリーの実験
血液型の遺伝

原核細胞と真核細胞
細胞小器官

染色体

DNAの構造
RNAの構造

遺伝子の転写
DNAの複製
DNAの変異
制限酵素

その他

講義中に配布された資料は項目別にきちんと保管し、復習に利用すること。
持ち物：実習ノート（B5またはA4でルーズリーフ不可）、ボールペン、油性マジック、安全めがね、安全ピペッター、電卓を毎回持参す
ること。
スマートフォンの使用について：教室内でのスマートフォンの使用は原則不可とする。やむを得ず使用する場合は、事前に教員の許
可を得ること。
スマートフォンを含む、講義に関係のない物を許可なく使用した場合は、講義終了まで教員が預かる場合がある。

到達目標

1. 中級バイオ技術者認定試験の概要を理解する。2. 原核細胞と真核細胞の特徴、及び染色体の構造について理解する。
3. DNAとRNAの構造と特徴について理解する。4. 遺伝子の転写、複製、DNAの変異について、基本的事項を理解する。
5. 原核細胞と真核細胞の転写について、仕組みや違いを理解する。6. タンパク質の合成、遺伝情報の流れ、タンパク質の修飾につ
いて理解する。7. 免疫応答の仕組みについて、基本的事項を理解する。

評価方法
評価基準

小テストおよび定期試験で評価する。
小テスト：定期試験＝20：80
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

教科書：中級バイオ技術者認定試験対策問題集
参考書：新バイオテクノロジーテキストシリーズ　「分子生物学」、生物図録（数研出版）
プリント教材

教員紹介等

農学修士。

抗原とは何か確認する。抗体の種類、構造、働きについて学ぶ。免疫担当細胞の種類と働きに
ついて学ぶ。異物認識の仕組みについて、基本的事項を学ぶ。
中級バイオ技術者認定試験対策問題集の関連する問題を解き、理解度を確認する。

本講義で学んだ基礎知識を復習し、理解度を確認する。

準備学習
（予習・復習）

予習：教科書及び参考書の該当ページを読む。
復習：講義で出てきた用語とその意味を覚える。中級バイオ技術者認定試験対策問題集を解き、理解度を確認する。

抗原と抗体
免疫担当細胞

異物認識

復習と確認

遺伝子の転写機構について基本的な事項を確認する。DNAの複製と修復の仕組みについて学
ぶ。DNAの変異の種類について確認する。遺伝子組換えに使うベクターの種類を確認する。制
限酵素の特徴について確認する。
中級バイオ技術者認定試験対策問題集の関連する問題を解き、理解度を確認する。

ラクトースオペロンの仕組みについて学ぶ。レポーター遺伝子の働きについて学ぶ。RNAポリメ
ラーゼの働きについて学ぶ。スプライシングの仕組みについて学ぶ。
中級バイオ技術者認定試験対策問題集の関連する問題を解き、理解度を確認する。

セントラルドグマについて確認する。コドンの種類を確認する。タンパク質合成と翻訳後修飾の
仕組みについて学ぶ。分子シャペロンおよび熱ショックタンパク質について学ぶ。
中級バイオ技術者認定試験対策問題集の関連する問題を解き、理解度を確認する。

ラクトースオペロン
レポーター遺伝子
RNAポリメラーゼ
スプライシング

セントラルドグマ
コドンの種類

タンパク質の合成と翻訳後修飾

本講義の目的と概要、及び中級バイオ技術者認定試験の概要を確認する。
ハーシーとチェイスの実験およびアベリーの実験について学ぶ。形質転換について確認する。
血液型の遺伝について確認する。
中級バイオ技術者認定試験対策問題集の関連する問題を解き、理解度を確認する。

原核細胞と真核細胞の特徴と違いについて学ぶ。細胞小器官の種類と働きについて学ぶ。染
色体の構造について学ぶ。
中級バイオ技術者認定試験対策問題集の関連する問題を解き、理解度を確認する。

DNAとRNAの構造を学び、違いを確認する。
中級バイオ技術者認定試験対策問題集の関連する問題を解き、理解度を確認する。

授業内容

開講区分 後期 授業形態 講義・演習

学年
単位

（総時間）
１単位

（１５時間）
選択・必修 必修

授業の目的 分子生物学の基礎知識を確認し整理することで、中級バイオ技術者認定試験に合格する力をつける。

教育内容 細胞の構造、遺伝子の構造、遺伝子の転写、翻訳の仕組み、抗原抗体反応など、分子生物学の基本的な事項を復習
し、知識を定着させる。中級バイオ技術者認定試験の問題に慣れ、時間内に問題を解く力をつける。

講義内容(シラバス）

科目名 中級バイオ対策Ⅲ 担当講師

（英名） Summary of Molecular Biology
大﨑　江美子

学科 バイオテクノロジー科4年制



２学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 　 　

12

13

14

科目名 海外研修 担当講師

（英名） Ｏｖｅｒｓｅａｓ　Ｔｒａｉｎｉｎｇ
飯田　有津美

学科 バイオテクノロジー科4年制

開講区分 後期 授業形態 演習

学年
単位

（総時間）
１

（　４０　時間）
選択・必修 必修

　 　

授業の目的 各分野における海外での状況を見ることにより、その分野への幅広い考え方を身につけるものとする。

教育内容
　おおむね１週間の行程による団体行動による。

講義内容(シラバス）

項目 授業内容

各分野ごとに定める旅程により実施する。１週間の旅程を基本とする

　 　

　 　

　 　

　醸造発酵 海外の醸造現場での見聞や経験を通して、広く者ものつくりの考えを広げる

　 　

食品開発 海外の食品開発での見聞や経験を通して、広くものつくりの考えを広げる

　 　

　化粧品開発 海外の化粧品・香料開発製造現場での見聞や経験を通して、広くものつくりの考えを広げる

化学分析
海外での実際の分析を行っている現場を見学し、又実際に分析を行い海外での手法とを差異を
しる

　 　

　 　

準備学習
（予習・復習）

海外研修事前研修として実施する授業のものと、各コースごとに行う特別授業において行う。また、指示より事前に学習する。

到達目標 　

評価方法
評価基準

参加後のレポート提出により行う

使用教科書
教材

参考書
実施回ごとに作成する冊子による

教員紹介等

東京大学医科学研究所にて細胞関連の研究業務で勤務の後本校教員

その他

海外研修に参加できないものは、その代行として国内において開催する国内研修に参加することにより、単位認定を行う。



２学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

科目名 海外研修事前研修 担当講師

（英名） 　Overseas Training Prior Training
飯田　有津美

学科 バイオテクノロジー科4年制

開講区分 後期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
１

（　１５　時間）
必修 必修

評価方法
評価基準

海外研修実施後のレポートと出席状況により判断する

授業の目的 海外研修参加につき、じぜんに知識・情報を身につける

教育内容
全体的な安全対策授業、現地文化に係る授業など実施する。また、各分野ごとのゲスト講師を招いて、海外においての
視点が形成されるように特別講座を行う。

講義内容(シラバス）

項目 授業内容

効果が最大になるように、各特別講座や安全対策、文化授業の順番を最適化し構成する　

準備学習
（予習・復習）

なし

到達目標 安全にかつ、海外研修に記載されている目標が実施できるよう意識付けができている。

使用教科書
教材

参考書

　

教員紹介等

東京大学医科学研究所にて細胞関連の研究業務で勤務の後本校教員

その他



２学年

回数

1

2

3

4

5

6 原核生物および真核生物の遺伝子発現機構につて整理し、理解を深める。

7

8

9

10

11

12

13

14

15

科目名 分子生物学 II 担当講師

（英名） Molecular Bioｌoｇy II
川添　一郎

学科 バイオテクノロジー科4年制

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２ 単位

（　　３０　　時間）
選択・必修 必修

授業の目的

１９世紀後半、メンデルは遺伝子の存在を示唆し。２０世紀に入り、遺伝子はＤＮＡであることが、ワトソン、クリックにより提唱された。そ
の後、遺伝子の複製や遺伝子から形質発現へのプロセスが分子レベルで理解されるようになり、今日､分子生物学の基礎的知識は、
様々な生命現象を理解する上で極めて重要である。分子生物学Ⅰに引き続き、転写と転写後のプロセシング,DNAの複製、ゲノム、変
化するDNA, 高等生物の分子生物学について理解する。また、免疫学も概説する。さらに、分子生物学を基盤として発展したバイオテク
ノロジーについて解説し、トピックスとして医療、農業、食品、環境への応用例を紹介する。

教育内容

教科書の図表を使用するので、必ず持参すること。また、講義の内容をさらに理解を深めるための参考図書は随時紹介する。

講義内容(シラバス）

遺伝子操作１ トランスジェニック動物、トランスジェニック植物の作成にていて理解する。

ガイダンス 本講義に関連する

原核生物の遺伝子発現機構 原核生物の転写調節機構、オペロン説を理解する

真核生物の遺伝子発現機構１ クロマチン構造について理解する。

真核生物の遺伝子発現機構２ 転写因子の基礎について理解する。

真核生物の遺伝子発現機構３ 翻訳過程および翻訳後の調節について理解する。

中間試験１

遺伝子操作２ 形質転換、塩基配列決定法、遺伝子発現解析の手法について理解する。

遺伝子操作３ がん遺伝子、遺伝子治療、ヒトゲノムについて理解する。

中間試験２ 最新の遺伝子操作について整理し、理解を深める。

基礎免疫学１ ヒトの生体防御、自然免疫、自然免疫から獲得免疫について理解する。

基礎免疫学２ ヒトの獲得免疫のしくみについて理解する。

基礎免疫学３ ヒトの非自己の認識と拒絶反応について理解する。

中間試験３ ヒトの免疫学の基礎知識を整理し、理解を深める。

定期試験 講義内容に関連する”中級バイオテクノロジー技術者認定試験”の問題を正解できる。

準備学習
（予習・復習）

予習：教科書の該当ページを読んでおく。
復習：配付する講義資料を復習理解する。

その他

到達目標

1. 原核生物および真核生物の遺伝子発現機構について理解し、自身の言葉で説明できる。
2．最新のバイオテクノロジーの手法を理解し、自身の言葉で説明できる。
3．ヒトの免疫学の基礎を理解し、自分の言葉で説明できる。

評価方法
評価基準

中間試験を３回行い、定期試験で評価する。
中間試験：定期試験＝30：70
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

生物図録　（図版を参照するため必携）
基礎分子生物学第４版（東京化学同人）
参考：『大学生物学の教科書１～３巻』（東京化学同人））

教員紹介等

水産学博士。独立行政法人国際農林水産業研究センターにて研究業務に従事。日本大学生物資源科学部講師



２学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

科目名 遺伝子工学ＩＩ 担当講師

（英名） Genetic Engineering II
池上　正人

学科 バイオテクノロジー科4年制

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 必修

授業の目的

遺伝子工学はバイオテクノロジーの中核科目である。したがって、バイオテクノロジーを学習するためには遺伝子工学の
基礎を身につけることが必要である。本講義では主に大腸菌における遺伝子組換えDNA実験について勉強し、遺伝子
工学分野の様々な現象を理解し、説明できるようにする。

教育内容

遺伝子の構造（真核生物の遺伝子と大腸菌の遺伝子の構造の違い）、遺伝子組換えDNA実験（宿主とベクター、複製起
点、制限酵素、DNAリガーゼ、 選択マーカー遺伝子、遺伝子の検出、核酸の標識法、塩基配列決定法など）、遺伝子組
換えDNA実験の応用（インスリンの生産、ワクチンの生産、フレーバー・セーバー、ウイルス抵抗性植物、耐虫性植物、
除草剤耐性植物）について勉強する。

講義内容(シラバス）

遺伝子の構造と性質（1)　 真核生物のゲノムと遺伝子、細胞器管のゲノム（ミトコンドリアゲノム、葉緑体ゲノム）を理解する。

遺伝子の構造と性質（2) 大腸菌のゲノムと遺伝子、ファージ 遺伝子、ファージの複製、トランスポゾンを理解する。

遺伝子の発現調節と性質 クロマチンとヌクレオソーム、SNP(スニップ)、エピジェネティックスを理解する。

遺伝子組換えDNA実験（１）遺伝子組換
え実験とは

宿主とベクター、複製起点、制限酵素、DNAリガーゼ、 選択マーカー遺伝子を理解する。

遺伝子組換えDNA実験（2）タンパク質の
発現制御

オペロン説、lacプロモーター・オペロン、trpプロモーター・オペロン、tacプロモーター・オペロンな
どを理解する。

遺伝子組換えDNA実験（３） プラスミドベクター（PUCベクター、PBR322、TAベクター）について理解する。　

遺伝子組換えDNA実験（４） ファージベクター、コスミド、ファージミド、YACベクターを理解する。

遺伝子組換えDNA実験（５） 微生物への遺伝子導入法、DNAライブラリーの作製とクローニングを理解する。

遺伝子組換えDNA実験（６） cDNAライブラリーの作製を理解する。

遺伝子組換えDNA実験（７）目的の遺伝
子を得るには

遺伝子の検出（ハイブリダイゼーション）、核酸の標識法（ニックトランスレーション法、ランダムプ
ライム法、5'末端標識法、3'末端標識法など）を理解する。

遺伝子の構造を調べる　　　　　　　　　  制限酵素地図、塩基配列決定法（ジデオキシ法、マキサム・ギルバート法など）を理解する。

遺伝子工学の応用（１） 細胞融合、モノクローナル抗体を理解する。

動物分野における遺伝子工学の応用
（2）

インスリンの生産、ワクチンの生産を理解する。

植物分野における遺伝子工学の応用
（３）

植物への遺伝子導入、フレーバー・セーバー、ウイルス抵抗性植物、耐虫性植物、除草剤耐性植
物、
遺伝子組換え実験の安全性を理解する。

定期試験

準備学習
（予習・復習）

予習：教科書の該当ページを読んでおく。
復習小テストの間違った箇所を復習、理解する。

到達目標

1.　真核生物のゲノムと遺伝子と大腸菌のゲノムと遺伝子を理解し、説明できる。
2．遺伝子組換え実験の概略を説明できる。
3．タンパク質の発現制御を理解し、説明できる。
4. DNAライブラリーとcDNAライブラリーを理解し、説明できる。
5．遺伝子の検出、核酸の標識法、塩基配列決定法を理解し、説明できる。
6．細胞融合、モノクローナル抗体、植物への遺伝子導入を理解し、説明できる。

評価方法
評価基準

毎回の小テストと中間試験、定期試験で評価する。
小テスト：定期試験＝20：80
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

遺伝子工学　村山洋他著　（講談社）、分子生物学　池上正人、海老原充著　（講談社）

その他

教員紹介等

農学博士。東北大学名誉教授



２学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

科目名 生物統計 担当講師

（英名） Biological Statistics
松村清隆

学科 バイオテクノロジー科４年制

授業内容

開講区分 後期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
１単位

（１５時間）
選択・必修 必修

授業の目的

統計的な考え方を身につけ、基本的な実験データの取り扱いとデータの統計処理を学ぶ。
統計学の基礎を学び、生物学、バイオテクノロジーの学習と研究に活かせるようにする。

教育内容

統計学の基礎を学び、生物学、バイオテクノロジーの研究に活かせるようにする。
まず、統計の必要性とデータ整理の方法を学ぶ。
次に、様々な統計値（平均値、分散、標準偏差、相関係数など）を理解し、計算できるようにする。
次に、実際の実験データ解析に応用できる確率分布、特に正規分布についてしっかりと理解し、応用できるようにする。
さらに、部分（標本）から全体（母集団）を推定する方法を学び、最後に仮説検定の考え方を身につける。

講義内容(シラバス）

項目

これまでの総復習と演習

標本から母集団を推定する
　　・標本統計量と標本分布
　　・標本平均の期待値、標準偏差

生物統計学とは：生物学、農学、医学などに統計学的手法を適用する学問分野
統計学の意義：沢山のデータを要約し、中に含まれている情報を把握しやすくするための手段
データ整理：量的データ（比率データ、間隔データ）、質的データ（順位データ、カテゴリーデータ）
度数分布表、ヒストグラム：データを直感的にとらえる

データを代表する値：平均値（算術平均、幾何平均など）、中央値（メジアン）、最頻値（モード）
度数分布表での平均値：階級値 X 相対度数の合計（実際の平均値とそれほどズレナイ）
分散と標準偏差：データの散らばり具合を見積もる
標準偏差で評価できるもの：「月並み」か「特殊」か？、リスクを評価

変動係数：標準偏差を平均で割ったもの（単位はなく、無名数）、バラツキを相対的に比較する
共分散：2 組の対応するデータ間での、平均からの偏差の積の平均値
相関係数：相関係数とは、2 つの確率変数の間の相関（類似性の度合い）を示す統計学的指標

生物統計学とは
　　・統計の意義
　　・データ整理

平均値とバラツキの指標
　　・平均値、中央値、最頻値
　　・分散と標準偏差

相関係数
　　・共分散
　　・正、負の相関関係

確率分布：確率変数の各々の値に対して、その起こりやすさを記述するもの
二項分布：結果が成功か失敗のいずれかである n 回の独立な試行を行ったときの成功数で表
される離散確率分布
正規分布：統計の基本となる最も重要な確率分布、試行回数ｎが大きいときの二項分布の近似
分布

第１回から第４回までの授業で学んだことを、演習問題を解くことで総復習する。
各自が演習問題を解いた後、解答を導く過程を解説する。

部分から全体を推理：母集団からの標本抽出→データ分析→母集団の性質を推測
母集団と標本：母集団（母平均、母分散、母標準偏差）、標本統計量（標本平均、標本分散、標
本標準偏差）、ランダムサンプリング、母平均の推定、母比率の推定

確立分布
　　・二項分布
　　・正規分布

教員紹介等

理学博士。英国海洋生物学協会研究所研究員、理化学研究所ゲノム科学総合研究センター研究員、電力中央研究所環境科学研究
所研究員、など各研究所にて生物系の研究に従事。現在北里大学海洋生物研究所講師も兼務。

到達目標
統計学の基本を身につけ、実験データの取り扱いとデータの統計解析ができるようになる。
この授業では、特に、統計の意味をしっかりと理解し、統計的思考力を身につけることを目標とする。

評価方法
評価基準

定期試験（期末試験）：80 %、各授業で実施する小テスト：20 % 履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、
学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

基本的には授業で配布するプリントを使う
なお、授業ではパワーポイントによるスライドを利用して解説する。
参考書は、「入門統計学　ー検定から多変量解析・実験計画法までー」　栗原伸一　著　（オーム社）

その他

仮説検定：帰無仮説、対立仮説、検定統計量、有意水準、棄却域
これまで学んだことで理解が難しかった箇所の解説

学習した全範囲から出題する期末試験を実施し、到達度を確認する。

準備学習
（予習・復習）

授業前に授業内容に関して、参考書などを利用して予習をすること。
授業中は配布資料を参考にしながら、専用のノートに学んだことをメモし、授業後に配布資料、ノートを使って復習する。

仮説検定
　　・帰無仮説、棄却
　　・対立仮説
総復習

定期試験



２学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 必修

科目名 科学英語 I 担当講師

（英名） English of Biotechnology Field I
松村　清隆

学科 バイオテクノロジー科4年制

授業の目的

バイオテクノロジーの分野では国際的な視野が求められる。よって、この分野を学習するためには、英語を習得すること
は必須であり、2年生では科学英語の基礎を学ぶとともに、専門分野の英文記事などの読解力をつけることを目的とす
る。

教育内容

前半では、科学英語の基礎として、細胞の構造、物質の三態（固体・液体・気体）に関する英文教材を用いて基礎的な読
解力をつけ、後半では動物学、生命科学研究における最近の興味深い英文科学記事を用いて専門分野の英語に触れ
て英語習得へのモチベーションを高める。授業では、オリジナルのプリントを教材として学習する。

講義内容(シラバス）

ガイダンス、基礎力確認テスト
科学英語 Iの授業の進め方を概説し、さらに基礎的な英語力を把握するための基礎力確認テス
トを実施する。ただし、本テストは成績には反映しない。

項目 授業内容

基礎力テスト解説、「細胞」に関する英文の読
解 (1)

基礎力テストの解答例を解説し基礎的な英語力を各自確認し、今後の学習のモチベーションとす
る。
cellという語句の起源についての英文を読み、内容を理解する。

「細胞」に関する英文の読解 (2) cellの基本的構造に関する英文を読み、内容を理解する。

「細胞」に関する英文の読解 (3) 各細胞内小器官の機能に関する英文を読み、内容を理解する。

「物質の三態」に関する英文の読解 (1) 物質の三態に関しての英文から、物質、粒子などに関する英語を理解する。

「物質の三態」に関する英文の読解 (2) 固体、液体中の粒子を祭りにおける人々に例えた英文を理解し、関連語句を学ぶ。

「物質の三態」に関する英文の読解 (3)復習
テスト (1)

気体中の粒子の性質に関することを祭りにおける人々に例えた英文を理解し、関連語句を学
ぶ。

頭足類の擬態に関する英文の読解 (1) タコの皮膚に眼があるという英文記事を読解し、専門英語表現を学ぶ。

頭足類の擬態に関する英文の読解 (2) タコの皮膚に眼があるという英文記事を読解し、専門英語表現を学ぶ。

食品の英語による表現 (1) 食品に関する英語表現を学ぶ。

食品の英語による表現 (2) 食品に関する英語表現を学ぶ。

オキシトシンに関する英文の読解 (1) ヒトと犬のオキシトシンの効果に関する英文記事を読解し、専門英語表現を学ぶ。

オキシトシンに関する英文の読解 (2) ヒトと犬のオキシトシンの効果に関する英文記事を読解し、専門英語表現を学ぶ。

総まとめ これまでの授業で理解が難しかった点や、全般的なまとめを行い、定期試験に備える。

定期試験 学習した全範囲から出題する期末試験を実施し、到達度を確認する。

準備学習
（予習・復習）

授業前に教材を配布するので、必ず予習をすること。最低限、わからない英単語、英熟語を辞書で調べておく。
授業中は専用のノートに学んだことをメモし、授業後に配布資料、ノートを使って復習する。

到達目標

・バイオテクノロジーを学習する上での基礎的な科学英語が読解できる。
・動物学、生命科学に関する専門分野の基礎的な英文を読解できる。
・食品に関する英語の学習を通して、日常における英語表現の基礎を身につける。

教員紹介等

理学博士。英国海洋生物学協会研究所研究員、理化学研究所ゲノム科学総合研究センター研究員、電力中央研究所環境科学研究
所研究員、など各研究所にて生物系の研究に従事。現在北里大学海洋生物研究所講師も兼務。

評価方法
評価基準

定期試験（期末試験）：80 %、2回の復習テスト：20 % （なお、授業態度などの平常点、課題の評価を加味する場合あり）
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

オリジナルプリント（"An Introductio to Scientific English for Japanese College Student"南雲堂、より抜粋）
オリジナルプリント（動物学、生命科学に関する英文記事、食品の英語解説）

その他



２学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

使用教科書
教材

参考書

配布物

その他

教員紹介等

北海道大学大学院理学専攻博士課程修了後、北海道警察科学捜査研究所法医学に勤務。各種分析、実習に携わる。また、法規的な
ものにも精通している。

準備学習
（予習・復習）

予習：配布したプリントについて、辞書を用いて事前に読んでおく。
復習：講義内容を元にプリントについて復習し、理解する。

到達目標

1．遺伝子工学やタンパク質化学に用いるキット、機材の英文の説明書の内容を、辞書を用いて把握できるようになる。
2．簡単な英文論文のresultの内容を、辞書を用いて把握できるようになる。
3．
4．

評価方法
評価基準

講義時に行う小テストと定期試験で評価する。
小テスト：定期試験＝20：80
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

簡単な英文論文のresultを読む①

簡単な英文論文のresultを読む②英語で書かれた実験結果を読む②

英語で書かれた実験結果を読む①

定期試験

カラム担体の説明書を読む②

カラム担体の説明書を読む③

カラム担体の説明書を読む④

カラム担体の説明書を読む⑤英語の説明書を読む⑫

英語の説明書を読む⑪

英語の説明書を読む⑩

プラスミドの説明についての英文を読む④

プラスミドの説明についての英文を読む④

プラスミドの説明についての英文を読む⑤

プラスミドの説明についての英文を読む⑥

カラム担体の説明書を読む①

プラスミドの説明についての英文を読む①

プラスミドの説明についての英文を読む②

プラスミドの説明についての英文を読む③英語の説明書を読む③

英語の説明書を読む②

英語の説明書を読む①

授業内容

開講区分 後期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 必修

授業の目的

科学技術の分野で勉強をする上で、専門分野の英語を読む能力は必須になる。そこで、英語で書かれたプラスミドや実
験に用いる機材の説明書などについて、内容を把握できる程度の英語の読解力を身につける。また、英語で書かれた
簡単な実験結果の内容を理解できる程度の英語の読解力を身につける。

教育内容

講義内容(シラバス）

項目

科目名 科学英語Ⅱ 担当講師

（英名） English of Biotechnology Field I
初瀬　玲

学科 バイオテクノロジー科４年制

英語の説明書を読む⑥

英語の説明書を読む⑤

英語の説明書を読む④

英語の説明書を読む⑨

英語の説明書を読む⑧

英語の説明書を読む⑦



２学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.12

13.14.15.1
6

17.18.19.2
0

21.22.23.2
4

4回目を交代して実施

25.26.27.2
8

29.30

科目名 機器分析実習 担当講師

（英名） Practice of Equipment analysis Chemistry
川名　修

学科 バイオテクノロジー科４年制

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
２単位

（６０時間）
選択・必修 必修

授業の目的

高速液体クロマトグラフィー及びガスクロマトグラフィーなどの機器を用いた定量分析法の修得を目標とする。一年時に
学習した定量分析の原理を深めるとともに機器を用いた特徴や利点を理解する。

教育内容

食品、化粧品やアルコール飲料などを試料として目的物を定量する。機器の操作は毎回変わることはないのでその日の
目的を明確化して実習を進める。試料の調製や機器の内部でどのようなことがなされているか推測できるように講義を
進める。

講義内容(シラバス）

HPLC（ビタミンC）GC（酒） 5回目を交代して実施

オリエンテーション 実習の目的、進め方、レポートのまとめ方、機器の使い方（練習）、共通試薬の調製

ＨＰＬＣ①（測定条件の検討） 移動相の極性と流速を変化させパラベン混合物の分離に与える影響を調査する。

HPLC②（化粧水中のパラベンの定量） 化粧水中のパラベンの濃度を求める。ＨＰＬＣの特徴を生かした多成分同時定量を学ぶ。

ＧＣ（アルコール）HPLC（カフェイン）

クラスを2つに分けて、ＧＣは9種混合アルコールの分離を昇温プログラムを用いて調査する。一
方、ＨＰＬＣはコーヒー、各種茶葉中のカフェインを定量する。（絶対検量線法）

ＧＣ（酒）ＨＰＬＣ（ビタミンC）

クラスを2つに分けて、ＧＣは各種の酒中のアタノールを定量する。（内部標準法を用いる。）一
方、ＨＰＬＣはグレープフルーツやビタミン飲料中のビタミンＣを定量する。（カウンターイオンによ
る定量）

HPLC（カフェイン）ＧＣ（アルコール）

まとめ、定期試験（筆記） 全体をまとめたうえで筆記試験を実施する。

準備学習
（予習・復習）

次回実施する課題について実験方法を確認してくる。よくわからない点を確認するだけでも当日の最初の説明を理解しやすくするの
で必ず事前学習を行う。

到達目標

その日の課題について（例えば、内部標準法など）その原理を理解する。濃度の計算方法を理解する。

評価方法
評価基準

評価は事後に提出されるレポートと筆記テストによる。レポートは実験結果を正確に報告できているか。結果に対して考察が加えられ
ているか。また、そのレポートを用いて第三者が実験を再現できるかなどを総合的に勘案する。さらに学則通りに小テストも評価に加
える。
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

