理学部からの
ごあいさつ
理学部長

山本

正幸

本郷キャンパスの理系の学部には、理学部の他に医学部、工学部、農学部、薬学部があります。理学部を
これらの学部と区別する特徴とはどのようなものでしょうか。
理学部の教員や大学院生は、自然を対象に、様々な不思議に解答を与えようと取り組んでいます。我々が
知りたいことは、宇宙の果て、反物質、極超低温現象、十兆分の１秒の化学反応、地球の内部構造、深海の
底、オゾンホール、古生物の DNA、遺伝子の働き、生命の進化、知覚や記憶を司る神経の働き、気象・気候
の変動などなど、実に広範囲にわたります。研究手法も様々です。しかしすべての理学研究を貫いているのは、
自然が私たちに投げかけている様々な問いに、根源から答えようとする姿勢です。宇宙と生命の進化のなか
で偶然に等しい確率で人間に備わった自然を認識し理解する能力、これを最大限に活かすことが理学部の研
究者たちの使命だといってもよいかも知れません。ひとは能力を最大限使って速く走り、高く飛び、強く投
げようとします。また最大限美しい絵を描き、音を奏で、舞台を演じようとします。そしてそのような挑戦
がまわりのひとびとに感動を与えます。こうした営みと較べると、不思議なことにどうすれば解答が与えら
れるか、考えに考え、様々に実験実証を試みる理学の研究も、人間に与えられた能力の限界への挑戦の一種
かもしれません。
理学部では、原子核を研究してもそれをすぐエネルギー問題の解決に結びつけるわけではなく、海の生物
を研究しても食料増産を目指すわけではありません。基礎に近い研究の場合もどこかで人間社会への応用を
射程に入れている他学部の研究とは、その点で大きく異なるということができます。しかし私たちは、長い
目で見れば、理学の基礎研究がいかに人間の生活を豊かにし、文化を育むものであるかということに自負を
もっています。アインシュタインの相対性理論やワトソン・クリックの DNA 二重らせんは何らかの応用的価
値を目指して生まれたものではありません。しかしそれらは人類がそれ以前に持つことのなかった新しい概
念、新しい自然認識を生み出して、我々が享受する今日の文明社会の大きな礎となりました。このような理
学の流れを若い皆さんが一人でも多く受け継ぎ、未解明の問題に果敢に挑戦し、人類の自然理解に新たな貢
献をしてくださるよう願っています。
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理学部オープンキャンパス 2007
2007/8/1（水） 10：30 ～ 17：30

東京大学本郷キャンパス理学部 1 号館他

理学部では、各学科が展示やツアーなどを組んで皆さんのご来場をお待ちしております。また、各学科が用意する
" コミュニケーションスペース " では、学生による学科紹介や進学等の相談を行っています。お気軽にお立ち寄りく
ださい。
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●

注意事項

公開場所は理学部１号館、２号館および 4 号館・7 号館・化学館ブロックの 3 カ所に分かれています。理学部１
号館、4 号館・7 号館・化学館ブロックと理学部２号館の間は離れていますので、移動の際は気を付けてください。

●

公開場所はこのパンフレットに地図と共に示してありますが、道に迷った時は各号館の受付、または運営スタッ
フにお尋ねください。ご案内します。

●

エレベータの台数は限られています。近くの階に移動する際はできるだけ階段を利用してください。

●

オープンキャンパスと関係のない部屋には立ち入らないようお願いします。公開している研究室には目印となる
張り紙がありますのでそれを参考にしてください。

●

大学構内には工事箇所が多数あり危険です。工事箇所には近づかないようにしてください。また、工事車両にも
注意してください。

●

水分を十分に取るなど体調に気を付けてください。気分が悪いときには、お近くの運営スタッフにお知らせくだ
さい。

--

アクセスマップ
理学部4号館・7号館
化学西館・化学東館・化学本館

※

化学科・数学科・情報科学科・遺伝子実験施設

理 学部のオープンキャンパスは 3 つ
のブロックに分けて行なっています。

※

理 学部 2 号館へは順次引率して道案
内を致しますのでご利用ください。

理学部1号館
物理学科・天文学科・地球惑星物理学科
地球惑星環境学科・生物化学科
生物情報科学科・小柴ホール

理学部2号館

東京大学病院

生物学科

弥生門
グラウンド

竜岡門

至 千代田線 根津駅

安田講堂
三四郎池

正門

至 南北線 東大前駅

赤門

至 大江戸線 本郷三丁目駅
丸ノ内線 本郷三丁目駅

理学部 1 号館小柴ホール講演紹介
午前の部（11：00 ～ 11：40）

午後の部（14：00 ～ 14：40）

身近な生き物から広がるサイエンス
- 形作りの不思議 -

光の温度計
- 金星の温度を測る赤外線 -

講演者：池内桃子

生物科学専攻

修士課程 1 年

講演者：大月祥子

地球惑星科学専攻

博士研究員

司

会：大塚蔵嵩

生物科学専攻

修士課程 1 年

司

会：吉岡和夫

地球惑星科学専攻

博士課程 1 年

挨

拶：酒井英行

教授

挨

拶：野中勝

副研究科長

教授

研究科長補佐・広報委員長

ｃ

--
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天文学科

1 号館

学科紹介
天文学の発展は目覚ましい。大型の地上望遠鏡や高性能の衛星望遠鏡を用いて、太陽系から宇宙の果ての銀河まで、
さまざまな天体が観測され、宇宙像は日々新しくなっています。また、理論研究においても、謎だった天体現象の解
明が進んでいるのに加えて、計算機の能力の向上などによって新しい研究分野も生まれています。天文学科では、天
文学の体系的な教育を行うとともに、理論と観測の幅広い分野にわたって先端的な研究を行っています。

公開内容・場所
すばる望遠鏡などが明らかにした銀河宇宙の過去と現在
岡村・嶋作研究室

パネル・研究紹介

理学部 1 号館西棟 11 階廊下

私たちの宇宙は銀河で満ちています。本展示では、最近の大掛かりな銀河探査観測によって明らかになった銀河宇宙の姿をお見せす
るとともに、すばる望遠鏡を使った銀河進化の研究の最前線を紹介します。

超新星爆発と元素の起源

パネル・研究紹介

野本・梅田研究室

理学部 1 号館西棟 11 階廊下

超新星爆発と元素の起源にまつわる謎と、それに迫る最新の理論研究を紹介します。特に、星はどんな一生を送るのか、元素は星の
中でどうやって作られ、銀河の中をどう循環するのか、また、宇宙では物質の起源と天体の進化の間にどういう関係があるのか、につ
いて説明します。

