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生命ナノシステム科学研究科の教育理念・目標について 

生命ナノシステム科学研究科は、「生命のもつ複雑な機能・組織を物質要素の組み合わせ（システム化）により 

発現すると考える、ボトムアップの立場から生命システムを解明する」という共通理念のもと、研究科として「生命・物質

機能を中心とした自然現象を分子・原子を基盤としたシステムとして解明する」ことを目標とします。 

●物質システム科学専攻 

電子・原子・分子レベルのナノスケールシステムにおける物質科学を展開し、生命を構成する複雑な高分子物

質の構築原理の解明を目指す。 

●生命環境システム科学専攻 

生物が外環境に適応して生命活動を営むシステムや、生命の内環境の恒常性を維持するシステム、また生命が 

自らの発生プログラムに基づいて生命体を形成する発生システムの分子基盤を解明する。 

特に、物質システム科学が得意とする計測・計算・解析手法を生命環境システム科学に応用し、新たな学問領域の 

創成を目指します。 

 

 

求める学生像（アドミッションポリシー） 

 

●物質システム科学専攻 

実験科学と計算科学に基づき、電子・原子・分子レベルの視点から生命系を含めたナノシステムの解明をす

るとともに、環境・エネルギー問題を科学的に捉える教育を行います。本専攻では、基礎的な英語能力を持ち、

能動的かつ積極的に学問や研究に取り組む学生を求めており、国際的に活躍できる自立型人材を養成します。

そのために、物質科学を中心とした基礎的な学力を持ち、実験科学と計算科学の両方を駆使し、ナノ科学やナ

ノテクノロジー研究に強い意欲を持つ学生を求めます。 

●生命環境システム科学専攻 

生命の基本設計図であるゲノムの科学を基盤とし、多様な環境に生きる動物・植物・微生物の生体分子の構

造と機能の解明に向けた教育を行います。本専攻では、基礎科学を社会に還元する姿勢を大切にした教育を

行い、生命環境システム科学の深い専門知識を身につけるばかりでなく、専門領域を横断的に研究できる人材

を養成します。生命科学を中心とした基礎的な学力を持ち、広く生命現象に興味を持ち、それを科学のことばで

理解するとともに食糧・健康・環境分野への応用展開に強い意欲を持って取り組む学生を求めます。 

 

新型コロナウイルス感染症拡大等の影響により、本学生募集要項の記載内容に変更が生じる

場合があります。 

変更がある場合には、本学Webサイトで公表しますので、受験予定者は随時確認してください。 
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博士前期課程 
 

 
１ ２０２３年度 入学試験概要 

 

 
第 1期募集 第 2期募集 

出願資格区分 （1）一般選抜 

（2）外国人特別選抜 

（3）社会人特別選抜 A 

（4）社会人特別選抜 B 

（1）一般選抜 

（2）外国人特別選抜 

（3）社会人特別選抜 A 

（4）社会人特別選抜 B 

募集 

人員 

物質システム 

科学専攻 
15名 若干名 若干名 若干名 

生命環境システム 

科学専攻 
15名 若干名 若干名 若干名 

出願期間 

2022年 7月 25日（月） 

           ～7月 27日（水） 

（郵送の場合 7月 27日消印有効） 

2022年 10月 24日（月） 

            ～10月 26日（水） 

（郵送の場合 10月 26日消印有効） 

事前審査書類提出締切日 

※該当者のみ 
2022年 6月 17日（金） 2022年 9月 30日（金） 

選抜方法 

（1）一般選抜 

（2）外国人 

特別選抜 

 

筆記試験（専門科目） 

英語資格による評価 

面接 

 
（1）一般選抜 

（2）外国人特別選抜 

（3）社会人特別選抜 A 

（4）社会人特別選抜 B 

英語資格に

よる評価 

面接 
（3）社会人 

特別選抜Ａ 

書類審査 

面接 

（4）社会人 

特別選抜Ｂ 

書類審査 

英語資格による評価 

面接 

試験場 横浜市立大学 金沢八景キャンパス 

試験日 2022年 8月 24日（水） 2022年 11月 26日（土） 

合格発表日 2022年 9月  2日（金） 2022年 12月 9日（金） 

入学手続期間 

（郵送もしくは直接持参） 

2022年 9月 12日（月） 

～ 9月 14日（水） 

（郵送の場合 9月 14日消印有効） 

（9月 2日（金）～入学金等納入可） 

2022年 12月 19日（月） 

～12月 21日（水） 

（郵送の場合 12月 21日消印有効） 

（12月 9日（金）～入学金等納入可） 

 