東京バイオのオリジナルの印刷教材
基礎教育シリーズ　分析化学（機器分析編）（東京教学社）

その他

教員紹介等

工学修士。太陽インキ製造株式会社研究開発部で各種科学物質の分析等に従事した。環境計量士。公害防止管理者水質１種。



２学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

科目名 TOEIC講座 Ⅰ 担当講師

（英名） TOEICⅠ
越後谷明恵

学科 バイオテクノロジー科4年制

授業内容

開講区分 後期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
１単位

（　１５　時間　）
選択・必修 選択

授業の目的

ＴＯＥＩＣのスコアアップを目指す

教育内容

ＴＯＥＩＣテストについて理解できる。
ＴＯＥＩＣテスト問題に慣れる。

項目

リスニング問題（会話問題）
リーディング問題（読解問題①）

リスニング問題（説明文問題）
リーディング問題（読解問題②）

リスニング問題

ＴＯＥＩＣテストについて理解する。
この授業の目的について理解する。

リスニング問題（写真描写問題）
リーディング問題（短文穴埋め問題）

リスニング問題（応答問題）
リーディング問題（長文穴埋め問題）

リーディング問題

準備学習
（予習・復習）

定期試験

問題演習⑥

その他

到達目標
ＴＯＥＩＣのスコアアップを目指す

評価方法
評価基準

小テスト20点+定期テスト80点
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

教員紹介等

日本女子大学大学院文学研究科英文学専攻博士後期課程単位取得退学
中学校教諭専修免許状（英語）　高等学校教諭専修免許状（英語）

オリエンテーション
ＴＯＥＩＣとは

問題演習③

問題演習②

問題演習①

問題演習⑤

問題演習④



２学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

科目名 生体高分子化学Ⅱ 担当講師

（英名） Biopolymer Ｃhemistry　Ⅱ
初瀬　玲

学科 バイオテクノロジー科4年制

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（　３０　時間）
選択・必修 選択

授業の目的

生命現象を理解する上で、タンパク質について理解することは非常に重要である。この講義では、タンパク質の構造、性
質、解析法および酵素について理解し、生命科学を勉強する上での基礎の1つを身につけることを目的とする。

教育内容

生命において重要な生体高分子であるタンパク質について、構造や性質、解析方法などについて学ぶ。

講義内容(シラバス）

オリエンテーション　　　　　 総論（生体高分子について）

アミノ酸① アミノ酸の構造と特徴について理解する

アミノ酸② アミノ酸の性質について理解する

タンパク質の構造 １次構造から高次構造について、特徴を理解する

タンパク質の精製① タンパク質の抽出と分画の理論について理解する

タンパク質の精製② カラムクロマトグラフィーの理論について理解する

タンパク質の分析① 電気泳動の原理と特徴を理解する

タンパク質の分析② １次構造解析の原理と高次構造の解析法について理解する

酵素① 酵素の性質について理解する

酵素② 反応速度論について理解する

酵素③ 酵素反応の阻害や調節について理解する

翻訳後修飾 タンパク質の修飾と、その役割について理解する

タンパク質工学① 遺伝子工学を用いたタンパク質の大量発現系について理解する

タンパク質工学② タンパク質この退路湯発現系の応用や問題点について理解する

定期試験

準備学習
（予習・復習）

予習：生化学などの教科書の該当する範囲を読んでおく。
復習：配付する講義資料、ノートを復習理解する。

到達目標

1．アミノ酸の性質を説明できる。
2．タンパク質の構造と機能との関係を理解し、説明できる。
3．タンパク質の精製法について理解し、精製する際の注意点を説明できる。
4．酵素とはどのようなものであるのか理解し、その反応や阻害、反応調節について説明できる。
5．タンパク質の翻訳後修飾の役割を説明できる。
6．タンパク質の大量発現系の長所と短所を理解し、どのような場合に有効な手段となるか説明できる。

評価方法
評価基準

講義時間に行う小テストと定期試験で評価する。
小テスト：定期試験＝20：80
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

プリント

その他

教員紹介等

北海道大学大学院理学専攻博士課程修了後、北海道警察科学捜査研究所法医学に勤務。各種分析、実習に携わる。また、法規的な
ものにも精通している。



３学年

回数

1

2

3

4

5

6 各種遺伝子導入法の原理と特徴を理解する

7

8

9

10

11

12

13

14

15

開講区分 後期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 選択

担当講師

（英名）

初瀬　玲
学科 バイオテクノロジー科４年制

科目名 動物細胞工学

授業の目的

生命現象の解明において、細胞工学は重要な役割を担っている。この講義では、動物由来の培養細胞の培養技術と動
物細胞を用いた実験法の原理を理解することを目的とする。

教育内容

動物由来の細胞の培養に関する問題点や、細胞を用いた各種の実験法の原理について理解する

講義内容(シラバス）

幹細胞２

幹細胞１

培養培地と細胞培養

初代培養細胞と株化細胞

項目

初代培養細胞の特徴と株化細胞の樹立について理解する。

無血清培地の意義と、特殊な培養（同調培養）について理解する

幹細胞の持つ分化能について理解する

ES細胞とiPS細胞について理解する

授業内容

培養細胞への遺伝子導入の意義について理解する

トランスジェニックマウスについて理解する

ノックアウト動物と、遺伝子ノックアウトの原理について理解する

動物細胞への遺伝子導入法２

動物細胞への遺伝子導入法１

細胞融合現象の特徴について理解する

細胞融合の応用である、モノクローナル抗体の作製法について理解する

細胞融合１

遺伝子改変動物２

遺伝子改変動物１

細胞融合の応用である、細胞への高分子物質の導入法について理解する

RNA干渉による遺伝子発現抑制について理解するRNAによる遺伝子発現抑制

細胞融合３

細胞融合２

ゲノム編集について理解する

人工ヌクレアーゼについて理解する

定期試験

ゲノム編集２

ゲノム編集１

準備学習
（予習・復習）

予習：使用教科書の関連する箇所を読み、疑問点を整理しておく。
復習：講義内容について復習し、理解を深める。

到達目標 各種のタンパク質解析法について、原理を理解し、特徴と問題点を把握する。

評価方法
評価基準

講義時に行う小テストと定期試験で評価する。
小テスト：定期試験＝20：80
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

しくみからわかる 生命工学（裳華房）

その他

教員紹介等

北海道大学大学院理学専攻博士課程修了後、北海道警察科学捜査研究所法医学に勤務。各種分析、実習に携わる。また、法規的な
ものにも精通している。



２学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

科目名 実験動物学 担当講師

（英名） Laboratory-Animals  Sciences 須藤カツ子　落合敏秋
高木弓枝　　酒井隆敏
三上隼人　　櫻井康弘学科 バイオテクノロジー科4年制

動物福祉と関連法規を学ぶ(担当　須藤）

実験動物の飼育管理や実験動物施設、飼育環境を学ぶ（担当　須藤）

実験動物の解剖と生理を学ぶ（担当　落合）総論②

総論①

動物実験と動物福祉

実験動物の解剖と生理を学ぶ（担当　落合）

実験ﾄ動物の遺伝と育種を学ぶ（担当　高木）

実験ﾄ動物の遺伝と育種を学ぶ（担当　高木）

総論③

総論⑤

総論④

実験動物の繁殖を学ぶ（担当　酒井）

実験動物の繁殖を学ぶ（担当　酒井）

実験動物の栄養と飼料を学ぶ（担当　三上）

総論⑥

総論⑧

総論⑦

実験ﾄ動物の病気と感染を学ぶ（担当　落合）

動物実験と外押の概念を学ぶ（担当　櫻井）

マウス、ラットの特性を学ぶ（担当　須藤）

総論⑨

各論①

総論⑩

マウス、ラット以外の小動物それぞれの特性を学ぶ（担当　須藤）

遺伝子導入動物を学ぶ（担当　須藤）

定期試験

各論③

各論②

使用教科書
教材

参考書

実験動物の技術と応用　入門編（丸善）

準備学習
（予習・復習）

予習：教科書の該当ページを読んでおく。
復習：配付する講義資料を復習理解する。

到達目標
動物実験を行う上で必要な動物福祉及び関連法規を理解する。
実験動物の生物学的特性、育種、繁殖、取り扱いについてなどの基本的な知識を身に付ける。
実験動物の飼育に関連した栄養、飼料、病気等について理解する。

評価方法
評価基準

小テスト20点　定期試験80点で評価する。
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

その他

教員紹介等

須藤かつ子）　　獣医学博士。東京大学伝染病研究所、東京大学医科学研究所にて実験動物管理に従事。現在東京医科大学勤務

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 選択

授業の目的

様々な生命現象の解明や医薬品開発が実験動物を用いて行われてきた。動物実験は、実験動物の福祉を十分配慮し
た実験でなければならない。そのため、実験動物技術師として求められる「動物実験の意義と動物実験をとりまく環境」
を知って、「科学的かつ倫理的動物実験」ができるための基本知識を得る。

教育内容

実験動物の生物学的特性、育種、繁殖などの基本的な知識を学ぶ。実験動物の飼育に関連した栄養、飼料、病気等に
ついても学ぶ。特にマウス、ラットは特性、取扱などそれぞれに特徴的なものを各論として学ぶ。

授業内容

講義内容(シラバス）

項目



2

回数 開講日

1 10月1日

2 10月1日

3 10月15日

4 10月15日

5 11月5日

6 11月5日 実験動物の飼育管理について学ぶ。

7 11月19日

8 11月19日

9 12月3日

10 12月3日

11 12月17日

12 12月17日

13 1月14日

14 1月14日

15 1月28日

科目名 実験動物飼育管理法 担当講師

（英名） Laboratory-Animals Rearing Management Method
永井　武
落合敏秋学科 バイオテクノロジー科４年制

項目 授業内容

開講区分 後期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
2単位

（30時間）
選択・必修 選択

授業の目的

実験動物技術者として必要な知識の習得

教育内容

実験動物技術者として必要な動物福祉について十分理解し、実験動物の生産管理、品質管理、飼育管理などについて
知識を高める。

講義内容(シラバス）

遺伝と育種-1 実験動物の遺伝と育種について学ぶ。

動物実験と動物福祉 動物実験と動物福祉に関わる法律・基準・ガイドラインについて十分に理解する。

実験動物概論：品質・生産・輸送 実験動物の品質管理、生産、輸送の管理などについて学ぶ。

馴化と検疫、ヒトへの外挿実験 実験動物の順化と検疫について学ぶ。動物実験の結果をヒトへ外挿する。

受託試験施設での動物実験 受託試験施設での動物実験について学ぶ。

実験動物施設と環境管理 実験動物の施設と環境管理について学ぶ。

飼育管理

遺伝と育種-2 実験動物の遺伝と育種について学ぶ。

解剖と生理 実験動物の解剖と生理について学ぶ。

ブリーダーにおける繁殖 ブリーダーにおける実験動物の繁殖について学ぶ。

研究所、大学における繁殖 研究所、大学における実験動物の繁殖について学ぶ。

小動物の病気と衛生管理 小動物の病気と衛生管理について学ぶ。

実験動物器材の開発 実験動物器材の開発について学ぶ。

栄養と飼料、飼料設計 実験動物の栄養と飼料、飼料設計について学ぶ。

筆記試験

準備学習
（予習・復習）

予習：事前に教科書を読み予習したうえで受講する。
復習：教科書及び配布資料、授業ノートを用いて整理して知識として定着する。

その他

到達目標
動物実験を行う上での動物福祉について十分理解する。
実験動物の生産管理、飼育管理、品質管理について理解する。

評価方法
評価基準

出席および小テスト、試験による。
毎回の小テストと定期試験で評価する。
小テスト：定期試験＝20：80
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

【使用教科書】　実験動物の技術と応用　入門編（アドスリー）

教員紹介等

獣医師。日本食品分析センターにて各種分析業務、動物実験などを行ってきた。



2学年

回数

1

2

3

4

5

6 免疫の基礎知識、免疫抑制薬、抗ヒスタミン薬、ステロイド性抗炎症薬、非ステロイド性抗炎症薬

7

8

9

10

11

12

13

14

15

選択学年

薬学概論 担当講師

学科

科目名

（英名）

大谷啓一
Intoroduction to Pharamceutical Sciences

バイオテクノロジー科４年制

授業形態

教員紹介等

歯学博士。元東京医科歯科大学教授。放送大学客員教授、東京医科歯科大学名洋教授。また、歯科医師としても治療に従事した。

準備学習
（予習・復習）

予習：事前に教科書を読み予習したうえで受講する。
復習：教科書あるいはその他メディアによる薬物の情報を整理して知識として定着する。

到達目標

薬物の基礎知識について述べる。
薬物の吸収、分布、排泄について説明する。
疾患に対する薬物治療を説明する。
薬物使用の際の注意点について説明する。

その他

教科書中心に授業を行う。
特定の疾患に対する薬物療法の知識を得る。

評価方法
評価基準

出席および小テスト、試験による。
毎回の小テストと定期試験で評価する。
小テスト：定期試験＝20：80
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

薬理学　疾病の成り立ちと回復の促進　医学書院

講義内容(シラバス）

開講区分

炎症性皮膚疾患の治療薬、緑内障治療薬、抗アレルギー薬

薬物とは何か、薬が作用する仕組み

薬物の投与経路、分布、排泄、相互作用

薬の効き方の個人差、薬物の副作用、薬と法律

抗菌薬、抗真菌薬、抗ウイルス薬、

抗がん薬作用の仕組み、抗がん薬の投与計画、分子標的薬

単位
（総時間）

後期 講義

教育内容

薬学に関する基礎知識の習得、基本的な薬物についての知識、臨床に応用される代表的な薬物などについて知る。

選択・必修
２単位

（　３０　時間）

授業の目的

バイオテクノロジー分野に関連する薬学の基礎知識とトッピクスを学ぶ。

授業内容

心停止、ショック、痛み、薬物中毒に使用される薬物

これまでの授業のまとめと試験を行う。

アヘンアルカロイド

降圧薬、狭心症治療薬、心不全治療薬、抗不整脈薬

気管支喘息治療薬、消化性潰瘍治療薬、女性ホルモン関連薬剤、前立腺肥大治療薬

糖尿病治療薬、骨粗鬆症治療薬、ビタミン

自律神経作用薬、交感神経作用薬、副交感神経作用薬

全身麻酔薬、催眠薬、抗不安薬、抗精神病薬、抗うつ薬

薬物の吸収、体内動態

薬物学の基礎知識

項目

抗がん薬

抗感染症薬

薬効と個人差

末梢神経に作用する薬物

免疫治療薬、抗炎症薬

物質代謝に作用する薬物

呼吸器・消化器・生殖器系に作用する薬
物

循環系に作用する薬物

まとめ、試験

救急の際に使用される薬物

皮膚科、眼科用薬

麻薬性鎮痛薬

中枢神経に作用する薬物



２学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

科目名 細胞培養概論 担当講師

（英名） Ｏｕｔline of Cell Culture
飯田　有津美

学科 バイオテクノロジー科4年制

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（　３０　時間　）
選択・必修 選択

授業の目的

細胞培養に用いられる器具や機械の名称および使用方法と使い分けやメンテナンス方法を学ぶ。
動物細胞の培養に必要な環境条件について学び、培養細胞に合わせた環境を選択して培養することができる。
培養中に起こりうる細胞の性質の変化やコンタミネーションなどのリスクを知り、それを起こさないための方法を学ぶ。
様々な培養細胞の特性を理解しその特性を維持管理するために、細胞の増殖スピードを知る方法を学ぶ。
再生医療に用いられるＥＳ細胞やiPS細胞について学ぶ。

教育内容

細胞培養に用いられる器具や機械の名称および使用方法と使い分けやメンテナンス方法
様々な動物細胞の培養に最適な環境条件
培養中に起こりうる細胞の性質の変化やコンタミネーションなどのリスクとその回避方法
様々な培養細胞の特性と増殖スピードの管理
再生医療に用いられるＥＳ細胞やiPS細胞の特性と現状の問題点

オリエンテーション
細胞培養技術の歴史

オリエンテーション
世界で初めて細胞の培養が行われた日から今日までに培養技術発展の歴史

細胞の凍結保存と融解・再培養

培養細胞の凍結保存操作と融解再培養操作方法（技術映像鑑賞）
凍結による細胞傷害/細胞へのダメージを軽減するための必要事項
凍結保護剤の活用とその毒性/保存の最適温度
液体窒素タンク（気相と液相違いとそれぞれのメリット・デメリット）

培養について

長期培養による細胞の性質変化/付着細胞とトリプシン処理の効果注意点/播種細胞数の目安

コンタミネーション

細菌やカビ・酵母汚染、マイコプラズマ感染、クロスコンタミネーションの違い
汚染源・コンタミネーションの原因/コンタミネーションの確認技術

血清について

血清成分/培地に添加する理由や役割/補体と非働化
血清の種類と選択（血清利用によるリスク・血清の選択・ロットチェック）

培地

天然培地・合成培地・基本培地とは何か/細胞培養に用いられる培地の成分/主な基本培地の種
類

培養機器・器具
解析機器（フローサイトメーター）

培養機器・器具の各種名称と正しい使い方・メンテナンの仕方について
解析機器：フローサイトメーターの原理と活用の仕方

培養細胞の由来

細胞の樹立
　　初代培養、株化細胞、樹立、正常細胞、不死化細胞とは何か
培養細胞の種類と性質
　浮遊系細胞と付着系細胞の特徴と扱い方の違い

細胞増殖の管理

増殖曲線/継代数/集団倍加数/集団倍加時間

準備学習
（予習・復習）

予習：教科書の該当ページを読んでおく。
復習：配付する講義資料を復習理解する。

培養細胞を用いた応用実験

細胞毒性試験
　ＭＴＴアッセイ
培養細胞への遺伝子導入
　エレクトロポレーショ法ン・リポフェクション法・レトロウイルス・アデノウイルス

調査学習

幹細胞・分化・作成方法
ＥＳ細胞の「特性」｢作成｣方法」「幹細胞を用いた再生医療応用の例」と「現状の課題」
iPS細胞の「特性」｢作成方法」「幹細胞を用いた再生医療応用の例」と「現状の課題」

調査学習結果プレゼン

各チームの発表を聞いて調査内容をまとめる
ＥＳ細胞とiPS細胞の違いを考える

培養細胞に関する規制

培養細胞の所有権・細胞の寄託/細胞培養バンクの仕事
ＥＳ細胞・iPS細胞に関する法令・遺伝子組み換え細胞利用の注意
細胞の国外輸送に関する国際条例

総復習

試験対策

定期試験

定期試験 / 解答解説

その他

到達目標

細胞培養に用いられる器具や機械の名称および使用方法と使い分けやメンテナンス方法がわかる。
動物細胞の培養に必要な環境条件について学び、培養細胞に合わせた環境を選択して培養することができる。
培養中に起こりうる細胞の性質の変化やコンタミネーションなどのリスクを知り、それを起こさないための方法を取る事が
出来る
様々な培養細胞の特性を理解しその特性を維持管理するために、細胞の増殖スピードを知る方法を知る
再生医療に用いられるＥＳ細胞やiPS細胞について理解できる

評価方法
評価基準

定期試験
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

参考書
細胞培養実習テキスト　　日本組織培養学会　編集　　株式会社じほう　発行

教員紹介等

東京大学医科学研究所にて細胞関連の研究業務で勤務の後本校教員



２学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

細胞培養法、品質管理について。

科目名 細胞培養法 担当講師

（英名） Ｍｅｔｈｏｄ of Cell Culture
永井　武

学科 バイオテクノロジー科4年制

授業オリエンテーション
培養環境の確認

クリーンベンチと安全キャビネットの違い
培養器（インキュベーター）の正常化確認
器具機材の滅菌方法と薬品類の処理・消毒薬の種類と使用用途の理解
クリーンベンチの立ち上げ

培地の種類と用途・無機塩類溶液・培地添加剤
クリーンベンチ内備品の配置・凍結保存細胞の確認方法と取り出し・自己防御法

授業内容

開講区分 後期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（　３０　時間　）
選択・必修 選択

授業の目的

細胞培養法について理解できる。
細胞の品質管理、書類作成、申請の重要性が理解できる。

教育内容

解凍方法・完全解凍した細胞の馴化
細胞ペレットからの総数の予測
正確な細胞数溶液の調製

継続培養方法
細胞の凍結方法

種類と取り扱い方法、管理方法について

凍結細胞の融解
生細胞数の計数
細胞数の調整

細胞の継代方法
細胞の凍結方法
培養終了作業

細胞の種類

購入・記録等の方法
細胞バンクについて

管理書類に必要な項目、作成法

各自作成したフォーマットのプレゼンテーション

細胞の管理について

管理書類の様式

書類作成、プレゼン

定期試験

ＣＰＣの管理基準について
品質保証の各種基準について

細胞を用いた様々なアッセイ法について。

コンタミネーション、免疫反応、造腫瘍性、その他の配慮
生細胞数、生細胞率の求め方

ＣＰＣ・ＧＭＰ・ＧＬＰ・ＩＳＯ

細胞を用いた様々なアッセイ

リスクマネジメントと細胞の有効性

定期試験 / 解答解説

その他

教員紹介等

獣医師。日本食品分析センターにて各種分析業務、動物実験などを行ってきた。

項目

オリエンテーション
実験準備に関して

機器・器具
無菌操作法

培養に使用する試薬類
細胞培養操作

使用教科書
教材

参考書

参考書
細胞培養実習テキスト　　日本組織培養学会　編集　　株式会社じほう　発行

準備学習
（予習・復習）

プレゼンテーション用調査、資料作成など

到達目標

細胞培養法について理解できる。
細胞の品質管理、書類作成、申請の重要性が理解できる。

評価方法
評価基準

小テスト２０+課題２０+定期試験６０
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

受け入れ検査、工程検査、出荷検査
その他の課題について

試験対策

品質試験と課題

総復習



２学年

回数

1

2

3

4

5

6 C4植物の光合成について理解する。 

7

8

9

10

11

12

13

14

15

科目名 植物分子細胞生物学 担当講師

（英名） Plant Morecular and Cell Biology
池上　正人

学科 バイオテクノロジー科4年制

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（　３０　時間）
選択・必修 選択

授業の目的

植物バイオテクノロジーを学習するためには植物の基本を知ることは必要である。本講義では、植物の器官、組織、細
胞の構造と機能、植物の代謝における同化と異化、植物の生殖などを学ぶことでバイオテクノロジー、植物細胞工学、
植物分子生物学の基礎を培う。

教育内容

植物の器官と組織、植物細胞の構造と機能、・C3およびC4植物の光合成、呼吸代謝、窒素同化作用、被子植物の減数
分裂と生殖細胞の形成、・被子植物の受精、種子の形成と発芽、植物ホルモンなどの基礎知識を身につける。

講義内容(シラバス）

物質代謝における同化と異化 呼吸代謝について理解する。

植物の器官と組織 分裂細胞と永久組織について理解する。

植物細胞の構造と機能 核、クロマチン、染色体、核ゲノム、遺伝子について理解する。

植物細胞の構造と機能 色素体、葉緑体ゲノムと葉緑体遺伝子の発現について理解する。

植物細胞の構造と機能 ミトコンドリア、ミクロボディー、液胞、小胞体、リボソーム、ゴルジ体について理解する。

物質代謝における同化と異化 C3植物の光合成について理解する。

物質代謝における同化と異化

物質代謝における同化と異化 窒素同化作用について理解する。

植物の生殖、発生と恒常性の維持 体細胞分裂とその過程について理解する。

植物の生殖、発生と恒常性の維持 被子植物の減数分裂と生殖細胞の形成について理解する。

植物の生殖、発生と恒常性の維持 被子植物の受精、種子の形成と発芽について理解する。

植物ホルモン オーキシンの働きについて理解する。

植物ホルモン サイトカイニンの働きについて理解する。

植物ホルモン ジベレリン、エチレン、アブシジン酸、ブラシノステロイドの働きについて理解する。

定期試験

準備学習
（予習・復習）

予習：教科書の該当ページを読んでおく。
復習：小テストの間違った箇所を復習し、理解する。

その他

到達目標

1.　分裂細胞と永久組織 を理解し、説明できる。
2.  核、色素体、ミトコンドリア、ミクロボディー、液胞、小胞体、リボソーム、ゴルジ体について理解し、説明できる。
3．光合成、呼吸、窒素同化作用を理解し、説明できる。
4．体細胞分裂と減数分裂を理解し、説明できる。
5．生殖細胞の形成、受精、種子の形成と発芽について理解し、説明できる
6．植物ホルモンの種類とその働きについて理解し、説明できる。

評価方法
評価基準

毎回の小テストと定期試験で評価する。
小テスト：定期試験＝20：80
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

植物バイオテクノロジー 池上正人　(理工図書）

教員紹介等

農学博士。東北大学名誉教授、日本バイオ技術教育学会理事長



２学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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14

15

科目名 植物細胞工学 担当講師

（英名） Plant　Cell　Technology
池上　正人

学科 バイオテクノロジー科4年制

項目 授業内容

開講区分 後期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 選択

授業の目的

　遺伝子導入、DNAによる品種・系統識別法、ゲノム解析、光合成、酸素呼吸、　窒素同化作用、植物ウイルス、RNAサ
イレンシングなど、植物細胞工学の基礎を身につける。

教育内容

　

講義内容(シラバス）

植物への直接遺伝子導入法
パーティクルガン法、ポリエチレングリコール法、一過的遺伝子発現、　レポーター遺伝子
選択マーカー遺伝子

形質転換植物
耐虫性植物、ウイルス病耐性植物、除草剤耐性植物、花色の分子育種、
日持ちのするトマト、高オレイン酸ダイズ

DNAによる品種・系統識別物法 RFLPを用いた検出法、PCRを用いた検出法、RAPDを用いた検出法

ゲノム解析　I cDNAライブラリーの作製とcDNAの解析、ゲノムライブラリーの作製

ゲノム解析　Ⅱ 階層的ショットガン法、全ゲノムショットガン法

葉緑体の構造と光合成
光合成のしくみ　（光化学反応、水の分解とNADPH2の生成、ATPの生成反応、CO2の固定）、光
合成色素

植物の光合成代謝 C3植物とC4 植物、CAM植物

植物の呼吸 　ミトコンドリアの構造、好気呼吸の反応

植物の窒素同化 窒素同化のしくみ、窒素固定、マメ科植物の根粒と根粒菌

植物ウィルス 植物ウイルスの定義、タバコモザイクウイルスの性状

植物ウィルス カリフラワーモザイクウイルス、キュウリモザイクウイルスの性状

植物ウィルス タバコモザイクウイルスの複製

植物ウィルス クロスプロテクションと弱毒ウイルス

植物ウィルス
ウイルスの検定と同定、ウイルスの定量法（生物学的定量法、理化学的定量法、血清学的定量
法）

定期試験 まとめと解答解説

準備学習
（予習・復習）

　

到達目標

植物の遺伝子導入法がわかる。
植物の形質転換の方法とその原理がわかる
植物のゲノム解析法とその原理がわかる
光合成の代謝がわかる
植物の呼吸代謝がわかる
植物ウィルスと細胞工学がわかる

評価方法
評価基準

小テスト２０点　定期試験８０点
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

 植物バイオテクノロジー（理工図書）

その他

教員紹介等

農学博士。東北大学名誉教授



２学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

植物の分化全能性を理解し、様々な培養法（茎頂培養、胚培養、葯培養、遺伝子組換え法など）や植物ホルモンの作用
をを学ぶ。教科書から基礎知識を学ぶだけでなく、論文や新聞記事から実際に組織培養技術で作出された新品種の研
究を学ぶ。

