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理学教育の伝統にもとづく基礎力の上に
柔軟で高度な応用力と探究力を育成

　甲南大学理工学部は1923年に設立された旧制の甲南高等学校（現在の大学前期課程に

あたる高等教育機関）の理科を起源とする、国内でも有数の伝統をもつ学部です。2007年

に文化勲章を受章された中西香爾コロンビア大学名誉教授（有機化学）や岡田節人京都大

学名誉教授（発生生物学）も旧制の甲南高等学校の卒業生です。この旧制高等学校の制度

は戦後に廃止され、元甲南高等学校教授で高名な物理学者であった荒勝文策京都帝国大

学教授を初代学長に招き、1951年に甲南大学文理学部として新たな出発をしました。その

後、専門性を高めるために理学部として1957年に独立し、2001年には理学と工学の融合を

教育理念として掲げ、基礎科学から先端科学技術までを幅広く教育・研究する理工学部と

なり、現在に至ります。

　時代の変化に合わせて発展してきた甲南大学理工学部は理学教育の伝統を大切にしてお

り、自然科学の基礎を強固にするとともに、実験・実習科目や卒業研究で取り組む最先端の

研究から、応用力と探求力を兼ね備えた人材を育成しています。大学院自然科学研究科（修士

課程・博士後期課程）への進学により、さらに高度な探究力を身につけることができます。理工

学部の3学科（物理学科・生物学科・機能分子化学科）をはじめとする多様な専門分野の教員

が皆さん一人ひとりの自然科学に対する興味をより一層高めることと思います。魅力ある専門

分野を見つけて粘り強く取り組み、甲南大学理工学部で充実した大学生活を送っていただく

ことを願っています。

理工学部長

行間元幅5.38

渡邉　順司



甲南大学理工学部での学び方

低 年次の基礎実験

学 修相談

学 びの広場

研 究の広場

高校の授業では一般的にあまり実験が行われていない現状から、
大学での専門の実験がスムーズに行えるよう、1・2 年次の基礎
実験を、自然科学基礎実験施設を整備して実施しています。

経験豊かなベテランの先生や新進気鋭の若手の先生が、基礎的
科目の理解を促すための学修相談をおこなっており、ホワイトボード
や関連の書籍などを備えた専用のスペースを設けて、きめ細やかに
対応しています。

学生が自主的に行う自立的学習（自主ゼミ・読書会・勉強会など）
を支援するための環境が整っています。他学年の学生や大学院生
との研究や交流の機会にもなっています。

カリキュラム以外の実験でも、低年次学生が自主的に行おうとする
研究活動が学修支援施設を使ってできるように支援しています。
実験の楽しさ、考えることの楽しさ、もの作りの楽しさを体験できます。

理工学部の3学科すべてに、中学校理科・高校理科の教員養成課程があ
ります。各学科の卒業に必要な単位数と合わせて、右の表の科目を修得
することで理科一種免許状が取得できます。理工学部の理科教育実験
室には、教員養成のために、中学・高校で使われている理科機器が整備さ
れています。これらを使った模擬授業を通し、教育学部の教職教養中心
の教員養成とは異なる、理工学部出身らしい高い科学の専門性に基づい
た、観察・実験の指導能力に秀でた教員養成を目指しています。

学　部

教職に関する科目

教科または教職に関する科目

教科に関する科目

27単位

16単位
20単位

（生物学科は21単位）

31単位

  8単位
28単位

（物理学科は29単位）

両方取得することも可能です 高等学校教諭免許状
理科一種

中学校教諭免許状
理科一種

大学院修了
上記それぞれの一種免許状が専修免許状となります。

博物館学芸員は、博物館で資料の収集、保管、調査研究そして展示
に携わる専門職員です。自然史博物館、科学館、動物園、水族館など
が博物館に含まれます。これらの博物館は社会教育・生涯教育の
ための施設であるため、学芸員は研究者と教育者という二つの性格
をもちます。学士の称号を取得し、かつ法令に定められた単位を
修得することによって学芸員資格を取得することができます。

ベーシック・キャリアデザイン
「社会人基礎力」を身につけるために、
1年次から「学ぶ力の土台」を構築します。
知らない学生とペアでプレゼンなどのペア
ワークを行い、コミュニケーション力を身に
つけます。

若手OB・OGとの懇談会
1、2年次生を対象に少し年の離れた
先輩とカレーを食べながら、キャンパス
ライフ、就職、そして将来について話が
できる、とてもアットホームなイベントです。

理系学生のための
キャリア支援講座
専門知識を活かせる希望進路へ導くための講
座を開催。実験で忙しい学生のために開催時間
を工夫しているほか、グループワークを通して、
研究テーマをわかりやすく伝える力などを鍛えます。

キャリアセンターでは

理工学部OB・OGによる講演
卒業後、様々な業界で活躍している先輩を講師に
迎え、学部や大学院での学びが就職先での業務に
どのように繋がっているのか、どのように学べば良い
のかといった内容をより身近に聞くことができます。

独自のキャリア形成を支援
全学共通の外国語科目でない科学に特化した科目
や企業の研究所長を講師とした科目を実施している
ほか、測量士補や毒劇物取扱責任者といった資格
や甲種危険物取扱者の受験資格が得られます。

さらに理工学部では

キャリアサポート

博物館学芸員養成課程（生物学科）

教職課程

本学では、生物学科、文学部人間科学科・歴史文化学科の専門
科目のなかに学芸員に関わる科目を設けています。博物館に学芸員と
して就職することは簡単でありませんが、学芸員の課程で学び、
資格を得ることによって調査・研究の能力を高めることは、一般の
企業での調査・企画に従事したり、ボランティアなどの社会活動を
行ったりする際に活用できると考えられます。
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兵庫県教育委員会、神戸市教育委員会、大阪
市教育委員会、姫路市教育委員会、西宮市教
育委員会、明石市教育委員会、三田市教育委
員会、大阪商業大学高等学校