 

物 質シス テム 科学専 攻 
生命環境システム科学専攻 

 ＜海外の住所からの出願について＞ 

郵送中の紛失や未着等のトラブルを避けるためにも、原則、海外の住所からの出願はできません。

また、受付後の受験票や合格通知書等送付の際の宛先は、必ず日本国内の住所（海外在住の場

合は、日本在住の知人等の住所）としてください。 
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２ 出願資格（【第１期募集】、【第２期募集】共通） 

（１）一般選抜 

日本国籍を有する者または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、次の項目

のいずれかに該当する者または 2023 年 3 月 31 日までに該当する見込みの者 

ア 大学を卒業した者 

イ 大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者 

ウ 指定された専修学校の専門課程を修了した者 

エ 文部科学大臣の指定した者 

（昭和 28 年文部省告示第５号参照： 旧制学校卒業者、省庁大学校卒業者等） 

オ 外国において、学校教育（日本において、外国の大学が行う通信教育を履修する場合も含む）

における 16 年の課程を修了した者 

カ 我が国において、外国の大学相当として指定した外国の学校の課程（文部科学大臣指定外国

大学日本校）を修了した者 

キ 外国の大学等において、修業年限が 3 年以上の課程を修了することにより、学士の学位に相

当する学位を授与された者 

ク 本研究科において個別の資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認め

た者で、22 歳に達した者 

[注 1] 上記「ク」によって出願する者は事前審査を行いますので、4 ページの「５ 事前審査」 

    を参照してください。 

（２）外国人特別選抜 

外国人（在留資格が永住の者を除く。また、日本国籍との二重国籍者は含まない）で、上記「一

般選抜」出願資格項目のア～クのいずれかに該当する者 

 [注] 事前審査対象項目については、「一般選抜」と同様です。 

（３）社会人特別選抜 A 

次の項目のすべてに該当する者 

  ア 「一般選抜」出願資格項目のア～クのいずれかに該当する者で、入学時までに同一の企業、

教育研究機関等に 1 年以上正規職員として勤務し、所属長の推薦を受けた者 

  イ 「一般選抜」出願資格項目のア～クのいずれかに該当する者で、入学後も引き続き同一の企

業、教育研究機関等に正規職員としての身分を有する者 

（４）社会人特別選抜 B 

次の項目のすべてに該当する者 

  ア 「一般選抜」出願資格項目のア～クのいずれかに該当する者で、入学時において企業、教育

研究機関等に 2 年以上勤務の経験を有する者 

  イ 「一般選抜」出願資格項目のア～クのいずれかに該当する者で、社会経験を基礎に、当該大

学院で研究を進める意欲のある者 

＜出願資格（３）（４）共通＞ [注 1] 外国籍の方については、在留資格が永住に限ります。 

[注 2] 事前審査対象項目については、「一般選抜」と同様です。 

 

３ 出願手続 

（１）出願期間 

【第１期募集】 ２０２２年 ７月２５日（月）～  ７月２７日（水）消印有効 

【第２期募集】 ２０２２年１０月２４日（月）～ １０月２６日（水）消印有効 

（２）（２）提出方法  

出願書類を一括して、本要項巻末に綴込んである所定の封筒に入れ（封筒に入らない場合は各

自で用意してください）、下記の方法で提出してください。 

ア 郵送での提出 

簡易書留（速達）郵便で、8ページに記載の宛先に郵送してください。 

イ 来学による提出 

出願期間内の9時から17時の間に、アドミッションズセンターの窓口で直接提出してください。 
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（３）研究テーマ等に関する事前相談 