講義内容(シラバス）

科目名 植物組織培養法 担当講師

（英名） Plant Tissue Culture
松本靖子

学科 バイオテクノロジー科４年制

植物組織培養で用いる培地の基本成分、ｐH、植物ホルモン、天然成分について知識を深める。
また、種子や組織の殺菌方法について学ぶ。

植物の発芽・生長・分化・開花・結実・老化などの各過程において、さまざまな植物ホルモンが働
いている。今回は、オーキシン、サイトカイニン、ジベレリン、アブシジン酸、エチレンを中心に、そ
の化学構造、植物体内での生理作用を学ぶ。また、組織培養で用いるオーキシン、サイトカイニ
ンの作用を学ぶ。

植物の組織の中でも茎頂部位は、植物体を再生しやすい。茎頂培養はウイルスフリーの植物体
を作出する目的で開発される。今回は、茎頂培養法、ウイルス病とウイロイド病、ウイルス病診断
法について学ぶ。

授業内容

開講区分 後期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 選択

授業の目的

1950年代から胚培養、葯培養、細胞選抜などの組織、細胞培養技術を使った品種改良がおこなわれている。19８０年以
降は、分子生物学、遺伝子工学の発展により、遺伝子組換え技術が生まれ、様々な新品種が誕生している。こうした植
物バイテクの変遷を学ぶことで、植物バイテクに関心をもち、これからの農業を考えるきっかけにしてほしい。

教育内容

胚培養は雑種を作る目的で開発される品種改良技術のである。今回は、胚培養法の手順や作
出された品種について学ぶ。

葯培養は半数体作出を目的に開発された技術である。葯培養で作出された品種や、花粉培養、
偽受精胚珠培養など同じ目的で開発された技術を紹介する。

異なる種間や系統で交配を行うと、その子孫の生活力が旺盛になる現象を雑種強勢（ヘテロシ
ス）という。イネやトウモロコシの雑種強勢育種を紹介する。

胚培養

葯培養

雑種強勢育種

植物細胞から細胞壁を取り除いた原形質体をプロトプラストという。プロトプラスト化の方法、プロ
トプラスト培養方法と作出されたプロトクローンについて学ぶ。

ジャガイモのプロトプラストとトマトのプロトプラストを融合して作出された体細胞雑種のポマトは
有名である。今回は細胞融合法や対称融合と非対称融合の違いについて学ぶ。

X線、γ線などの放射線や、エチルメタンスルホネート（EMS)など化学物質を使った突然変異育
種がある。突然変異体の選別法や作出された品種について説明する。

プロトプラスト培養

細胞融合

突然変異育種

中級バイオ検定対策

定期試験

1980年代後半から新しい育種方法として遺伝子組換え技術がでてきた。今回は遺伝子組換え方
法につついて、物理的方法（パーティクルガン法、エレクトロポレーション法）、化学的方法（ポリエ
チレングリコール法;PEG法）、生物学的方法（アグロバクテリウム法、ウイルスベクター法）を解説
する。

今回は実際に作出された遺伝子組換え作物にはどのようなものがあるか、またどのような遺伝
子が導入されているか詳しく解説する。

遺伝子組換え実験においては、安全性を強化するため生物的封じ込めと物理的封じ込めを行っ
ている。今回は、研究段階の封じ込め内容、飼料や食品としての安全性評価について理解を深
める。

遺伝子組換え作物　（１）

遺伝子組換え作物（２）

遺伝子組換え作物（３）

その他

教員紹介等

理学修士

項目

培養条件

植物ホルモン

茎頂培養

使用教科書
教材

参考書

参考書：　新版　植物バイテクの基礎知識　大澤勝次・江面　浩　農文協
植物細胞・組織培養の実際　遠山　益・久世洋子　訳　丸善

準備学習
（予習・復習）

到達目標 植物の分化全能性を理解し、組織培養法を種類や目的を理解する。植物ホルモンの作用を理解する。

評価方法
評価基準

小テスト20点＋定期試験80点
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

ゲノム編集は人工的な制限酵素を使いゲノム配列情報を書き換える技術である。これまで、芽を
無毒化したジャガイモ、涙がでないタマネギなどが開発されている。遺伝子組換え技術との相違
点を理解する。

中級バイオ技術者認定試験の植物バイオ、安全管理分野の試験対策を行う。植物ホルモン、ア
グロバクテリウム法、光合成、遺伝子組換え作物の安全性評価の分野において、過去問題を中
心に復習する。

ゲノム編集



２学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.12

13.14.15.16

17.18.19.20

21.22.23.24

25.26.27.28

29.30

科目名 応用細胞培養実習Ⅰ 担当講師

（英名） Experiments of Applied Cell Culture
飯田　有津美

学科 バイオテクノロジー科4年制

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
２単位

（　６０　時間　）
選択・必修 選択

授業の目的

動物細胞の培養に用いられる様々な培養器具の使用方法を使って、安定的に培養を継続していける技術を学ぶ。
培養細胞の持つ特性を知り、学んだ技術を応用して培養細胞を用いた実験を自ら組み立て、結果から考察まで考える力
を養う。

教育内容

・クリーンベンチを用いた無菌操作を再度確認し、コンタミネーションを起こさず培養を続ける方法。
・培養細胞の安定的な凍結保存・融解再培養方法。
・各種培養容器の使い方を知りその特徴に合わせて適切な使い方を実践する。
・血清の種類を学び、ロットチェックの必要性とその方法。
・マウスを用いた初代培養。

講義内容(シラバス）

【ＤＮＡ・動物・再生】
オリエンテーション

オリエンテーション
試薬調製
無菌操作確認

【ＤＮＡ・動物・再生】
細胞の凍結

培養細胞（浮遊・付着）の凍結保存法を学ぶ

【ＤＮＡ・動物・再生】
細胞の融解

凍結保存した細胞の融解し、生存率を確認し再培養する
＜時間外継代5月10日（金）放課後＞
次回レポート提出①（Ｄ動再）テーマ「細胞の凍結融解」

【DNA・動物】
各培養容器を用いた培養練習①

血清のロットチェック①

【再生医療】
培養細胞用いた実験計画①

【DNA・動物】
培養容器の扱い方の特徴を知り、各培養容器を用いて血清ロットチェック用の細胞を培養開始
する
＜時間外継代5月17日（金）放課後＞
【再生医療】
培養容器の扱い方の特徴を知り、各培養容器を用いて培養細胞を用いた培養条件を決めて実
験計画を立てる。
＜時間外継代5月17日（金）放課後＞

【DNA・動物】
各培養容器を用いた培養練習②

血清のロットチェック②

【再生医療】
培養細胞用いた実験開始②

【DNA・動物】
各培養容器を用いて血清ロットチェック用の培養細胞の観察。結果考察。
次回レポート提出②（Ｄ動）テーマ「血清のロットチェック」
【再生医療】
培養容器の扱い方の特徴を知、各培養容器を用いて培養細胞を用いた培養条件を決めて実験
開始。
＜時間外継代5月24日（金）放課後＞

【DNA・動物】
初代培養①

【再生医療】
培養細胞用いた実験継続③

【DNA・動物】
マウスの尾の組織から繊維芽細胞を初代培養する
＜時間外観察及び培地交換5月31日（金）放課後＞
【再生医療】
培養細胞の観察と実験の継続。これまでの実験経過の報告書作成とプレゼン準備。
＜時間外継代5月31日（金）放課後＞

【DNA・動物】
初代培養結果・観察②

【再生医療】
実験結果まとめ・プレゼンテーション④

【DNA・動物】
初代培養した繊維芽細胞の経過を観察し、継代を行う。
次回レポート提出③（Ｄ動）テーマ「細胞の初代培養」
＜時間外観察6月７日（金）放課後＞
【再生医療】
培養してきた細胞の計数と形態観察し、結果をまとめてプレゼンテーション。
次回報告書提出②（再生）テーマ「培養細胞を用いた実験」

定期試験

DNA・動物
継代した細胞の確認を行う
培養室清掃
定期試験

準備学習
（予習・復習）

各テーマ終了毎レポートを作成し1週間以内に提出。

その他

到達目標

・浮遊細胞と付着細胞に必要な培地を知り正確に調製できる。
・各種培養細胞の特徴に合わせて培養し、安定的な培養が継続できる。
・各種培養容器の注意点を理解し、培養計画を立てられる。
・安定して細胞の培養を行い、培養細胞を用いた評価実験ができる。
・マウスの尾の繊維芽細胞の培養を行う事で、初代培養法を理解し、操作ができる。

評価方法
評価基準

レポート：定期試験＝40：60
再生医療コースのみ、実験報告のプレゼンテーションを行い、定期試験の方にまとめて点数をつける
定期試験は実際に行った作業内容、培養法からの出題とする。
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

参考書
細胞培養実習テキスト　　日本組織培養学会　編集　　株式会社じほう　発行

教員紹介等

東京大学医科学研究所にて細胞関連の研究業務で勤務の後本校教員



２学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.12

13.14.15.1
6

17.18.19.2
0

21.22.23.2
4

25.26.27.2
8

29.30

科目名 応用細胞培養実習Ⅱ 担当講師

（英名） Experiments of Applied Cell Culture
飯田　有津美

学科 バイオテクノロジー科4年制

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
２単位

（　６０　時間　）
選択・必修 選択

授業の目的

動物細胞の培養に用いられる様々な培養器具の使用方法を使って、安定的に培養を継続していける技術を学ぶ。
また、培養細胞の持つ特性を知り、学んだ技術を応用して培養細胞を用いた実験を自ら組み立て、結果から考察まで考
える力を養う。

教育内容

・クリーンベンチを用いた無菌操作を再度確認し、コンタミネーションを起こさず培養を続ける方法。
・培養細胞の安定的な凍結保存・融解再培養方法。
・各種培養容器の使い方を知りその特徴に合わせて適切な使い方を実践する。
・血清の種類を学び、ロットチェックの必要性とその方法。
・マウスを用いた初代培養。

講義内容(シラバス）

オリエンテーション
試薬調整

オリエンテーション
試薬調整

初代培養①

マウスの尾の組織から繊維芽細胞を初代培養する
＜時間外観察及び培地交換6月28日（金）放課後＞

初代培養結果・観察②
次回実技試験対策フローチャート作成

初代培養した繊維芽細胞の経過を観察し、継代を行う
次回レポート提出③テーマ「細胞の初代培養」
実験方法のフローチャートを作成し、必要な物を揃える
次回レポート提出　テーマ「初代培養」

実技試験対策（細胞凍結）

細胞凍結における実技試験でのチェックポイントを確認し実践する

実技試験対策（細胞融解）

細胞融解における実技試験でのチェックポイントを確認し実践する

定期試験：実技試験
細胞の凍結もしくは融解操作の実技試験

血清のロットチェック①

培養容器の扱い方の特徴を知り、各培養容器を用いて血清ロットチェック用の細胞を培養開始
する
＜時間外継代9月6日（金）放課後＞

血清のロットチェック②

各培養容器を用いて血清ロットチェック用の培養細胞の観察。結果考察。
翌週レポート提出②テーマ「血清のロットチェック」

準備学習
（予習・復習）

各テーマ終了毎レポートを作成し1週間以内に提出。

その他

到達目標

・浮遊細胞と付着細胞に必要な培地を知り正確に調製できる。
・各種培養細胞の特徴に合わせて培養し、安定的な培養が継続できる。
・各種培養容器の注意点を理解し、培養計画を立てられる。
・安定して細胞の培養を行い、培養細胞を用いた評価実験ができる。
・マウスの尾の繊維芽細胞の培養を行う事で、初代培養法を理解し、操作ができる。

評価方法
評価基準

レポート：定期試験＝40：60
再生医療コースのみ、実験報告のプレゼンテーションを行い、定期試験の方にまとめて点数をつける
定期試験は実際に行った作業内容、培養法からの出題とする。
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

参考書
細胞培養実習テキスト　　日本組織培養学会　編集　　株式会社じほう　発行

教員紹介等

東京大学医科学研究所にて細胞関連の研究業務で勤務の後本校教員



２学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.12

13.14.15.16

17.18.19.20

21.22.23.24

25.26.27.28

29.30

科目名 応用細胞培養実習Ⅲ 担当講師

（英名） Experiments of Applied Cell Culture　Ⅲ
永井　武

学科 バイオテクノロジー科4年制

授業内容

開講区分 後期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
２単位

（　６０　時間　）
選択・必修 選択

授業の目的

細胞培養の品質管理方法を理解し、細胞の管理方法について学ぶ。

教育内容

･コンタミネーションをしていないかの確認方法を学ぶ。
（細菌感染、マイコプラズマ、クロスコンタミネーション）
・細胞の毒性評価試験の手法を学ぶ。

講義内容(シラバス）

項目

コンタミネーションの確認方法のまとめ
細胞の毒性評価試験の準備

細胞の毒性試験（浮遊細胞）

オリエンテーション
試薬調整、翌週の準備

細菌感染の生じ方の確認。
正常細胞の確認。
感染の対処方法について

細菌感染の確認方法。
マイコプラズマ感染細胞の確認とＰＣＲによる確認。
感染の対処方法について

オリエンテーション
試薬調整

コンタミネーションの確認方法①

コンタミネーションの確認方法②

クロスコンタミネーションの生じ方の確認。
3種類のコンタミネーション細胞を再度作成
発生しないような実験操作について

コンタミネーションの確認方法のまとめと発表
細胞の毒性試験（浮遊細胞）準備

細胞の毒性試験評価（浮遊細胞）
細胞数カウントと吸光度
細胞の毒性試験（付着細胞）準備

コンタミネーションの確認方法③

教員紹介等

獣医師。日本食品分析センターにて各種分析業務、動物実験などを行ってきた。

到達目標
･細菌感染の有無が確認でき、対処法を理解できる。
・マイコプラズマ感染の確認ができ、対処方法を理解できる。
・クロスコンタミネーションの発生原因を理解し、クロスコンタミネーションが発生しないような実験操作を行うことが出来る。

評価方法
評価基準

レポート：プレゼン：定期試験＝40：20：40履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化
する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

参考書
細胞培養実習テキスト　　日本組織培養学会　編集　　株式会社じほう　発行

その他

必要に応じて実習時間外での継代作業を行う。

細胞の毒性試験評価（付着細胞）
細胞数カウントと吸光度
実習のまとめと試験対策

定期試験の実施

準備学習
（予習・復習）

各テーマ終了毎レポートを作成し1週間以内に提出。
プレゼンテーション。

細胞の毒性試験（付着細胞）

定期試験



２学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.12

13.14.15.16

17.18.19.20

21.22.23.24

25.26.27.28

29.30.31.32

33.34.35.36

37.38.39.40

41.42.43.44

45.46.47.48

49.50.51.52

53.54.55.56

57.58.59.60

科目名 遺伝子工学実習Ⅰ・Ⅱ 担当講師

（英名） Laboratory Course of Molecular Biology
清水隆

学科 バイオテクノロジー科４年制

授業内容

開講区分 前期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
４単位

（１２０時間）
選択・必修 選択

授業の目的

近年、バイオテクノロジーの現場では遺伝子操作技術が必須となっている。本実習では、基本的な遺伝子工学技術を身
につけるために、「DNA」と「タンパク質」の操作法を学ぶ。また、１つの目的を達成するために複数の実験操作を連続的
に行うことを通じて、大きな流れの中に個々の作業を位置づけ、全体の進度を把握し、レポートにまとめるためにデータ
を適切に管理することを習得する。最終的に、バイオ技術者として必要な知識、技術と、作業に取り組む姿勢を身につけ
ることを目的とする。

教育内容

前半ではDNAの操作技術を習得するために、GFP遺伝子のサブクローニングを行う。この実験の中にはプラスミド抽出、
PCR、電気泳動、ライゲーション、トランスフォーメーションなどの、基本的な遺伝子操作が含まれる。後半では大腸菌を
用いてGFPタンパク質を発現させ、抽出したタンパク質をウエスタンブロッティングで検出する方法を習得する。

講義内容(シラバス）

項目

実習前半の流れを理解する。本実習で用いる試薬を調製する。大腸菌を培養する。

大腸菌培養液からプラスミドを抽出し、電気泳動で検出する。

プラスミドを鋳型として、GFP遺伝子を増幅する。PCR法

プラスミドの抽出

実習内容の理解　試薬の調製

カラーセレクションで選抜したコロニーを鋳型としてPCRをし、インサートをチェックする。

大腸菌培養液からプラスミドを抽出して、インサートチェックをする。

実習後半の流れを理解する。本実習で用いる試薬を調製する。大腸菌を培養する。

PCR産物とプラスミドを制限酵素処理する。

アガロースゲルの断片からDNAを抽出する。

インサートとベクターをライゲーションし、大腸菌にトランスフォーメーションする。

タンパク質の電気泳動法であるSDS-PAGEを練習する。

大腸菌培養液からタンパク質を抽出する。

抽出したタンパク質をSDS-PAGEする。SDS-PAGE

タンパク質の抽出

SDS-PAGEの練習

タンパク質をメンブレン上に転写し，抗体で検出する

１人で大腸菌からプラスミドを抽出する。

本実習を通じて得られた知識を評価する。期末試験

実技試験

ウエスタンブロッティング

準備学習
（予習・復習）

予習：教科書の支持されたページを読んでおく　復習：当日の作業についてノートにまとめる

到達目標

① サブクローニングを１人でできる　② ウエスタンブロッティングを１人でできる　③ 数週間にわたる実験の結果を管理し、レポートにまとめることができる

評価方法
評価基準

毎回の小テストとレポート課題、定期試験で評価する。
小テスト：レポート：定期試験＝20：40：40
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

遺伝子工学実験ノート　上・下　（羊土社）　タンパク質実験ノート　上・下　（羊土社）

その他

教員紹介等

理学博士。東京大学大学院理学系研究科産学連携研究員としての業務に従事。そのほか東京農業大学講師、法政大学生命科学部
非常勤講師。

トランスフォーメーション

ゲル抽出

制限酵素処理

実習内容の理解　試薬の調製

プラスミド抽出（復習）

コロニーPCR



２学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.12

13.14.15.16

17.18.19.20

21.22.23.24

25.26.27.28

29.30

科目名 動物細胞工学実習Ⅰ 担当講師

（英名） Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔｓ　of　Animal Cell Engineering Ⅰ
初瀬　玲

学科 バイオテクノロジー科4年制

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
２単位

（６０時間）
選択・必修 選択

授業の目的

動物細胞工学は、基礎研究のみならず医療分野を含む様々な分野で応用が期待される技術である。この実習では動
物培養細胞に外来遺伝子（GFP）を導入して、細胞への遺伝子導入法の原理を理解し、手法を修得する。

教育内容

動物由来の培養細胞へ導入する遺伝子のポイントや遺伝子導入時の注意すべきことについて、理解する。

講義内容(シラバス）

オリエンテーション 動物細胞由来の培養細胞への遺伝子導入についての注意と試薬調整

導入する遺伝子の調整① 組換えベクターの抽出

導入する遺伝子の調整② 組換えベクターの確認

細胞の準備 遺伝子導入を行う細胞の準備

細胞への遺伝子導入 リポフェクション法による細胞への遺伝子（GFP)導入

遺伝子導入細胞の確認① 蛍光顕微鏡観察によるGFP遺伝子導入細胞の確認

遺伝子導入細胞の確認 PCR法による導入遺伝子の確認

定期試験

準備学習
（予習・復習）

予習：実習書の該当ページを読んでおく。
復習：実習ノートの整理と実験内容および結果の整理を行う。

その他

到達目標
1．リポフェクション法の原理を説明でき、実験操作における注意点を挙げることが出来る
2．遺伝子導入に用いるベクターについて説明できる
3．

評価方法
評価基準

課題、定期試験およびレポートで評価する。
課題：定期試験：レポート＝20：40：40
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

配布物（実習書）
参考：『遺伝子工学質実験ノート』（上・下）（羊土社）

教員紹介等

北海道大学大学院理学専攻博士課程修了後、北海道警察科学捜査研究所法医学に勤務。各種分析、実習に携わる。また、法規的
なものにも精通している。



２学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.12

13.14.15.16

17.18.19.20

21.22.23.24 ヒト白血病由来の培養細胞（HL-60)に各種試薬を添加、培養する

25.26.27.28

29.30

開講区分 後期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
２単位

（６０時間）
選択・必修 選択

担当講師

（英名）

初瀬　玲
学科 バイオテクノロジー科４年制

科目名 動物細胞工学実習Ⅱ

授業の目的

細胞の分化は、生命科学の基礎研究や再生医療などの応用技術において注目を集めている。この実習では、培養細
胞を用いた細胞の分化を行い、分化実験の際の注意点を理解することを目的とする

教育内容

白血球系のガン細胞を用いた細胞の分化を行い、細胞の分化実験の基本的な考え方や注意点を理解する

講義内容(シラバス）

分化誘導の細胞増殖への影響２

分化誘導の細胞増殖への影響１

オリエンテーション

項目

K562細胞の赤芽球への分化１

スケジュールの確認と各種試薬の調整

ヒト白血病由来の培養細胞（K562）に各種の試薬を添加、培養する

試薬を添加、培養した細胞の細胞増殖をMTT法で測定する

K562細胞に各種の試薬を添加、培養する

授業内容

培養した細胞を回収し、ヘモグロビンの定量とFACSによる細胞表面抗原の確認を行う

培養した細胞を回収し、ギムザ染色後細胞の核の形態を確認する

試験と後片付け

HL-60細胞の分化誘導１

K562細胞の赤芽球への分化２

定期試験

HL-60細胞の分化誘導２

使用教科書
教材

参考書

配布物（実習書）

準備学習
（予習・復習）

予習：実習書の該当ページを読み、作業についてまとめておく。
復習：実習ノートの整理と実験内容および結果の整理を行う。

到達目標

1．分化誘導を行う細胞の取り扱いのポイントを説明できる
2．分化誘導における問題点を説明できる
3．
4．
5．

評価方法
評価基準

課題、定期試験およびレポートで評価する。
課題：定期試験：レポート＝20：40：40
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

教員紹介等

北海道大学大学院理学専攻博士課程修了後、北海道警察科学捜査研究所法医学に勤務。各種分析、実習に携わる。また、法規的
なものにも精通している。

その他



２学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.12

13.14.15.16

17.18.19.20

21.22.23.24

25.26.27.28

29.30

科目名 実験動物取扱実習Ⅰ 担当講師

（英名） Training of Laboratory AnimalsⅠ

須藤カツ子
学科 バイオテクノロジー科４年制

授業内容

開講区分 後期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
2単位

（60時間）
選択・必修 選択

項目

授業の目的

実験動物2級技術者として必要な日常的な飼育管理、投与、解剖などの知識及び技術を身に付ける。

教育内容

日常的な飼育管理に必要なマウス・ラットの取り扱いを学ぶ。
体重測定や投与量の計算、血液塗沫標本の作製・染色、膣スメアの作成・観察、採血、解剖の手技を学び、器官の名
称、正しい位置関係を学習する。

講義内容(シラバス）

マウスの収容、動物室の管理、給餌、給水、性別判定、個体識別、ハンドリング

体重測定、投与量の計算
各種投与法　経口、腹腔内、他

各種採血法　部分採血：尾静脈➜血液塗沫標本の作製・染色
全身麻酔の効果（ペントバルビタールNa全身麻酔）
心臓からの全採血➜解剖；臓器の位置、大きさ、色の確認

マウスでの実習1

マウスでの実習2

マウスでの実習3

性別判定、性周期、スメア標本の作製、染色
採尿（尿検査：試験紙法）

体重測定、投与量の計算
各種投与法　経口投与､他

各種採血法　部分採血：尾静脈、背中足静脈
血液標本の作製・染色、血球分類（CD視聴）

ラットでの実習1

ラットでの実習2

ラットでの実習3

全身麻酔の効果（ペントバルビタールNa全身麻酔）
腹大動脈からの全採血➜解剖；臓器の位置、大きさ、色の確認

準備学習
（予習・復習）

予習：事前に教科書を読み予習したうえで受講する。
復習：教科書及び配布資料、授業ノートを用いて整理して知識として定着する。

ラットでの実習4

実地試験

その他

到達目標 実験動物（主にマウス、ラット）についてハンドリング、投与、採血ができ、器官の名称、位置を理解すること

評価方法
評価基準

評価基準：実験動物（主にマウス、ラット）についてハンドリング、投与、採血ができ、器官の名称、位置を理解すること
評価方法：実技試験

使用教科書
教材

参考書

【使用教科書】　実験動物の技術と応用　入門編（アドスリー）

教員紹介等

獣医学博士。東京大学伝染病研究所、東京大学医科学研究所にて実験動物管理に従事。現在東京医科大学勤務



２学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.12

13.14.15.16

17.18.19.20

21.22.23.24

25.26.27.28

29.30

科目名 実験動物取扱実習Ⅱ 担当講師

（英名） Training of Laboratory Animals Ⅱ

須藤カツ子
学科 バイオテクノロジー科４年制

授業内容

開講区分 後期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
2単位

（60時間）
選択・必修 選択

項目

授業の目的

実験動物1級技術者として必要な投与、解剖、手術などの知識及び技術を身に付ける。

教育内容

マウス、ラットの取扱い、各種投与、採血、解剖、器官の位置関係、手術などを学ぶ。
実験動物技術者1級認定試験の実技試験合格レベルを目指す。

講義内容(シラバス）

体重測定、投与量の計算
各種投与法　経口、腹腔内、皮下、静脈、筋肉内、他

♀の卵巣摘出
♂の精管結紮

♀マウスでの実習　投与、全身麻酔、採血、解剖
全採血：心臓採血（全身麻酔下）

マウスでの実習1

マウスでの実習2

マウスでの実習3

♂マウスでの実習　投与、全身麻酔、採血、解剖
全採血：後大静脈　（全身麻酔下）

体重測定、投与量の計算
各種投与法　経口、腹腔内、皮下、静脈、筋肉内、他

♀での実習　投与、頸静脈採血、全身麻酔、全採血、解剖
全採血：心臓採血（全身麻酔下）

マウスでの実習4

ラットでの実習1

ラットでの実習2

♂での実習　投与、頸静脈採血、全身麻酔、全採血、解剖
全採血：腹大動脈または後大静脈　（全身麻酔下）

準備学習
（予習・復習）

予習：事前に教科書を読み予習したうえで受講する。
復習：教科書及び配布資料、授業ノートを用いて整理して知識として定着する。

ラットでの実習3

実地試験

その他

到達目標
マウス、ラットの取扱い、各種投与、採血、解剖、手術などが出来るようになる。
実験動物技術者1級認定試験の実技試験合格レベルになる。
解剖時には器官の名称、位置をきちんと理解できるようになる。