太陽をたたいて中をみる？
柴橋研究室

パネル・研究紹介
理学部 1 号館西棟 11 階廊下

地震のデータから地球内部の様子が分かるのと同様に、太陽表面の小さな震動を観測することで太陽内部の様子を探ることができます。
これを日震学といいます。展示では、日震学を易しく解説するとともに、その最新の研究成果を紹介します。

衛星を用いた赤外線観測

パネル・研究紹介・機器展示

尾中研究室

理学部 1 号館西棟 11 階廊下

赤外線は、星や惑星系の誕生の様子や星間物質、銀河を調べるのに大変重要な波長です。赤外線を詳しく観測するには、地球大気にじゃ
まされない人工衛星の望遠鏡が必要です。展示では、本研究室が開発している人工衛星望遠鏡や観測装置を紹介するとともに、これま
での研究成果を解説します。

コミュニケーションスペース
天文学科
天文学科っていったいどんなところ？

学生生活や進学の相談
理学部 1 号館西棟 11 階 1109 号室

所属する学生はどんな生活をしているの？

進学するには？

といった疑問に現役学生がお

答えします。お気軽にどうぞ。

太陽の表面模様を強調した特殊な写真に太陽
の内部を伝播する波の計算を重ねたもの

--

物理学科
学科紹介
物理学の目的は、素粒子・原子核から原子・分子・固体、生物から宇宙にいたる様々な階層の物質構造と諸現象を、
単純で本質的な法則により統一的に理解することにあり、自然科学の中でも最も基礎的な位置を占めています。物理
学教室は、物理学が関係する幅広い分野を積極的に取り入れつつ拡張され、研究・教育において世界的に高い評価を
受けてきました。物理学科の教育は、
「創造的研究活動と教育実践の融合」を伝統ある理念とし、断片的な知識の伝
達ではなく物理学的な考え方と自然に対する柔軟なアプローチを、学生自身の体験を通して身につけてもらうことを
中心に置いています。

公開内容・場所
宇宙の謎を探る素粒子の研究
素粒子物理国際研究センター・駒宮研究室・浅井研究室

講演
理学部 1 号館西棟 10 階 1017 号室

ミクロの世界を探る素粒子研究によってどのようにマクロな宇宙の謎が解き明かされようとしているのか、分かり易く解説します。

講演時間 10：40 ～ 12：10 ～ 14：40 ～ 16：10 ～ 各 40 分（質疑応答含む）

素粒子研究の実際
素粒子物理国際研究センター・駒宮研究室・浅井研究室

パネル・ポスター・ビデオ
理学部 1 号館西棟 10 階 1017 号室

パネルやビデオにより、現在当センター・研究室で進めている研究を紹介します。特に、欧州で建設中の山手線ぐらいの大きさの最
先端加速器 LHC で行うアトラス実験や、ミュー粒子 10 兆個に１回起こる特別な反応を発見しようという MEG 実験などについて紹介
します。

素粒子体験コーナー
素粒子物理国際研究センター・駒宮研究室・浅井研究室

素粒子測定器デモンストレーション
理学部 1 号館西棟 10 階 1017 号室

宇宙から飛んでくる素粒子などを測定器で観測し、実際の素粒子実験の雰囲気を味わってもらいます。

宇宙物理最前線
佐藤研究室・須藤研究室

パネル・ポスター
理学部 1 号館西棟 9 階 908 号室

高次元宇宙とブラックホール、宇宙の構造形成、超高エネルギー宇宙線、超新星爆発、太陽系外惑星など、ミクロからマクロなスケー
ルにわたる宇宙物理の研究の一端をパネルとポスターにて展示します。

科学衛星を用いた宇宙観測
牧島研究室・中澤研究室

パネル・ポスター
理学部 1 号館西棟 6 階 608 号室

科学衛星を用いて大気圏外に出ると、大気の吸収のため地上からは見えなかった、宇宙からのＸ線やガンマ線が見えるようになりま
す。その結果、太陽コロナ、ブラックホール、パルサー、暗黒物質の重力に捉えられた高温プラズマなどを検出できます。活躍中の「す
ざく」衛星の成果を紹介するとともに、衛星の打ち上げビデオを上映し、また「すざく」に搭載された装置の予備品などを展示します。

物質の中での世界：物性理論と統計力学
量子・統計・物性理論グループ・量子情報理論

パネル・ポスター
理学部 1 号館中央棟 4 階 450 号室

量子力学の絡む物質・現象に関する理論的なアプローチについて、パネル等を用いて説明します。物質の諸相、超伝導、量子情報、磁性、
統計力学…など。

レーザー光で分子を操る
酒井広文研究室

パネル・ポスター
理学部 1 号館中央棟 4 階 440 号室

通常はランダムな気体分子の向きを、レーザー光を用いて揃える研究が急速に進展しています。酒井広文研究室では、このようなレー
ザー光を用いた分子操作技術を基盤とし、分子物理学の新しい方向性を切り開く研究を進めています。最近の顕著な成果の一部をパネ
ルで紹介しています。

--
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1 号館
半導体中に作る量子力学の世界
岡本研究室

パネル・模擬実験
理学部 1 号館中央棟 4 階 439 号室

私たちは、2 種類の半導体の界面に閉じ込められた「2 次元電子」の研究を行ってい ます。今回は、物質中の電子の簡単なお話から
2 次元電子が示す多彩な量子現象に至る までなるべく分かりやすく解説するとともに、試料の顕微鏡観察やデモ実験を楽しんでもらい
ます。

目で見る「超流動」

デモ実験・ビデオ・パネル

福山研究室

理学部 1 号館中央棟 4 階 436 号室

物質中を電子が抵抗なく流れる「超伝導」はよく知られていますが、液体が抵抗なくチョークの隙間をすり抜けてしまう「超流動」
をご覧になったことはありますか？

液体ヘリウムの超流動現象のデモ実験（13:30 から実施）のほか、液体窒素を使ったデモ実験（随

時実施）など、超低温の世界で起こる不思議な現象を解説します。

形に潜む普遍性

スライド上映・模擬実験

佐野研究室

理学部 1 号館西棟 4 階 414 号室

エネルギーや物質の流れが存在する非平衡系では、さまざまなパターンがひとりでに形成されます。スライド上映と実験デモンスト
レーションを行い、自然界に現れるパターンやその機構に潜む普遍性について紹介します。

光で探るフェムトワールド
原子核科学研究センター

パネル・ポスター
理学部 1 号館西棟 3 階 316 号室

原子核は 1000 兆分の 1 メートル（フェムトメートル）という超ミクロな世界に陽子と中性子が集まったものです。わたしたちは、
理化学研究所の加速器等を用いて、地球上に安定に存在しない熱い原子核をつくり、それが発する光を分析することにより、原子核の
様々な形、やわらかさ、寿命などの性質を調べています。このような熱い原子核は超新星などの爆発現象で作られており、その性質の
研究は、宇宙における元素の起源や星の進化の解明にも欠かせないものです。展示では、実験施設の紹介、研究成果の解説を行います。