志望教員または専攻長に研究テーマなどについて、出願前に必ず相談してください。 

特に第1志望の教員と相談していない場合、出願を認めないことがあります。 

４ 出願書類（【第１期募集】、【第２期募集】共通） 

〔一般選抜・外国人特別選抜〕 

出 願 書 類 注   意   事   項 

入学願書一式 

本学所定のもの。（受験票・写真票等も含む） 

志望教員へ出願の相談をしたうえで、確認印欄に押印を受けること。 

第1志望教員の確認印が無い場合、出願を認めないことがある。 

※志望教員を直接訪問できない場合は、eメール等で相談を行い、出願が許可さ

れた旨の文面をプリントアウトして同封すること。 

卒業(見込)証明書 出身大学または在籍大学作成のもの。 

成績証明書 出身大学または在籍大学が作成の上、厳封したもの。 

英語資格のスコア

等の証明書原本 

TOEIC（L&R, IP）、TOEFL（iBT, ITP）、IELTS（アカデミック・モジュー

ル）いずれかの成績証明書の原本。5ページの注意事項も確認すること。 

志望理由書 
本学所定のもの。本学および指導教員を志望する理由、ならびに今後の研究に

対する抱負を記入すること。 

写真 ２枚 

 縦４cm×横３cm 

写真裏面に志望研究科・氏名を油性ペンで記入し、入学願書および写真票にし

っかりと貼付する。 

（願書受付日前3か月以内に撮影したもの） 

入学検定料の振替

払込受付証明書 

入学検定料30,000円を所定の払込票によりゆうちょ銀行（郵便局）窓口で納付

し、領収印を受けた振替払込受付証明書（払込用紙の一番右）を出願書類の所

定の箇所に貼付すること。なお、払込手数料は本人負担となります。 

返信用封筒＊ 所定の封筒1通（受験票送付用）に郵便番号・住所・氏名を明記すること。 

切手 344円分。上記「返信用封筒」に貼付。 

あて名ラベル 2枚1組（本学所定用紙に郵便番号・住所・氏名を明記すること） 

その他 

（該当者のみ） 

・現在、他大学の大学院に在籍中の者（修了見込者除く）は当該大学院の受験

許可書 

・現在日本に在住している外国人は、①在留カードのコピー(両面)、②パスポ

ートのコピー（顔写真のページ） 

・現在海外に在住している外国人は、①パスポートのコピー（顔写真のページ） 

・2023年4月1日以降の「留学」の在留資格がない外国人は、在留資格認定証明

書交付申請書（第2期募集のみ）※法務省Ｗｅｂサイトからダウンロードする 

＊……ダウンロードした願書で出願する場合は不要です（ただし344円分の切手を同封してください）。 

※各種証明書の氏名に変更がある場合は、戸籍抄本も提出してください。 

〔社会人特別選抜A・社会人特別選抜B〕 

出 願 書 類 注   意   事   項 

入学願書一式 用紙は本学所定のもの。（受験票・写真票等も含む） 

卒業証明書 出身大学作成のもの。 

成績証明書 出身大学または在籍大学が作成の上、厳封したもの。 

推薦書（社会人Aのみ） 現在の勤務先の所属長による。（本学所定の用紙） 

英語資格のスコア等の 

証明書原本 

（社会人Bのみ） 

TOEIC（L&R, IP）、TOEFL（iBT, ITP）、IELTS（アカデミック・モ

ジュール）いずれかの成績証明書の原本。5 ページの注意事項も確認する

こと。 
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写真 2枚 