評価方法
評価基準

評価基準：実験動物（主にマウス、ラット）についてハンドリング、投与、採血ができ、器官の名称、位置を理解することができる。
評価方法：実技試験

使用教科書
教材

参考書

【使用教科書】　実験動物の技術と応用　入門編（アドスリー）

教員紹介等

獣医学博士。東京大学伝染病研究所、東京大学医科学研究所にて実験動物管理に従事。現在東京医科大学勤務



２学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8 ♀の卵巣摘出

9.10.11.12 ♂の精管結紮

13.14.15.16

17.18.19.20

21.22.23.24

25.26.27.28

29.30

科目名 応用実験動物取扱実習 担当講師

（英名） Experiment of Applied Laboratory Animals

須藤カツ子
学科 バイオテクノロジー科４年制

授業内容

開講区分 後期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
2単位

（60時間）
選択・必修 選択

項目

授業の目的

実験動物を用いた応用的な手技を身につける。
ラットでの様々な手術、マウスの卵操作技術を身に付ける。

教育内容

ラットを用いた手術手技として、縫合方法、卵巣摘出、精管結紮を痛覚過敏モデル作成について学ぶ。
マウスの卵操作技術を学ぶ。

講義内容(シラバス）

簡単な手術手技の確認・練習
皮膚；結節縫合、腹筋；連続縫合

特殊動物実験手技（痛覚過敏モデル作成）

採卵

凍結、融解　精子、卵子、受精卵

ラットでの実習1

ラットでの実習2

ラットでの実習3

ラットでの実習4

卵操作技術1

卵操作技術2

受精卵移植

準備学習
（予習・復習）

予習：事前に教科書を読み予習したうえで受講する。
復習：教科書及び配布資料、授業ノートを用いて整理して知識として定着する。

卵操作技術3

実地試験

その他

到達目標
ラットを用いた各種手術が出来るようになる。
卵操作技術を身につける。

評価方法
評価基準

評価基準：実験動物（主にマウス、ラット）についてハンドリング、投与、採血ができ、器官の名称、位置を理解すること、また卵操作お
よび一部の手術法についても手技の習得を図る。
評価方法：実技試験

使用教科書
教材

参考書

【使用教科書】　実験動物の技術と応用　入門編（アドスリー）

教員紹介等

獣医学博士。東京大学伝染病研究所、東京大学医科学研究所にて実験動物管理に従事。現在東京医科大学勤務



３学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.12

13.14.15.16

17.18.19.20

21.22.23.24

25.26.27.28

29.30.31.32

33.34.35.36

37.38.39.40

41.42.43.44

45.46.47.48

49.50.51.52

53.54.55.56

57.58.59.60

開講区分 後期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
４単位

（１２０時間）
選択・必修 選択

担当講師

（英名）

初瀬　玲
学科 バイオテクノロジー科４年制

科目名 タンパク質精製実習

授業の目的

遺伝子工学や細胞工学の進歩により生命現象の解析が大きく進んだ。しかし、それらの技術が進むことにより、タンパク
質をターゲットとする実験の重要性が増してきた。この実習では、タンパク質の精製という最も基本的な実験を行う。その
中で、タンパク質の精製の原理と基本的な考え方を習得する。

教育内容

タンパク質を精製する際の考え方と、実際に精製する時のポイントを理解する。

講義内容(シラバス）

組織からのタンパク質精製１

オリエンテーション

項目

組織からのタンパク質精製３

組織からのタンパク質精製２

スケジュールの確認と各種試薬の調整

臓器からのタンパク質の抽出と分画を行う

抽出したタンパク質の分画を行う

疎水性カラムクロマトグラフィーによる分離を行う

授業内容

疎水性カラムで分画したタンパク質をSDS-PAGEで確認する

イオン交換カラムクロマトグラフィーによる分離を行う

イオン交換カラムで分画したタンパク質をSDS-PAGEで確認する

組織からのタンパク質精製５

組織からのタンパク質精製４

濃縮したタンパク質をSDS-PAGEで確認する

精製したタンパク質をウェスタンブロットで確認する（SDS-PAGEとメンブレンへの転写）組織からのタンパク質精製８

組織からのタンパク質精製７

組織からのタンパク質精製６

精製したタンパク質をウェスタンブロットで確認する（抗体染色）

精製したタンパク質のNative-PAGEを行う

大腸菌を用いて発現させたGST融合タンパク質を抽出する
大腸菌を用いた大量発現系からのタン

パク質の精製１

組織からのタンパク質精製１０

組織からのタンパク質精製９

GST融合タンパク質をアフィニティーカラムで精製する

精製したGST融合タンパク質をSDS-PAGEで確認する

試験と後片付け

大腸菌を用いた大量発現系からのタン
パク質の精製２

定期試験

大腸菌を用いた大量発現系からのタン
パク質の精製３

準備学習
（予習・復習）

予習：実習書の該当ページと参考書籍の関連箇所を読み、作業についてまとめておく。
復習：実習ノートの整理と実験内容および結果の整理を行う。

到達目標

1．タンパク質を精製する際のポイントを説明できる
2．精製に良く用いられるカラムクロマトグラフィーの原理と特徴を説明できる
3．SDS-PAGEについて説明できる
4．ウェスタンブロットについて説明できる
5．GST融合タンパク質の特徴を説明できる

評価方法
評価基準

課題、定期試験およびレポートで評価する。
課題：定期試験：レポート＝20：40：40
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

配布物（実習書）
参考：『タンパク質実験ノート』（上・下）（羊土社）

その他

教員紹介等

北海道大学大学院理学専攻博士課程修了後、北海道警察科学捜査研究所法医学に勤務。各種分析、実習に携わる。また、法規的
なものにも精通している。



２学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.12

13.14.15.16

17.18.19.20

21.22.23.24

25.26.27.28

29.30

微生物試験法として、微生物限度試験法の中から、総好気性微生物数(TAMC)および総真菌数(TYMC)の測定を、食品
における微生物試験法の中から、一般生菌数測定・大腸菌群試験・黄色ブドウ球菌試験を行う。また遺伝子を利用した
手法として、無菌試験法の中からマイコプラズマ否定試験、微生物同定法の中から16S rRNA領域を利用したPCR-RFLP
を学ぶ。

講義内容(シラバス）

科目名 応用微生物実習 担当講師

（英名） Experiments of Applied Microbiology
東海林　保志

学科 バイオテクノロジー学科４年制

実習概要の説明、班分け、実習で使用する試薬の調製を行う。

製剤・医薬品原料といった非無菌製品の微生物試験法としてTAMCおよびTYMCを測定する。

NAT法によるマイコプラズマ否定試験を行う。

授業内容

開講区分 後期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
２単位

（６０時間）
選択・必修 選択

授業の目的

医薬品は他の工業製品とは異なる特性を持っており、開発・製造・流通・使用の全過程を通して、高度な技術と高い倫理
観を持って、組織的・技術的に品質を管理する必要がある。この管理の方式を定めたものがGMO法である。医薬品や生
物系研究機関などの現場において、信頼される実験技術者となるために、このGMO法における微生物検査や、遺伝子
解析による菌株の同定等の手法を習得する。

教育内容

食費における微生物試験法として、一般生菌数、大腸菌群推定試験、黄色ブドウ球菌試験を行
う。

前回の続きで大腸菌群確定試験を行うほか、環境微生物試験法として表面付着菌の測定を行
う。

微生物の迅速同定法に利用される16S rRNA領域を、PCRにより増幅する。

食品における微生物試験法

環境微生物試験法

遺伝子解析による微生物の同定法(1)

その他

教員紹介等

理学修士。元東京大学生物実習アシスタントとして生物関連の実習実験に従事した。

項目

オリエンテーション、試薬調製

微生物限度試験法

無菌試験法

使用教科書
教材

参考書

　

到達目標

1, 適切な濃度、pH、容量の試薬を調製できる。
2, 微生物限度試験法における総好気性微生物数と総真菌数を理解する。
3, 無菌試験法の中のマイコプラズマ否定試験について知る。PCR法を用いたマイコプラズマ否定試験を理解する。
4. 食品における微生物試験法として一般細菌生菌数試験、大腸菌群推定試験、黄色ブドウ球菌試験について知る。
5. 環境微生物試験法の中の表面付着菌の評価法について知る。
6. 16S rRNA遺伝子を指標とした微生物同定法について説明できる。
7. 前回のPCR増幅産物を制限酵素で消化し、バンドパターンから微生物種を同定する。

評価方法
評価基準

毎回の小テスト、レポート、定期試験で評価する。
小テスト：レポート：定期試験＝20：40：40
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

前回増幅したDNA断片を制限酵素処理し、泳動パターンの違い(PCR-RFLP)で菌株を同定す
る。

７回の内容を総復習し、記述式の定期試験を行う。

準備学習
（予習・復習）

予習：実習書の該当ページを読んでおく。
復習：講義内容のノートを参考に解析の手法を振り返りながら、得られた結果についてレポートを作成する。

遺伝子解析による微生物の同定法(2)

総復習、定期試験



２学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.12

13.14.15.1
6

17.18.19.2
0

21.22.23.2
4

25.26.27.2
8

29.30

科目名 植物組織培養実習 担当講師

（英名） Experiments of Plant　Tissue　Culture　Ⅰ
清水　隆

学科 バイオテクノロジー科4年制

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
２単位

（　６０　時間）
選択・必修 選択

授業の目的

植物基礎実習では、植物体、組織の基本構造を理解することを目標とする。前半は、自ら種をまいて植物を育てる、
フィールドワークで植物を観察するなど身近な体験を通し、植物に興味を持つことを目指す。後半は、クリーンベンチでの
無菌操作、光学顕微鏡観察を通し、植物組織学、植物生理学、植物細胞工学、植物病理学などの専門分野の学習につ
ながる土台をつくることを目標に植物基礎実習をおこなう。

教育内容

種子、花粉の発芽をおこなう。
植物の組織、細胞の構造を顕微鏡で観察できる。
花の色素が同定できる。
植物成分が殺菌効果を示すことがわかる。

講義内容(シラバス）

無菌播種
培地の作製し、バラ科、アブラナ科、キク科、イネ科などの植物の種子を無菌播種する。クリーン
ベンチの使い方をマスターする。

植物体の観察
先週播種した植物の芽生えを観察し、双子葉植物、単子葉植物の特徴を理解する。また、フィー
ルドワークにでかけ双子葉、単子葉の雑草を採取し、特徴をまとめることができる。

花粉と花粉管の観察
様々な花粉の形態、色、大きさの違いを光学顕微鏡で観察する。糖の種類や濃度の異なる培地
を作製し、花粉を発芽させ花粉管を伸長させる。花粉管伸長試験を通して、植物の受精のメカニ
ズムを学ぶ。

組織切片の観察（ツバキ）

双子葉植物のツバキの葉から薄層組織切片を作製する。その後、固定、染色処理し永久プレパ
ラートを作製し観察を行う。基本的な葉の構造を理解し、光合成のメカニズムまで学びを深め
る。

植物の抗菌試験
普通寒天培を作製し、納豆菌を塗布する。培地の中央に穴をあけ、抗菌作用をもつ、ニンニク、
ワサビ、ショウガ、ヨモギなどの汁液を入れ培養する。阻止円の有無で納豆菌へ抗菌性を示す
植物を同定する。

組織切片の観察（トウモロコシ）

単子葉植物のトウモロコシの葉から薄層組織切片を作製する。その後、固定、染色処理し永久
プレパラートを作製し観察を行う。トウモロコシはC4植物に属する。単子葉植物と双子葉植物、
またC3植物とC4植物の葉の構造と光合成反応の違いを理解する。

花の色素の観察
花の色素にはフラボン、アントシアン、カロテノイド、ベタレインが含まれ、それぞれ溶解度やアル
カリ、酸への反応が異なる。さまざまな植物の花弁から色素を抽出し、どの色素が含まれている
か同定する。

定期試験 定期試験、解答、解説

準備学習
（予習・復習）

次週の内容について実習書を読んでくる。
植物の科名を覚える。

その他

到達目標

1.　一般的な植物（野菜、穀物、果物、香辛料など）の科名がわかる
2．植物の発芽の条件がわかる
3．単子葉植物と双子葉植物の違いがわかる
4．花粉の形状、大きさ、色を観察し記録できる
5．花粉管伸長の条件がわかる
6,　濃度計算ができ培地が調製できる
7. 無菌操作ができる

評価方法
評価基準

毎回の小テストと定期試験、レポート、科名テストで評価する。
小テスト：科名テスト：レポート：定期試験＝20：5：35：40
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

教員紹介等

理学博士。東京大学大学院理学系研究科産学連携研究員としての業務に従事。そのほか東京農業大学講師、法政大学生命科学部
非常勤講師。



２学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.12

13.14.15.1
6

17.18.19.2
0

21.22.23.2
4

25.26.27.2
8

29.30

科目名 植物基礎実習 担当講師

（英名） Experiments of Plant Basis
清水　隆

学科 バイオテクノロジー科4年制

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
２単位

（　６０　時間）
選択・必修 選択

授業の目的

植物基礎実習では、植物体、組織の基本構造を理解することを目標とする。前半は、自ら種をまいて植物を育てる、
フィールドワークで植物を観察するなど身近な体験を通し、植物に興味を持つことを目指す。後半は、クリーンベンチで
の無菌操作、光学顕微鏡観察を通し、植物組織学、植物生理学、植物細胞工学、植物病理学などの専門分野の学習
につながる土台をつくることを目標に植物基礎実習をおこなう。

教育内容

種子、花粉の発芽をおこなう。
植物の組織、細胞の構造を顕微鏡で観察できる。
花の色素が同定できる。
植物成分が殺菌効果を示すことがわかる。

講義内容(シラバス）

無菌播種
培地の作製し、バラ科、アブラナ科、キク科、イネ科などの植物の種子を無菌播種する。クリー
ンベンチの使い方をマスターする。

植物体の観察
先週播種した植物の芽生えを観察し、双子葉植物、単子葉植物の特徴を理解する。また、
フィールドワークにでかけ双子葉、単子葉の雑草を採取し、特徴をまとめることができる。

花粉と花粉管の観察
様々な花粉の形態、色、大きさの違いを光学顕微鏡で観察する。糖の種類や濃度の異なる培
地を作製し、花粉を発芽させ花粉管を伸長させる。花粉管伸長試験を通して、植物の受精のメ
カニズムを学ぶ。

組織切片の観察（ツバキ）

双子葉植物のツバキの葉から薄層組織切片を作製する。その後、固定、染色処理し永久プレ
パラートを作製し観察を行う。基本的な葉の構造を理解し、光合成のメカニズムまで学びを深め
る。

植物の抗菌試験
普通寒天培を作製し、納豆菌を塗布する。培地の中央に穴をあけ、抗菌作用をもつ、ニンニク、
ワサビ、ショウガ、ヨモギなどの汁液を入れ培養する。阻止円の有無で納豆菌へ抗菌性を示す
植物を同定する。

組織切片の観察（トウモロコシ）

単子葉植物のトウモロコシの葉から薄層組織切片を作製する。その後、固定、染色処理し永久
プレパラートを作製し観察を行う。トウモロコシはC4植物に属する。単子葉植物と双子葉植物、
またC3植物とC4植物の葉の構造と光合成反応の違いを理解する。

花の色素の観察
花の色素にはフラボン、アントシアン、カロテノイド、ベタレインが含まれ、それぞれ溶解度やア
ルカリ、酸への反応が異なる。さまざまな植物の花弁から色素を抽出し、どの色素が含まれて
いるか同定する。

定期試験 定期試験、解答、解説

準備学習
（予習・復習）

次週の内容について実習書を読んでくる。
植物の科名を覚える。

その他

到達目標

1.　一般的な植物（野菜、穀物、果物、香辛料など）の科名がわかる
2．植物の発芽の条件がわかる
3．単子葉植物と双子葉植物の違いがわかる
4．花粉の形状、大きさ、色を観察し記録できる
5．花粉管伸長の条件がわかる
6,　濃度計算ができ培地が調製できる
7. 無菌操作ができる

評価方法
評価基準

毎回の小テストと定期試験、レポート、科名テストで評価する。
小テスト：科名テスト：レポート：定期試験＝20：5：35：40
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

教員紹介等

理学博士。東京大学大学院理学系研究科産学連携研究員としての業務に従事。そのほか東京農業大学講師、法政大学生命科学
部非常勤講師。



２学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

その他

プロトプラストの単離と培養　

プロトプラストから分裂した細胞の観察
①

アグロバクテリア由来のrol遺伝子の検
出①

アグロバクテリア由来のrol遺伝子の検
出②

プロトプラストから分裂した細胞の観察
②

実技試験

定期試験

評価方法
評価基準

小テスト20点、実技試験8点、レポート32点、定期試験40点

使用教科書
教材

参考書

レクチン遺伝子の検出　：　札幌市衛生年報　33　50-56　2006
　　　　　　　　　　　　　　　　　「植物性たん白使用食品における遺伝子組換え大豆挿入遺伝子の検出状況」より
アグロバクテリウム法　　：　モデル植物の実験プロトコール　秀潤社　　　　など

教員紹介等

理学博士。東京大学大学院理学系研究科産学連携研究員としての業務に従事。そのほか東京農業大学講師、法政大学生命科学
部非常勤講師。

到達目標 DNA抽出やPCR、電気泳動の原理を理解し、一連の実験操作を一人でできる。

アグロバクテリアに感染したタバコからアグロバクテリア由来のrol遺伝子が検出されるかどうか
電気泳動で検出する。

プロトプラスト培養により誘導したカルスを観察する。

ブロッコリーからDNAを抽出し、１８ｓｒRNA遺伝子をPCRで増幅する。

担当講師

Experioment　of　Plant Cell　Engineering
清水　隆

バイオテクノロジー科４年制　植物バイオコース

準備学習
（予習・復習）

次の実習内容を実習書を読んで予習しておく。

科目名

（英名）

学科

後期　水曜日　１限～４限 授業形態

植物細胞工学実習

項目 授業内容

開講区分

学年

授業の目的

教育内容

講義内容(シラバス）

植物細胞工学実習では、葉から単離したプロトプラストを培養し個体再生を目指す実験と、遺伝子組換え技術で導入さ
れた外来遺伝子を検出する実験を行う。1980年代後半から発展したバイオテクノロジー技術である、細胞融合、遺伝子
組換え技術などの新しい品種改良技術についての幅広い知識と技術を身につけることを目的に実習を行う。

タバコの葉からプロトプラストを単離するための最適な酵素液の組成や反応時間を検討する。また、無菌的にプロトプラ
ストの単離および培養しプロトクローンを作出する。また、Agorobacterium rhizogenes をタバコに感染し、Riプラスミドの
T-DNA領域をタバコの遺伝子導入し毛状根を誘導し、導入遺伝子をPCR法で検出する。その他、ダイズ食品からのレク
チン遺伝子の検出、遺伝子組換え食品から導入遺伝子（３５ｓプロモーター遺伝子）の検出の検出を行う。

実習

単位
（総時間）

４単位
（１２０時間）

選択・必修
植物バイオ

必修

タバコの無菌播種

試薬調製

遺伝子組換え食品や植物からの外来遺
伝子の検出①

MS培地を作製し、タバコの種子を殺菌し無菌操作で播種する。

プロトプラスト単離のための酵素液、洗浄液やプロトプラスト培養培地を作製する。また、DNA抽
出に使用する試薬を調製する。

トウモロコシ菓子、GMパパイヤなどからDNAを抽出し、３５ｓプロモーター配列に相補的なプライ
マーを用いてPCRで35sプロモーター遺伝子を増幅する。

遺伝子組換え食品や植物からの外来遺
伝子の検出②

ダイズレクチン遺伝子の検出①

ダイズレクチン遺伝子の検出②

増幅した３５ｓプロモーター遺伝子をアガロースゲル電気泳動で検出する。スナック菓子や植物
体から外来遺伝子が検出できるか確認する。

ダイズ食品として、モヤシ、煮ダイズ、豆腐、納豆、豆乳、きな粉、ソイジョイ、醤油、味噌から
DNAを抽出し、レクチン遺伝子のプライマーを用いてPCRで遺伝子を増幅する。

増幅したレクチン遺伝子をアガロースゲル電気泳動で検出する。熱や乾燥、発酵、精製などの
加工を経たサンプルからでもダイズ由来のレクチン遺伝子が検出できるか確認する。

プロトプラスト培養により分裂した細胞を観察する。カルス誘導培地を加えて培養を継続する。

アグロバクテリアに感染したタバコから毛状根が誘導する。毛状根を継代し、形成した不定芽か
らDNAを抽出し、アグロバクテリアのrol遺伝子を増幅するプライマーを用いPCRを行う。

アグロバクテリウム法

プロトプラストの単離に最適な酵素液の検討

タバコの子葉にAgorobacterium rhizogenes を感染させる。1～2日間、MS培地でアグロバクテリ
アとタバコ葉を共存培養した後、カルベニシリンを含む培地に移植し、アグロバクテリアを除菌す
る。

タバコの子葉をセルラーゼ、ペクチナーゼ、マンニトールの濃度の異なる酵素液で反応し、プロト
プラスト単離する。タバコのプロトプラストに適した酵素濃度を調べる。

タバコの子葉をセルラーゼ、ペクチナーゼ、マンニトールを含む酵素液で反応し、プロトプラスト
単離する。単離したプロトプラストは至適濃度に調製後、プロトプラスト培養培地で培養する。



３学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

面接入退室演習

就活における敬語と話し方

就活における電話・メールのマナー

自己PRを話してみよう

自己PRを800字で書こう

就活におけるマナー

自己ＰＲ演習

プレゼンテーション演習

自己PR文のブラッシュアップ

項目

就職活動における自己理解の重要性・     働くこと
は

自分の長所を考える
短所も長所にしてみよう

自己PRを書いてみよう①

自己PRを話してみよう

就職活動に必要な知識の習得、マナーやコミュニケーションスキルの醸成。活動に向けたモチベーション向上と留意す
べき点を理解させる。

講義内容(シラバス）

科目名 就職対策講座Ⅰ 担当講師

（英名） Career Ceminer Ⅰ
大山　直人

学科 バイオテクノロジー科４年制

授業内容の説明・自己肯定感の大切さ・働くこととは

自己分析・過去の経験の洗い出し

過去の経験から自分らしさにつなげる

授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義・演習

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 必修

授業の目的

就職や卒業後の進路について考え、活動に必要な自己ＰＲ・志望動機の完成を目指す。自分自身の将来につい真摯に
とらえ、積極的に活動に取り組めるように促す。演習を通して就職活動のシミュレーションを進める。

教育内容

相手にわかりやすく伝える方法を考える

今までの材料をもとに自己PRを800字で構成する

スーツの基本・面接での入退室・話す演習

いろいろな課題から自分らしさを伝えてみよう

あなたらしい課題を発表する

自己ＰＲを見直して、さらに説得力、具体性もあるものを作る

いろいろな面接場面を想定し、入退室を演習

　社会で求められる敬語と適切な言葉遣い　活動上の気を付けたい表現などを学ぶ

メールや電話など活動における対人場面でのマナー実践

まずはお互いの自己ＰＲを見る、聞くことで客観的に理解を深める

志望動機の軸となる業界・企業研究の基本を理解する

定期試験実施

準備学習
（予習・復習）

毎回、採用試験につながる筆記の対策としてミニテストを実施。次回内容について予習をすること／自身の将来選択にかかわる講座と
認識しさまざまな情報収集をすること。

到達目標 ①自己ＰＲ文の完成　②志望動機の基本軸を完成させる

志望動機を準備しよう

定期試験

評価方法
評価基準

授業内ミニテスト：授業態度（演習への取り組み姿勢）：定期試験　＝１０：３０：６０
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

アプトオリジナルテキストおよび追加プリントなど

教員紹介等

大手アパレル企業マーケティング担当の後、本校就職担当

その他



３学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

科目名 インターンシップ準備講座Ⅱ 担当講師

（英名） 　Preparatory Lecture for Knternship Ⅱ
永井　武

学科 バイオテクノロジー科4年制

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義・演習

学年
単位

（総時間）
１単位

（１５時間）
選択・必修 必修

授業の目的

後期開始のインターンシップ開始に向けた準備を行う。

教育内容

インターンシップ先で具体的に習得する専門技術を確認するとともに、何をテーマに研究をしている先生につくのかも確
認する。
インターンシップを最後までやり通す気持ちをつくる。

講義内容(シラバス）

インターンシップ開始まで
スケジュール
長期インターンシップで何をするか　やり通すために必要なものはなにか

インターンシップ先を具体的にする
自分の行きたいところを明確にする。
志望動機を文章にする。

インターンシップ　３学年の半年
４学年のインターンシップに出ている在校生から昨年の半年をどのように過ごしたか。
得たこと、苦労話を聞く。

特別講義②
研究所

インターンシップに求められる意識
実際に何を行い、何をえてほしいのか

インターンシップ先の決定
レポート

インターンシップをやりきるために今の自分に足りない部分をどのように補うのかを明確にする。

インターンシップ先訪問 １日をかけて、インターン先のいくつかを訪問し、説明を受ける。

特別講義①
大学

インターンシップに求められる意識
実際に何を行い、何をえてほしいのか

インターンシップと学校カリキュラム
インターンシップで出る時間と学校カリキュラムの関係

準備学習
（予習・復習）

　

到達目標 インターンシップ先が決定する。

評価方法
評価基準

各回の課題、レポートにより評価する。
すべて提出して合格とする。
レポート課題について、その評価基準により評価する。

使用教科書
教材

参考書

　

教員紹介等

獣医師。日本食品分析センターにて各種分析業務、動物実験などを行ってきた。

その他



３学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

前半では、遺伝子に関する英文教材を用いて読解力をつけ、後半ではゲノム科学、遺伝子改変、アルツハイマー病の
発症機構などの研究における最近の興味深い英文科学記事を用いて専門分野の英語に触れて英語習得へのモチベー
ションを高める。授業では、オリジナルのプリントを教材として学習する。

講義内容(シラバス）

科目名 科学英語 III 担当講師

（英名） English of Biotechnology Field III
松村　清隆

学科 バイオテクノロジー学科４年制

科学英語 IIIの授業の進め方を概説し、さらに生命科学分野の基礎的な英語力を把握するため
の基礎力確認テストを実施する。ただし、本テストは成績には反映しない。

基礎力テストの解答例を解説し基礎的な英語力を各自確認し、今後の学習のモチベーションとす
る。

遺伝子 gene についての英文解説を読み、染色体と遺伝子の構造と機能に関する英語表現を学
び、内容を理解する。

授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 必修

授業の目的

バイオテクノロジーの分野では国際的な視野が求められる。よって、この分野を学習するためには、英語を習得すること
は必須であり、４年制コース3年生の前期は、専門分野（細胞、遺伝子、ゲノムなど）の英文記事や論文のアブストラクト
などの読解力をつけ、専門分野の英語表現を習得することを目的とする。さらに、英語論文を正確に読解するための基
礎力をつける。

教育内容

遺伝子 gene についての英文解説を読み、ダウン症の発症、遺伝の仕組みなどに関する英語表
現を学び、内容を理解する。

遺伝子 gene についての英文解説を読み、遺伝病（血友病）と性染色体、遺伝子の突然変異に
ついての英語表現を学び、内容を理解する。

哺乳類で最も長生きするホッキョククジラのゲノム解析の論文の英文要旨を読み、ゲノム解析に
よる関連遺伝子特定の研究を理解し、ゲノム研究における英語表現を学ぶ。

「遺伝子」に関する英文の読解 (3)

復習テスト(1) クジラゲノムと寿命関連遺伝子
の論文要旨の読解 (1)

哺乳類で最も長生きするホッキョククジラのゲノム解析の論文の英文要旨を読み、ゲノム解析に
よる関連遺伝子特定の研究を理解し、ゲノム研究における英語表現を学ぶ。

学生が特に苦手な前置詞をまとめて解説し、英文読解に役立てる。植物に複数遺伝子を導入し
て抗マラリア剤を産生させた研究の記事を読解し、最新の遺伝子改変植物についての英語表現
を学ぶ。

植物に複数遺伝子を導入して抗マラリア剤を産生させた研究の記事を読解し、最新の遺伝子改
変植物についての英語表現を学ぶ。

クジラゲノムと寿命関連遺伝子の論文要旨の
読解 (2)

前置詞の用法、植物の遺伝子改変に関する
科学記事の読解 (1)

植物の遺伝子改変に関する科学記事の読解
(2)

アルツハイマー病の症状と発症機構に関する英文記事を読解し、病気の症状や脳における組
織、細胞、さらには分子レベルでの変化の英語表現を学ぶ。

アルツハイマー病の症状と発症機構に関する英文記事を読解し、病気の症状や脳における組
織、細胞、さらには分子レベルでの変化の英語表現を学ぶ。

近年注目されているエピジェネティクス研究に関する英文記事を読解し、この研究分野について
理解するとともに、専門英語表現を学ぶ。

アルツハイマー病に関する英文記事の読解
(1)