表面物理

パネル・ポスター・実験室見学

長谷川研究室

理学部 1 号館西棟地下 1 階 B112 号室

走査トンネル顕微鏡やマイクロ４端子プローブなど、表面物理・ナノサイエンスの研究に使われている最先端の装置を公開し、その
成果の一端をパネルで紹介します。

光で観る、起こす、固体の中の量子現象
島野研究室

パネル・ポスター・実験室見学
理学部 1 号館西棟地下 1 階 B105 号室

近年のレーザー技術の進歩に伴い、光で物質の電気伝導を「観る」ことや、光を照てて物質の性質を変えてしまうこともできるよう
になってきました。その例として、光による超伝導現象の観測実験や、光で絶縁体を金属にする実験についてパネルで紹介します。い
ずれも量子力学的効果による不思議な現象です。実験室見学では、最先端の超短パルスレーザー実験設備の一部を公開します。

重力波をつかまえる

パネル・実験室見学

坪野研究室

理学部 1 号館西棟地下 2 階 B207 号室

重力波は光速で伝播する時空のひずみであり、一般相対性理論からの帰結として 1916 年にアインシュタインによって存在が予言さ
れた波動です。重力波をつかまえることによって、ブラックホールなどの星の激しい運動や宇宙の初期の姿がわかると思われています。
私達の研究室では重力波を直接観測するための装置を開発しています。オープンキャンパスではパネルを使った重力波の解説や実験室
の見学を予定しています。

コミュニケーションスペース
物理学科
物理学科っていったいどんなところ？

学生生活や進学の相談
理学部 1 号館中央棟 3 階 338 号室・339 号室

所属する学生はどんな生活をしているの？

進学するには？

といった疑問に現役学生がお

答えします。お気軽にどうぞ。

--

地球惑星物理学科・地球惑星環境学科
学科紹介
地球惑星科学は、地球・惑星とそれを取り巻く流体圏・惑星間空間の現在の姿と変動の理解、太陽系の形成から現
在に至る地球・惑星・生命の進化・発展の過去の歴史の解明、大規模複雑系としての地球システムの未来の変動予測
を目的とする学問分野です。地球惑星物理学科・地球惑星環境学科の教育は、大学院地球惑星科学専攻が行っています。
本専攻は、大気海洋科学・宇宙惑星科学・地球惑星システム科学・固体地球科学・地球生命圏科学の 5 大研究分野か
ら成っています。ここでは、数理科学・物理学・物質科学・自然史学を基礎とする地球惑星科学の体系的な教育と独
創性にあふれた先端的研究が行われています。

公開内容・場所
空と海の科学
大気海洋科学グループ

研究紹介・ポスター・実験機器の展示
理学部 1 号館 3 階 336 号室

大気海洋科学グループでは、人間社会活動に密接に関連する大気と海洋の様々な現象を研究し、気象・気候変動予測の基礎を構築す
ることで社会に貢献することを目指しています。オープンキャンパスでは 4 次元データ可視化装置を用いた研究内容の紹介や、簡単な
室内実験、実験機器の紹介などを行う予定です。

宇宙惑星科学のフロンティア
宇宙惑星科学グループ

ポスター・資料展示・ビデオ上映
理学部 1 号館 3 階 336 号室

我々のグループでは、理論的・観測的・実験的アプローチによって宇宙空間・磁気圏・太陽系等に関する総合的な研究を行っていま
す。宇宙プラズマの知見を太陽や宇宙天体の理解に結びつけたり、隕石の分析や惑星探査によって太陽系や惑星の成り立ちを明らかに
することで、宇宙の真理に迫ろうとしているのです。オープンキャンパスでは、私たちが行っている研究を解説したポスターを用意し、
実際に使用している試料、装置、模型なども展示して、皆さんに宇宙惑星科学のフロンティアに触れてもらおうと考えています。
ポスター・試料展示・スタッフの著作
紹介・スライド上映・実験

惑星系の誕生と進化
地球惑星システム科学グループ

理学部 1 号館 3 階 336 号室／各実験室

太陽系にはカラフルな惑星たちが存在します。太陽系はどのように誕生し、惑星を生み出したのでしょうか。地球のような生命の住
める惑星はどのように誕生したのでしょう？ 太陽系以外に見つかる惑星の姿は？

冥王星はなぜ惑星ではなくなった？

惑星の誕生

と進化に関する様々な疑問に、最新の惑星科学の成果を交えて、解説します。

地球内部実験室：地球の内部構造としくみを探る
固体地球科学グループ

試料展示・デモンストレーション・
ポスター

理学部 1 号館 3 階 336 号室／各実験室

太陽系惑星の中でも、地球は活発な火山・地震活動やプレート運動をみせ、水と生命にあふれる個性豊かな惑星です。固体地球科学
研究グループでは、観測、実験、理論などさまざまな手法によって、なぜ地球がこのような個性を備えているのかを探求しています。オー
プンキャンパスでは、この地球の内部構造とそこで引き起こされる現象を、ポスターや岩石試料の展示、デモンストレーション、ラボ
ツアーを通してご紹介いたします。

地圏生命圏の形成・変動・進化
地球生命圏科学グループ

研究紹介・ポスター・模擬実験・標本
観察・研究室見学
理学部 1 号館 3 階 336 号室／各実験室

地球は太陽系において生命を生み育ててきたユニークな惑星です。地球生命圏科学研究グループは、野外における地層の観察、採取
試料の分析、室内実験などを通じて、地圏物質の形成条件、地圏環境の変動メカニズム、生命の誕生と進化に関する研究を行なってい
ます。これらの研究成果に基づき、地圏環境と生命の共進化メカニズムを解明するとともに、21 世紀における人類社会と地球環境の
あるべき関わりかたについてメッセージを提示することを目指しています。オープンキャンパスでは、各教員の研究内容紹介、室内実
験の紹介、微小生物、化石、鉱物標本の観察を行ないます。

--
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実験室見学ツアー
学科全体

資料展示
理学部 1 号館 3 階 336 号室／各実験室

太陽系の誕生から地球環境問題まで地球や惑星に関する数多くの謎に取り組む研究室や実験装置を見学するツアーです。世界をリー
ドする研究の最前線に触れてみませんか。

地球史・生命史・太陽系史
学科全体

資料展示
理学部 1 号館 3 階 336 号室

およそ 46 億年前に誕生した太陽系。その後、誕生した地球には、生命の世界が広がりました。太陽系誕生から地球や生命の誕生、
現在の地球や生命の営みを記憶する岩石試料や化石、隕石などに見て触れて、私たちの長い歴史を感じてください。