 縦4cm×横3cm 

写真裏面に志望研究科・氏名を油性ペンで記入し、入学願書および写真
票にしっかりと貼付する。 
（願書受付日前3か月以内に撮影したもの） 

入学検定料の振替払込

受付証明書 

入学検定料30,000円を所定の払込票によりゆうちょ銀行（郵便局）窓口

で納付し、領収印を受けた振替払込受付証明書（払込用紙の一番右）を

出願書類の所定の箇所に貼付すること。なお、払込手数料は本人負担と

なります。 

返信用封筒＊ 所定の封筒1通（受験票送付用）に郵便番号・住所・氏名を明記すること。 

切手 344 円分。上記「返信用封筒」に貼付。 

志望理由書 
本学所定のもの。本学および指導教員を志望する理由、ならびに今後の

研究に対する抱負を記入すること。 

業績報告書 
卒業論文および研究論文を有するものは、題名、発表誌名などを書くこと。 

（様式は任意） 

業務報告書 過去から現在に至る研究、技術職の内容を書くこと。（様式は任意） 

あて名ラベル 2 枚 1 組（本学所定用紙に郵便番号・住所・氏名を明記してください） 

＊……ダウンロードした願書で出願する場合は不要です（ただし344円分の切手を同封してください）。 

※各種証明書の氏名に変更がある場合は、戸籍抄本も提出してください。 

５ 事前審査（【第１期募集】、【第２期募集】共通） 

2ページ「２ 出願資格」において事前審査が必要とされる者は、出願資格の認定のため、次のとお

り事前審査を行いますので、必要書類を取りそろえ、下記期限までにアドミッションズセンターへ提出

してください。 

【第１期募集】 ２０２２年 ６月１７日（金）までに必着 

【第２期募集】 ２０２２年 ９月３０日（金）までに必着 

《窓口受付》９：００ ～ １７：００ （土・日・祝日を除く） 

《郵送受付》封筒に「生命ナノシステム科学研究科博士前期課程事前審査書類在中」と朱書きの

上、8ページに記載の宛先(17 郵送先)に簡易書留郵便で送付してください。 

（１）必要書類 

ア 入学資格審査申請書<<本学所定の様式>> 

イ 検定料（¥30,000）の振替払込受付証明書（ゆうちょ銀行の窓口で納付したものを申請書に貼付） 

ウ 指導教員の学力を証明する推薦書<<様式任意>>または、学力を示す論文 

エ 最終学歴の卒業（見込）証明書および成績証明書 

オ 研究計画書（日本語4,000字程度）<<様式任意>> 

カ 審査結果通知用郵便料（簡易書留による送付のため404円分の郵便切手） 

[注]ア～カ以外に、本研究科が必要と認めたものについて、提出を求める場合があります。 

（２）審査結果 

事前審査の結果は、下記期日までに本人あてに通知します。 

【第１期募集】 ２０２２年 ７月 ８日（金） 

【第２期募集】 ２０２２年１０月１４日（金） 

（３）出願手続 

 事前審査により出願資格の認定を受けた者は、本募集要項に基づき出願手続を行ってください。

資格が認められた場合には、その旨の通知と検定料が納付済みの証明書をお送りしますので、本

出願の際にはその証明書を用いてください。あらためて検定料を納付する必要はありません。資

格が認められなかった場合には、納付済みの検定料より 5 千円を控除して、2 万 5 千円 を返金い

たします。 

 

６ 入学検定料   

３０,０００円 

納入された入学検定料は返還いたしません。 
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７ 選抜方法 