アルツハイマー病に関する英文記事の読解
(2)　復習テスト(2)

エピジェネティクスに関する英文記事の読解
(1)

近年注目されているエピジェネティクス研究に関する英文記事を読解し、この研究分野について
理解するとともに、専門英語表現を学ぶ。

これまでの授業で理解が難しかった点や、全般的なまとめを行い、定期試験に備える。

学習した全範囲から出題する期末試験を実施し、到達度を確認する。

エピジェネティクスに関する英文記事の読解
(2)

総まとめ

定期試験

準備学習
（予習・復習）

授業前に教材を配布するので、必ず予習をすること。最低限、わからない英単語、英熟語を辞書で調べておく。
授業中は専用のノートに学んだことをメモし、授業後に配布資料、ノートを使って復習する。

到達目標
・バイオテクノロジーを学習する上で必要な科学英語力を習得。
・最近の専門分野（細胞、遺伝子、ゲノムなど）の研究についての英文記事を読解できる。
・英語論文を正確に読解するための基礎力の習得。

評価方法
評価基準

定期試験（期末試験）：80 %、2回の復習テスト：20 % （なお、授業態度などの平常点、課題の評価を加味する場合あり）
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

オリジナルプリント（遺伝子に関する英文解説、ゲノム科学、植物遺伝子改変、アルツハイマー病、エピジェネティクスに関する英文記
事、論文要旨）

その他

教員紹介等

理学博士。英国海洋生物学協会研究所研究員、理化学研究所ゲノム科学総合研究センター研究員、電力中央研究所環境科学研究
所研究員、など各研究所にて生物系の研究に従事。現在北里大学海洋生物研究所講師も兼務。

項目

ガイダンス、基礎力確認テスト

基礎力テスト解説

「遺伝子」に関する英文の読解 (1)

「遺伝子」に関する英文の読解 (2)



３学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

科目名 科学英語Ⅳ 担当講師

（英名） English of Biotechnology Field IV

松村清隆
バイオテクノロジー科４年制

授業内容

開講区分 後期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 必修

項目

授業の目的

バイオテクノロジーの分野では国際的な視野が求められるとともに、英語論文を読むことが必要となる。
そこで、３年生後期では、これまでに身につけた基本的な英語力をベースにして、専門分野（バイオテクノロジー、分子
生物学）の英語論文を読みこなすための英語力を養う。
さらに、英語論文を読解して、他者に内容を伝えることができるようになることを目的とする。

教育内容

まず基礎力確認テストで、これまで学んできたバイオテクノロジー分野の英語力を確認する。
前半では、科学論文の構成と読み方を学び、分子生物学の基本的な方法としての「ミトコンドリアDNAの抽出法とその解
析に関する英文の論文を読解する。
後半では、最近のバイオテクノロジー、分子生物学研究のトピックスに関する英文科学記事を読解するとともに、遺伝子
編集技術（CRISPR Cas9）に関する論文を読解する。

講義内容(シラバス）

基礎力確認テストで、各自のバイオテクノロジーと分子生物学に関する基本的な英語力を把握
する。
科学論文の構成と読み方を学ぶ。
ミトコンドリアDNAの抽出法に関する論文 "Fast mitochondrial DNA isolation from mammalian
cells for next-generation sequencing"の読解（１）

ミトコンドリアDNAの抽出法に関する論文 "Fast mitochondrial DNA isolation from mammalian
cells for next-generation sequencing"の読解（２）

ミトコンドリアDNAの抽出法に関する論文 "Fast mitochondrial DNA isolation from mammalian
cells for next-generation sequencing"の読解（３）

基礎力確認テスト
分子生物学の基本的な方法に関する論

文の読解（１）

分子生物学の基本的な方法に関する論
文の読解（２）

分子生物学の基本的な方法に関する論
文の読解（３）

ミトコンドリアDNAの抽出法に関する論文 "Fast mitochondrial DNA isolation from mammalian
cells for next-generation sequencing"の読解（４）

ミトコンドリアDNAの抽出法に関する論文 "Fast mitochondrial DNA isolation from mammalian
cells for next-generation sequencing"の読解（５）

ミトコンドリアDNAの抽出法に関する論文 "Fast mitochondrial DNA isolation from mammalian
cells for next-generation sequencing"の読解（６）
復習テストによって、これまで学習した内容の習得度を確認する。

分子生物学の基本的な方法に関する論
文の読解（４）

分子生物学の基本的な方法に関する論
文の読解（５）

分子生物学の基本的な方法に関する論
文の読解（６）
復習テスト（１）

Science誌の"SCIENCESHOTS"などより、興味深い研究トピックスの英文記事を取り上げて読解
する。

Science誌の"SCIENCESHOTS"などより、興味深い研究トピックスの英文記事を取り上げて読解
する。

遺伝子編集技術に関する論文（予定）の読解（１）

英文科学記事の読解演習

英文科学記事の読解演習

バイオテクノロジーの最近のトピックスに
関する論文の読解（１）

遺伝子編集技術に関する論文（予定）の読解（２）

遺伝子編集技術に関する論文（予定）の読解（３）

遺伝子編集技術に関する論文（予定）の読解（４）

バイオテクノロジーの最近のトピックスに
関する論文の読解（２）

バイオテクノロジーの最近のトピックスに
関する論文の読解（３）

バイオテクノロジーの最近のトピックスに
関する論文の読解（４）

復習テスト（２）

Science誌の"SCIENCESHOTS"などより、興味深い研究トピックスの英文記事を取り上げて読解
する。

Science誌の"SCIENCESHOTS"などより、興味深い研究トピックスの英文記事を取り上げて読解
する。

学習した全範囲から出題する期末試験を実施し、到達度を確認する。

英文科学記事の読解演習

英文科学記事の読解演習

定期試験

準備学習
（予習・復習）

授業前に教材を配布するので、必ず予習をすること。最低限、わからない英単語、英熟語を辞書で調べておく。
授業中は専用のノートに学んだことをメモし、授業後に配布資料、ノートを使って復習する。

到達目標
英語論文の構成、読み方を習得し、論文全体を読解することを目標とする。
さらに、英文科学記事を読みこなす英語力をつける。

評価方法
評価基準

定期試験（期末試験）：80 %、2回の復習テスト：20 % （なお、授業態度などの平常点、課題の評価を加味する場合あり）
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

科学論文：Quispe-Tintaya et al . (2013) Fast mitochondrial DNA isolation from mammalian cells for next-generation sequencing.
BioTechniques , 59, 133-136.
遺伝子編集技術に関する論文
オリジナルプリント（最近の研究トピックスの英文記事）

その他

英文読解だけでなく、扱う論文や科学記事に関連する英語による解説映像などを視聴し、専門英語のリスニング力をつける。（２−３
回）

教員紹介等

理学博士。英国海洋生物学協会研究所研究員、理化学研究所ゲノム科学総合研究センター研究員、電力中央研究所環境科学研究
所研究員、など各研究所にて生物系の研究に従事。現在北里大学海洋生物研究所講師も兼務。



３学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

　

科目名 生命倫理 担当講師

（英名） Bioethics
永井　武

学科 バイオテクノロジー科4年制

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
１単位

（１５時間）
選択・必修 必修

授業の目的

生命工学の分野では、再生医療、ゲノム解析、ゲノム編集、バイオ医薬品、遺伝子診断など技術の進歩が目覚しい。生
命倫理の視点を持って（基本的な考え方）現場で仕事をすることが必要となる。バイオテクノロジー分野の生命倫理を考
える機会を持つ機会としたい。

教育内容

生命倫理の主な論点と基本的な考え方を学ぶ。

講義内容(シラバス）

生命倫理とは
行為規範と倫理原則
慣習・規則・良心

生命倫理と動物実験 バイオテクノロジー分野における動物実験と生命倫理

動物福祉 動物実験における動物福祉を考える

再生医療

再生医療と再生医学の違いとそれぞれの立場の生命倫理再生医学と再生医療

再生医療の現場での生命倫理
細胞培養技術者が考えるべきこと

遺伝子解析と医療 遺伝子解析による個人情報の取扱いと倫理

その他

生命倫理の考え方を自分の中に持つ。生命倫理について、議論できる。

各回、まとめのレポート　５０点
最終レポート　　　　　　　５０点
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

　

ゲノム編集、遺伝子組換えと倫理 ゲノム編集と生命倫理　遺伝子解析や組換えが起こすこと

生命倫理 バイオテクノロジー分野で考えるべき生命倫理を考える（ワーク）

獣医師。日本食品分析センターにて各種分析業務、動物実験などを行ってきた。

準備学習
（予習・復習）

到達目標

評価方法
評価基準

使用教科書
教材

参考書

教員紹介等



３学年

回数

1

2

3

4

5

6 「意匠」、「意匠の登録要件」および「意匠権」について理解する

7

8

9

10

11

12

13

14

15

教員紹介等

北海道大学大学院理学専攻博士課程修了後、北海道警察科学捜査研究所法医学に勤務。各種分析、実習に携わる。また、法規的な
ものにも精通している。

その他

到達目標

1．産業財産権法（特許法、実用新案法、意匠法、商標法）の保護対象、登録手続、権利の内容について理解する
2．「著作物」、「著作権」および「著作権の侵害、制限の内容」について理解する
3．不正競争防止法および独占禁止法と産業財産権法の関係を理解する
4．パリ条約と特許協力条約について理解する

評価方法
評価基準

課題と定期試験で評価する。
課題：定期試験＝20：80
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

知的財産管理技能検定３級公式テキスト（アップロード社）

知的財産権に関する条約
「パリ条約」、「特許協力条約（ＰＣＴ）」および、その他の知的財産権に関連する条約について理
解する

定期試験

準備学習
（予習・復習）

予習：教科書の該当ページを読んでおく。
復習：教科書の該当ページ、ノートおよび配付する講義資料を復習、理解する。

著作権法③ 「著作権の制限と侵害行為」および「著作隣接権」について理解する

関連するその他の法律①　 「不正競争防止法」について理解する

関連するその他の法律② 「独占禁止法」、「種苗法」および「弁理士法」について理解する

商標法② 「登録手続」と「商標権」について理解する

著作権法①　 「著作権法による保護対象」と「著作物」について理解する

著作権法② 「著作者人格権」と「著作権」について理解する

商標法① 「商標」と「登録要件」について理解する

法律とは何か 「法律」と「知的財産権の概念と理念」を理解する

特許法① 「特許」と「特許法による保護対象」について理解する

特許法② ｢特許要件｣と「出願手続」について理解する

特許法③ 「特許権」と「特許権侵害」について理解する

実用新案権　 「特許法との違い」と「実用新案法の特徴」を理解する

意匠法

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（　３０　時間）
選択・必修 必修

授業の目的

研究、製造などの現場において、様々な技術が用いられ、様々な権利が関わってくるようになっている。従って、自らを
護るためにも知的財産権の知識は重要になっている。そこで、この講義では、知的財産権に関する基礎を学び、知的財
産管理技能者検定３級の合格レベルを目指す。

教育内容

知的財産権の基礎知識を学ぶ

講義内容(シラバス）

科目名 知的財産管理技能検定3級講座 担当講師

（英名） 3rd grade Certified Specialist of Intellectual Property Management（administration）

初瀬　玲
学科 バイオテクノロジー科4年制



３学年

回数

1

2

3

4

5

6 ・製造販売業　・製造業　・製造販売の承認　・休廃止等の届出

7

8

9

10

11

12

13

14

15

講義内容(シラバス）

科目名 改正薬事法（薬機法） 担当講師

（英名） Pharmaceutical and Medical Device Act
柴田健次

学科 バイオテクノロジー科4年制

再生医療等製品の製造販売業・製造業

登録認証機関

授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 必修

授業の目的

バイオテクノロジーに関する学習の一つとして、それらの技術を用いたビジネスである医薬品や医薬部外品、医療機
器、再生医療等製品、動物医薬品等に関する法令や規則についての知識を持ち合わせておく必要がある。
授業では、法令を単なる知識として学ぶだけでなく、それらの法令が定められた背景や意味についても理解できるように
解説を行う。

教育内容

平成２５年に改正された薬事法（医薬品医療機器等法、以下「薬機法」と略す）に基づき、医薬品、医薬部外品、化粧
品、医療機器等、体外診断用医薬品及び再生医療等製品に関する法令等について学ぶ。（動物医薬品等を含む）

・製造販売業　・製造業　・製造販売の承認　・休廃止等の届出

・基準適合性認証　・登録認証機関の登録/遵守事項　・休廃止の届出

・法の体系・監督官庁の組織と役割の概略　・薬機法の系譜　・薬機法の目的　・薬機法の規制
対象物　・国等の責務、国民の役割

・薬局の開設　・薬局の情報　・薬局の管理者　・薬局開設者の遵守事項　・調剤された薬剤に関
する情報提供、指導　・休廃止等の届出 ・登録販売者試験　・販売従事登録　・外部研修

・製造販売業　・製造業　・製造販売の承認　・休廃止等の届出

・販売業　・店舗販売業　・配置販売業　・卸売販売業　・医薬品に関する情報提供・指導　・休廃
止等の届出

・登録販売者試験　・販売従事登録　・外部研修　・高度管理医療機器及び特定管理医療機器の販売業・
貸与業　・管理医療機器の販売業・貸与業　・営業所管理者　販売業者・貸与業者の遵守事項　・医療機器
に関する情報提供　・休廃止等の届出　・修理業　・修理責任技術者　・修理業者の遵守事項　・休廃止等
の届出

・再生医療等製品の販売業　・営業所管理者　・販売業者の遵守事項　・休廃止等の届出　　　・
基本要件　・個別の基準　・非検定製品の販売禁止　・検定の方法

医薬品の販売業

再生医療等製品の販売業/基本要件と個別
の基準/検定

登録販売者/医療機器の販売業・貸与業/医
療機器の修理業

・医薬品の取扱い　・毒薬及び劇薬の取扱い　・処方箋医薬品の取扱い　・医薬部外品の取扱い
・化粧品の取扱い　・医療機器の取扱い　・再生医療機器等製品の取扱い

・誇大広告の禁止　・特定疾病用品の広告制限　・承認前広告の禁止　・医薬品、医薬部外品、化粧品、医
療機器及び再生医療等製品　・医薬品、医療機器及び再生医療等製品に共通する市販後安全対策　・特
定医療機器の市販後安全対策　・再生医療等製品の市販後安全対策

・生物由来製品　・製造管理者　・生物由来製品の取扱い　・生物由来製品の市販後安全対策　救済給付
に関する報告　・立入検査、収去　・緊急/廃棄等/検査/改善/業務体制の整備/・報告/措置/中止/総括製
造販売責任者等の変更/配置員の業務停止命令　・承認/・許可/製造業登録の取消　・不利益処分の特例
・薬事監視員

広告/市販後安全対策

医薬品等の取扱い

生物由来製品/監督

・指定薬物の指定　・製造等の禁止　・広告の制限　・監視　・国等の責務　・希少疾病用の指定　・希少疾
病の指定　・希少疾病用の開発支援　・GLPとGCP　・治験の準備/管理/実施に関する基準　・監督

・原薬の登録　・登録拒否の基準　・一変の登録　・登録抹消の基準　・登録の継承　・動物医薬品等　・読
替規定　・特別の規定　・医薬品医療機器総合機構　・薬事食品衛生審議会　・プログラム　・トクホ等

原薬等登録原簿/動物医薬品等/特定保健用
食品（ﾄｸﾎ）等・その他

指定薬物/希少疾病用医薬品等/治験

試験

準備学習
（予習・復習）

予習：教科書の該当ページを読んでおく。
復習：配付する講義資料を復習理解する。

到達目標
・薬機法の目的を理解する　・医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品、生物由来製品の定義について理解する　・
製造販売業、製造業、販売業、貸与業、修理業について理解する　・薬局の定義について理解する　・広告についての禁止事項につい
て理解する　・医薬品等の研究開発段階（GLP、GCP）から市販後安全対策までの安全に関する規則を理解する

評価方法
評価基準

毎回の小テストと中間試験、定期試験で評価する。
小テスト：定期試験＝20：80
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

ベイシス「薬機法」薬事法から医薬品医療機器法へ（薬事日報社）

教員紹介等

日清製粉株式会社研究推進部、日清フェルマ株式会社健康科学研究所所長などで研究開発とその統括をしてきた。食品、機能性食
品に関するエキスパート。

その他

項目

総則

医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売
業・製造業

医薬品・医薬部外品・化粧品の製造販売業・
製造業

薬局/登録販売者



３学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

科目名 遺伝子解析法 担当講師

（英名） Gene Analisis
相原　祐子

学科 バイオテクノロジー科4年制

後期 授業形態 講義・演習

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 必修

開講区分

授業の目的

近年、バイオテクノロジーの現場では遺伝子操作技術が必須となっている。本講義では、最先端の核酸操作・解析法を
学ぶ。また、「iPS細胞」に関する文献を読むことを通じて専門書を読み通す読解力を身につける。さらに、最新の科学
ニュースについて、自らの意見をまとめる。これらの学習を通じて、バイオテクノロジーの技術者として必要な知識と、そ
の知識をアップデートし続ける姿勢を身につけることを目的とする。

教育内容

・ 大腸菌の形質転換
・ 動物培養細胞の形質転換
・ 植物の形質転換

・ PCR法
・ ハイブリダイゼーション
・ DNA塩基配列決定法

項目

第１章　遺伝子工学の歴史

第２章 遺伝子操作を彩る酵素群

第３章 プラスミドとファージ

次世代シーケンサー、ゲノム編集、iPS細胞など、最先端の核酸操作・解析法を学び、講義内容に関連した大学院入試
問題を解く。また、「iPS細胞」に関する新書を毎回１章ずつ読み進める。さらに、最新の科学ニュースを検索し、それに対
する自分の意見をまとめる。

講義内容(シラバス）

・ DNAの生化学
・ 分子生物学の夜明け

・ 制限酵素
・ ポリメラーゼ
・ リン酸化・脱リン酸酵素

・ プラスミドベクター
・ バクテリオファージ

授業内容

・ ライブラリーの作製
・ クローニング
・ cDNAサブストラクション法

第４章 宿主と形質転換

第５章 遺伝子解析の基礎技術

第６章 遺伝子のライブラリーとクローニ
ング

・ 組換え体の大量発現
・ レポーター遺伝子
・ ペプチドディスプレイ

・ 遺伝子の機能解析
・ RNA解析法
・ プロモーター解析

・ アンチセンスRNA
・ RNA干渉
・ RNA編集

第７章 遺伝子発現

第８章 遺伝子と遺伝子産物の機能解析

第９章 RNA工学

・ 遺伝子診断
・ 遺伝子治療
・ 倫理的問題

・ 親子関係
・ 犯罪捜査
・ 歴史の検証

・ 生殖・発生工学の歴史
・ クローン動物
・ 再生医療

第10章 遺伝子診断とゲノム医療

第11章 DNA技術の多彩な応用

第12章 生殖・発生工学

毎回の小テストと提出課題、定期試験で評価する。
小テスト：提出課題：定期試験＝10：10：80
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

・ 高等植物のバイオテクノロジー
・ 遺伝子組換え作物の実例
・ 遺伝子組換え作物が抱える諸問題

・ ヒトゲノム情報の概略
・ ゲノム解析
・ ゲノム創薬

本実習を通じて得られた知識を評価する

第13章 遺伝子組換え作物

第14章 ポストゲノム時代のゲノム工学

期末試験

準備学習
（予習・復習）

予習：最新の科学ニュースを検索する　復習：翌週の小テストに向けて、基本用語を復習する

到達目標
① 遺伝子工学に関する基礎知識を習得する　② 「iPS細胞」に関する新書を読み通す読解力を身につける　③ 最新の科学ニュースを
検索し、自分の意見をまとめる力を身につける

評価方法
評価基準

使用教科書
教材

参考書

遺伝子工学ー基礎から応用までー 野島博 著　（東京化学同人）

教員紹介等

その他

学術博士。東京大学医科学研究所再生基礎医科学寄附研究部門特任研究員として遺伝子関連の研究に従事。現在、横浜市立大学
大学院生命医科学研究科特任助教を兼任。



３学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.12

13.14.15.16

17.18.19.20

21.22.23.24

25.26.27.28

29.30.31.32

33.34.35.36

37.38.39.40

41.42.43.44

45.46.47.48

49.50.51.52

53.54.55.56

57.58.59.60

DNAシークエンシングの原理を学ぶほか、ＤＮＡ塩基配列の違いを検出する方法としてPCR-RFLPを行い、資源（食品
原料）の判別を試みる。また遺伝子発現解析として、RTーPCRやノーザンブロットハイブリダイゼーションを学ぶ。さら
に、複数の遺伝子を同時に検出可能なmultiplex PCRも行う。

講義内容(シラバス）

科目名 遺伝子解析実習 担当講師

（英名） Experiments of Gene Analysis
相原　祐子

学科 バイオテクノロジー学科４年制

実習概要の説明、班分け、実習で使用する試薬の調製を行う。

試料からゲノムＤＮＡを抽出し、アガロースゲル電気泳動で確認のうえ、吸光度測定により濃
度・純度を算出する。

PCRによりミトコンドリアDNAの特定領域を増幅し、電気泳動による確認と吸光度測定による濃
度・純度算出をおこなう。

授業内容

開講区分 後期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
４単位

（１２０時間）
選択・必修 必修

授業の目的

DNAの塩基配列は遺伝性疾患の診断、細菌やウイルスによる感染症の判定、犯人の特定、生物資源の系統や産地の
判別、考古学や進化の研究など様々なところで利用されている。塩基配列の違いを検出する方法についても様々な方
法があるが、まずは塩基配列そのものを決定する方法を理解する。そして配列の違いを検出する方法のうち、いくつか
を実践して習得する。

教育内容

PCR産物を制限酵素で消化し、電気泳動像の比較により魚種の判別を行う。

PCR産物をExonuclease IおよびAlkaline phosphataseで処理し、アガロースゲル電気泳動で確
認する。（シークエンスは業者に委託する。）

得られたシークエンス結果を用いてホモロジー検索等の解析を行う。次週準備として卵黄加MS
培地を調製し、培養を行う。

PCR-RFLPを用いた魚種判別（３）

ＤＮＡシークエンシング（１）

ＤＮＡシークエンシング（２）

黄色ブドウ球菌コロニーからＤＮＡ抽出を行い、アガロースゲル電気泳動で確認する。

複数の遺伝子が存在する黄色ブドウ球菌毒素エンテロトキシン遺伝子について、Mulriplex
PCRを用い、どのタイプの遺伝子をもつのかを検出する。

マウス各組織よりTotalRNA抽出し、吸光度測定により濃度・純度算出後、変性アガロースゲル
電気泳動で確認するとともに、ゲルからメンブレンへキャピラリーブロッティングを行う。

Multiplex PCR（１）

Multiplex PCR（２）　

遺伝子発現解析（１）

RT-PCRによる発現解析を行う。また電気泳動で確認したあと、ゲルから増幅バンドを切り出
す。

切り出しバンド（プローブ）を精製し、ランダムプライマー法により、ラベリングを行う。

ノーザンハイブリダイゼーションおよびそのシグナルの検出を行う。

遺伝子発現解析（２）

遺伝子発現解析（３）

遺伝子発現解析（４）

毎回の小テスト、レポート、定期試験で評価する。
小テスト：レポート：定期試験＝20：40：40
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

試料採取後、ゲノムＤＮＡを抽出し、電気泳動による確認と吸光度測定による濃度・純度算出を
行う。

 3'末端がSNPにあたるように設計したプライマーを用いたPCRで、遺伝子型をタイピングする。

本実習で行った解析手法について総復習し、記述式の定期試験を行う。

SNPタイピング(１）

SNPタイピング(２）

総復習、定期試験

項目

オリエンテーション、試薬調製

PCR-RFLPを用いた魚種判別（１）

PCR-RFLPを用いた魚種判別（２）

使用教科書
教材

参考書

改訂第３版 遺伝子工学実験ノート上・下

教員紹介等

学術博士。東京大学医科学研究所再生基礎医科学寄附研究部門特任研究員として遺伝子関連の研究に従事。現在、横浜市立大
学大学院生命医科学研究科特任助教を兼任。

その他

準備学習
（予習・復習）

予習：実習書の該当ページを読んでおく。
復習：講義内容のノートを参考に解析の手法を振り返りながら、得られた結果についてレポートを作成する。

到達目標

1. 適切な濃度、pH、容量の試薬を調製できる。
2. ゲノムDNAの抽出、アガロースゲル電気泳動の操作が確実に行える。
3. PCRにより特定のDNA断片を増幅できる。
4. PCR-RFLPにより、魚種の判別が行える。
5. Exonuclease IおよびAlkaline phosphataseの働きを説明できる。
6. Electrophorogramの見方がわかり、テキストデータを用いたホモロジー検索と結果の照合ができる。
7. Multiplex PCRについて説明できる。
8. ポリアクリルアミドゲル電気泳動を的確におこなえる。RNA取り扱い上の注意事項がわかり、必要な準備ができる。
9. 酸性フェノール法でのTotal RNAの抽出の原理、および変性アガロースゲル電気泳動の原理が説明できる。
10. RT-PCRの原理が説明できる。手順を理解してコロニーブロッティングの操作を行える。
11. アガロースゲルを切り出したバンドからDNAのみを精製できる。ランダムプライマー法を説明できる。
12. ハイブリダイゼーションの原理を理解し、実際に操作を行える。
13. ハイブリダイゼーションで得られた要請クローンのピックアップ、増殖、プラスミド調製が確実に行える。
14. 3'末端がSNPにあたるように設計したプライマーを用いて、増幅の有無から遺伝子型をタイピングが可能であることを説明でき
る。
15. 本実習で行った遺伝子解析の手法について、概要を説明できる。

評価方法
評価基準



３学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.12

13.14.15.1
6

17.18.19.2
0

21.22.23.2
4

標準タンパク質のプロテアーゼによる分解

25.26.27.2
8

29.30.31.3
2

33.34.35.3
6

37.38.39.4
0

41.42.43.4
4

45.46.47.4
8

49.50.51.5
2

53.54.55.5
6

57.58.59.6
0

開講区分 後期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
４単位

（１２０時間）
選択・必修 必修

担当講師

（英名）

初瀬　玲
学科 バイオテクノロジー科４年制

科目名 タンパク質解析実習

授業の目的

生命科学の研究において、タンパク質の解析の重要性は非常に高い。遺伝子工学や細胞工学などの技術の進歩に
よって、生命現象の研究は進んでいるが、タンパク質の解析の重要度は増している。この実習では、タンパク質の解析
において最も基本的な方法である各種の電気泳動に関して、その原理と技術の習得を目的とする。