地球探索マップ
学科全体

資料展示
理学部 1 号館 3 階 336 号室

地球を理解するために私たちの学科では世界のあちこちに調査に出掛けます。これまでに調査に出掛けた地域を世界地図に示し、調
査で訪れた世界各地の写真をご紹介します。

コミュニケーションスペース
地球惑星物理学科・地球惑星環境学科

学生生活や進学の相談
理学部 1 号館 3 階 336 号室前

地球惑星物理学科・地球惑星環境学科っていったいどんなところ？

所属する学生はどんな生活をしているの？

進学するには？

といった疑問に現役学生がお答えします。お気軽にどうぞ。

上…隕 石 と そ れ を 構 成 す る コ ン ド
リュール
右…地 球気候変動研究のためのチベッ
ト高原調査

--

生物化学科・生物情報科学科
学科紹介
生物化学科では、個体の発生、細胞の分化、細胞周期の制御、免疫のしくみ、脳のはたらき、味覚・嗅覚のしくみ、
光シグナルの伝達、生物時計、遺伝子の複製・転写・翻訳など、重要な生命現象に着目し、研究を行っています。ショ
ウジョウバエ、酵母、線虫、ゼブラフィッシュ、マウス、ウサギ、鳥、カエル、ヒト、細菌、古細菌などの生き物を
対象として、分子生物学的・生化学的手法や構造解析などの手段を用いて、０から１を目指して、さまざまな角度か
ら生命現象の本質に迫っています。また、今年度から新設された生物情報科学科の紹介も行います。

公開内容・場所
モデル生物を使った配偶子形成の研究
山本研究室

ポスター・顕微鏡観察
理学部 1 号館西棟 2 階 205 号室

卵子と精子 (= 配偶子 ) とが受精して生じる受精卵は、人間やその他の生物の体を形作るおおもとの細胞です。配偶子が生じる過程の
大部分は色々な生物間で共通です。分裂酵母をモ デル生物とした、配偶子形成を制御する遺伝子、タンパク質及び RNA に関する当研
究室の研究に ついて、ポスター展示と顕微鏡観察とで説明します。

たんぱく質の「かたち」と「はたらき」
横山研究室

コンピュータ・グラフィック
理学部 1 号館西棟 2 階 205 号室

私たちのからだを形作っているタンパク質、そして遺伝情報の担い手である DNA はどんな「かたち」をしているのでしょう？

構

造解析法の発展と、コンピュータの進歩によって、1 ミリの 10 万〜 100 万分の 1 の大きさの微小なタンパク質や DNA の「かたち」を「見
る」ことが可能になっています。百聞は一見にしかず！

コンピュータ・グラフィックスによって、タンパク質の「かたち」がタンパ

ク質のどんな「はたらき」と関わっているかを解説します。

脊椎動物における匂い受容の分子機構
坂野研究室

ポスター
理学部 1 号館西棟 2 階 205 号室

わたしたちの持っている五感のうちで嗅覚は、下等生物から高等生物まで保存されており、摂食行動、毒物に対する忌避行動、フェ
ロモンを介した性行動の他、免疫機能の高揚および精神安定、記憶の想起、健康や社会活動にまで深く関わっており、生命維持にとっ
て重要な働きを持っています。マウスをモデル動物として、匂い分子が鼻腔でどのように受容され、脳で識別されているかについて、
分子・細胞レベルで説明します。

光と生物時計 - 分子から個体へ 深田研究室

ポスター
理学部 1 号館西棟 2 階 205 号室

私たちの研究室では、眼や脳において光がどのように受容され、どのような情報変換をうけるのか、そして、どのような標的分子に
情報を伝えるのか、といった問題を研究しています。また、脳の機能の一つである「時を計る生物時計の仕組み」にも挑戦しています。
地球上の全ての生物は約 24 時間周期の生物時計を持ち、概ね 1 日という意味から概日時計と呼ばれています。生物がいかにして時間
を計測しているのか、そのメカニズムを、分子レベルで解析し、個体レベルで検 証するという研究についても説明します。

味蕾 ( 味覚芽 ) を作っている細胞の種類とはたらき
榎森グループ

ポスター

理学部 1 号館西棟 2 階 205 号室

私たちの味覚は、味蕾 ( 味覚芽 ) という組織で感じています。味蕾を作っている細胞は 100 個程度と少ないのですが、種類は多く、
寿命もさまざまです。動物の栄養摂取には欠く事のできない感覚である味覚について、細胞や遺伝子から捉えた姿を紹介します。

生命の「システム」にせまる - システム生物学 黒田研究室

ポスター

理学部 1 号館西棟 2 階 205 号室

生命科学は、ヒトを含む多くの生物のゲノムが明らかとなったことに伴いこれまでの個別の遺伝子や分子から現象を定性的に理解す
る段階から、分子・遺伝子ネットワークの「システム」としての動的特性から生命現象を定量的に理解する段階へパラダイムシフトし
ようとしています。この大きな流れに対応するべく平成 19 年度から本学理学部に生物情報科学科が新設されました。その新しい領域
のひとつ「システム生物学」について紹介します。
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RNA の新しい機能
程研究室

ポスター
理学部 1 号館西棟 2 階 205 号室

この 10 年くらいで、RNA 研究は大きく進展しました。これまでは、RNA は DNA から転写され、タンパク質をつくるための鋳型で
あると考えられていました。しかし、RNA には、その塩基配列に依存して、標的遺伝子の発現を制御する機構があることが明らかになっ
てきました。このような RNA の新しい機能に関する研究について、紹介します。

生物情報科学科の設置
生物情報科学科

ポスター
理学部 1 号館西棟 2 階 205 号室

生物学と情報学の学際融合領域に位置する生物情報科学（バイオインフォマティクスとシステム生物学）は、生命科学におけるゲノ
ム研究と情報科学が融合することにより創出された新しい分野であり、今後の生命科学において重要な学問領域になりつつあります。
本年 4 月より、東京大学としては 30 数年ぶりの新しい学科、生物情報科学科が設立されたので、紹介します。

コミュニケーションスペース
生物化学科・生物情報科学科
生物化学科・生物情報科学科っていったいどんなところ？

学生生活や進学の相談
理学部 1 号館西棟 2 階 206 号室
所属する学生はどんな生活をしているの？

進学するには？

といった

疑問に現役学生がお答えします。お気軽にどうぞ。

上…構造変化をしていく微小管の様子
左…タンパク質のリボンモデル
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1 号館
EV

