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　八ッ橋先生の「光物理化学研究室」で、レーザーを用いた

化学反応の研究をしています。機械から食品まで幅広い分

野に活用できるレーザーは、新発見や新規開拓の可能性も

高く、研究室も活気にあふれています。

　化学には仲間と一緒に目標に向かい、真摯に実験を重

ね、議論を重ねる楽しさがあります。寝る間も惜しんで出し

た実験結果について皆で話し合い、結論を出せた時は最

高の気分です。

　本学は少人数制で先生との距離が近く、研究には最適の

環境です。試行錯誤する私達の様子を、先生がしっかり見

守ってくれる安心感があります。一方的な指導ではなく、必要

最小限のヒントで考えさせてくれるのがありがたいですね。

　理学部に入る方は、ここで自分の目標を見つけて存分に

取り組み、研究の楽しさを追求してほしいと思います。

目標に向かって真摯に実験を重ねる。
仲間との議論も楽しみの１つ。
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理学部
理学部では、自然の成り立ちや美しさに尽きな

い感動と興味を抱いている人、自然の中の物

事を基本原理から理解しようと思っている人、

何でもないことにも素朴な疑問やこだわりを

持ち考える人、実験や観察を工夫したりものを

作るのが好きな人を、歓迎します。
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カリキュラム

■数学科

■化学科

■地球学科

■物理学科

■生物学科

理学、自然の「なぜ」を問う学問

　本学の理学部は、数学、物理、化学、生物、地球の5学科と附属植物園（交野市）から構成されていま

す。また、大学院理学研究科は、これらを有機的に融合した3つの専攻（数物系専攻、物質分子系専攻、

生物地球系専攻）と「21世紀COE（国際的な教育・研究拠点）」で設立された数学研究所をもち、自然科

学の全分野をカバーした全国でも有数の理学の研究・教育拠点です。2008年に南部陽一郎特別栄誉

教授がノーベル物理学賞を受賞されたことに象徴されるように、それぞれの分野で非常に高いレベル

の研究が行われています。

　本理学部は、国公立大学の中でも有数の少人数教育を行っている学部であり、学生一人ひとりに対

して、常に基本や原理に戻って自ら考え問題解決ができる能力を身につけるための、きめ細かい指導

が行われています。さらに、学部卒業生の大半が大学院に進学し、教員と共により高いレベルの研究を

行うことで、鋭い問題意識と解決能力、本質を見抜く洞察力を身につけ、最先端の基礎科学の研究者や

先端技術の開発・応用展開を推進できる高度な専門的職業人として、社会の中で広く活躍しています。

理学部の特徴

　長い歴史の中で私たちの祖先は、時に自然を恐れ、また畏れ敬い、夜

空に輝く星や月を見上げてはその不思議に驚き、また美しさに感動しな

がら、絶えず自然と対話をして生きてきました。そして、「いったいどうし

て？」という素朴な疑問に始まり、自然を理解するための観察と思考を積

み重ねながら試行錯誤を繰り返す中に、実験や観察そして論理的な思考

に基づく「自然科学」という方法論を確立してきました。自然科学によっ

て自然のもつ多くの謎を解明し、更にそれらを人間生活に活かす知恵も

数多く得てきました。しかし、人類の歴史に比べれば自然科学の歴史は

浅く、私たちはまだ自然についてほんの一部しか知りません。この自然

界はまだまだ多くの謎に満ちているのです。その謎に「なぜ？」と問いか

け、その背後にある普遍的な法

則や原理を見つけ出し、それを

言葉や数式を用いて理解・説明

し、人類の英知と人類共通の知

的財産へと高めるのが「理学」と

いう学問の使命です。

※1：「理科選択」で入学した学生は、1年次終了時に物理学科、化学科、生物学科、地球学科の中から希望する学科を選択します。　※2：3年次への編入学ができます（化学科のみ）。
※3：物理学科は、「特別実験・特別理論演習」です。　※4：成績優秀者は、3年次に大学院を受験することができます。　※5：10月に入学ができます（前期博士課程は外国人、後期博士課程
