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より新規開講しました
科

英語と日本語の履修を組み合わせることも可能です。
でき

基礎生命科学，生物学の分野で国際的
に重要な研究を行っている教授が多く
おります。特にショウジョウバエの遺
伝学，塩基配列に基づく進化系統解析
法の開発，光合成細菌のエネルギー変
換機構・進化・生態などでは，各分野
をリードする研究を行っております。

2018年9月26日に公表された「タイムズ・
ハイヤー・エデュケーション世界大学ラ
ンキング」（Times Higher Education's 
2016-2017 World University Rankings）
にて、首都大学東京は782校ある日本の
大学の中で、東京大学、京都大学、大阪
大学、東北大学などに次ぐ第7位です。
　このランキングは教育、研究、引用数、
産学連携、国際性の指標に基づいて決
定されており、多様な特質を数値化・客
観化している国際的な大学ランキングに
おいて、本学が高く評価されていること
を示すものです。

を実施しておりますので、本科に在籍
する各学生の国際化意識はかなり高い
レベルにあると言えます。

英語で学ぶコースは、留学生を含む20名程度の規模を想定しています。帰国子女の方、イン

生命科学科は、２０１５年４月から、英語で開講される授業のみを受講することで卒業すること

生命科学科の卒業に必要な１２４単位分の授業と実習がすべて英語で受講できます。日本語で

生理学などの多岐の分野に及びます。授業と実習で取り扱う題材や生物は、生命科学科の教員

習を含め様々な場面で日本語で学ぶ生命科学科の学生とともに学び、交流する機会があります。

の教育にも力を入れています。入学試験は通常の生命科学科の学生と同じものから、英語の方

科

科の



英語

加藤憶人
生命科学科２年

英語課程と聞くと、引け目を感じてしまうと思います。しか
し、その心配は、全く必要ありません。なぜなら、先生や TA
の方がサポートをしてくれるからです。英語で講義を受ける
ことは、リスニング力やライティング能力など多くの力がつ
きます。また、勉強への意欲が増す一因にもなると思います。
日本語の講義と組み合わせることもできるので、一度体験し
てみてはどうでしょうか？

野口まりえ
生命科学科４年

私は英語で生物を勉強することは必ず将来の糧になると考え、
英語課程を選びました。英語課程を通じて英語で書かれた論文
を読む力やグローバル社会で通用する英語力を身に付けられる
と思ったからです。常に英語に触れられる環境に身を置けるこ
とは貴重であり、英語課程ならではの良さだと感じています。
初めは分からない事だらけで戸惑うこともありましたが、丁寧
な指導やサポートのおかげで生物についても英語についても沢
山の事を学べています。新入生の皆さん、少しでも興味があっ
たら是非挑戦してみて下さい。



英語でのクラスは、20 名程度の人数
を想定しております。英語力が足り
ない学生の皆さんも、マンツーマン
的な指導が受けられる体制なので、
各々が支援を受け、授業の課題を達
成し、単位を取得できることがこの
課程のアピールポイントです。

実験・実習を重視する本科のカリキュ
ラムでは、１年次の入学直後から３
年次まで、生物学に関する実験があ
ります。野外・臨海実習も、３年次
の夏休みを中心に行われます。

本科ほど広範囲に基礎的な生命科学・
生物学を学べる学科は、日本広しと
いえども他にはほとんどありません。
また、本科では実験・実習を重視し
ています。

察、研究が大好きな人にも本科は
ぴったりです。一方で、「研究する

学科の教員が自ら最先端の研究で
扱っているものを含んでいます。

生命科学科１学年の定員は、英語課
程を含め 60 名です。

首都大学東京生命科学科では、2015
年 4 月から英語・日本語 2 つの言語
で授業を開講し、どちらの言語でも
124 単位を履修することが可能にな
りました。



Subject : General physiology            Kanae Ando,  Wednesday 14:40-16:10    I0390

Course objectives and goals :
At the end of this course, students will be able to describe
(1) basic concept of homeostasis, (2) the fundamental concepts of human anatomy and how the body parts work together, and
(3) organization of plant body and how internal and external factors regulate their life.

  Grade :
Class participation 30%, Mid-term exam 35%, Final exam 35%

1

Course format and materials :
Didactic lectures.
Required textbook: Campbell, Biology, A Global Approach, 10th edition (PearsonISBN 978-1292008653)
Recommended textbook: Mader, Human Biology 14th edition (McGraw-Hill, ISBN 978-1-259-25200-6), Levetin E, and McMahon K,
Plants and Society (McGraw-Hill, ISBN 9780073524221). Other materials for in-class discussions may be distributed.
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Cardiovascular System: Heart and Blood Vessels  
Cardiovascular System: Blood 

 The Lymphatic and Immune Systems 

 Immune Systems (cont.)  

Respiratory System

Urinary System 

Review and final exam 

8

9
10
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15

Introduction, Organization and Regulation of Body Systems 
Homeostasis and Endocrine System  

 Skeletal system

Muscular Systems  

The Plant Cell and Body 

 Life Cycle of Plants 

Digestive system

Review and Mid-term exam 

15 lectures / semester

Course description:
Multicellular organisms integrate various events in the body at the molecular, cellular, organ, and system levels to sustain life.
This course will provide students a conceptual framework for understanding how their bodies work and for dealing with issues
relevant to human health in the modern world. By application of biological concepts to familial experiences, this course will help
students to see excitement of science and its importance in their lives. 