…

エレベーター

…

公開研究室

…

受付

…

階段

…

コミュニケーションスペース

…

入口

地球惑星物理学科・地球惑星環境学科

336 号室

物理学科コミュニケーションスペース
338・339号室

地球惑星物理学科・地球惑星環境学科
コミュニケーションスペース
336号室前

EV

EV

物理学科

EV

小柴ホール
EV

EV
生物化学科・生物情報科学科

EV

316 号室

3F

EV

生物化学科・生物情報科学科
コミュニケーションスペース
206号室

原子核科学研究センター

205 号室

2F

EV

中央棟
EV

EV

西棟
EV

1F

EV

EV

EV

物理学科

長谷川研究室

物理学科

EV

EV

B105 号室

坪野研究室

B207 号室

地下 1F

物理学科
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島野研究室

EV

EV

EV

B112 号室

EV

地下 2F
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天文学科コミュニケーションスペース
1109号室

EV

天文学科

11F

EV
物理学科

廊下

素粒子物理国際研究センター・駒宮研究室・浅井研究室

EV

EV

EV

10F

EV

EV

EV

物理学科

EV

佐藤研究室・須藤研究室

EV

EV

物理学科

量子・統計・物性理論グループ・量子情報理論

物理学科

福山研究室

牧島研究室・中澤研究室

608 号室

6F

EV

物理学科

450 号室

物理学科

436 号室

物理学科

岡本研究室

439 号室

酒井広文研究室

440 号室

EV

EV

物理学科

EV

908 号室

9F

EV

EV

1014 号室

EV

佐野研究室

414 号室

4F
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数学科

4 号館

学科紹介
数学は、森羅万象の背後にひそむ数理的構造に光をあて、その本質を解き明かすことをめざす学問です。あらゆる
学問の中で最も早くから体系化が進み、今も絶えず発展を続けています。数学は、抽象性と普遍性、および発想の自
由性を特色とし、
きわめて多様なテーマを扱います。それらが有機的につながって壮大な体系を築きあげており、
また、
その成果が、数多くの学問分野の基盤の形成に役立っています。
1992 年に、理学部と教養学部の二つの数学教室と教養学部基礎科の数理コースが合体して、独立研究科「大学院
数理科学研究科」が発足しました。理学部数学科ともども、駒場キャンパスで教育、研究を行っています。

公開内容・場所
フーリエ級数入門 - なぜ太鼓には音程がないのか？
数学科

寺杣友秀（数理科学研究科教授）

模擬講義

理学部 4 号館 2 階 1220 号室

音楽は私たちの心をなごませてくれます。さまざまな楽器にはそれぞれ個性のある音色があり、またそれが楽しいものです。その音
色は基本的な振動をいかにブレンドするか、により作りだすこともできます。混ぜ合わせる操作を数学的に考察してみましょう。もう
少し進んで、それでは太鼓はどうして、音程がないのか、その形状面から始めて、数理をしよう。

時間 10：50 ～ 11：50

コミュニケーションスペース
数学科

学生生活や進学の相談
理学部 4 号館 2 階 1220 号室

大学ではどのような数学を学ぶのか、数学の研究というのはどのようなことをするのか、数学にはどのような分野があるのか、数学
者はどのようなことを考えているのか、など、教員と学生・院生が皆さんとの談笑を通じてこのような疑問に答えるコーナーです。
※

受験数学は扱いません。

※

数学科は駒場キャンパスにあるので、一部企画のほかは明日（８月２日）駒場キャンパスで公開さ
れます。明日の午後に数理科学研究科棟の施設見学や、模擬講義が行われます。

情報科学科

7 号館

学科紹介
情報科学科のオープンキャンパスはツアー形式で行います。各集合時間に理学部 1 号館から出発します。所要時間
は 1 時間強の予定です。ツアーの一部のみの参加も可能ですので、理学部１号館あるいは理学部 7 号館の受付にお申
し出ください。特に「計算と知能を科学する」を聴講したい方はツアーに参加ください。｢ コンピュータ科学の最前線」
は随時開催しています。
午前 第 1 回

10：40 ～ 第 2 回

12：10 ～

午後 第 1 回

14：40 ～ 第 2 回

16：10 ～

公開内容・場所
計算と知能を科学する
情報科学科

スライド等による説明
理学部 7 号館 2 階 214 号室

いまや生活の一部として欠かせない道具となっているコンピュータですが、その計算能力をフルに活用することによって科学・工学・
知能などの分野に新たな世界を拓くことができます。コンピュータが秘めている能力・可能性と、それを引き出すための情報科学科の
取り組みを紹介します。
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'07 理学部オープンキャンパス
デモンストレーション・ビデオ・
パネル等による説明

コンピュータ科学の最前線
情報科学科

理学部 7 号館 1 階ピロティー

情報科学科の研究室を一堂に集めて紹介します。情報科学には論理・アルゴリズムなどの理論から、ハードウェア・基盤ソフトウェ
ア・プログラミングなどのシステム、自然言語・グラフィクス・マンマシンインタフェースなどの知的応用分野まで、多様な研究を行っ
ている研究室があります。各研究室の最新成果がここに結集しますので、情報科学という学問の全体像を概観していただくことも、興
味のある個別の研究内容について詳しく知っていただくこともできます。また、学部学生・大学院生と対話することにより、生の情報
科学科に触れることもできるでしょう。

コミュニケーションスペース

学生生活や進学の相談

情報科学科
情報科学科っていったいどんなところ？

理学部 7 号館 1 階ピロティー
所属する学生はどんな生活をしているの？

進学するには？

といった疑問に現役学生が

お答えします。お気軽にどうぞ。

自作コンピュータで計算する CG

遺伝子実験施設

7 号館

学科紹介
遺伝子実験施設は、組換え DNA 実験やアイソトープを用いた遺伝子研究を安全に行うための教育研究施設です。
東京大学の全学部に向けて遺伝子研究に必要な共用設備を提供しています。また、遺伝子研究について最先端の情報
を提供することも重要な役割となっています。現在、4 つの研究グループがシロイヌナズナ、線虫、ショウジョウバ
エなどのモデル生物を用いて発生・分化、神経機能などに関わる遺伝子の研究をおこなっています。

公開内容・場所
遺伝子研究のためのモデル生物、線虫
遺伝子実験施設

研究紹介・顕微鏡観察
理学部 7 号館 6 階 602 号室

土壌線虫である C. エレガンスは体の全細胞数が約 1000 個しかないため、遺伝子や細胞の基本的なはたらきを理解するためのモデル
生物として研究に用いられています（ちなみに、ヒトの体は約 60 兆個の細胞からできています）。研究室見学では、線虫が遺伝子研究
にどう使われるのか説明します。また私たちの研究室でおこなっている、学習にかかわる遺伝子の研究について紹介します。