は一般、社会人、外国人）。　※6：一定の条件を満たした場合、在学年限（前期博士課程は4年、後期博士課程は6年）の範囲内で長期履修が認められる長期履修制度があります。
※7：成績優秀者は、前期博士課程の在学期間（標準2年）を1年短縮することができます。　※8：成績優秀者は、後期博士課程の在学期間（標準3年）を1・2年短縮することができます。
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物理学科

理科選択

化学科

生物学科

地球学科

数物系専攻

物質分子系専攻

生物地球系専攻

講義・演習科目

前期特別研究
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全学共通科目
•総合教育科目
•基礎教育科目

•外国語科目
•健康・スポーツ科学科目

編入学
※510月入学飛び級

大学院前期博士課程
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数物系専攻

物質分子系専攻

生物地球系専攻

ゼミナール

後期特別研究
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※510月入学

長期履修

大学院後期博士課程
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※6長期履修

化学科　4回生　吉田有佑さん
香川県立小豆島高等学校 卒業
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新棟Ⅱ期（A棟）

新棟Ⅱ期（B棟）

新棟Ⅰ期（C棟）自然をあらゆる角度から捉える5学科

基礎的な物理現象について理解を深めるとと
もに、基本的な測定機器の取扱い、実験手法
を学びます。

基礎物理学実験Ⅰ・Ⅱ（1、2年次）

卒業研究を始めるために必要な生物実験の
技術と考え方を習得します。

専門生物学実験A・Ｂ（3年次）

地球学の理解を深めるために、その基礎とな
る野外調査の方法を学びます。

地球学野外実習A・B（1、2年次）

基礎教育科目のひとつで、化学科の教員全員
が交代で担当します。卒業研究、さらに高度な
レベルの研究を行うために必要な、実験手法
の基礎を身につけます。

基礎化学実験Ⅰ・Ⅱ（1、2年次）
理学部はやわかりQ&A

前期入試にある"理科選択制度（定員９
名）"とは、学科を決めずに理学部に入学す

る制度です。１年生の間に物理、化学、生物、地球
それぞれの学問領域の概要について広く学び、入
学１年後に４つの学科の中から進路を決定しま
す。１年生終了時には必ず第一志望の学科に進学
できるため、受験時に進路志望が決まっている人
にも注目すべき制度です。受験時に第一志望の学
科に合格できなくても、"理科選択"に合格すれば、
１年後に志望の学科に入ることができるからです。

A

理科選択制度とは
何ですか？Q

過半数の卒業生が大学院に進学し
て、より高度な学問研究を目指しま

す。科学的な思考力と実践力は21世紀の社
会に貢献することでしょう。各種製造業、官公
庁、教員に加えて、ソフトウエア、報道、出版
など情報や通信産業からの求人も増えてお
り、卒業後の進路は広範囲です。豊かな感性
をもって多様な問題に対処できる人材を現
代社会は求めています。卒業後はあらゆる
分野で活躍できるでしょう。

A

卒業後はどのような
進路がありますか？Q

何といっても、世界をリードする最先端
の研究を行い、それを教育にも生かし

ているのが特徴です。5学科でミクロの世界か
ら宇宙に至る幅広い自然科学の分野をカバー
し、自由な学風のもとでレベルの高い研究を進
めています。また、教員1人あたりの1学年の学
生数が1.7人と少なく、それぞれの学生に合っ
たきめ細かな教育を行っています。さらに、推
薦入学や編入学制度を設け、社会の変化に合
わせて多様な人材を受け入れています。

A

本学理学部の特徴は
何ですか？Q
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千田 万里子さん
理学部生物学科 2005年3月卒業

