
学 年・開 講 時 期名 目 科 　 　 　 　 単 位 数 区 分

 

科 目 責 任 者
および担当者 卒業研究配属教室等の所属長  

一 般 目 標
 （ Ｇ Ｉ Ｏ ）  
および学位授与
方 針 と の 関 連

薬学の知識を総合的に理解し、医療社会に貢献するために、研究課題を通して新しいことを発見し、倫理
性に配慮しつつ科学的根拠に基づいて問題点を解決する能力を修得し、それを生涯にわたって高め続ける
態度を養う。

到 達 目 標
 ）  

（知識・

他者の研究成果についても意欲的に理解し、その独創性や新規性に共感できる。（態度）

に着ける。

準備学習の内容
（予習・復習等）

配属された教室等の指導教員や教室員たちの研究内容や指導方針に触れることで、各自の研究課題のコン
セプトをとらえ、基礎的な技術を習得する。実務実習の期間を除き、十分な時間を使って積極的に研究し、
学会活動などにも参加する。６年次の卒業研究発表会ならびに卒業論文提出に向け、精力的に研究する。

関 連 科 目 １～６年次の全ての授業科目。

教 科 書 配属された教室等の指導者に確認すること。

参 考 書 配属された教室等の指導者に確認すること。

授 業 方 法 講義、演習、実習。

成 績 評 価 法
 お よ び  
フィードバック

配属された教室等における研究に対する態度や意欲、学内ポスター発表および質疑応答、卒業論文の内容

基準（ルーブリック）については、指導者より提示する。

オフィスアワー 配属された教室等の指導者の在室時（随時）。
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備 考

4 年次春学期に配属される教室等が決定され、その後は、配属先で卒業時まで研究指導・生活指導を受け
る。一部の学生は、薬学総合教育部門でも学習・生活指導を受けるが、卒業研究の指導は、4 年次に決定
された配属先の教室・研究室で行われる。
以下の教室等の教員が指導を行う。
薬剤学教室、生薬学教室、薬理学教室、分子生物学教室、薬品分析学教室、生化学教室、薬品製造学教室、
薬品物理分析学教室、薬化学教室、衛生化学教室、微生物学教室、薬物学教室、公衆衛生学教室、薬物動
態学教室、生物物理学教室、数学教室、スポーツ健康科学教室、薬学教育推進部門、薬物治療学研究室、
病態解析学研究室、臨床薬効解析学研究室、病態生化学研究室、臨床薬学研究室、臨床薬剤学研究室、実
践医療薬学研究室、薬事法学研究室、社会薬学研究室

授 業 ス ケ ジ ュ ー ル

回 項　　　目 授　業　内　容 対象 SBOs

1 4 年生秋学期（卒業研究開始前）
研究（者）倫理に関して（福島）
患者情報の取扱い等に関して（高橋瑞）

1,2
3,4

2
4 年生春学期～6 年生春学期
（ただし、5 年生実務実習期間を
除く）

卒業研究 1～33

3 6 年生春学期（7 月） 卒業研究発表会 25、26

4 6 年生春学期（7・8 月） 論文まとめ 27
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研 究 内 容 

 

薬剤学教室 

医薬品原薬の放出制御をはじめとする様々な製剤機能は、製剤の構造や物性と密接に関係しています。ですから、製

剤の機能がどのような仕組みで働いているのかを正確に理解するためには、製剤の構造や物性に関する情報を得ること

がたいへんに重要です。構造や物性の情報には、医薬品製剤それ自身の構造のみならず、製剤原料から製造される造粒

物の構造、原薬や添加剤の原子・分子レベルの三次元構造，あるいは原薬の相転移現象などが含まれます。製剤に関す

る物質の構造および物性を詳細かつ定量的に解析するためには、X線を利用した分析法（単結晶X線構造解析法、粉末

X線回折法，X線CT 法）や、分光学および熱分析法的手法などの物理化学的解析手法が大変に有効です。薬剤学教室

では，物理化学的な解析手法を駆使して得られる製剤学的知見を利用して、新しい機能あるいはより優れた機能を持つ

新規製剤を開発していく研究を進めています。 

 