コミュニケーションスペース
遺伝子実験施設
遺伝子実験施設っていったいどんなところ？

学生生活や進学の相談
理学部 7 号館 6 階 601 号室
といった様々な質問にお答えします。お気軽にどうぞ。
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化学科
学科紹介
化学は、宇宙から生命まで、様々な自然現象を分子レベルで解き明かし、その知識を活用して新しい物質を創り出す
学問です。一方で物理学、他方で生物科学と密接な関連をもち、理学の中心（Central Science）に位置づけられていま
す。化学科（大学院化学専攻）は、1877 年に東京大学初の卒業生を送り出して以来、化学はもちろんのこと、物理学
や生物科学、
さらには多くの産業分野にも多くの国際的リーダーを輩出してきました。今後も広い意味での化学（Greater
Chemistry）の視点にたって、次世代の理学を担う研究者・科学者・技術者の育成という重責を果たしていきます。

公開内容・場所
地球深部の化学的研究・希ガス同位体質量分析装置とそ
れを使う地球惑星科学研究
地殻化学実験施設

演示実験・ポスター・研究室見学

理学部 4 号館 7 階 1716 号室、理学部化学東館 1 階 131 号室

私たちの研究室では、ダイヤモンドに代表されるような地球の深いところから地表にあがってきた鉱物や地球の外から飛んできた隕
石、さらには火山ガスの遠望観測や地震の前兆現象に関連した地下水の観測などを研究しています。いずれも化学的な観察や実験を行
なうことが特徴です。今回は地球深部の化学的研究、希ガス同位体質量分析装置を用いた研究の情報をみていただく予定です。

炭素で解決！ - 有機化学とエネルギー問題 中村研究室

演示実験・ポスター・研究室見学

理学部 4 号館 4 階 1417 号室

炭素を骨格とする有機分子は、その構造を合理的に設計することにより、色や光を吸収・放出する、電気を流す、薬になる等の機能
を発現させることが可能です。当研究室では、サッカーボール型分子であるフラーレンやカーボンナノチューブの修飾による機能化を
始め，種々の反応・分子の設計開発から、反応経路解析、次世代の有機太陽電池や発光素子、あるいは生理活性物質の開発などへの応
用研究など、幅広い研究をおこなっています。今回は、有機太陽電池や有機発光ダイオードのデモンストレーションを中心とした最先
端の研究紹介を通して、エネルギー問題に対する有機化学的アプローチを紹介します。

固体薄膜新物質の合成と物性測定
長谷川研究室

ポスター・研究室見学
理学部化学西館 6 階 2603・2604 号室

酸化物や有機分子固体を原子・分子単位で積層してさまざまな機能を持つ薄膜新物質を作製する装置、およびその物性を測定する装
置を見学していただきます。

サンドイッチ分子を作ろう
西原研究室

演示実験・ポスター・研究室見学
理学部化学西館 5 階 2505 号室

「フェロセン」と呼ばれる化合物は鉄、炭素、水素からできた物質で、鉄の原子が五角形をした有機物の板２枚にはさまれた面白い
構造をもっています。このサンドイッチ形の分子は、安定で容易に作って取り出すことができます。塩化鉄と有機物をフラスコの中で
混ぜてこの化合物を合成し、昇華によりきれいなオレンジ色の結晶を作って融点などの性質を調べてみましょう。

強い光で、メタノールから水分子や水素分子を創る
山内研究室

演示実験・ポスター・研究室見学

理学部化学西館 3 階 2306 号室

近年のレーザー技術は、「光」の強さを驚異的に強くすることを可能にしました。光は交流電場ですが、その電場の強さを、原子や
分子の中の電場と同じ程度か、それよりも、ずっと大きくすることができます。強い光の中では、分子は極めて特異な振る舞いをします。
例えば、メタノールに強い光を照射すると、分子の中の水素原子が極めて速いスピードで動き回ります。そして分子内で水素原子が動
き回った結果、３つの水素原子が集まって水素原子の３量体を作り、分子の外に飛び出したり、また、２つの水素原子が酸素原子と結
びついてから、炭素と酸素の結合が切れて、水分子が生成したりします。私たちは、このような新しい現象を観測し、その機構を明ら
かにするために、「強光子場科学」という新しい領域の研究を進めています。

様々な元素が創り出す光化学
川島研究室

演示実験・ポスター
理学部化学西館 2 階 2205B 号室

一般に有機化合物は、炭素、水素、酸素などから構成されますが、元素の周期表にはまだまだ 100 種類以上の元素が存在します。私
たちの研究室ではこういった様々な元素の特性を活かした化合物を合成し、新しい性質を引き出す研究を行っています。その中で、今
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回は元素間に電子的な相互作用を引き起こすことで、カラフルな蛍光を発する化合物のデモンストレーションを行います。元素が織り
なす美しい色の世界を楽しんでください。

'07 理学部オープンキャンパス

化学西館・化学東館・化学本館
レーザーで生きた細胞や化学反応を見る
濵口研究室

ポスター・研究室見学
理学部化学西館地下 1 階 2002 号室

白色光をプリズムに通すと虹色になります。分光学とは、このように光の色を分けることで、それぞれの波長が持っている情報を引
き出すことができる学問であるとも言えます。1960 年にレーザーが発明されて以来、レーザーを用いた分光法は飛躍的に発展しました。
数あるレーザー分光法の中でも、レーザー・ラマン分光法は、分子の構造などを研究する上で非常に役立つ手法であり、分子から生き
た細胞まで、様々な対象を調べることができます。当研究室では、最先端のピコ秒パルスレーザーを用いたラマン分光のデモ実験や、レー
ザー光を用いて生細胞の内部を探ることができるラマン顕微鏡などの展示を通して、” レーザー” と” ラマン分光” に親しんでもらうこ
とを計画しています。

化学で明かす生物現象

演示実験・ポスター・研究室見学

橘研究室

理学部化学東館 1 階 119 号室

私たちの身の回りには不思議な生物現象があふれています。例えば、生物が敵から身を守る方法、夜になると光る生物などが有ります。
このような現象には天然有機化合物とよばれる化学物質が関与している場合が多くみられます。私たちの研究室では、生物現象に関連
した化学物質の性質を明らかとし、その現象が起こる仕組みを明らかにしようとしています。今回は模擬実験とパネルを使って私たち
の研究の一部を紹介します。

分子でつくる磁石の世界
大越研究室

ポスター・研究室見学
理学部化学東館 1 階 108 号室

普段皆さんが目にする磁石の多くは金属や金属酸化物からできていますが、最近になり、分子をくみ上げて磁石を作るという分子磁
性の研究が注目をあつめています。分子磁性体では、これまでの磁石では観測されていない新しい現象や機能を発現させることができ
ます。当研究室では、分子の多彩な組み合わせにより様々な分子構造をした磁石、温度や湿度に対して奇妙な振る舞いを見せる磁石、
カラフルな色相を呈する磁性薄膜、光で磁極が反転する磁石などを見出してきました。今回は、我々が合成した磁石とポスター展示で、
分子磁性体のおもしろさを紹介します。