【第１期募集】 

（１）一般選抜および外国人特別選抜 

筆記試験（専門科目）、英語資格のスコアおよび面接試験により選抜します。 

試験科目 試 験 内 容 配点 

専門科目 

※ 

物理学、地球科学、化学、生物学およびこれらの科目に関係の深い

領域から、基礎的な問題を出題する。 
３００ 

英 語 英語資格のスコアを換算する（換算方法は以下を参照）。 ２００ 

面 接 
志望動機、専門分野に対する適性・意欲、研究能力および発表能力

などを総合的に評価する。 
１００ 

※物理学3題、地球科学1題、化学3題、生物学3題の基礎的な問題から、3題を選択して 

解答します。設問は日本語ですが、英文で解答することもできます。 

（２）社会人特別選抜A 

面接試験および出願書類により選抜します。 

試験科目 試 験 内 容 配点 

面 接 
教育研究機関等で行っている研究内容の的確な説明、入学後の研究

計画についての説明などを求め、研究能力を口頭試問で問う。 
３００ 

（３）社会人特別選抜B 

英語資格のスコア、面接試験および出願書類により選抜します。 

試験科目 試 験 内 容 配点 

英 語 英語資格のスコアを換算する（換算方法は以下を参照）。 ２００ 

面 接 
これまで行った研究内容の的確な説明、入学後の研究計画に関する

説明などについて口頭試問を行う。 
１００ 

＜本学が定める英語資格のスコアの換算基準＞ 

TOEFL-PBT 500 = TOEFL-iBT 61 = TOEIC 600 = IELTS 5.0（アカデミック・モジュール 

各パート4.5以上）= 本学換算点130 

【第２期募集】 

すべての受験区分で受験した者について、英語資格のスコアおよび面接試験で選抜します。 

試験科目 試 験 内 容 配点 

英 語 英語資格のスコアを換算する（換算方法は以下を参照）。 １００ 

面 接 
志望動機、専門分野に対する適性・意欲、研究能力および発表能力

などを総合的に評価する。 
２００ 

＜本学が定める英語資格のスコアの換算基準＞ 

TOEFL-PBT 500 = TOEFL-iBT 61 = TOEIC 600 = IELTS 5.0（アカデミック・モジュール 

各パート4.5以上）= 本学換算点65 

＜英語資格のスコア等に関する注意事項＞（【第1期募集】、【第2期募集】共通） 

・TOEICのスコアを利用する場合、「Official Score Certificate/Report」を提出してください。 

・TOEIC（IP）オンライン版の場合は、「受験状況に関する証明書」（本学Ｗｅｂサイトに様式が 

 あります）も併せて提出してください。 

・TOEFLのスコアを利用する場合、実施機関から「Official Score Report」を本学に直送するよう

手配してください。横浜市立大学のコード番号は「0416」です。送付には日数がかかりますので、

余裕をもって手配してください。それとともに、ETSから受験者に送付された「Examinee Score 

Record（受験者用控えスコア票）」のコピー、または「My Home Page（個人ページ）」でのス

コア確認を印刷したものに、Official Score Reportの送付を依頼した日付を記して、提出してくだ

さい。 
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・IELTSのスコアを利用する場合、「Test Report Form」を本学に直送するよう手配してください。

それとともに、実施機関から受験者に送付された「成績証明書（Test Report Form）」のコピー、

または「オンライン試験結果表示サービス」を印刷したものに、Test Report Formの送付を依頼

した日付を記して、提出してください。 

・提出された英語資格のスコア等の証明書は返却いたしません。 

・複数の証明書をお持ちの場合は、すべてご提出ください。本学の基準に則って換算し、最も高い

点数になるスコアを採用します。 

 

＜選抜方法に関する注意事項＞（【第1期募集】、【第2期募集】共通） 

・総合得点の高い順に、一定基準以上の場合を合格とします。 

・研究希望内容と第1志望から第3志望までの研究指導教員の研究内容が合わない場合、不合格 

となることがあります。 

 

８ 試験日程・試験場 

（１）試験日程 

【第１期募集】 

 一般選抜、外国人特別選抜 

試 験 日 試 験 科 目 時    間 

２０２２年 ８月２４日（水） 
専門科目 9 時 30 分～12 時 00 分 

面  接 14 時 00 分～  

社会人特別選抜Ａ・Ｂ 

試 験 日 試 験 科 目 時    間 

２０２２年 ８月２４日（水） 面  接 出願後に通知します。 

【第２期募集】 

一般選抜、外国人特別選抜、社会人特別選抜A・B 

試 験 日 試 験 科 目 時    間 

２０２２年１１月２６日（土） 面  接 出願後に通知します。 

（２）試験場 

横浜市立大学 金沢八景キャンパス 

９ 合格発表 

（１）発表日時 

【第１期募集】 ２０２２年 ９月 ２日（金） １１：００ 

【第２期募集】 ２０２２年１２月 ９日（金） １１：００ 

（２）発表方法 

合格者の受験番号を本学Ｗｅｂサイト（https://www.yokohama-cu.ac.jp）で掲載します。 

（３）その他 

ア 発表後、合格者には合格通知書を送付します。 

[注] 以下の期日になっても届かない場合は、アドミッションズセンターまで必ず連絡して

ください。 

【第１期募集】 ２０２２年 ９月 ６日（火） 

【第２期募集】 ２０２２年１２月１３日（火） 
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イ 合否について、電話等での問い合わせには応じません。 

ウ 出願書類に虚偽の記載があった場合には、合格を取消します。 

エ 大学構内での掲示による発表は行いません。 

 