生薬学教室 

薬学の基礎と言われる生薬学は自然・生命・人間を研究相手とし、薬学のあらゆる分野を統括する伝統のある学問で

あります。当教室では創薬科学から臨床薬学まで幅広く研究を行っています。 

ガン、肥満、II 型糖尿病などの生活習慣病の治療薬の創製を目指して、薬用資源植物に宝として眠っている新規な

生物活性成分をHPLC などのクロマトグラフィを用いて単離し、スペクトル解析と化学反応により化学構造の解明を行

います。次に酵素や培養細胞を用いて生物活性の評価と作用機序の解明を目指して研究を行っています。 

未知の部分が多く残されている漢方薬、ハーブ、精油などの天然物の作用を科学的に解明することを目指して、各種

機器分析による品質評価および活性成分の同定、不安やうつなどの精神症状に対する薬効解析および臨床効果の検証に

ついて研究を行っています。 

 

薬理学教室 

薬理学は、「薬物と生体との相互作用」を研究する生命科学です。その目的として、１）薬物の作用機序や疾患に対

する治療的応用性を解明することにより、薬物治療における適切な医薬品の選択や適正な適応を促すこと、２）有効性

のより高い医薬品を創製するための指標を提供すること、３）特異的な生物活性を有する薬物を用いることにより、生

体反応機構を解析すること、などを挙げることができます。私たちの研究室では、消化器・呼吸器・泌尿器・循環器な

ど、基本的な生命活動の維持に必要な各種器官を構成している平滑筋に焦点を当て、ホルモン・神経伝達物質・オータ

コイドなどの生理活性物質によって活性化される薬物受容体の薬理学的同定や、その活性化によってもたらされる平滑

筋の機能変動に関与するプレーヤー達とその役割を探索しています。 

現在推進している具体的なテーマには、以下のものがあります。１）平滑筋の弛緩反応に関与するβ受容体の同定と

その刺激によって活性化されるパートナー分子の探索、２）新しい下部尿路機能障害治療薬の開発を指向した膀胱の収

縮・弛緩機能に関わる分子基盤の解明、３）血管のα2 受容体活性化によって動員される細胞内機能分子とその標的の

探索、４）新しい機能性食品の開発を指向した生体機能制御物質の標的分子の探索。卒業研究を完遂して「問題解決能

力を養う」ことにより、医療現場で遭遇する困難を乗り越えることができる真の実力をつけていただきたいと願ってい

ます。 

 

分子生物学教室 

細胞が増殖する過程では、ゲノム DNAのすべてを過不足なく複製しなければなりません。この“DNA複製”は、体の

中で高い秩序を持って制御され、幾つものメカニズムで保護されて正確さを保っています。その信頼性が損なわれるよ

うなことがあれば、遺伝子に変異が生じ、がんに結びつくことが容易に想像できますが、老化症状に似た幅広い影響や

特定の遺伝子疾患を誘発する場合があることも示唆されています。また、免疫系は生体の防御機構の中心的役割を演じ

ているだけでなく、さまざまな生命現象の調節機構として広く機能しています。そのため、免疫系の破綻は免疫性疾患

のみならず感染症や がん、アレルギーなど多くの疾患を引き起こし、人間の健康を脅かします。分子生物学教室では、

生命に根幹的に関わるこれらの活動に注目し、遺伝情報の継承にかかわる信頼性を左右するタンパク質間の連携メカニ

ズムと、リガンド分子とレセプター（受容体）分子を中心とした免疫応答の制御機構について、細胞レベル、分子レベ

ルで明らかにしようとしています。現在は、① DNA複製開始の制御機構、② 遺伝情報の安定性維持機構に関わる遺伝

病原因遺伝子産物の機能、③ DNAに障害を与える薬物 (抗がん剤など) に対する細胞内応答、④ 抗がん剤によるがん

細胞表面分子の変化と抗腫瘍免疫応答における意義、⑤ 高血糖状態における免疫力低下の分子機構、のそれぞれにつ

いて細胞生物学的、分子生物学的手法を用いて解析しています。 



 

薬品分析学教室 

薬学の研究において、「分析科学」は必要不可欠な研究分野です。薬学研究で活用される新しい分析技術の開発研究

をはじめ、生体内における微量生理活性分子の変動解析など、創薬や医療の現場において、極めて重要な位置を占めて

います。当教室は薬学の分析科学を志向しているため、分析化学のほか、有機化学、物理化学を基盤として、薬理学や

生化学、臨床化学へ研究を展開することを目指しております。 

現在の研究テーマは精神疾患の克服を目指した中枢組織における生体分子の分析科学的研究です。そのため、生きて

いる実験動物を使ったin vivoの実験や医療現場で汎用される分析装置を使った研究を行います。このほか、当教室の

オリジナル分析法の開発研究にも取り組んでいます。 

 