理学研究科 前期博士課程
生物地球系専攻 2007年3月修了

公益財団法人
山階鳥類研究所

保全研究室 専門員

　現在は、鳥の移動や寿命を把握するための鳥類標識調査に携わり、調査員のサポー
トや、得られた膨大なデータの管理・解析を行っています。
　近年の鳥類学では分子生物学的なアプローチが盛んで、生態や分類などマクロの分
野に限らず、DNAを始めとするミクロの分野を大阪市大で学べたことが役立っています。
　大学で身につけた幅広い知識は、社会に出てからの大きな支えになるはずです。
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•代数系 •表現論 •多様体論 •位相幾何学
数理構造論

•複素解析学　•確率論　•偏微分方程式論
•応用数学　•代数解析学

数理解析学

数学科
　自然界のあらゆる所に数理的な構造が潜ん
でいます。その探求の中で数学は成長し、現在
の姿になりました。その現代数学の基礎概念
を修得する事を目標とした教育を行います。微
積分と行列、群や位相といった基本的事項を
自分の思考の道具とするまでじっくり時間をか
け、さらに特別研究における教員との真剣な
議論を通して、個性を生かし自由に考えるこ
と、アイディアを実現する過程を自ら歩むこと
の悦びと大切さを学びます。

•生体高分子機能学　•生体低分子機能学
•代謝調節機能学

生物分子機能学

•動物機能生物学　•植物機能生物学
•細胞機能学

生体機能生物学

•動物機能生態学　•植物機能生態学
•情報生物学　•植物進化適応学

自然誌機能生物学

生物学科
　生物学は、急速な発展を遂げつつある、若
い学問です。本学科では、生体分子を対象とし
た生化学・生物物理学などから、細胞や器官を
対象とした分子生物学・細胞学・発生学・生理
学、さらに、個体や個体群を対象とした生態
学・進化学までの幅広い分野で、最先端の教
育と研究をおこなっています。

•人類紀自然学　•都市地盤構造学
•地球情報学

環境地球学

•地球物質学　•岩石学　
•地球史学

地球物質進化学

地球学科
　地殻を中心とする固体地球の総合的理解を
目指し、鉱物単位から全地球規模までの広範
な対象について、基礎的・応用的な教育研究
をしています。このような研究教育活動を通し
て、人類の活動や生存条件と密接に結びつく
現在の地球環境の把握と未来の予測に貢献し
ています。

•量子機能物質学　•分子物理化学
•構造生物化学　•光物理化学

物理化学

•分子変換学　•生体物質学
•合成有機化学　•物性有機化学

有機化学

•分子設計学　•機能化学　•錯体化学
無機化学

化学科
　物質の基本単位である原子や分子の構造
と、それらが相互作用して起こる化学反応など
の現象を理解し、物質を自由自在に扱おうと
いうのが化学という学問です。国際的かつ自
由な雰囲気の下で、化学の基礎から先端まで
を、幅広く学びます。

•素粒子論　•原子核理論　
•宇宙物理　•数理物理

基礎物理学

•宇宙線物理学　•高エネルギー物理学
•宇宙・素粒子実験物理学　•重力波実験物理学

宇宙・高エネルギー物理学

•超低温物理学　•光物性物理学
•生体・構造物性物理学　•素励起物理学　
•超伝導物理学　•電子相関物理学

物性物理学

物理学科
　自然界を支配する基本的な法則を物理学の
両輪である理論と実験の両面から学びます。
一貫したカリキュラムにより、基礎の古典物理
から現代物理に至る専門知識を学び、最先端
の研究を通じて論理的な思考力を養い、その
研究方法の修得をめざします。

TOPICS!
平成26年に新学舎が誕生します！

　平成26年度完成をめざして、新築と改修の工事が行われて
います。完成すれば地上7階建、延べ面積約2万2000㎡の理系
新学舎になります。理学部全体がこの新学舎に入ります。

大阪市大・仕事・夢
卒業生が語る
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