「触媒」の姿、動き、働きを観てみよう
岩澤研究室

ポスター・研究室見学
理学部化学本館正面玄関ロビー

「触媒」の働きにより、医薬、ポリマー、化学製品、ガソリンなどを合成することが可能であり、また、環境のクリーン化、燃料電
池なども「触媒」によって実現されているように、人類社会に無くてはならない機能物質です。「触媒」が持続的に豊かな社会を支え
ているといって過言ではありません。その「触媒」がどのように作られ、どのような姿をして、どのようにダイナミックに動いて触媒
として働くのか観て見ましょう、百聞は一見にしかずです。

金属イオンが拓くナノデバイスの世界
塩谷研究室

ポスター・研究室見学
理学部化学本館 1 階 1104B 号室

私たちの体の中や身の回りには多くの金属イオンが存在し、それぞれ重要な役割を果たしています。金属イオンはこれらを取り巻く
環境により様々な性質を示しますが、私たちの研究室では金属イオンを取り囲む分子を自分たちでデザインし、これまでに見られなかっ
た金属イオンの性質を引き出す研究を行っています。人工的にデザインした DNA の中に金属イオンを並べてつくられる分子電線を目
指した研究や、金属イオンのもつ動きを最大限に利用してつくられる分子レベルの機械を構成する部品の開発などを紹介します。

水が拓く有機合成

演示実験・ポスター・研究室見学

小林研究室

理学部化学本館地下 1009 号室

有機合成は通常有機溶媒を用いて行われるが、当研究室では水を溶媒として用いる有機反応の研究を行っている。生体内では、有機
溶媒を用いずに精緻な有機反応が行われているが、これをフラスコの中で実現したい。

コミュニケーションスペース
化学科
化学科ていったいどんなところ？

学生生活や進学の相談
理学部化学西館ピロティ

所属する学生はどんな生活をしているの？

進学するには？

といった疑問に現役学生がお答え

します。お気軽にどうぞ。
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4 号館・7 号館・化学西館・化学
EV

…

エレベーター

…

公開研究室

…

受付

…

階段

…

コミュニケーションスペース

…

入口

情報科学科

214 号室

EV
数学科

数学科コミュニケーションスペース
1220号室前

1220 号室

EV

化学科

川島研究室

2205B 号室

2F
化学科

化学科

地殻化学実験施設

7 号館
化学科コミュニケーションスペース
化学西館ピロティ

ピロティ

化学東館

EV
化学科

ピロティ
EV

化学科

岩澤研究室

108 号室

正面玄関ロビー

1F

ィ
テ
ロ
ピ

化学科

EV

地下 1F
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大越研究室

化学本館

EV

化学西館

119 号室

131 号室

情報科学科コミュニケーションスペース
7号館ピロティ

4 号館

橘研究室

塩谷研究室

1104B 号室

化学科

濵口研究室

2002 号室

化学科

小林研究室

1009 号室

'07 理学部オープンキャンパス

東館・化学本館
化学科

地殻化学実験施設

1716 号室

EV

7F

遺伝子実験施設

602 号室

EV

遺伝子実験施設コミュニケーションスペース
601号室
※

EV

遺伝子実験施設は7号館にあります。7号館
は4号館から直接行くことはできませんので、
7号館のエレベーターを使って6階まで上がっ
てください。

化学科

長谷川研究室

2603・2604 号室

6F

EV

化学科

西原研究室

2505 号室

化学科

中村研究室

1417 号室

化学科

山内研究室

2306 号室

5F

EV

4F

EV

3F
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生物学科
学科紹介
生物学は、自然界のあらゆる生命現象を様々な視点から探求する、きわめて広い学問領域です。生物学科では、分
子からオルガネラ、細胞、器官、個体、そして集団のレベルにわたる重要な生命現象につ いて、多様な手法を用いた
研究と教育を行っています。特に教育において は、本郷キャンパス理学部 2 号館の基幹講座（動物科学、植物科学、
人類科 学、進化多様性生物学）の他に、臨海実験所、植物園、海洋研究所、分子細胞生物学研究所、総合研究博物館
などの教 員も加わり、その組織の特色を生 かした豊富なカリキュラムを用意していま す。

公開内容・場所
太陽光のエネルギーをつかまえる植物
植物生態学研究室

模擬講義
理学部 2 号館 4 階講堂

われわれ人類を含む、地球上のほとんど全ての生物の究極のエネルギー源は太陽光です。われわれが生きて行けるのも、「太陽光の
エネルギーを有機物のもつ化学エネルギーに変換する」という光合成を行う植物のおかげです。光合成はどのように行われているので
しょうか。植物の葉が、光をいかにうまくつかまえているのかという問題に焦点をあてて解説します。

ミツバチの社会性行動を産み出す脳の仕組み
細胞生理化学研究

模擬講義

理学部 2 号館 4 階講堂

ミツバチは大きな家族（コロニー）で生活する「社会性昆虫」です。コロニーには女王蜂と働き蜂という役割の異なる個体がおり、
働き蜂は羽化後の加齢とともに、育児から門番、採餌へと分業します。また、花の蜜を集めて巣に帰った働き蜂は、良く知られた「尻
振りダンス」により、仲間に花の位置を教えます。小さな脳しかもたないミツバチはなぜ、こうした高度な社会性行動をすることがで
きるのでしょうか？

最近の遺伝子研究から明らかになってきた、社会性行動を産み出すミツバチの脳の仕組みを解説します。

植物流「管」のつくりかた

ラボツアー

生体制御研究室

理学部 2 号館受付にて申し込み

維管束は水や栄養分を植物体中に運ぶ必須な組織です。維管束には導管細胞や篩管細胞、形成層細胞などが含まれています。これら
の細胞はどのようなメカニズムで形成されるのでしょうか？

特に、導管細胞の形成について、当研究室で明らかとなった分子・細胞

レベルの知見を紹介します。

植物は動いている？！

ラボツアー

発生生物学研究室

理学部 2 号館受付にて申し込み

” 植物” と聞くと、その場にじっとしていて動かない様子を思い浮かべませんか？

植物の細胞の中の覗いて見ると、細胞内には様々

な細胞小器官（オルガネラ）が存在します。植物の様々な外的環境に対する応答は，それらのダイナミックな動きに支えられているのす。
植物細胞のダイナミックな動態について、実際に顕微鏡で観察しながら説明します。