教育内容

各種の電気泳動の原理と、実際に電気泳動を行う上でのポイントを理解する

講義内容(シラバス）

ウェスタンブロッティングを用いたタンパ
ク質の組織分布　１

オリエンテーション

項目

ウェスタンブロッティングを用いたタンパ
ク質の組織分布　３

ウェスタンブロッティングを用いたタンパ
ク質の組織分布　２

スケジュールの確認と各種試薬の調整

マウスの各種臓器からのタンパク質の抽出

SDS-PAGEによるタンパク質の分離と色素染色によるタンパク質の確認

SDS-PAGEによるタンパク質の分離とメンブレンへの転写

授業内容

抗体染色

標準タンパク質（プロテアーゼ分解物）のTris-Tricine-SDS-PAGE の電気泳動

標準タンパク質（プロテアーゼ分解物）のTris-Tricine-SDS-PAGE ゲルの染色（銀染色）とサンプ
ルのプロテアーゼによる分解

Tris-Tricine-SDS-PAGEによるペプチド
マッピング　１

ウェスタンブロッティングを用いたタンパ
ク質の組織分布　４

サンプル（プロテアーゼ分解物）のTris-Tricine-SDS-PAGE ゲルの染色（銀染色）とペプチドマッ
ピング

マウスの臓器からのタンパク質抽出と調整

Tris-Tricine-SDS-PAGEによるペプチド
マッピング　２

Tris-Tricine-SDS-PAGEによるペプチド
マッピング　４

Tris-Tricine-SDS-PAGEによるペプチド
マッピング　３

等電点電気泳動（１次元目）

SDS-PAGE（２次元目）

組織抽出物の2次元電気泳動　１

組織抽出物の2次元電気泳動　３

組織抽出物の2次元電気泳動　２

ゲルの染色（銀染色と色素染色）とスポットの同定

各種タンパク質の還元型SDS-PAGEと非還元型SDS-PAGEとゲルの染色

試験と後片付け

組織抽出物の2次元電気泳動　４

定期試験

非還元SDS-PAGE

準備学習
（予習・復習）

予習：実習書の該当ページを読んでおく。
復習：実習ノートの整理と実験内容および結果の整理を行う。

到達目標

1．ウェスタンブロットの原理を理解し、実際に行う上での注意点を説明できる
2．Tris-Tricine-SDS-PAGEの原理を理解し、その特徴を説明できる
3．ペプチドマッピングについて説明できる
4．等電点電気泳動とSDS-PAGEの原理を理解し、説明できる
5．還元型SDS-PAGEと非還元型SDS-PAGEの違いを説明できる

評価方法
評価基準

課題、定期試験およびレポートで評価する。
課題：定期試験：レポート＝20：40：40
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

配布物（実習書）
参考：『タンパク質実験ノート』（上・下）（羊土社）

教員紹介等

北海道大学大学院理学専攻博士課程修了後、北海道警察科学捜査研究所法医学に勤務。各種分析、実習に携わる。また、法規的な
ものにも精通している。

その他



　3 学年

回数

1

2

3

4

5

6 ゲノムライブラリーとcDNAライブラリーの作製法について理解する。

7

8

9

10

11

12

13

14

15

科目名 　応用遺伝子工学 担当講師

（英名） Applied Genetic Engineering
日比谷 優子

学科 　バイオテクノロジー科4年制

授業内容

開講区分 　後期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（30時間）
選択・必修 選択

授業の目的
学内および学外の研究機関で各々が卒業研究に取り組み始める時期であることをふまえて、実際の研究現場において
遺伝子工学的手法がどのように使用されているかを学び、その応用にも興味を広げる。また、研究を進めるにあたって
必要となる、「正しい情報を収集整理し、簡潔にプレゼンテーションする力」を身につける。

教育内容
セントラルドグマや遺伝子発現、遺伝子クローニング等の基本的な原理を復習した上で、代表的な遺伝子工学的手法を
理解する。 さらに学術論文の実験例を参考にしながら、実際の研究における遺伝子工学的手法の使い方を学ぶ。
各自の研究テーマと関連する遺伝子工学的手法を選び、その原理と研究でどのように使われているかをまとめ、簡潔に
発表する。

講義内容(シラバス）

項目

色覚に関する遺伝子発現解析例から、遺伝子発現と表現型との関係を理解する。

遺伝子クローニングの概要を理解し、使用する酵素やベクターの種類を学ぶ。

講義の目標と流れを確認する。核酸とタンパク質の構造と機能について復習する。

転写と翻訳について復習する。演習問題に取り組むことによりセントラルドグマを理解する。

遺伝子の概念を理解し、演習問題に取り組むことにより遺伝子発現について理解する。

核酸とタンパク質

セントラルドグマ、転写と翻訳

遺伝子の概念と遺伝子発現

遺伝子発現解析の研究例

遺伝子クローニング

遺伝子クローニングとライブラリー

実験手法の英語プロトコルやトラブルシューティングを読むことにより、英語表現に慣れる。

遺伝子工学の代表的な解析手法であるDNA増幅法（PCR法）の原理を理解する。

学術論文（iPS細胞に関する論文）の概要を理解する。遺伝子工学手法の課題の担当決めを行
う。

実験手法の英語プロトコル

遺伝子工学の解析手法、DNA増幅法

学術論文の概要

遺伝子工学手法に関する各自の課題に取り組み、発表の準備をする。

遺伝子工学手法に関する各自の課題を発表する。

DNA配列解析とゲノム解析の現状を学ぶことにより、生物情報工学分野の技術革新を理解す
る。

遺伝子工学手法の課題

遺伝子工学手法の課題発表

DNA配列解析とゲノム解析

遺伝子導入法とその確認法を理解する。遺伝子発現の制御法としてRNA干渉について学ぶ。

遺伝子組み換え動物について復習する。ゲノム編集技術の概要について理解する。

遺伝子導入法と発現制御

遺伝子組み換え動物、ゲノム編集技術の概要

定期テスト

準備学習
（予習・復習）

レポート： インターンシップ先の研究に関連した学術論文を早めに選び、課題に取り組む（授業内で説明する）。
復習： 配布するプリントや演習問題を復習し理解する。

到達目標

（知識）： 1. セントラルドグマと遺伝子の概念およびその発現機構を理解し説明できる。　2. 遺伝子クローニングの基本的な原理と応用
を理解し説明できる。　3. 代表的な遺伝子工学的手法の原理を理解し説明できる。　（技能および態度）：　4. 実験手法の英語プロトコ
ルやトラブルシューティングを読むことにより、英語表現に慣れる。　5. 英語の学術論文を読む姿勢を身につける。　6. 学術論文の実験
例を参考にして実際の研究で遺伝子工学的手法がどのように使用されているかを説明できる。　7. 各自の研究テーマと関連する遺伝
子工学的手法を選び、正しい情報を収集してまとめることができる。　8. まとめた情報を簡潔にわかりやすく他者に伝わるようにプレゼ
ンテーションできる。

評価方法
評価基準

８回の小テストと課題発表、定期試験、レポートで評価する。　小テストと発表：定期試験：レポート＝２０：４０：４０
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書
プリント教材。　参考図書　『遺伝子工学』（化学同人）

教員紹介等

医学博士。アメリカ合衆国ワシントン大学医学部遺伝学教室研究員をはじめ、国立がん研究センター研究所、慶応技術大学医学部医
科学教室などで遺伝子に関する研究に従事した。

その他

プリント教材や小テストをファイルすること。　レポートの提出期限を厳守すること。



３学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

科目名 TOEIC講座 Ⅱ 担当講師

（英名） TOEICⅡ
越後谷明恵

学科 バイオテクノロジー科4年制

授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（　３０　時間　）
選択・必修 選択

授業の目的

ＴＯＥＩＣのスコアアップを目指す

教育内容

ＴＯＥＩＣテスト問題に慣れる。
ＴＯＥＩＣスコアをアップするための勉強をする。

項目

リスニング問題（会話問題）
リーディング問題（読解問題①）

リスニング問題（説明文問題）
リーディング問題（読解問題②）

リスニング問題

スコアの目標を定める。

リスニング問題（写真描写問題）
リーディング問題（短文穴埋め問題）

リスニング問題（応答問題）
リーディング問題（長文穴埋め問題）

定期テスト

リーディング問題

リスニング問題（写真描写問題）
リーディング問題（短文穴埋め問題）

問題演習①

中間試験

問題演習⑥

リスニング問題（説明文問題）
リーディング問題（読解問題②）

リスニング問題

リーディング問題

問題演習③

問題演習②

問題演習⑥

問題演習⑤

問題演習④

問題演習⑤

その他

到達目標

ＴＯＥＩＣのスコアアップを目指す

評価方法
評価基準

小テスト20点+中間テスト４０点+定期テスト４０点
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

教員紹介等

日本女子大学大学院文学研究科英文学専攻博士後期課程単位取得退学
中学校教諭専修免許状（英語）　高等学校教諭専修免許状（英語）

準備学習
（予習・復習）

リスニング問題（応答問題）
リーディング問題（長文穴埋め問題）

リスニング問題（会話問題）
リーディング問題（読解問題①）

問題演習①

オリエンテーション
目標設定

問題演習④

問題演習③

問題演習②



３学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

科目名 TOFLE 担当講師

（英名） 　
松本靖子

学科 バイオテクノロジー科4年制

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
１単位

（１５時間）
選択・必修 選択

授業の目的

大学院受験に必要なTOFLEのスコアーを取るために講座を開講する

教育内容

TOFLEの出題形式を確認しながら、スコアアップのための対策を行う
主にリスニング・リーディング・ライティングを行う。

講義内容(シラバス）

リスニング①
リーディング①

過去問題とその解説

リスニング②
リーディング②

過去問題とその解説

リスニング③
リーディング③

過去問題とその解説

ライティング④
リーディング⑦

過去問題とその解説

定期試験 　

ライティング①
リーディング④

過去問題とその解説

ライティング②
リーディング⑤

過去問題とその解説

ライティング③
リーディング⑥

過去問題とその解説

準備学習
（予習・復習）

到達目標 大学院受験に必要なスコアを得る

評価方法
評価基準

小テスト20点　　定期試験80点
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

教員紹介等
理学修士

その他



３学年

回数

1

2

3

4

5

6 文献管理ソフトについて

7

8

9

10

11

12

13

14

15

文献管理ソフト

遺伝子配列の検索-2

遺伝子配列の検索

演習と発表

演習と発表準備

タンパク質の機能検索

配列の比較

演習と発表準備

一般的な検索エンジンと検索方法を学ぶ

検索方法を用いた演習

CiNii を用いた論文検索と演習

PubMed を用いた論文検索と演習

google scholar を用いた論文検索と演習

検索方法

検索方法

論文検索（google scholar）

論文検索（PubMed）

論文検索（CiNii）

タンパク質の機能検索と演習

情報検索と論文検索の演習と発表準備

情報検索と論文検索の演習と発表

遺伝子・タンパク質配列の検索方法と演習

遺伝子・タンパク質配列の検索方法と演習-2

配列の比較と演習

使用教科書
教材

参考書
Webで実践　生物学情報リテラシー

評価方法
評価基準

毎回の小テストとレポート、定期試験で評価する。
小テスト：レポート：定期試験＝20：40：40
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

遺伝子・タンパク質の検索と発表準備

遺伝子・タンパク質の検索と発表

準備学習
（予習・復習）

予習：教科書の該当ページを読んでおく。
復習：講義資料を復習理解する。

到達目標
1. 情報検索方法を理解し、その方法を駆使して情報を検索できる
2. 論文検索方法を理解するとともに、実際に必要な論文を検索できる
3. 遺伝子、タンパク質の検索方法を学ぶ。

定期テスト

演習と発表

教員紹介等

理学博士　名古屋大学アイソトープ総合センター助手　（株）JT生命誌研究館研究部門研究員に従事　その後　文部科学省初等中等
教育局主任教科書調査官に従事し退職

その他

開講区分 前期 授業形態 講義・演習

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 選択

科目名 データベース検索演習 担当講師

（英名） Database search
髙橋　直

学科 バイオテクノロジー科4年制

授業の目的

近年、各種生物のゲノムの塩基配列が次々と決定され、膨大な量の情報がデータベース化されている。さらに、各デー
タベースがお互いに関連するとともに、タンパク質の機能などに関する情報も容易に得ることが可能になっていて、研究
を行う上でデータベースを用いた解析は必要不可欠なものと考えられる。したがって、このような膨大な情報の中から必
要な情報を得るための手法を学習するとともに、実際にインターネットを利用した情報解析を行ってもらう。

教育内容

情報検索の基礎である 「AND」 「OR」 「NOT」検索を学ぶとともに、論文検索、遺伝子/タンパク質配列検索などの分子
生物学的データベースの利用方法を学ぶ。

授業内容

講義内容(シラバス）

項目



３学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

自然免疫と獲得免疫から成る免疫システムを学ぶ。免疫担当細胞であるリンパ球の成熟・分化の仕組みを理解し、リン
パ球の活性化や自己免疫寛容の成立機序を学ぶ。　さらに感染免疫・自己免疫・移植免疫・腫瘍免疫・アレルギーの成
立機序を学ぶ。　また広範囲の研究分野で用いられている免疫学的手法・手技の原理と方法を学ぶ

講義内容(シラバス）

科目名 免疫学 担当講師

（英名） Immunology
天野栄子

学科 バイオテクノロジー科4年制

生体における免疫システム・免疫担当細胞の種類と役割

①自然免疫の役割
②自然免疫に関与する細胞と液性因子
③自然免疫における異物の認識メカニズム

①補体の活性化経路
②自然免疫と獲得免疫における補体の作用機序

授業内容

開講区分 　前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 選択

授業の目的

 
生命科学の知識に基づいて細胞および分子レベルで免疫システムを学ぶ

教育内容

①獲得免疫の特徴
②主要組織適合性複合体の構造
③主要組織適合性複合体の役割
④抗原提示のメカニズム

①T細胞の成熟・分化と自己免疫寛容の誘導
②T細胞の種類と特徴

①B細胞の成熟・分化と自己免疫寛容の誘導
②B細胞の種類と機能

B細胞

T細胞

主要組織適合性複合体と抗原提示

①抗体の構造と種類
②生体における抗体の作用

①獲得免疫におけるT細胞の役割
②T細胞の種類とその機能
③抗体の産生機構

①免疫反応に関与する因子
②免疫反応の開始と終息
③自己免疫寛容の誘導

免役反応の調節

液性免疫と細胞性免疫の誘導

抗体

①抗原抗体反応の種類とその原理
②抗原抗体反応の結果の読み方
③実験への応用

①細菌・ウイルス・寄生虫などの感染症における免疫システムの役割
②免疫不全における免疫システムの役割
③AIDS

移植および腫瘍における免疫システムの役割移植免疫・腫瘍免疫

感染症・免疫不全

抗原抗体反応

毎回の小テストと定期試験で評価する。小テスト：定期試験＝20：80
価区分A100～80点　B79～70点　C69～60点　D59点以下
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

①過敏反応の種類と発症メカニズム
②発症メカニズムにおける免疫システムの役割

自然免疫と獲得免疫からなる免疫システムの全体像について復習しまとめる

定期試験

まとめ

過敏反応

補体

自然免疫

序論・免疫担当細胞

項目

使用教科書
教材

参考書

①もっとよくわかる免疫学　河本　宏　著　羊土社
②基礎免疫学　Abul K. Abbas et al 著.　エルゼビアジャパン
③免疫学最新イラストレイテッド　小安重夫　著　羊土社
④標準免疫学　　谷口　克　監修（宮坂昌之・小安重夫編集）　医学書院

教員紹介等

医学博士。東京医科大学医学部免疫学講座にて研究員として勤務。現在、研究支援センター講師

その他

準備学習
（予習・復習）

予習：指定された教科書を読んで重要な単語や概念を把握しておく
復習：不明な点は授業中に教官に質問し問題を残さず解決する。理解出来ない点は教科書等を参考にして自分で調べ理解するように
する。

到達目標
１．生体の恒常性を保つための自然免疫と獲得免疫から成る免疫システムの全体像が説明できる。
２．微生物をはじめとする病原体に対する応答、自己と非自己の認識について細胞および分子レベルで説明できる。

評価方法
評価基準



３学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

動物実験の場で必要な高度で専門的な知識を学ぶ。実験動物技術師として仕事をする職場で専門性を持った技術者と
して仕事をする講師から現場での実際を中心に実験動物技術師としてのスキルを上げるヒントを得られる講義をする。

講義内容(シラバス）

科目名 応用実験動物学 担当講師

（英名） Applied-Laboratory-Animals  Sciences
須藤カツ子　落合敏秋
酒井隆敏 　　櫻井康弘学科 バイオテクノロジー科4年制

動物福祉とそれに関連する法規を学ぶ（担当　須藤）

カルタヘナ法の動物実験に関連した法規を学ぶ（担当　須藤）

動物実験による安全性試験の実際と留意点を学ぶ（担当　落合）

授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 選択

授業の目的

動物福祉を理解し、「科学的、倫理的動物実験」ができる実験動物技術師となるための必要知識を習得する。

教育内容

製薬企業における動物実験の実際を学ぶ（担当　落合）

製薬企業における動物実験と実験動物技術師の仕事の実際を学ぶ②（担当　落合）

実験動物生産企業における動物実験生産現場のh仕事を学ぶ。（担当　落合）

実験動物の現場③

実験動物の現場②

実験動物の現場④

実験動物生産企業における動物実験技術師の仕事の実際を学ぶ。（担当　酒井）

実験動物生産企業における実験動物の飼育、実験等を学ぶ。（担当　酒井）

受託試験企業における動物実験（小動物）の実際を学ぶ（担当　櫻井）

実験動物の現場⑤

実験動物の現場⑦

実験動物の現場⑥

受託試験企業における動物実験（中ー大動物）の実際を学ぶ（担当　櫻井）

大学および公的研究機関（研究所）における動物実験の実際を学ぶ（担当　須藤）

大学および公的研究機関（研究所）における実験動物技術師の仕事の実際を学ぶ（担当　須藤）

実験動物の現場⑧

実験動物の現場⑩

実験動物の現場⑨

小テスト20点　定期試験80点
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

食品企業における動物実験の実際と実験動物実験技術師の仕事を学ぶ（担当　須藤）

その他　遺伝子導入動物が関わる動物実験の実際を学ぶ（担当　須藤）

実験動物の現場⑪

定期試験

定期試験

実験動物関連法規②

実験動物関連法規①

項目

実験動物の現場①

使用教科書
教材

参考書

実験動物の技術と応用　実践編（日本実験動物協会）

教員紹介等

須藤かつ子）　　獣医学博士。東京大学伝染病研究所、東京大学医科学研究所にて実験動物管理に従事。現在東京医科大学勤務

その他

準備学習
（予習・復習）

到達目標

評価方法
評価基準



３学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

動物（ヒトを中心とする）の生理機能のうち循環器、呼吸器、消化・吸収、生殖機能、腎臓の働き、消化・吸収について学
び、生理学的基礎知識を習得することを到達目標とする。そして、生命維持や種の保存のために営まれている動物の通
常状態（生理的状態）体内活動を理解する。

講義内容(シラバス）

科目名 動物生理学 担当講師

（英名） Animal Physiology
大井康隆

学科 バイオテクノロジー科4年制

動物生理学とはどのような学問体系であるか。また，これから動物生理学を学ぶにあたって必要
な基礎知識と全体像について解説

生体内のガスや物資交換の担い手である血液について解説する．赤血球，白血球，リンパ球の
生成，分類およびその役割，血液凝固の仕組み，血液型等について解説する

生体防衛の役割を担うリンパ系と免疫機構のメカニズムについて解説する．液性免疫，細胞性
免疫のメカニズム等について解説する

授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 選択

授業の目的

生体の正常な機能を機能系ごとに概説する。一見複雑に見える細胞や器官の営みも化学や物理学の法則の上に成り
立っていること，また個別に観察される生理機能も全体の統合化された機能のなかで巧妙に調節されていることなどを
学ぶ。

教育内容

臓の構造と機能，拍動の仕組みと調節機構，血圧の仕組みおよび血圧に影響する因子等につ
いて解説する

呼吸器系の仕組みおよび呼吸筋機構について解説する．呼吸器系については，呼吸器の構造
と機能，肺におけるガス交換の仕組みについて，解説する

消化のメカニズムについて解説する。消化に関わる各器官とその機能、消化酵素の種類と作用。消化液の分泌調節等を中心に解説する。

循環器の生理

消化器官と消化機能

呼吸器の生理

栄養素の吸収機構について、栄養吸収の部位、機序、各分解物質の吸収機構、経路について
解説する

生体における栄養と代謝、および体温調節について解説する。生体内における糖質、脂質、タン
パク質、無機質やビタミン等の各代謝、基礎代謝の概念ついて解説

内分泌機構の全容について解説する。内分泌系の上位中枢である視床下部と下垂体の相互関
係、および下垂体以下の重要な内分泌器官についてそれぞれ解説する。

代謝の調節

吸収機構

内分泌①

内分泌系のうち、甲状腺、膵臓、副腎などの内分泌器官と分泌ホルモンについて解説する。

脳と神経のシステム解説する。脳の各構造とその機能、中枢神経系、末梢神経系、神経細胞の
仕組みについて、交感神経・副交感神経による生理的な管理機能について解説を行う

ヒトを含めて周辺の環境を感知する為に必要な感覚器官のうち、特殊感覚に含まれる視覚、聴
覚、臭覚、味覚、皮膚感覚等、該当する各感覚器の構造と機能について解説する

内分泌②

神経系と感覚器

神経系

毎回の小テストと中間試験、定期試験で評価する。
小テスト：定期試験＝20：80
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

骨格、及び筋肉について解説を行う。骨格をなす骨の形成、カルシウムの貯蔵について解説す
る。また骨と同様骨格をなす筋肉について、骨格筋を中心に筋繊維の収縮機構について解説す
る。

雌雄生殖器の構造と機能について解説する。生命の原点である受精現象と個体発生について
解説する．受精，初期発生，着床，妊娠維持，胎児成長，分娩機構等についてそれぞれ解説す
る

定期テスト

生殖

骨格と筋肉

生体防御

血液と体液

序論

項目

使用教科書
教材

参考書

参考書：シンプル生理学　改訂第7版

教員紹介等

生物資源科学修士。

その他

準備学習
（予習・復習）

予習：参考書の該当ページを確認。
復習：配付する講義資料を復習理解する。

到達目標
生理的状態における臓器、組織、細胞レベルでの機能と機序について、体系的に理解できる。
内分泌、神経系など様々な臓器、組織を制御する機構について体系について理解できる

評価方法
評価基準



３学年

回数

1

2

3

4

5

6
骨格筋　心筋　平滑
筋
白筋と赤筋

7
ニューロン　有随神経
と無隋神経

8 食道　小腸　大腸

9

10

11

12
リンパ管の構造　胸
腺　骨髄の構造

13 下垂体　甲状腺

14

15

科目名 組織学 担当講師

（英名） Histology
市野　素英

学科 バイオテクノロジー科4年制

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 選択

授業の目的

再生医療分野で仕事をするために各組織の特徴を知る、

教育内容

　

講義内容(シラバス）

組織・器官 細胞・組織・臓器とは何かを学ぶ。

上皮組織 上皮組織、支持組織、筋組織、神経組織

結合組織　軟骨組織 結合組織（繊維と基質）

神経組織

消化器

消化腺 唾液腺　肝臓　脾臓　胆嚢

骨組織 骨芽細胞と破骨細胞　骨代謝

血液とリンパ 赤血球　血小板　好中球　好酸球　好塩基球　リンパ球　単球

筋組織

呼吸器系 肺　気管支

心臓と血管
心臓　冠状動脈
動脈と静脈　毛細血管

リンパとリンパ組織

内分泌

腎臓 腎臓の構造　ネフロン　糸球体とボウマン嚢

定期試験 試験　解答と解説

準備学習
（予習・復習）

　

到達目標 各組織の特徴と働きがわかる

評価方法
評価基準

小テスト20点　定期試験80点
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

　

教員紹介等

博士（医学）。聖マリアンナ医科大学医学部免疫学・病害動物学講座助手を経て、横浜市立大学医学部免疫学教室助教。

その他



３学年

回数

1

2

3

4

5

6 RNAサイレンシングとサプレッサーについて理解する。

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ゲノム解析(2)

植物ウイルスの複製

植物の防御機構（3）

中間試験

ゲノム解析(1)

真核細胞の転写

クロマチンと染色体、

アグロバクテリウム感染の分子機構について理解する。

クラウンゴール形成の分子機構について理解する。

 バイナリーベクターの構造と構築方法について理解する。

タバコモザイクウイルス、カリフラワーモザイクウイルスと３５Ｓプロモーターについて理解する。

RNAサイレンシングとサプレッサーについて理解する。

アグロバクテリウムと植物の相互作用（3）

アグロバクテリウムと植物の相互作用（2）

アグロバクテリウムと植物の相互作用（1）

植物の防御機構（2）

植物の防御機構（1）

ライブラリーから特定の遺伝子の単離、クロモソームワーキングについて理解する。

ウイルスがコードするPTGSサプレッサー、マイクロＲＮＡについて理解する。

SNP（スニップ）、エピジェネチックス、遺伝子構成、遺伝子ファミリー、高度に反復した配列（テロメ
ア配列）　について理解する。

転写産物のプロセシング、5'キャップ構造とポリ（A)構造、スプライシングについて理解する。

ゲノムライブラリー作製、cDNAライブラリーの作製について理解する。

使用教科書
教材

参考書

植物バイオテクノロジー　池上　正人著　（理工図書）

評価方法
評価基準

毎回の小テストと中間試験、定期試験で評価する。
小テスト：中間試験：定期試験＝20：30：50
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

ゲノム編集の概略、ZFN、TALEN,　CRISPR/Caｓ9について理解する。

ゲノム、RNA編集、細胞質から葉緑体へのタンパク質の輸送、葉緑体と核の相互作用について
理解する。

準備学習
（予習・復習）

予習：教科書の該当ページを読んでおく。
復習：小テストの間違った箇所を復習し、理解する。

到達目標

1.　アグロバクテリウム感染のクラウンゴール形成の分子機構について理解し、説明できる。
2．バイナリーベクターの構造と構築方法について理解すし、説明できる。
3．ゲノムライブラリー作製、cDNAライブラリーの作製について理解し、説明できる。
4．ゲノムライブラリー作製、cDNAライブラリーの作製について理解し、説明できる。
5．ライブラリーから特定の遺伝子の単離、クロモソームワーキングについて理解し、説明できる。
6．ゲノム編集について理解し、説明できる。

定期試験

葉緑体

ゲノム編集

教員紹介等

農学博士。東北大学名誉教授

その他

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 選択

科目名 植物分子生物学 担当講師

（英名） Plant Molecular Biology
池上  正人

学科 バイオテクノロジー科4年制

授業の目的

植物分子生物学で、アグロバクテリウム感染の分子機構、 クラウンゴール形成の分子機構、バイナリーベクターの構造
と構築方法、タバコモザイクウイルス、カリフラワーモザイクウイルスと３５Ｓプロモーターなどを勉強する事により、植物
細胞工学で学んだウイルス耐性植物、日持ちのする植物などの組換え植物の作出方法の理解を深めることが出来る。
ゲノム解析を勉強する事により、組換え植物作出に用いられる有用遺伝子単離方法が理解できる。

教育内容

核ゲノム、SNPとエピジェネチックス、ゲノム解析、ゲノム編集、葉緑体ゲノム、雄性不稔と不和合性、遺伝子の構造と転
写産物のプロセシング、植物の防御機構（RNAサイレンシング）、アグロバクテリウム感染の分子機構、植物ウイルスの
複製について勉強する。

授業内容

講義内容(シラバス）

項目



3

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

植物の抵抗性１

植物の抵抗性２

植物の栄養素１

植物の栄養素２

植物の生殖１

植物の生殖２

項目

植物の生理の概要

光への感応１

光への感応２

光合成１

光合成２

植物ホルモン１

植物ホルモン２

評価方法
評価基準

小テストと中間試験、定期試験で評価する。
小テスト：中間試験：定期試験＝20：30：50

使用教科書
教材

参考書

参考図書：植物バイオテクノロジー　池上正人　理工図書

その他

教員紹介等

テスト内容府踏まえて、植物生理の総合的な解説を行う。

準備学習
（予習・復習）

予習：各授業で扱う関連事項に関して、調べておく。
復習：配付する講義資料を復習理解する。

到達目標

1.　環境条件による発芽、気孔の開閉の仕組みを理解し、説明できる。
2．各光合成機構と光呼吸についてを説明できる。
3．pH土壌条件の影響を理解し、説明できる。
4．他の生物との関係から変化する植物の機構について、理解し、説明できる。