生命科学科の卒業に必要な 124 単位分の授業と実習がすべて英語で提供されます。日本語で開講される授業と組み合わせることも可能

科の教員が自ら最先端の研究で扱っているものを含んでいます。また、人文科学分野の
科で提供される授業と組み合わせて受講することができます。下記モデルは日本語の履修モデルと



高鳥 直士

花田 智

- 発生生物学
胚葉運命を分離する細胞極性形成機構

Marcus Tank - 光合成複合微生物学
微生物生態学，原核生物学分類学および生理学

岡田 泰和 - 動物生態学
進化生態学、生態発生学

Vera Thiel - 光合成複合微生物学
微生物生態学、微生物系統分類学

- 光合成複合微生物学
細菌系統分類学、環境微生物学

1995-1998 
フリンダース大学, オーストラリア
2000-2002 
北海道大学 ポスドク
2002-2003 
ロンドン大学 ポスドク
2008-2010
ピエール・マリー・キュリー大学 リサーチフェロー
2011-2014
岩手大学 講師 / リサーチフェロー

私はオーストラリア出身ですが、科学的な研究を通じて世界中でたくさん
の異なる文化の人々と仕事をする機会がありました。
私の研究は社会性昆虫の機能と構造についてです。集団で生活する生物
種は単独で生活していては得られない利益を獲得しています。さらに集団
の社会構造が変わることによって、異なる環境での種の生存を可能にして
います。このような集団生活による利益がどのようにして生じるのかについ
て調べています。
英語能力は現代科学において不可欠であり、学部の全課程を英語で受講
できることは非常に幸運な事です。あなた方が将来のキャリアのためにこ
の課程で最高の基礎を築くことを願っています。

Adam L Cronin

生命科学科では、学生の国際性を養うためのプロジェクトを数多く実施してきた実績があります。その間、日本語課程で指導をしてきた教員が授



英語課程選抜方法 /英語による入試（出願時期：8月下旬）

入試種別 ２次選考１次選考

SAT/ACT
IB   入試

私費外国人
留学生
（秋季）

・面接（口頭試問含む）

・面接（口頭試問含む）
＊スカイプ等による面接も可。

＜SAT/ACT 方式＞ 
・SAT Reasoning Test または ACT (+ Optional Writing Test)のスコア
・TOEFL または IELTS のスコア 
・Essay form（志望理由書） 
＜IB 方式＞ 
・国際バカロレア最終試験のスコア（見込み点を含む。）
・Essay form（志望理由書）

＜SAT/ACT 方式＞ 
・SAT Reasoning Test または ACT (+ Optional Writing Test)のスコア 
・TOEFL または IELTS のスコア 
・Essay form（志望理由書） 

入試について（2020 年 4月入学）

英語課程入学者選抜方法

英語課程は留学生を含め 20 名程度の学生数を予定しております。

入試に関する詳細の問合せは入試課までお願いします。

　　　Tel；042-677-1111（代表）内線 2208, e-mail；admission-tmu@jmj.tmu.ac.jp

１．一般入試（前期試験 /後期試験）
入試は全て日本語で行われますが、本人の希望が認定されれば
英語課程を受講することが出来ます。

２．ゼミナール入試
6 月～ 9 月まで大学レベルの講義・実験・演習を日本語で受け
た後に選抜しますが、本人の希望が認定されれば英語課程を受
講することが出来ます。

３．一般推薦入試
入試は 11 月に日本語で実施し、本人の希望が認定されれば英
語課程を受講することが出来ます。
＝出願資格＝
日本国内における高等学校等を 2020 年 3 月卒業見込みの者ま
たは 2019 年 4 月以降に卒業した者で当該学校長が推薦するも
の。

４．SAT/ACT・IB 入試
2017 年度から新設された制度で入試は秋に実施します。
＜SAT/ACT 方式＞
1 次選考を「SAT または ACT」のスコアおよび「TOEFL または
IELTS」のスコア等で行います。
＜IB 方式＞
1次選考を国際バカロレアの資格で行います。
＝出願資格＝
2020 年 3 月卒業見込みの者または 2016 年 4 月以降に下記の
学校等を卒業した者。

（1）日本国内における高等学校等
（2）外国における日本の教育施設
文部科学大臣が指定する高等学校の課程と同等の課程を有す
るもの。

（3）日本国内における外国の教育施設
文部科学大臣が指定する高等学校と同等の課程を有するも
の。(12 年の課程を修了したもの。)

（4）日本国内におけるインターナショナルスクール等
国際的な評価団体（WASC, ACSI, CIS）の認定を受けた教育施
設。(12 年の課程を修了したもの。）

（5）日本国籍を有する者及び日本国の永住許可を得ている者そ
の他これに準ずる者で、3 年以上外国の学校（日本の学校教
育法に準拠した学校を除く）で教育を受け、かつ、日本の高
等学校等の在籍期間が 2年未満の者。

５．私費外国人留学生入試（２回実施）
＜秋季＞
1 次選考は、「SAT または ACT」のスコアおよび「TOEFL または 
IELTS」のスコア等で行います。２次選考の面接言語は「英語」
とし、スカイプ等による面接も可能とします。
＜冬季＞
1 次選考は、日本学生支援機構が行う日本留学生試験 (EJU) の成
績により行います。出題言語は２次選考の面接と併せ「日本語」
とし、本人の希望が認定されれば英語課程を受講することが出
来ます。

入学料・授業料（2019年4月）
入学料：282,000円
授業料：520,800円



少人数制

30名～40名科

2019年3月31日

＊首都大学東京は、2020 年 4月1日に大学名称を東京都立大学に変更する手続きを進めています。

入試に関する問い合わせ（入試課）
Tel： 042 677 1111 （内線2208)
E-mai l：admission-tmu@jmj.tmu.ac. jp南大沢駅

イトーヨーカドー ●
京王相模原線　　京王多摩センター→

（新宿）　

南大沢キャンパス
首都大学東京

←至橋本

● TOHOシネマズファブ南大沢

三井アウトレットパーク
多摩南大沢

科

科