生化学教室 

日本人の平均寿命は戦後延び続け、現在では日本は世界有数の長寿国です。しかし、長生きしても病気を患い、寝た

きりでは決して幸せな人生とは言えません。私達の教室では、健康長寿を主眼においたマウス、ラットを使用した基礎

老化研究を行っています。 

主な研究内容は、１）老化・老化関連疾患の制御：中高齢期からのアプローチ（食事制限・運動など）、２）若齢期

の環境が老化に与える影響、３）老化促進モデルマウス（SAM）の老化促進機構、４）鉄と老化および老化関連疾患、

５）脂質代謝と遺伝子多型、６）老化の性差・種差・個体差などです。 

 

薬品製造学教室 

薬の効果は、タンパク質などの生体分子が薬の分子と相互作用（認識）することによって現れます。この相互作用、

つまり薬効が効果的に現れるためには、分子の「立体構造」と、分子の部分構造間に働く「分子間相互作用」が大変重

要です。薬品製造学教室では、医薬分子や生理活性物質によく見られる化学構造（化学式）をもつ分子が、溶液中や結

晶中などの外部環境に対応してどのような立体構造をとり、それによってどのような物理化学的性質（物性）を示すか

について研究を行っています。また酵素タンパク質モデルとなる簡単な化合物を用いて、分子を認識する際に分子間相

互作用がどのように働くかについての研究や、水中という生体反応にとってはあたりまえの、しかし合成化学的には特

殊な環境で進行する環境に優しい反応の開発を行っています。これらをテーマとした卒業研究を通じて、有機化合物の

性質やその正しい扱い方について学ぶとともに、立体構造および分子間相互作用についての理解を含む、医薬分子の設

計・合成、医薬品の薬理活性や物性の理解に必要な一般性の高い考え方を修得します。 

 

薬品物理分析学教室 

近年、微生物由来の光センサータンパク質を利用してさまざまな生命活動を光で制御する試みが行われ、オプトジェ

ネティクスと称されています。この手法は、脳や神経系の働きを研究するための有用なツールであるほか、発展させれ

ば失明した人に視力を回復させる、また難治性の神経疾患の有効な治療法となるなど、その可能性には大きな期待が寄

せられています。オプトジェネティクスを支える 2つのタンパク質、チャネルロドプシンと光活性化アデニル酸シクラ

ーゼの発見には、薬品物理分析学教室のスタッフが大いに貢献しています。私たちはこれらのタンパク質の構造と機能

の解明を目指します。また、種々の生物から新しい光センサータンパク質を探索することで、より優れた特性を持つオ

プトジェネティック・ツールを開発し、それにより、今後の応用に少しでも役立てたいとも思っています。 

 

薬化学教室 

金属を触媒とする反応は、医薬品の製造や化学工業ではもちろんのこと、合成による新薬探索 (創薬) の現場でも必

要不可欠です。当研究室では、パラジウムという遷移金属を触媒として利用した新しい物質変換反応の開発とホルモン

受容体に作用するような新しい構造を持った化合物の探索を行っています。配位子を巧みに利用して金属の反応性を制

御することで、“右手と左手”の作り分け (鏡像異性体の片方だけを選択的に作る) や従来知られていなかった新しい

反応を可能にします。また、これらの反応を利用した光学活性な生理活性天然物の合成も行っています。 

 

衛生化学教室 

衛生薬学は、人の疾病予防と健康増進を志向する薬学の特徴的な研究領域です。「人は血管とともに老いる」ともい

われ，この血管の老化と動脈硬化を基盤とする脳梗塞や心筋梗塞などの疾患と関連があることが指摘されています。衛

生化学教室では、血管に焦点を当て、動脈硬化の鍵分子であるプロテオグリカン研究、カドミウムや鉛など伝統的な有

害重金属の血管毒性学研究に取り組んでいます。さらに、有機金属化合物・金属錯体分子を活用し、未知の生体機能を

解明する新しいバイオロジー（バイオオルガノメタリクス）にも挑戦しています。これらの研究成果によって疾病の発

症機序の解明さらには予防や治療に有用な知見を得たいと考えています。 



 