甲南大学、大阪大学、大阪市立大学、岡山大学、京都大学、九州大学、
神戸大学、名古屋大学、奈良先端科学技術大学院大学、兵庫教育大学、
広島大学、ブラッドフォード大学、北陸先端科学技術大学院大学
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金融・保険
10%

建設・不動産業 7%

教員 4%

公務員
11%

卸売・小売業
25%

メーカー
39%

情報通信業 4%

教員 5%

建設・不動産業 4%

メーカー
三相電機㈱、新日鐵住金㈱、巴工業（株）、日星電気㈱、日本電産リード㈱、
ヨネックス㈱

卸売・小売業
関西日立㈱、㈱シマブンコーポレーション、㈱ＰＡＬＴＡＣ、丸文㈱、㈱リョーサン

サービス業
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、三菱電機ビルテクノサービス㈱

メーカー
井村屋グループ㈱、エスフーズ㈱、科研製薬㈱、杏林製薬㈱、
㈱チェリオコーポレーション、㈱ブルボン、山崎製パン㈱、六甲バター㈱

卸売・小売業
花王カスタマーマーケティング㈱、三栄源エフ・エフ・アイ㈱、㈱サンゲツ、
富士フイルムメディカル㈱

サービス業
クボタアグリサービス㈱、みなみ信州農業協同組合

メーカー
岩谷瓦斯㈱、小野薬品工業㈱、カネテツデリカフーズ㈱、虹技㈱、シノブフーズ㈱、
神東塗料㈱、ダイキン工業㈱、鳥居薬品㈱、㈱ナリス化粧品、ハリマ化成グループ㈱、
㈱フジシールインターナショナル、富士通コンポーネント㈱、ローム㈱

卸売・小売業
アーキヤマデ㈱、㈱大塚商会、㈱スリーボンド、阪和興業㈱

サービス業
エン・ジャパン㈱、日本郵便㈱

物理学科

生物学科

機能分子化学科

大学院進学先 教員

資材関係の商社やメーカー、通信分野を中心に就職しています。

食品や薬品などの商社・メーカーを中心に就職しています。

化学系メーカーを中心に幅広い分野に就職しています。

機能分子化学科には「自分で考えろ」と言って、答えをくれない先生
が結構います（笑）。最初は分からないから聞いてるのに！と苛立っていま
した。でも、それには理由があって。「企画提案・プロセス設計・問題
解決能力」を養わせるためなんです。まずは自分で試行錯誤し「私はこ
う思うけど、あなたはどう？」という言葉を待っている。そうやって進めた
研究が工業化までいったのは嬉しかったですね。自研究室、他研究室

理工学部を卒業し、様々なフィールドで活躍する
OB・OGにインタビューしました！

|業務紹介

スターライト工業株式会社

辻本 明子さん

理工学部　機能分子化学科
材料プロセス化学研究室（2013年卒業）
私立京都女子高等学校 出身

1人でも多く、STARLITEのファンに
なってもらいたい！

当社は機能性プラスチック商品を創る企業です。私は会社や技術を
PRする開発営業、企画広報を経て、現在は新卒採用を担当していま
す。採用戦略の企画立案、会社説明会、面接や選考まで。皆さんの今
後の人生に大きく影響する、その重要性を忘れることなく、一つひとつ
の仕事に対し決して手を抜かないよう心掛けています。

のメンバー、夜食をくれた警備員や清掃の方々、みんなで創ったモノが
認められた！という気持ちが強かったのを覚えています。自分で考え、そ
れを相手に伝えるスキルは社会人になった現在もかなり役立っています。

|現在のつながり

いまも頻繁に足を運んでいます。たった3ヶ月で今後40年働く会社を決
める後輩の不安・疑問に寄り添って相談に乗るOGとして、また、学生さ
んに納得して当社を選んでいただけるよう分かりやすく企業PRをする
採用担当者として。いまあるご縁に感謝し、今後も皆さんに「スターライ
トのファン」になってもらえるような企画をどんどん提案、実施していきた
いと思っています！

|学び

理工学部HPに
まだまだ掲載しています！

卒業生に聞く理工学部の魅力

大学院 自然科学研究科

理工学部

知能情報学部

物理学科

生物学科

機能分子
化学科

知能情報学専攻

物理学専攻

生物学専攻 生命・機能科学
専攻

化学専攻

高度な情報科学、システム科学の教育・研究を実践。柔軟な応用力と個性豊かな
創造性を発揮して、社会に貢献できる人材育成をめざします。

原子核物理学や宇宙粒子物理学、固体物理学など、基礎から応用まで幅広く
カバー。国内外の大学や企業、研究機関との共同研究も活発です。

物質から細胞、個体、生態、さらに時空を越えた進化
までを網羅した7つの分野で、基礎のみならず応用
分野も視野に入れた研究・教育を展開しています。 化学と生物学の複合

領域を扱い、現代社
会で求められる新素
材開発、環境保全、
バイオテクノロジーなど
の高度な研究開発を
おこなっています。

有機化学・無機化学・分析化学・物理化学・高分子
化学の各分野に関連する幅広い領域で、現代社会
の動向に即した先駆的な研究を展開しています。

修士課程 博士後期課程

卒業後の進路（2014～2016 年度 卒業生の実績）

サービス業
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