定期試験、振り返り２

自家不和合成の機構を理解しする。純系統、F1雑種の作出の仕組みを理解する。

C3型光合成の光呼吸の機構を理解する。

C4型、CAM型光合成の特徴をC3型光合成と比較して、理解する

ホルモン感応の仕組みと、オーキシンなど基礎的なホルモンの効果について理解する。

開花、発芽の機構をホルモンの活性を通して理解する。

中間試験を踏まえての解説と振り返り

細菌など病原となるものの侵入への抵抗の機構を理解する。

ウイルスへの抵抗性、共生菌への感応を理解する。

植物の必要な栄養素NPKを中心に過剰、不足の条件での感応を理解する。

pHなど土壌条件による栄養の吸収、また塩類集積の機構について理解する。

有性生殖、無性生殖の様式の違いを理解する。またメンデルの実験からモデル生物となりうるも
のの特性を理解する。

中間試験、ふり返り１

植物構造につて基礎的な確認をし、多様な植物生理ありかたを理解する。

光の波長ごとで感応する色素の違いと気孔開閉の機構を理解する。

日長による開花条件、発芽に関係する色素について理解する。

授業の目的

植物の生理学は植物を理解する上で、基礎として外すことができない分野である。しかし細分化された個々の生理機構
を見るだけでは、植物の成長を具体的かつ総合的に理解することが難しい。本講義ではミクロ的な生理学だけはなく、
具体的な事象を通して植物の生理、感応を流れとして理解できることを重視して行う。

教育内容

植物の基礎的な生理を学び、発芽、開花、結実、また他の生物との関係など植物の生活環としての植物生理として学
ぶ。

講義内容(シラバス）

授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２

（　３０時間）
選択・必修 選択

科目名 植物生理学 担当講師

（英名） Plant Physiology
橋詰二三夫

学科･コース バイオテクノロジー科4年制



３学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.12

13.14.15.16

17.18.19.20

21.22.23.24

25.26.27.28

29.30.31.32

33.34.35.36

37.38.39.40

41.42.43.44

45.46.47.48

49.50.51.52

53.54.55.56

57.58.59.60

Total RNAの抽出からcDNAライブラリーの構築、ライブラリーのスクリーニングを行うことで、一連のcDNAクローニング
操作の体系を学ぶとともに、RNAの取扱い、mRNAの精製、cDNAの合成、メチル化による切断からの保護、ハイブリダ
イゼーションなど個々の技術を学び、実践していく。

講義内容(シラバス）

科目名 応用遺伝子工学実習 担当講師

（英名） Applied　Gene Engneering
相原　祐子

学科 バイオテクノロジー科4年制

実習で使用する試薬類を必要量調製する。またRNA実験の注意事項を学び、器具や試薬を準
備する。

様々な条件でPCRを行い、PCRや電気泳動といった基本的な操作が確実にできることを確認す
るとともに、結果について条件の違いをもとに考察する。

マウスの臓器からTotal RNAを抽出し、変性アガロースゲル電気泳動によって分解の度合いを
チェックするとともに、吸光度測定からどれだけのRNAが抽出できたか算出する。

授業内容

開講区分 前期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
４単位

（　１２０　時間）
選択・必修 選択

授業の目的

遺伝子工学では様々な酵素反応を利用する。cDNAライブラリーの構築およびそのスクリーニングを行なっていく中で、
それぞれのステップにおいて、使用する酵素とその活性について理解し、その手法を習得する。

教育内容

前回抽出したTotal RNAから、オリゴdTカラムを用いてmRNAだけを精製する。さらにmRNAを鋳
型にして、1st strand cDNA、続いて2nd strand cDNAの合成を行う。

T4DNA polymeraseの活性を確認し、末端平滑化を行う。その後反応液を精製してからアダプ
ターのライゲーションを行う。

制限酵素と就職酵素の関係を学び、アダプター配列中の制限消化を行う。次に不要な短鎖DNAをスピンカラムで除き、最後にベクターライゲーションを行う。

mRNAの精製、cDNAの合成

二本鎖cDNAの末端平滑化、アダプター
の付加

Not I消化、短鎖DNAの除去、ベクターラ
イゲーション

Total RNAからRT-PCRを行い、増幅バンドをアガロースゲルから切り出して冷凍保存する。ま
た、前回用意したプレートからコロニーをブロッティングし、メンブレンの処理を行う。

前回切り出して保存しておいたバンドを精製し、ランダムプライマー法を用いてラベリングする。

前回までに準備したメンブレンと標識プローブをハイブリダイゼーションし、検出を行う。

ライゲーション反応液をPCIおよびCIA抽出とエタノール沈殿によって精製し、コンピテントセル
にトランスフォーメーションする。

前回トランスフォーメーション後にプレーティングしたプレートのコロニー数から、形質転換効率
を算出しする。またインサートの分布を知るためにコロニーPCRを行う。

プレートからピックアップ、培養した液からプラスミドを抽出し、NotIおよびEcoRIでdouble
digestionを行う。同時に、コロニーハイブリダイゼーション用にプレーティングも行う。

ライゲーション反応液の精製、トランス
フォーメーション

タイターの算出、コロニーPCRによるイン
サート分布の確認

プラスミド抽出・消化によるインサート分
布の確認

RT-PCR、コロニーブロッティング

切り出しバンドの精製、ラベリング

毎回の小テスト、レポート、定期試験で評価する。
小テスト：レポート：定期試験＝20：40：40
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

コロニーハイブリダイゼーション、免疫検
出

コロニーハイブリダイゼーションで得られた陽性クローンについて、プラスミドを抽出・精製す
る。

前回調製したプラスミドをシークエンスベクターへサブクローニングする。

前回のサンプルをトランスフォーメーションする。

陽性クローンのプラスミド抽出・精製

シークエンス用ベクターへサブクローニ
ング

トランスフォーメーション、定期試験

項目

試薬調製、RNAの取り扱い

DNA実験の復習

Total RNAの抽出および変性アガロース
ゲル電気泳動

使用教科書
教材

参考書

改訂第３版 遺伝子工学実験ノート上・下

教員紹介等

学術博士。東京大学医科学研究所再生基礎医科学寄附研究部門特任研究員として遺伝子関連の研究に従事。現在、横浜市立大
学大学院生命医科学研究科特任助教を兼任。

その他

準備学習
（予習・復習）

到達目標

1. RNA取り扱い上の注意事項を説明できる。適切な濃度、pH、容量の試薬を調製できる。
2. PCR、アガロースゲル電気泳動の操作が確実に行える。
3. 酸性フェノール法でのTotal RNAの抽出の原理、および変性アガロースゲル電気泳動の原理が説明できる。
4. オリゴdTカラムを用いたmRNA精製の原理およびcDNA合成の原理を説明できる。
5. T4 DNAポリメラーゼおよびDNAリガーゼの活性を説明できる。
6. 制限酵素による消化とメチル化による保護について説明できる。
7. コンピテントセル、ヒートショックによる形質転換、エレクトロぽレーションについて説明できる。
8. コロニーPCRについて説明できる。形質転換効率を正しく算出できる。
9. スター活性およびそれを避けるための注意点を説明できる。
10. RT-PCRの原理が説明できる。手順を理解してコロニーブロッティングの操作を行える。
11. アガロースゲルを切り出したバンドからDNAのみを精製できる。ランダムプライマー法を説明できる。
12. ハイブリダイゼーションの原理を理解し、実際に捜査を行える。
13. ハイブリダイゼーションで得られた要請クローンのピックアップ、増殖、プラスミド調製が確実に行える。
14. ２種類の制限酵素による同時消化が確実に行える。
15. サブクローニングの一連の操作について説明できる。

評価方法
評価基準



３学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.12

13.14.15.16

17.18.19.20

21.22.23.24

25.26.27.28

29.30.31.32

33.34.35.36

37.38.39.40

41.42.43.44

45.46.47.48

49.50.51.52

53.54.55.56

57.58.59.60

抗体作成のスケジュールの確認と試薬調整

抗原に用いるガン細胞の培養を開始する

細胞を調整し、マウスに免役する初回免疫

抗原の準備

オリエンテーション

細胞を調整し、マウスに３回目の免疫を行う

抗原の細胞の維持継代と、ELISAプレートの準備

抗原の細胞の維持継代と保存

細胞を調整し、マウスに２回目の免疫を行う

免疫（３回目）

細胞の維持とELISAの練習

免疫（２回目）

細胞の維持と保存

免疫したマウスからの脾臓採取とミエローマ細胞との細胞融合

ミエローマ細胞の準備、抗原の細胞の維持継代、およびELISAの練習。

可溶性抗原を用いた免疫と細胞の維持継代

バイブリドーマの作製

最終免疫

細胞の維持とELISAの練習

ELISAによる抗体産生細胞のスクリーニングとクロ－ニング、および抗体産生クローンの培養

ELISAによる抗体産生細胞のスクリーニングとクロ－ニング

ELISAによる抗体産生細胞のスクリーニングとクロ－ニング

ELISAによるスクリーニング（３回目）

ELISAによるスクリーニング（２回目）

ELISAによるスクリーニング（１回目）

準備学習
（予習・復習）

予習：実習書の該当ページを読んでおく。
復習：実習ノートの整理と実験内容および結果の整理を行う。

ELISAによる抗体産生細胞のスクリーニングと抗体産生クローンの保存

試験と後片付け定期試験

ELISAによるスクリーニング（４回目）

使用教科書
教材

参考書

配布物（実習書）
参考：『タンパク質実験ノート』（上・下）（羊土社）

到達目標

1．モノクローナル抗体について説明できる。
2．モノクローナル抗体作成のスケジュールを説明できる。
3．モノクローナル抗体作成の注意点について説明できる。
4．ハイブリドーマの作製法を理解し、注意点を説明できる。
5．ELISA法の原理と実際に行う上での注意点を説明できる。
6．

評価方法
評価基準

課題、定期試験およびレポートで評価する。
課題：定期試験：レポート＝20：40：40
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

教員紹介等

北海道大学大学院理学専攻博士課程修了後、北海道警察科学捜査研究所法医学に勤務。各種分析、実習に携わる。また、法規的な
ものにも精通している。

その他

開講区分 前期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
４単位

（１２０時間）
選択・必修 選択

科目名 抗体作成実習 担当講師

（英名） Training　of Antibody Preparation
初瀬　玲

学科 バイオテクノロジー科４年制

授業内容

授業の目的

抗体は、生命科学の研究において重要なツールである。しかし、抗体作成には抗原の取り扱い、動物の取り扱い、およ
び細胞の取り扱いなどの複合的な技術が必要になるため、抗体を作ることは非常に難しい。この実習では、ガン細胞に
対する抗体を作成し、抗体作成の技術や抗体を用いた分析法を習得する事を目的とする。

教育内容

モノクローナル抗体の作成の方法と、作成時に注意するべきポイントを理解する

講義内容(シラバス）

項目



３学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.12

13.14.15.16

17.18.19.20

21.22.23.24

25.26.27.28

29.30.31.32

33.34.35.36

37.38.39.40

41.42.43.44

45.46.47.48

49.50.51.52

53.54.55.56

57.58.59.60

動物細胞への遺伝子導入から発現確認が出来る。

科目名 応用細胞工学実習 担当講師

（英名） Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔｓ　of Applied cell Technology
初瀬　玲

学科 バイオテクノロジー科4年制

実習の概要がわかる
実験に必要な試薬の調整、プライマー設計

目的ＤＮＡの抽出
導入細胞の培養開始

目的遺伝子のＰＣＲ
増幅遺伝子の制限酵素処理
ベクターの制限酵素処理
導入細胞の継代

授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
４単位

（　１２０　時間　）
選択・必修 選択

授業の目的

導入遺伝子の準備、導入される細胞の準備、遺伝子導入をスムーズに行うことができるようになる。
細胞の分化誘導を学ぶ

教育内容

ライゲーション
トランスフォーメーション
導入細胞の継代

ＰＣＲによる確認
前培養
導入細胞の継代

プラスミド抽出
導入細胞の継代

組み換えベクターの調整③

組み換えベクターの調整④

組み替えベクターの調整⑤

リポフェクション法による遺伝子導入

導入細胞の確認と解析①

導入細胞の確認と解析②

動物細胞への遺伝子導入①

遺伝子導入細胞の確認①

遺伝子導入細胞の確認②

実験結果のまとめとﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ

細胞、試薬の準備

分化誘導①

実験結果のまとめとﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ

細胞の分化誘導①

細胞の分化誘導②

プレゼンテーション
定期試験
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

結果観察①
分化誘導②

結果観察②
まとめ

細胞の分化誘導③

細胞の分化誘導④

プレゼンテーション
定期試験

プレゼンテーション
定期試験

項目

オリエンテーション
試薬調製

組み換えベクターの調整①

組み換えベクターの調整②

使用教科書
教材

参考書

教員紹介等

北海道大学大学院理学専攻博士課程修了後、北海道警察科学捜査研究所法医学に勤務。各種分析、実習に携わる。また、法規的な
ものにも精通している。

その他

準備学習
（予習・復習）

到達目標

生化学・分子生物学的な細胞解析技術の操作ができる

評価方法
評価基準



２学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.12

13.14.15.1
6

17.18.19.2
0

21.22.23.2
4

25.26.27.2
8

29.30 定期試験

科目名 応用細胞培養実習Ⅳ 担当講師

（英名） Experiments of Applied Cell Culture　Ⅳ
天野　栄子

学科 バイオテクノロジー科4年制

項目

3T3-L1細胞を用いた脂肪蓄積抑制試験
細胞播種

分化誘導

脂肪量の測定

オリエンテーション
試薬調整、翌週の準備

B16細胞を用いたメラニン蓄積抑制試験
細胞播種、サンプル適用

メラニン抽出、測定

細胞の機能性評価試験②

細胞の機能性評価試験③

開講区分 後期 授業形態

授業の目的

細胞培養の品質管理方法を理解し、細胞を用いたアッセイを行うことが出来る。
判断する目を養い、技術を高める。

教育内容

･細胞を用いた機能性評価試験を行う
・染色体観察をおこなう

講義内容(シラバス）

授業内容

オリエンテーション
試薬調整

細胞の機能性評価試験①

細胞の機能性評価試験②

細胞の機能性評価試験①

実習

学年
単位

（総時間）
２単位

（　６０　時間　）
選択・必修 選択

準備学習
（予習・復習）

各テーマ終了毎レポートを作成し1週間以内に提出。
毎回のゼミ発表

到達目標

染色体観察

定期試験の実施

教員紹介等

東京大学医科学研究所にて細胞関連の研究業務で勤務の後本校教員

その他

･細胞がその機能を保つような実験操作をおこなうことができ、その評価が必要であることを理解できる。
・培養細胞の染色体の意味を知る。

評価方法
評価基準

レポート：ゼミ：定期試験＝40：20：40
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

参考書
細胞培養実習テキスト　　日本組織培養学会　編集　　株式会社じほう　発行

細胞の染色体観察



３学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8
細胞のPI染色を用い
たS期、M期、G0期の
検出

9.10.11.12
細胞のPI染色を用い
たS期、M期、G0期の
検出

13.14.15.16

17.18.19.20

21.22.23.24

25.26.27.28

29.30

9

科目名 細胞解析実習 担当講師

（英名） Experimentｓ　of　Animal Cell Analysis
松本靖子

学科 バイオテクノロジー科4年制

授業の目的

　免疫・がん・再生医療の分野で求められるフローサイトメトリーでの細胞解析の原理を知って、基本解析を行う。
フローサイトメトリーの取扱、操作上の注意点を知る。

教育内容

　

講義内容(シラバス）

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（６０時間）
選択・必修 選択

オリエンテーション フローサイトメトリーの基本操作、メンテナンス法

細胞周期の解析①
個々の細胞の状態を調べる

細胞周期の解析①
個々の細胞の状態を調べる

項目 授業内容

細胞内染色を用いたサイトカイン産生の解析
①
個々の細胞の状態を調べる

制御性T細胞の誘導と検出

細胞内染色を用いたサイトカイン産生の解析
②
個々の細胞の状態を調べる

制御性T細胞の誘導と検出

iPS細胞からの血球分化誘導とソーティ
ング①

造血幹・前駆細胞のソーティン

iPS細胞からの血球分化誘導とソーティ
ング①

造血幹・前駆細胞のソーティン

iPS細胞からの血球分化誘導とソーティ
ング②

成熟T細胞ソーティング

定期試験

準備学習
（予習・復習）

事前にプロトコールを読み、手順を理解する。
結果をレポートにまとめ、提出する。

到達目標
スローサイトメトリーでの解析とソーティングの原理がわかる。
スローサイトメトリーでの解析とソーティングができる。

評価方法
評価基準

各回のレポート　40点、毎回小テスト　20点、定期h試験　40点
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

　スタンダード フローサイトメトリー 第2版

教員紹介等

医学博士。東京医科大学医学部免疫学講座にて研究員として勤務。現在、研究支援センター講師

その他



３学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.12

13.14.15.16

17.18.19.20

21.22.23.24

25.26.27.28

29.30.31.32

33.34.35.36

37.38.39.40

41.42.43.44

45.46.47.48

49.50.51.52

53.54.55.56

57.58.59.60

科目名 動物生理学実習 担当講師

（英名） Experiment of Animal Physiology
大井康隆

学科 バイオテクノロジー科4年制

実験動物取り扱いの基礎を学ぶ　　保定及び、採血の方法などについて確認を行う

血液中に含まれる総タンパク質及び、血清アルブミンの定量、膜電気泳動によるタンパク質の分
画を行う

実験動物を用いてグルコース負荷試験を行い、血中のグルコース濃度変化を観察する。血液学②　血糖

血液学　血清タンパク

オリエンテーション

血中逸脱酵素の存在による肝機能の検証、及び肝臓機能の確認を行う

肝臓のグリコーゲンは、血糖の維持という生理的な役割を担っている。摂食および絶食させたマ
ウスの肝臓よりグリコーゲンを分離定量し、その動態を確認する

血中には一定量の脂質・コレステロールが存在する。近年、脂質異常症などの指標として利用さ
れている。普通食群と高脂食群を準備し、食餌条件による血中脂質への影響を確認する

食餌と血中脂質

エネルギーの貯蔵

肝機能

肝臓は、食餌から得た脂質を素にコレステロールと中性脂質の合成貯蔵を担っている。食餌条
件の違いから、肝臓中に貯蔵される中性脂質、コレステロール量の違いについて確認する

血液は心臓のポンプ機能により全身を循環している。血圧は、年齢や状況により変化する。実際
に姿勢などを変化させ血圧の測定を、血圧の変化について確認する。

消化には、消化酵素の存在が不可欠であり、成分により分解する成分に違いが存在する。消化
酵素の働きについて検証を行う。

消化

血圧と体温

脂質代謝と合成

尿の生成を行う腎臓について、構造とその機能について解説及び、観察を行う。また腎機能の確
認方法としてクレアチニン・クリアランスの確認方法を学ぶ

生体内に存在する酵素について、臓器などから抽出し、その酵素の活性について確認する。

生理学の実験系では、多くの抗体や、サンプルとして血清などを多く使用する。その際に的確な
濃度、条件で実験する必要がある。抗体（あるいは血清）の希釈濃度について検討を行う。

抗原抗体反応

生体内酵素の働き

腎臓の生理

生体防御機構に何らかの異常により過剰に反応したのがアレルギーである。アレルギー発症時
には、抗原特異的IgEが多く産生される。この抗原特異的IgEについて検討を行い。生体防御機構

様々な生理機能を司る臓器として、脳があげられる。脳機能については、完全に解明されていな
いが、本章では、マウス、ラット、ブタの3種で、各々の脳の構造を観察する。

生理学に関する内容について、口頭発表を行い、発表後討議を行う。ゼミナール・定期試験

神経系　脳の構造と機能

特異的抗原抗体反応

準備学習
（予習・復習）

予習：事前配布の資料を確認。ゼミナールに関する資料の準備
復習：実験で得られた結果からレポートを作成し、考察を行う

到達目標
生命現象を明らかにするために必要となる実験について、適切に理解すること。
生命現象を理解するために必要となる手技および実験動物の取り扱いについて習得し、適切に実践できる
観察される生命現象について、結果に基づいて論理的に考え、レポートにできる。

評価方法
評価基準

レポート：定期試験：ゼミナール　40:40:20
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

教員紹介等

生物資源科学修士。

その他

開講区分 前期 授業形態 実習・講義

学年
単位

（総時間）
４単位

（１２０時間）
選択・必修 選択

授業の目的

動物生理学講義内容の理解を深める事を目的とする。手法として実験動物を用いて生きた個体、あるいは摘出組織を
用いて、正常な個体での生理現象を実験的に観察する。また、生理学の理解を深めるため、自らテーマを設定し、口頭
発表を行い、さらに討議を行うことで、生理学の理解を高める。

教育内容

生体内で起きる現象について、実験動物を用いて生きた個体、あるいは摘出組織を用いて実際的に学ぶ。　　実験小動
物を対象とした基礎的実験手技と分析手法を修得する。　　解剖学・生化学・分子生物学等をベースに本科目を理解し、
さらに応用として口頭発表などを行い理解を高める。

授業内容

講義内容(シラバス）

項目



３　学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.12

13.14.15.16

17.18.19.20

21.22.23.24

25.26.27.28

29.30.31.32

33.34.35.36

37.38.39.40

41.42.43.44

45.46.47.48

49.50.51.52

53.54.55.56

57.58.59.60

目的Ⅰ　モノクロ-ナル抗体を作製するというテーマで各人が細胞を長期間培養して免疫原を調製し、マウスの免疫か
らモノクロ-ナル抗体の取得までを一人で実習する。　長期間の実験では、得られた実験結果から次のステップの実験
を計画することを学ぶ。さらに実習期間中に試薬をはじめとする実験準備を状況に合わせて自ら行う。
目的Ⅱ　アレルギーの疾患モデルマウスを作製し、アレルギーを誘導して免疫学的考察を行う。
目的Ⅲ　免疫学的手法の原理と手技を学ぶ。

講義内容(シラバス）

科目名 免疫学実習 担当講師

（英名） Practice of Biological Response Analysis
天野栄子

学科 バイオテクノロジー科4年制

１．オリエンテーション ２．試薬の作製　３．器具及び試薬の滅菌

ⅠBradford法によるタンパク質濃度の測定（個人に濃度既知試料とそれぞれ異なる未知試料）
２．培地の調製と細胞の継代培養

Ⅱモノクローナル抗体の作製　①細胞の継代培養　②マウスの採血と血清分離
③免疫原の作製と免疫1回目
Ⅲアレルギー反応　①マウスの採血と血清分離

授業内容

開講区分 　前期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
４単位

（１２０　時間）
選択・必修 選択

授業の目的

自然免疫系、獲得免疫系の細胞を用いた分子生物学的実験を通して免疫システムを学ぶ。
実験目的・方法・実験結果・導き出された結論・考えなどを記録する実験ノートの書き方を習得し、レポートを作成する。
免疫学の基本を理解するのに必要な手技手法を習得する。

教育内容

Ⅱモノクローナル抗体の作製　①細胞の継代培養　②免疫原の作製と免疫２回目
Ⅲアレルギー反応　①アレルゲンの感作　1回目

Ⅱモノクローナル抗体の作製　①細胞の継代培養　②免疫原の作製と免疫３回目　③Cell ELISA
の準備　　　Ⅲ．アレルギー反応　①アレルゲンの感作　2回目

Ⅱモノクローナル抗体の作製 ①細胞の継代培養　②マウスの採血と血清分離
③免疫原の作製と免疫４回目　④ハイブリドーマ作製の準備
Ⅲアレルギー反応　①アナフィラキシーの誘導　②アナフィラキシーの結果観察　③採血と血清
分離　　④血液標本の作製

モノクローナル抗体作製のための免疫
とアレルギーモデルマウスの作製

アレルギーモデルマウスの作製

アナフィラキシー誘導実験

Ⅱモノクローナル抗体の作製 ①細胞の継代培養　②免疫原の作製と免疫　5回目
③Cell ELISAによるマウス血清中の抗体価の測定と評価

Ⅱモノクローナル抗体の作製 ①細胞の継代培養
②ポリエチレングリコール法によるハイブリドーマの作製

Ⅱモノクローナル抗体の作製 ①ハイブリドーマの培地交換　②細胞溶解緩衝液の作製
③抗体価測定のための抗原の調整　④Cell Lysateの作製
Ⅲアレルギー反応　①ELISA法によるIgEの測定準備

マウスの抗体価測定

ハイブリドーマの培養と抗原の作製

ハイブリドーマの作製

Ⅱモノクローナル抗体の作製　①抗体産生ハイブリドーマ選択のためのELISA法の準備
Ⅲアレルギー反応　①ELISA法による血清中のIgE抗体の測定と評価

Ⅱモノクローナル抗体の作製　①抗体産生ハイブリドーマ選択のためのELISA法とその評価
②抗体産生ハイブリドーマの選別と継代培養

Ⅱモノクローナル抗体の作製　①ハイブリドーマの培養上清の回収
②ウエスタンブロット法の試薬作製

ハイブリドーマ培養上清の回収と試薬調
製

ELISAによるハイブリドーマの選択

アレルギーマウスにおけるIgE抗体価の
測定

 レポートと定期試験で評価する。　　　　　レポート：定期試験＝20：80
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

Ⅱモノクローナル抗体の作製 ①ゲルの作製　②ｳｴｽﾀﾝﾌﾞﾛｯﾄのSDS-PAGEと転写

Ⅱモノクローナル抗体の作製　①ウエスタンブロットのイムノブロットと結果の評価
②二次元免疫拡散法

Ⅱモノクロ―ナル抗体の作製　①二次元免疫拡散総の判定
１．かたづけ
２．定期試験

ウエスタンブッロトの結果と導き出される
結論および考察

ウエスタンブロット法（イムノブロット）

ｳｴｽﾀﾝﾌﾞﾛｯﾄ法（SDSPAGEと転写）

タンパク質濃度の測定

オリエンテーション

項目

モノクローナル抗体作製のための免疫

使用教科書
教材

参考書

　
実験書および文献から抜粋した実験方法に関するプリントを配布する

教員紹介等

医学博士。東京医科大学医学部免疫学講座にて研究員として勤務。現在、研究支援センター講師

その他

準備学習
（予習・復習）

　
自分自身の実験の進捗状態を把握しておくこと　　　実験方法については原理を理解しプロトコールが書けるようにしておくこと

到達目標

１．実験ノートが書ける。
２．実験方法の原理を理解してプロトコールが書ける。
３、免疫学の基本的な手技手法ができる
４．実験結果から結論を導き出し、かつ考察ができる。
５．レポートが書ける。