微生物学教室 

微生物学教室では、抗生物質、免疫抑制剤、抗がん剤などの様々な生物活性物質の生産菌が多数含まれる放線菌を対

象にした研究を行っています。その一つが、マクロライド抗生物質生産菌の遺伝子操作により新規誘導体生産菌の作成

です。また、quorum sensing という細菌細胞間のコミュニケーションにより病原因子の発現が調節されていることが

明らかになってきていますが、放線菌の生産する病原細菌の quorum sensing を阻害する物質の探索を行っています。

環境微生物の分野では、放射性セシウムのキノコへの高度蓄積に関する研究の一環として、土壌細菌にどのような移送

系でセシウムが取り込まれるかについての研究を行っています。 

 

薬物学教室 

心臓循環系を中心に研究を行っている。心臓拍動の源であるペースメーカー活動、活動電位の発生と心筋収縮、神経

系やホルモンによる制御、それらを支えるエネルギー代謝などを総合的に研究している。丸ごと動物の心電図や血圧測

定、摘出心筋標本を用いた収縮測定や電気生理学、蛍光プローブ法による細胞内事象の画像化解析、遺伝子導入細胞を

用いたイオンチャネルの機能解析など、個体レベルから分子レベルまで必要に応じて様々な手法を駆使する。研究テー

マは心臓の発達や進化を意識した基礎生理学的なものから薬物治療に関連する実用的なものまで多岐にわたる。製薬企

業との共同研究による新薬開発や異分野の研究者との共同研究も多く、興味は尽きない。 

 

公衆衛生学教室 

公衆衛生学教室では、種々化学物質（栄養素や食品成分も含む）や生活環境が生体や生態系にどのような影響を与え

るかを掌握し、さまざまな疾病の発症と悪化を阻止（予防）する方策を立てることを大きな目標としています。 

 具体的には、酸化ストレス、小胞体ストレス、メタボリックストレスといった「細胞ストレス」や、環境化学物質や

医薬品などの生体外異物に対するセンサー機能を有していたり、ホルモンなどの生体内因子に結合する種 「々核内レセ

プター」に注目して、それらが、発がん、神経変性疾患、生活習慣病などの疾病発症や化学物質の毒性発現に及ぼす影

響とその機構を明らかにすること、「核内レセプター」の機能や「細胞ストレス」を調節する食品成分や生薬成分を探

索することで疾病の予防法や化学物質による健康被害の防止法を開発することを主たる研究テーマとしています。これ

らの研究は、各種疾病のモデル細胞系を用いた分子生物学・細胞生物学的手法により遂行しています。 

 

薬物動態学教室 

治療に用いられている薬物の動態やその変動要因を正確に把握することは、薬の開発のみならず臨床において薬物の

最適投与設計を行うために不可欠である。薬物動態学研究室では、薬物動態に深く関わる因子、特に、薬物の膜輸送と

薬物の代謝に焦点をあて以下の研究を行っている。①栄養素などの物質の吸収に関わる輸送担体の輸送分子機構をタン

パク分子レベルで解析し、輸送担体を介したDDS へと発展させる。②薬物代謝にはP450 という酵素が深く関与する。

このP450 という酵素を中心に代謝誘導と酵素阻害機構について、酵素レベル、遺伝子レベルで解析をする。③肝臓は

取り込んだ薬物を代謝あるいは胆汁中に排泄し、解毒を行う。この肝臓の薬物の除去には、循環血中から肝細胞内への

輸送および肝細胞内から胆汁中への排泄（膜輸送）が重要な役割を果たしている。臓器（肝臓）、細胞、細胞膜、輸送

担体タンパク質など様々な視点から、この薬物の輸送担体の輸送分子機構を解明する。④これら得られた動態パラメー

タに基づいてヒトにおける薬物血中濃度推移の予測および薬物間相互作用の予測を行える生理学的モデルを構築し、新

薬の治験への応用も視野に入れた研究も行っている。 

 

生物物理学教室 

生命現象を物理学の立場から理解しようという生物物理学のうち、動物行動の発現に関わる中枢メカニズムを扱って

います。様々な行動発現に対し、中枢の神経回路網は適時、再構築されると考えられており、このメカニズムを明らか

にするため、海産のアメフラシで見られる食物嗜好性行動に着目し研究を行っています。また、この動物の老化に伴い

発現する摂食障害の研究も行っています。卒業研究では、味学習を伴う嗜好性行動やこれに関わる中枢ネットワーク、

およびそれらの老化による変化とその要因を行動学的方法、電気生理学的方法、カルシウムイメージング法などを用い

て研究してもらいます。 

 

数学教室 

薬学などに現れる数理現象を数学的に記述し、数学ソフトウェア（Rなど）を用いて解析する。また、その結果を視

覚化する方法について研究する。 

 