植物の葉の光合成速度を測ってみる
植物生態学研究室

ラボツアー
理学部 2 号館受付にて申し込み

みなさんは「地球温暖化抑止のために森林面積を増やしましょう」ということを聞いたことがあるでしょう。確かに植物の CO2 吸収

過程は、地球の炭素循環のなかで重要な量を占めます。でも植物の葉がどのくらい CO2 を吸収しているか、ということを実際に測った
ことがある人はそれほどいないのではないでしょうか？

ここでは携帯型の光合成・蒸散測定装置を用いて、葉の光合成速度を測るデ

モを行います。またわれわれの行っている研究についても簡単な紹介を行います。

植物 ( シロイヌナズナ ) の背比べ
遺伝学研究室

ラボツアー
理学部 2 号館受付にて申し込み

シロイヌナズナの花茎の伸長に関わる変異体を自由にご覧いただきます。また、その変異体を用いた研究内容について紹介するとと
もに，植物の興味深いところを紹介します。
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2 号館
細胞が持つ動く機械 - べん毛・繊毛
分子生理学研究室

ラボツアー
理学部 2 号館受付にて申し込み

べん毛（繊毛）は細胞から生えるごく小さな毛のような器官です。高速で波打ち運動を行って、その力で細胞が泳いだり水流が起こっ
たりします。私たちの体の中でも、非常に重要な働きをしています。不思議なことに、べん毛は細胞体から切り離しても細胞膜の外に
取り出しても、ATP さえあれば動きます。つまり運動が起こるしくみはその小さな器官自体に組み込まれているのです。単細胞生物ク
ラミドモナスを使った簡単な実験で、それをご覧にいれましょう。

動物の脳とホルモンの仕組み
生体情報学研究室

ラボツアー
理学部 2 号館受付にて申し込み

動物はからだの外の環境の変化を神経系（脳）で受け取って、それにうまく適応できるようにからだのなかの神経系やホルモンの状
態をうまく変えていくことができます。私たちの研究室では、どのような仕組みでそれが可能になっているのかという疑問に答えよう
と，脳（神経系）とホルモン（内分泌系）のしくみについて研究しています。見学コースでは、研究内容のポスターと実験に用いてい
る各種の動物を紹介するとともに、研究材料の組織標本や培養細胞などを顕微鏡でお見せいたします。

ヒトゲノムと人類進化

ラボツアー

分子人類・分子進化学研究室

理学部 2 号館受付にて申し込み

ヒトゲノムとは何か、ヒトゲノム情報からどのような知見が得られているのか、に関して、特に人類進化研究の視点から紹介します。

ヒトの骨格からわかること
形態人類学研究室

ラボツアー
理学部 2 号館受付にて申し込み

古人骨は過去のヒトを理解するための、直接の証拠です。では、骨や歯からどんなことがわかるのでしょう。研究室公開では現代人、
江戸時代人、縄文時代人、化石人類 ( レプリカ ) の実際の標本をマクロレベルあるいは実体顕微鏡レベルで観察し、比較します。

植物と雌雄性の根源を探る
多様性起源学研究室

ラボツアー
理学部 2 号館受付にて申し込み

我々の研究室は「ボルボックス」等の藻類や原生動物の比較研究をして、「植物」や「メスとオス」の起源を探ろうとしています。
実際にどのような生物なのか顕微鏡で観察できます。また、最新の研究成果も紹介します。

イネの遺伝子のはたらき

ラボツアー

進化遺伝学研究室

理学部 2 号館受付にて申し込み

私たちの研究室では、イネの遺伝子の研究を行っています。研究室公開では，パワーポイントを用いてイネの遺伝子のはたらきにつ
いて解説するとともに，種子に現れる形質について、実体顕微鏡や簡単な染色で観察してもらいます。

免疫系の進化

ラボツアー

免疫分子進化学研究室

理学部 2 号館受付にて申し込み

我々の研究室は様々な動物を使って、免疫系の起源と進化を解明しようとしています。現在主に研究対象としているネマトステラ（イ
ソギンチャク）とメダカを見てもらいながら、最新の研究成果を紹介します。

コミュニケーションスペース
生物学科
生物学科っていったいどんなところ？

学生生活や進学の相談
理学部 2 号館 2 階 223 号室

所属する学生はどんな生活をしているの？

進学するには？

といった疑問に現役学生がお

答えします。お気軽にどうぞ。
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生物学科
生物学科では以下のスケジュールに従って模擬講義（定員 200 名）およびラボツアー（研究室公開：定員 80 名）
を行います。
時間
10：50 ～ 11：50
12：00 ～ 13：00
14：00 ～ 15：30
15：30 ～ 17：00
※

内容
太陽光のエネルギーをつかまえる植物 寺島一郎（植物生態学研究室教授）
ミツバチの社会性行動を産み出す脳の仕組み 久保健雄（細胞生理化学研究室教授）
ラボツアー（前半の部：定員 40 名）
ラボツアー（後半の部：定員 40 名）

ラボツアーは、前半、後半ともに４グループ（各グループ定員 10 名）に分かれ、それぞれ 2 箇所の研究室を訪
問します

※

訪問する研究室は、当日受付にて決定します（先着順）。受付は午前 10：30 より開始します

※

ラボツアーは原則として高校生・大学生を対象とします。模擬講義、コミュニケーションスペースはどなたでも
ご参加いただけます

左…明治期に描かれたイチョウの写生画
下…多様に進化したパラオのカタツムり
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2 号館
EV

…

エレベーター

…

公開研究室

…

受付

…

階段

…

コミュニケーションスペース

…

入口

生物学科

講堂

4F

生物学科コミュニケーションスペース

223号室

2F

1F

お知らせ
第 12 回東京大学理学部公開講演会が開催されます
理学系研究科・理学部では来る 2007 年 11 月 17 日（土）に、
第 12 回公開講演会を開催いたします。今回のテーマは「理学で
のコミュニケーション」
。自然科学でも、
情報のコミュニケーショ
ン自体に関連する研究テーマがいくつもあります。コミュニケー
ションをキーワードに、これまでにない新しい視点から理学の
魅力をお話いたします。

日時

2007 年 11 月 17 日（土） 14：00 ～ 16：30
会場

本郷キャンパス 法文 2 号館 2 階 第 31 番教室
参加費

無料
岡

良隆（大学院理学系研究科

生物学専攻

教授）

「動物のコミュニケーション - 脳とホルモンのしくみ -」
祖父江義明（大学院理学系研究科

名誉教授）

「宇宙文明とのコミュニケーション
桂

利行（大学院数理科学研究科

「デジタル社会を支える数学」

- 銀河図書館 -」

教授）

主催

東京大学大学院理学系研究科・理学部
問い合わせ先

東京大学大学院理学系研究科・理学部
広報室
T E L：03-5841-7585

E - m a i l：kouhou@adm.s.u-tokyo.ac.jp
U R L：http://www.s.u-tokyo.ac.jp/PL12/
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