評価方法
評価基準



３学年

回数

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.12

13.14.15.16

17.18.19.20

21.22.23.24

25.26.27.28

29.30.31.32

33.34.35.36

37.38.39.40

41.42.43.44

45.46.47.48

49.50.51.52

53.54.55.56

57.58.59.60

作物の栽培に適した土壌条件や肥料の３要素について学ぶ。実際に土壌を調製し、今後の実習
に必要な実験植物を播種する。

光発芽種子や光形態形成について学び，その影響を定量化する。箱ひげ図やエラーバーなどを
用いてデータのばらつきを表現する手法を学ぶ。

土壌の酸性度と肥料度について学ぶ。土壌抽出液のpHとECを測定し、土壌の状態を分析する
手法を学ぶ。

光条件が与える影響

土作りの基本

土壌分析（１）

土壌における窒素肥料の動態について学ぶ。可給態窒素および硝酸態窒素の定量法を学ぶ。

土壌におけるリン酸肥料の動態について学ぶ。可給態リン酸の定量法とパックテストを用いた簡
便測定法をを学ぶ。

水耕栽培溶液の成分を学び、実際に調製してみる。肥料成分の過剰症や欠乏症を解析するた
めに、成分を改変した培養液を検討する

土壌分析（３）

土壌分析（２）

水耕栽培

肥料条件を変えて栽培してきた作物を収穫し、収穫量を測定する。土壌成分と収穫量の相関係
数を算出し，その評価法を学ぶ。

除草剤の形状や効果の速さ、選択性について学ぶ。除草剤を実際に調製し，噴霧する手法を学
び、その効果を解析する。

アレロパシー効果について学び、身近な植物のもつアレロパシー効果を定量する手法を習得す
る。また、仮説の検定法を学び、有意水準の評価法を習得する。

除草剤の効果

土壌条件の最適化

アレロパシー（１）

濃度依存的に効果を発揮する薬品の解析法を学ぶ。また、対数グラフを作成し、半数効果濃度
の評価法を習得する。

植物ホルモンの取り扱い法を学び、植物の形態形成に対する効果を解析する。

植物ホルモンの取り扱い法を学び、植物の分化全能性に対する効果を解析する。

植物ホルモン（１）

アレロパシー（２）

植物ホルモン（２）

窒素固定細菌による可給態窒素生産機構を学ぶ。また、マメ科植物植物の窒素肥料要求性を解
析し、根粒の形成過程を観察する。

葉緑体の構造について学び、植物材料から単離する手法を習得する。単離した葉緑体から
RuBisCoやクロロフィルを抽出し、定量する手法を学ぶ。

本実習を通じて得られた知識を評価する。期末試験

葉緑体の単離

窒素固定細菌

準備学習
（予習・復習）

予習：「植物生理学」の講義を通じて、植物の環境応答機構を学んでおく。植物バイオテクノロジーが農業に生かされている例について
調べる。復習：実習で得られたデータを分析し、考察する。

到達目標
① 作物を栽培し、収穫まで管理できる。　② 植物の環境応答を定量し、統計的に解析できる。　③ 得られたデータを解釈し、既存の知
見との比較から考察できる。

評価方法
評価基準

毎回の小テストとレポート課題、定期試験で評価する。
小テスト：レポート：定期試験＝20：40：40
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

教員紹介等

理学博士。東京大学大学院理学系研究科産学連携研究員としての業務に従事。そのほか東京農業大学講師、法政大学生命科学部
非常勤講師。

使用教科書
教材

参考書

植物の成長　（裳華房）　植物生理学入門　（オーム社）

その他

２年次の「統計学」で用いた教科書を使用する。

開講区分 前期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
４単位

（１２０時間）
選択・必修 選択

科目名 植物生理学実習 担当講師

（英名） Laboratory Course of Plant Physiology
清水隆

学科 バイオテクノロジー科４年制

授業の目的

植物生理学とは植物の環境応答を解析する学問であるが、その解析には植物を実際に栽培し、その応答を統計的に解
析する必要がある。そのため本実習では、作物を実際に育成し収穫する手法や、植物の生理応答を定量する方法を習
得することを通じて、植物の環境応答機構を理解する。また、統計学的な分析手法を習得し、データを読み解く力を身に
つける。これらの実習を通じて、植物栽培の管理者や培養の技術者として活躍するために必要な技術と知識を身につけ
ることを目的とする。

教育内容

作物を実際に育てることを通じて、肥料条件の最適化、除草剤の効果、品種改良の手法などを学ぶ。また、光形態形
成、植物ホルモン応答、アレロパシー効果などを解析することを通じ、植物の環境応答機構を学ぶ。

授業内容

講義内容(シラバス）

項目



３学年

1.2.3.4

5.6.7.8

9.10.11.12

13.14.15.16

17.18.19.20

21.22.23.24

25.26.27.28

29.30.31.32

33.34.35.36

37.38.39.40

41.42.43.44

45.46.47.48

49.50.51.52

53.54.55.56

57.58.59.60

15

培地を作製し、クリーンベンチ内でタバコ播種する。ELISA,DIBA,ウエスタンブロット、RT-PCRに
用いる試薬を調製する。植物ウイルスとは何か、ウイルスの同定方法について学ぶ。

冷凍葉からキュウリモザイクウイルス（CMV）とタバコモザイクウイルス（TMV）をRT-PCRで検出
する。冷凍葉からRNAを抽出後、各ウイルスの３’プライマーを用いて逆転写反応を行い、ｃDNA
を各プライマーを用いてPCRを行う。

RT-PCR産物を電気泳動してCMV、TMVを検出しウイルス感染葉を同定する。電気泳動（ウイルスRNAの検出法）

RT-PCR（ウイルスRNAの検出法）

無菌播種および試薬調製

血清学診断法の１つにDIBAがある。DIBA法により、冷凍葉の汁液をニトロセルロースメンブレン
にブロットし、CMV,TMVの抗体を用いてウイルスのタンパク質を検出する。

血清学診断法にDAS-ELISAがある。DAS-ELISA法により、96穴ELISAプレートのウェル内でウイ
ルス抗体液、ウイルス感染葉、AP標識ウイルス抗体の順で反応させ、ウイルスのタンパク質を検
出する。

ポリアクリルアミドゲル作製を作製し、SDS-PAGEを行う。

SDS-PAGE

DAS-ELISA
（ウイルスタンパク質の検出法）

DIBA（ウイルスタンパク質の検出法）

ウエスタンブロットによるCMVの検出をおこなう。まず、ポアクリルアミドゲルを作製し、冷凍葉の
汁液をアプライし電気泳動をおこなう。ゲルをメンブレンに転写し、ブロッキング液にひたす。

ブロッキング後のメンブレンをウイルス抗体で免疫染色しウイルスの検出を行う。陽性反応が見
られた冷凍葉を用い、健全タバコにウイルスを接種する。

全身獲得抵抗性について理解する。サリチル酸処理、TMV感染、傷害を与えたタバコ葉から病
原抵抗性遺伝子（PR1a遺伝子）の検出をRT-PCRにておこなう。

RT-PCR
(病原抵抗性遺伝子の検出）

ウエスタンブロット②
（ウイルスタンパク質の検出法）

ウエスタンブロット　①
（ウイルスタンパク質の検出法）

PCR産物を電気泳動し、PR1a遺伝子を検出する

プレスブロット法でウイルスを接種葉からCMVを検出する。接種葉をろ紙に挟み、ハンマーで汁
液をろ紙に転写し、ろ紙についた汁液をCMV抗体を用いて免疫染色によりウイルス検定をおこな
う。

DIBA法により、接種葉の汁液をニトロセルロースメンブレンにブロットし、CMV,の抗体を用いてウ
イルスのタンパク質を検出する。

電気泳動
(病原抵抗性遺伝子の検出）

プレスブロット法
（ウイルスタンパク質の検出法）

DIBA（ウイルスタンパク質の検出法）

準備学習
（予習・復習）

予習：　次週の実験内容をフローチャートでまとめておく
復習：　実験の結果、考察を口頭で発表できるように復習する

接種葉からRNAを抽出後、CMVの３’プライマーを用いて逆転写反応を行い、ｃDNAを各プライ
マーを用いてPCRを行う。

RT-PCR産物を電気泳動してCMVを検出しウイルス感染葉を同定する。

定期試験

RT-PCR（ウイルスRNAの検出法）

電気泳動（ウイルスRNAの検出法）

使用教科書
教材

参考書

植物ウイルス同定のテクニックとデザイン　大ｔ木　理　著　日本植物防疫協会
新編　植物病理学概論　久能　均　著　養賢堂
植物と病気　大木　理　著　東京化学同人

到達目標

1.　植物ウイルスについて説明できる
2．植物ウイルスの血清学的診断法について説明できる
3．植物ウイルスの遺伝学的診断法について説明できる
4．実験を計画し、実施することができる。
5. 実験の目的、結果、考察をレポートにまとめられる
6．実験の目的、結果、考察をノートを見ながら、口頭で説明できる

評価方法
評価基準

小テスト20点　定期試験40点　レポート40点
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

教員紹介等

理学博士。日本学術振興会・海外特別研究員、東京大学大学院、京都大学大学院、東北大学大学院等で研究活動に従事する。現
在、神奈川大学生物学科にてプロジェクトに参加。

その他

開講区分 前期 授業形態 実習

学年
単位

（総時間）
４単位

（１２０時間）
選択・必修 選択

科目名 植物病理学実習 担当講師

（英名） Experiment of Plant Pathology
篠原　直貴

学科 バイオテクノロジー科４年制

授業の目的

安定した農業生産を維持するために植物の病害防除に関する体系的な知識や診断技術を習得することが必要だ。植物
病理学実習では病原の中でも実被害の大きいキュウリモザイクウイルス（CMV)とタバコモザイクウイルス（TMV)の診断・
同定に関わる実践力を養う。本実習を通して、植物ウイルスを効率的に、的確に同定する技術を身に付けてほしい。

教育内容

さまざまな植物ウイルスの検出法を学ぶ（ELISA、DIBA、プレスブロット法、RT-PCR、ウエスタンブロット法）
RT-PCR法いより病害抵抗性遺伝子(PR1a遺伝子）の検出を行う

授業内容

講義内容(シラバス）

項目



４学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

全般：ビジネスで多用されているWindows／Microsoft Office（Word・Excel・PowerPoint）の基本操作を習得する

今期は、卒業研究に必要なWordの基本操作およびPowerPointの基本操作を中心に、関連した事柄について学ぶ

講義内容(シラバス）

科目名 PC　卒研プレゼンテーション 担当講師

（英名） PC Excel and Power Pont for Graduation Research
高橋　信浩

学科 バイオテクノロジー科４年制

 1,2年次に学んだ機能の復習
　　　　（表組み、タブとリーダー、セクションなど）

【Word】
論文など長文作成に必要な、アウトライン機能・スタイルなどを理解し、習得する。
【PowerPoint】
プレゼンテーションの基本となる、箇条書きスライドの要点を理解する。

【Word】
論文など長文作成に必要な基本操作を習得する
　　　　（新規スタイル作成、文章の校正、変更履歴など）

授業内容

開講区分 後期 授業形態 講義・演習

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 必修

授業の目的
卒業研究の卒業論文・PowerPointプレゼンテーションに関連して
長文作成支援機能などのWprd操作、PowerPoint作成操作等を学ぶ。
また、卒業後に必要なIT関係の知識を学ぶ。

教育内容

【Word】
論文など長文作成に必要な基本操作を習得する
　　　　（セクション機能、ヘッダー・フッター、ページ番号設定・管理など）

【Word】
論文など長文作成に必要な、　アウトライン・項番設定・管理などを理解し、習得する。
【Word】・【PowerPoint】
　画像の種類・取り扱い

発表時に必要な基本操作・スキルについて学ぶ
　　　　（効果的な発表の話し方、ノンバーバル・コミュニケーションなど）

卒業研究（論文・発表資料）
ビジネス文書関連作成③

卒業研究（論文・発表資料）
ビジネス文書関連作成④

プレゼンテーション①

発表時に必要な基本操作・スキルについて学ぶ
　　　　（質疑応答に関連して、効果的な発問と応答など）

【PowerPoint】
発表時に必要な基本操作・スキルについて学ぶ
　　　　（特殊効果・画面切り替え効果・アニメーション効果など）

IT関連の基礎知識を学ぶ
　　　　（サーバー／クライアント、ネットワーク、プロトコル、ウィルスなど）

プレゼンテーション②

プレゼンテーション③

ITリテラシー①

IT関連の基礎知識を学ぶ
　　　　（セキュリティ、ユーザー認証、パスワードなど）

【PowerPoint】
発表時に必要な設定について学ぶ
　　　　（スライドショーの設定、発表時のPC操作、スライドショー実行時の操作方法など）

【PowerPoint】
発表時に必要な設定について学ぶ
　　　　（マルチモニター環境の構築、発表者ツールの活用など）

ITリテラシー②

プレゼンテーション④

プレゼンテーション⑤

小テストと定期期末試験（実技）で評価する
小テスト：定期期末試験＝20：80
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

学内発表資料の最終準備

学外発表のポスター作製手順の説明および作成

期末試験

卒業研究学内発表会準備作業

卒業研究学外発表準備作業

 期末試験

項目

【Worrd】
　 1,2年次習得機能の復習

卒業研究（論文・発表資料）
ビジネス文書関連作成①

卒業研究（論文・発表資料）
ビジネス文書関連作成②

使用教科書
教材

参考書

Word2010 COMPUTER BASIC for windows
PowerPointl2010 COMPUTER BASIC for windows

教員紹介等

株式会社ソフトクリエイトにてシステム開発を行い、また、現在はフリーとしてもシステム開発やコンピューター教育に本稿のみならず各
所で従事している。

その他

準備学習
（予習・復習）

習得した操作を、実験レポート・発表用資料作成・その他に活用する

到達目標 卒業研究、研究発表会（学内・学外）に必要な論文、発表資料、発表に対応できる

評価方法
評価基準



４学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

科目名 卒研英語Ⅰ 担当講師

（英名） Englich ogf Gradiation Research Ⅰ
松村　清隆

学科 バイオテクノロジー科4年制

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 必修

授業の目的

卒業研究の計画、実施、まとめにおいては、関連する英語研究論文を調査し、理解することが必要である。本講義で
は、ライフサイエンス分野での英語学術論文の調査の仕方、読み方の基礎を習得する。

教育内容

１．ライフサイエンスの学術英語論文検索の仕方を学習する。
２．ライフサイエンス分野の学術英語論文の読み方を学習する。

講義内容(シラバス）

学術論文調査の意義 研究開発における学術論文調査の意義を理解する。

学術論文の調査方法 実際の学術論の調査方法を理解する。学術論文の構造を理解する。

学術単語・文章読解（１） 単位・物質に関する英単語と文章を理解する。

学術単語・文章読解（２） 実験器具に関する英単語と文章を理解する。

学術単語・文章読解（３） 生化学における英単語と文章を理解する。

学術単語・文章読解（４） 生化学における英単語と文章を理解する。

学術単語・文章読解（５） 細胞工学における英単語と文章を理解する。

学術単語・文章読解（６） 細胞工学における英単語と文章を理解する。

学術論文調査の実際（１） 卒業研究に関係する学術論文の検索を行うことにより、調査方法を理解する。

学術論文調査の実際（２） 卒業研究に関係する学術論文の検索を行うことにより、調査方法を理解する。

学術論文の読解（1） 学術論文の要約部分を和訳し、学術論文の内容を理解する。

学術論文の読解（2） 学術論文の要約部分を和訳し、学術論文の内容を理解する。

学術論文の読解（3） 学術論文の要約を発表することを通して、学術論文の内容理解を深める。

学術論文の読解'(4) 学術論文の要約を発表することを通して、学術論文の内容理解を深める。

定期試験

準備学習
（予習・復習）

予習：　講師の配布する翌週資料を読んでおく。
復習：  講師の配布する資料を復習理解する。

到達目標
１．研究開発において、英語学術論文調査の重要性を理解し、説明できるようにする。
２．英語学術論文調査方法を理解し、説明できるようにする。
３．英語学術論文の内容を理解し、説明できるようにする。

評価方法
評価基準

毎回の小テストと定期試験で評価する。
小テスト：：定期試験＝20：80
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

特になし。講師が必要に応じて配布する。

その他

教員紹介等

理学博士。　（財）電力中央研究所環境科学研究所上級特別契約研究員、英国Newcasle大学客員研究員、横浜市立大学大学院国際
総合科学研究科客員研究員などに従事した。神奈川工科大学応用バイオ科学部非常勤講師、東京農工大学農学部非常勤講師。



４学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

１．卒業研究に関係の深い英語学術論文の文献調査を行い、学術論文の内容を理解し、報告できるようにする。
２．ライフサイエンスにおいてトピックになっている英文記事を日本語に訳し、内容を理解する。

講義内容(シラバス）

科目名 卒研英語Ⅱ 担当講師

（英名） English　of Graduation Reserch Ⅱ
松村　清隆

学科 バイオテクノロジー科４年制

ライフサイエンス分野の学術記事を日本語に訳すことにより、英文の構造、単語、文法、内容を
理解する。

卒業研究に関係のある学術論文の調査方法を学び、英語学術論文(総説）を調査する。

ライフサイエンス分野の学術記事を日本語に訳すことにより、英文の構造、単語、文法、内容を
理解する。

授業内容

開講区分 後期 授業形態 講義・演習

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 必修

授業の目的

ライフサイエンス分野における英文（学術論文、学術記事）の内容を理解し、報告できる力を身につける。
　卒業研究に関係のある学術論文（総説と学術論文）の内容を理解し、卒業研究をより深く理解する。

教育内容

卒業研究に関係のある英語学術論文(総説）を選択する。

ライフサイエンス分野の学術記事を日本語に訳すことにより、英文の構造、単語、文法、内容を
理解する。

卒業研究に関係のある英語学術論文(総説）を日本語に訳すことにより、英文の構造、単語、文
法、内容を理解する。

学術論文(総説）選択（２）

学術記事の理解（３）

学術論文(総説）の理解（１）

ライフサイエンス分野の学術記事を日本語に訳すことにより、英文の構造、単語、文法、内容を
理解する。

卒業研究に関係のある英語学術論文(総説）を日本語に訳すことにより、英文の構造、単語、文
法、内容を理解する。

ライフサイエンス分野の学術記事を日本語に訳すことにより、英文の構造、単語、文法、内容を
理解する。

学術記事の理解（４）

学術論文(総説）の理解（２）

学術記事の理解（５）

卒業研究に関係のある英語学術論文(総説）を日本語に訳すことにより、英文の構造、単語、文
法、内容を理解する。

卒業研究に関係のある英語学術論文(原著論文）を調査し、紹介することにより、学術論文調査
法、内容理解、プレゼンテーションのプロセスを学ぶ。

卒業研究に関係のある英語学術論文(総説）を日本語に訳すことにより、英文の構造、単語、文
法、内容を理解する。

学術論文(総説）の理解（３）

学術論文(原著)の理解（１）

学術論文(総説）の理解（４）

毎回の小テストと定期試験で評価する。
小テスト：：定期試験＝20：80
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

卒業研究に関係のある英語学術論文(原著論文）を調査し、紹介することにより、学術論文調査
法、内容理解、プレゼンテーションのプロセスを学ぶ。

卒業研究に関係のある英語学術論文(原著論文）を調査し、紹介することにより、学術論文調査
法、内容理解、プレゼンテーションのプロセスを学ぶ。

学術論文(原著)の理解（２）

学術論文(原著)の理解（３）

定期試験

項目

学術記事の理解（１）

学術論文(総説）選択（１）

学術記事の理解（２）

使用教科書
教材

参考書

特になし。講師が必要に応じて配布する。

教員紹介等

理学博士。　（財）電力中央研究所環境科学研究所上級特別契約研究員、英国Newcasle大学客員研究員、横浜市立大学大学院国際
総合科学研究科客員研究員などに従事した。神奈川工科大学応用バイオ科学部非常勤講師、東京農工大学農学部非常勤講師。

その他

準備学習
（予習・復習）

予習：講師の配布する英文記事、論文を予め読んでおくことが望ましい。
　復習：授業で出てきた重要英単語、熟語は必ず覚える。

到達目標 専門分野の英語学術論文を理解し、仕事に生かすことができる力を身につける。

評価方法
評価基準



４学年

回数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

科目名 卒業研究ゼミⅠ 担当講師

（英名） Seminer of Graduation Research
大井　康隆

学科 バイオテクノロジー科4年制

項目 授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
２単位

（３０時間）
選択・必修 必修

授業の目的

卒業研究を含めた学術レポートを適切にわかりやすく作成するための知識を身につける。
卒業研究の進捗に合わせ、各自の進捗状況の発表とディスカッションを行い、卒業研究についての理解を深める。

教育内容

1．学術論文の構成を理解する
２．卒業論文を含む学術論文における図表の作成の仕方を理解する
３．卒業論文を含む学術論文における文章の書き方を理解する
４．各自の卒業研究進捗状況発表、ディスカッションを行い、卒業研究の理解を深める

講義内容(シラバス）

卒業レポートの構成と内容（１） 学術論文その他をテキストとし、学術論文の全体構成を理解する

卒業レポートの構成と内容（２） 学術論文その他をテキストとし、学術論文の全体構成を理解する

卒業レポートの構成と内容（３） 学術論文その他をテキストとし、構成要素の書き方を理解する

卒業レポートの構成と内容（４） 学術論文その他をテキストとし、構成要素の書き方を理解する

卒業レポートの図表（１） わかりやすい図表の作り方を、実習を通して学ぶ

卒業レポートの図表（２） わかりやすい図表の作り方を、実習を通して学ぶ

わかりやすい文章（１） 学術論文その他をテキストとし、「科学的な文章の書き方」を学ぶ

わかりやすい文章（２） 学術論文その他をテキストとし、「科学的な文章の書き方」を学ぶ

卒研情報検索（１） インターネット検索サイトを用い、卒研レポート作成に必要な情報の検索方法を学ぶ

卒研情報検索（２） インターネット検索サイトを用い、卒研レポート作成に必要な情報の検索方法を学ぶ

卒研進行状況レポート作成（１） 卒研進行状況をこれまで学んだ方法を活用し、レポートを作成する

卒研進行状況レポート作成（２） 卒研進行状況をこれまで学んだ方法を活用し、レポートを作成する

卒研進行状況発表（１） 卒研進行状況の発表とディスカッションを行い、卒業研究について理解を深める

卒研進行状況発表（２） 卒研進行状況の発表とディスカッションを行い、卒業研究について理解を深める

定期試験

準備学習
（予習・復習）

予習：　講師の配布する翌週資料を読んでおく。
復習：  講師の配布する資料を復習理解する。

到達目標 学術レポートの作成技術を身につけ、適切でわかりやすい卒業研究レポートを作成できるようにする。　

評価方法
評価基準

毎回の小テストと定期試験で評価する。
小テスト：：定期試験＝20：80
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

特になし。講師が必要に応じて配布する。

その他

教員紹介等

生物資源科学修士。



４学年

週

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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13

14

15

科目名 卒業研究Ⅰ 担当講師

（英名）  Graduation Research　Ⅰ
大山直人・杉田佑輔　ほか

（インターンシップ教育）学科 バイテクノロジー４年制

授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
１２単位

（３６０時間）
選択・必修 必修

授業の目的

産業界に必要とされる自立した専門職業人となるための問題発見・調査・問題解決能力を身に付け、マナーとスキルを
習得し、実践する場として行う。

教育内容

１．現場で求められるコミュニケーションの実践
２．PDCAサイクルの実践
３．時間管理の徹底
４．報告、連絡、相談を行い、チームで成果をあげる意識を持つことと行動の実践

講義内容(シラバス）

項目

卒業研究の概要
卒魚研究の目的確認
卒業研究における運営のルール伝達
担当講師紹介

卒業研究グループつくり
卒業研究テーマの紹介（産学協同先　課題内容　学校指導講師）
学生希望調査　グリープつくり

研究計画①
研究計画作成
予算計画
学内プレゼン準備⇒　学校担当者へのプレゼンテーションによる研究開始の承認を受ける

研究計画② 産学協同先への研究計画プレゼンテーション

研究活動①
研究計画に沿って、物品購入
研究活動を開始する。

研究活動②

・計画に沿った研究活動を実施
・週間計画書、週間報告書による研究活動の検討

・産学協同研究先への結果報告（プレゼンーション含む）

研究活動⑥

研究活動⑦

研究活動⑧

研究活動③

研究活動④

研究活動⑤

中間発表に向けた研究成果のまとめ
要旨作成

中間発表
卒業研究前半のまとめのプレゼンテーション
研究の進め方の妥当性、課題抽出、他者が理解できるプレゼンテーションの実施

後期　実験計画作成 中間報告を踏まえて、後期研究活動方針の決定

研究活動⑨

使用教科書
教材

参考書

教員紹介等

その他

準備学習
（予習・復習）

研究計画書　研究報告書による週単位の行動計画、実践、振り仮りを繰り返して、成果を出せるように準備をする。

到達目標 研究計画作成、研究活動、中間発表でのまとめ、研究方針の調整ができる。

評価方法
評価基準

評価表１（50点）＋報告書・計画書（20点）＋中間発表（30点）(計100点)
インターンシップ生：セルフマネジメント（30点）＋チームマネジメント（30点）＋実験技術・報告など（40点）
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計



３学年
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1

2

3
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5
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8
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11

12
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14

15

科目名 卒業研究Ⅱ 担当講師

（英名）  Graduation Research　Ⅱ
大山直人・杉田佑輔　ほか

（インターンシップ教育）学科 バイテクノロジー4年制

授業内容

開講区分 前期 授業形態 講義

学年
単位

（総時間）
１２単位

（３６０時間）
選択・必修 必修

項目

授業の目的

産業界に必要とされる自立した専門職業人となるための問題発見・調査・問題解決能力を身に付け、マナーとスキルを
習得し、実践する場として行う。

教育内容

１．現場で求められるコミュニケーションの実践
２．PDCAサイクルの実践
３．時間管理の徹底
４．報告、連絡、相談を行い、チームで成果をあげる意識を持つことと行動の実践

講義内容(シラバス）

研究活動⑨

研究活動⑩

研究活動①

研究活動②

研究活動③

研究活動④

研究活動⑤

研究活動⑥

研究活動⑦

研究活動⑧

研究成果を論文（書く）、口頭発表（多数へのプレゼンテーション）、ポスターセッション（1対１のプレゼンテーション）ができる。
職業人として求められる挨拶、報告、連絡、相談ができる。
職業人としての立ち居振る舞いを意識できる。

研究活動⑪

研究活動⑫

研究活動②

学内卒業研究発表会 
･下級生、保護者に対して研究成果を口頭発表する。
・利き手がわかるプレゼンテーション（多数に伝える）を実践する。

その他

・研究計画に基づき、研究活動を進める
・週間計画書、週間報告書による研究活動の進捗、評価、見直しをしながら研究を進める
・産学協同先の求めに応じて、成果をプレゼンテーションし、評価を受けるとともに必要に応じ
て、研究の方向性を再検討する。

・研究成果を卒業論文にまとめる
・卒業研究の成果を他者に伝えるためのツールを作る。
・チームで研究成果を共有し、チームの誰もが他者に成果を伝えることができるようにする

評価方法
評価基準

評価表１（50点）＋報告書・計画書（10点）＋卒業研究学内発表会（20点）＋卒業論文（20点）（計 100点）
インターンシップ生：セルフマネジメント（30点）＋チームマネジメント（30点）＋実験技術・報告など（40点）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋卒業論文の提出+学内外卒業研究発表会
履修科目の成績評価をGPに置きかえ、１科目あたりの平均値により、学生の成績を数値化する。
GPA算出計算は、成績評価　A:4.0、B：3.0、C：2.0、D：1.0、F0.0とし、
GAP＝該当授業科目の単位数×各授業科目で得たGPの合計／当該学期評価をうけた各授業科目の単位数の合計

使用教科書
教材

参考書

、

教員紹介等

大山直人）　　大手アパレル企業マーケティング担当の後、本校就職担当
杉田佑輔）　　高等学校理科１種免許。高等学校にて進路指導、産学協同のコーディネートなどをおこなう。

学外卒業研究発表会
･企業、研究所、卒業生など東京バイオが関わる業界人にプレゼンテーションする。相手に合わ
せてプレゼンテーション、その場での問いに適切に回答することを実践する。ポスターセッション
によるプレゼンテーションを行う。

準備学習
（予習・復習）

研究計画書　研究報告書による週単位の行動計画、実践、振り仮りを繰り返して、成果を出せるように準備をする。

到達目標