 



 

スポーツ健康科学教室 

健康を維持するためにスポーツ(運動)は欠かせません。生涯を通してスポーツに親しめる環境づくりのため、主に中

高年者を対象に体力などに関する調査研究を行っています。 

 卒業研究では、疾患に対する運動療法、人間の活動(運動)量、アンチドーピングなどに関して、文献検索による調査

研究を行います。 

 

薬学教育推進部門 

薬学教育推進部門では、主に低学年生（１，２年生）を対象に、アクティブラーニングの一手法であるチーム基盤型

学習 (Team-based Learning、TBL)を用いた授業や、薬学部での学習と卒業後の進路について考えさせる授業を行って

いる。この際に学習者から得られるアンケートの結果や相互評価などのデータ、また、後者で得られた学習者の意見分

布を分析することで、より効果的な授業を行う手法の開発について研究している。 

 

医療薬学教育センター 

 

◆薬物治療系 

薬物治療学研究室 

高血圧や不整脈などの循環器疾患を対象に新しい薬物治療法の開発を目標とした研究を行っています。不整脈の領域

では、心臓突然死を誘発する不整脈の発生機序解析と治療・予防、心房細動および心房細動合併症に関する研究とQT 延

長薬に関する安全性薬理学研究を進めています。高血圧については薬物治療研究に限定せず、新しい非薬物療法の開発

にも取り組んでいます。疾患で生じる様々な生体機能の変化を解析する実験を通じ、薬物を用いた治療の本質の理解を

目指しています。 

 

病態解析学研究室 

この研究室では、臨床の現場と連携を取りながら「病態の把握と薬物治療の適正化に有効な検査手法の開発とその応

用」をテーマとした研究を進めたいと考えている。具体的に現在取り組んでいるテーマは、①薬物アレルギーの原因薬

物を特定するための簡便で感度の良い検査法を開発することと、②個人間で薬効に大きな差のある薬物（例えば関節リ

ウマチ治療薬のメトトレキサート）について、その原因を生化学的手法を用いて明らかにすることである。なお、臨床

現場のニーズに応じて、ここに書かれていない新たな研究テーマを設定する場合もある。したがって研究室を選ぶ場合

には、必ず研究室を訪れ、必要な情報を得たうえで判断してほしい。 

 

臨床薬効解析学研究室 

医療現場では日々新しい医薬品が開発され、それに伴い新しいエビデンスが生まれ、標準治療が変わっていきます。

本研究室では、新たに承認された抗がん薬や循環器治療薬を中心に患者データの調査研究を行い、医薬品の効果や副作

用に影響を及ぼす背景因子を探索することで、新薬の適正使用に向けた情報発信を行ないます。また、リスク因子と薬

剤の関係を系統的に解析することで、副作用のメカニズムや回避のための方法を提案していきます。2016 年度に新設

された研究室です。 

 

病態生化学研究室 

がんや糖尿病などの疾患における細胞応答や薬物治療、生体防御機構に対して、免疫、生化学、分子生物学的アプロ

ーチにより、新たなメカニズムを研究しています。現在は①がん細胞に対する NK 細胞の認識機構や細胞応答の研究。

②肝がんの治療戦略における分子標的治療薬の新たなメカニズムと応用研究（医療センター大森病院消化器内科との共

同研究）。③インスリン抵抗性改善作用を持つ生薬由来リード化合物に対する細胞応答の研究（生薬学教室との共同研

究）。これらのテーマに対して、特に細胞内情報伝達や遺伝子の転写調節を中心にした制御機構への影響を研究するこ

とで、病態生化学的理解を深めることを目的としています。 

 

 

 

 

 

 

 



 

◆医療情報系 

臨床薬学研究室 

現在の医療現場において、薬剤師は薬物治療の安全性の確保のみならず、効果的な薬物治療の提案を行うことが求め

られています。したがって、薬剤師はジェネラリストであることに加え、様々な領域でのエキスパートであることも期

待されています。しかし、これまでの薬剤師の薬物治療への関わりは、受動的なものであり、医師が行う薬物治療をモ

ニターし、薬物治療の安全性を確保するものでした。しかし、近年では、薬剤師が薬物治療に積極的に参加し、能動的

に薬物治療行うこと、つまり、処方設計を行うことが求められています。そして、薬剤師が行う処方設計により実施さ

れた薬物治療では、薬剤師も医師と同様な責任を負うことになります。 

 当研究室の教員は、精神疾患、感染症などの領域の専門家としての臨床経験を持ち、その専門領域の研究を行ってい

ますが、他の臨床薬学領域の研究も行っていく予定です。医療現場において、専門性の高い臨床薬剤師として、また、

臨床データの調査・研究から、より良い薬物治療が提案できる研究者としての薬剤師を育てることが目標です。 

 

 

◆薬学臨床教育系 

臨床薬剤学研究室 

臨床薬剤学研究室では、医薬品の適正使用に関する教育・研究を行っています。研究目標は、①チ－ム医療の中で薬

剤師が何をなすべきかを考え、テ－マを選択します。②文献検索、プロトコールの組み立て、まとめ方、報告書の書き

方を学びます。③テ－マをまとめる過程で、思考力、問題解決能力を養うことをあげています。現在取り組んでいるの

は、院内製剤の品質評価、PK/PD による抗菌薬の評価、抗菌薬の血中濃度測定、薬剤疫学に関するものなどです。 

 

実践医療薬学研究室 

医薬品投与に伴う臨床的な問題点を解明し、適正かつ安全に使用するための情報を探求する研究を行っています。そ

のため、薬剤師や医師とともに薬物治療の適正化や医薬品の安全使用に向けた疫学研究を行いますが、臨床現場で直面

する課題をテーマとした研究や医薬品情報を基盤とする研究にも取り組んでいます。 

現在、抗凝固薬の有害事象危険因子に関する研究、相互作用発症における危険因子に関する解析、在宅業務などに関

する社会薬学的研究に取り組んでいます。 

 

 

◆社会薬学系 

薬事法学研究室 

当研究室では、医療過誤裁判や倫理・法律面から、薬剤師が何をしなければならないのか、何を期待されて 

いるのか、それに応えるにはどうしたらよいかについて研究しています。 

医療に関する様々な事故・事件が報道され、それが医薬品に関わるものであっても、責任を問われていたのは医師と

看護師であり、薬剤師の責任が問われた例はほとんどありません。そこで、薬に関わる医療過誤裁判等で示された医師

や看護師の法的責任や得られる教訓から、本来、薬剤師が果たすべき法的責任を検証し、得られた知見を現場・実務に

活かす研究をしています。 

また、医療提供機関として薬局の本来のあり方や調剤・医薬品販売等の薬剤師業務について倫理・法律面を考慮に入

れたリスクマネージメントの研究もしています。 

 

社会薬学研究室 

薬と薬学は、社会と密接に関わりながら発展を続けています。当研究室では、薬および薬学が社会に及ぼす影響、な

らびに社会やその変化が薬学・薬剤師に求めるものに着目し、これからの薬剤師に求められる資質やプロフェッショナ

リズムなどをテーマとした研究を進めています。 

薬の安全かつ効果的な使用のためには、患者やその家族がそれぞれの治療目標に向けて行動する必要があります。こ

の過程には多くの因子が影響することがわかっており、薬剤師と患者のコミュニケーションのあり方もその一つである

と考えられます。今後は、服薬をはじめ、患者の保健行動に影響を与える種々の因子について解析し、行動促進・QOL

向上に繋がる活動、およびその評価などにも取り組んで行きたいと考えています。 

 



【平成 29（2017）年度「卒業研究」成績評価項目および評価基準】 

 

 

レベル３ レベル２ レベル１ レベル０

①心構え
積極的に計画性を

持って研究を遂行する。
自主性を持って
研究を行う。

ルールを遵守して
研究を行う。

レベル１の基準を満たさ
ない

②論理的討論
科学的根拠に基づいて
論理的かつ建設的に討

論する。

積極的に討論に参加す
る。

討論に参加する。
レベル１の基準を満たさ

ない

③協調性
研究にふさわしい雰囲気
づくりに積極的に貢献す

る。

研究生活において円滑な
コミュニケーションを取る。

研究生活において必要な
コミュニケーションを取る。

レベル１の基準を満たさ
ない

④研究遂行能力
作業仮説を立て、研究を

遂行する。

情報を選別し、その理解
に基づいて研究課題を遂

行する。

情報を収集し、研究課題
を遂行する。

レベル１の基準を満たさ
ない

⑤研究成果
論理的に考察し、研究の
進展に貢献する。

実験・調査の各プロセス
を適切に記録し、その
データに基づいて卒論発
表、卒論作成を行う。

実験・調査結果を記録
し、卒論発表、卒論作成

を行う。

レベル１の基準を満たさ
ない

評価基準

評価項目