10 入学手続  

合格者には、合格通知書と入学手続書類を郵送します。 

（１）入学手続期間 

【第１期募集合格者】 ２０２２年 ９月１２日（月）～  ９月１４日（水）消印有効 

（入学金等納入金の入金可能期間： ９月２日（金）～ ９月１４日（水）） 

【第２期募集合格者】 ２０２２年１２月１９日（月）～ １２月２１日（水）消印有効 

（入学金等納入金の入金可能期間：１２月９日（金）～１２月２１日（水）） 

（２）入学手続方法 

    入学手続に要する書類等を一括し、郵送（簡易書留）または直接持参により提出してくだ

さい。詳細は、合格者に送付する入学手続書類で確認してください。 

なお、アドミッションズセンターに直接持参する場合の受付時間は、入学手続期間内の 

9時から17時（土・日・祝日を除く）までです。 

（３）入学金 

    市内出身者および横浜市立大学卒業生…………１４１,０００円 

市外出身者…………………………………………２８２,０００円 

[注１] 入学金は2022年度の金額です。金額については改定する場合があります。入学金が改定

された場合は、改定後の金額が適用されます。 

[注２] 納入された入学金は返還いたしません。 

[注３] 手続期間内に入学手続を完了しないと入学が許可されません。十分注意してください。 

[注４]  入学金の「市内出身者」とは、入学の日の1年以上前（2022年4月1日以前）から引き 

続き横浜市内に本人または扶養義務者が住所を有する者をいいます。 

 

11 その他の納入金  

本学の学術・研究・学生生活の充実や福利厚生の向上を目的とした活動を行う各団体の会費等の

納入金があります（入学手続時に納入していただきます）。 

（１）学術研究会費   ２,０００円  

（２）後援会費     ３０,０００円 

 

12 授業料 

５３５,８００円（年額) 

[注] 授業料は2022年度の金額です。金額については改定する場合があります。本学入学後に

授業料が改定された場合は、改定後の授業料が適用されます。 

 

13 長期履修学生制度について 

（１）長期履修学生制度とは 

横浜市立大学大学院学則および同長期履修学生規程に基づき、職業を有するため修業年限を超

えて一定期間延長して計画的に教育課程を履修できる制度です。本人の申請に基づき、研究科に

おける審査・承認を経て、学長の許可により長期履修学生となります。 

（２）資格 

次のいずれにも該当する者 

ア 職業を有し、かつ特段の事情を有する者 

イ 修業年限の前年度までの者 
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（３）在学期間 

大学院学則第7条第1項に定める在学期間以内 

 （生命ナノシステム科学研究科博士前期課程 4年以内 （休学期間を除く）） 

（４）授業料 

ア 修業年限の期間 … 通常の授業料 

イ 修業年限以降の長期履修学生としての履修期間… 通常の授業料の20％相当額を負担 

   【例】生命ナノシステム科学研究科 博士前期課程の場合（下記年数に休学期間を含みません） 

1年目～2年目…………………………………………通常の授業料 

3年目以降の長期履修学生として許可された期間…通常の授業料の20％相当額を負担 

        [注] 授業料減免年度ごとに、減免申請書および在職が確認できる証明書の提出が必

要となります。 

14 注意事項 

（１）筆記試験および面接試験には必ず受験票を携帯してください。 

（２）試験の遅刻限度時刻は筆記試験の場合開始後 30 分まで、面接試験の場合所定の集合時刻です。

それ以降については相応の理由がない限りは受験できません。 
（３）配属志望先の選定にあたっては、インターネット上の教員プロフィール等を参考にしてくださ

い。なお、事前に志望教員あるいは専攻長に研究テーマなどについて必ず相談してください。 

（４）出願手続後の提出書類の内容変更は認められません。 
（５）納入金（入学検定料を含む）および提出書類は、一切返還いたしません。 
（６）本試験に関する変更等が生じた場合は、直ちに出願者に通知します。 

（７）試験当日に、学校保健安全法で出席停止が定められている感染症（インフルエンザ・麻疹等）  

     に罹患し、治癒していない受験者は、他の受験者への感染のおそれがあるため、原則受験する 

     ことができません。なお、追試験等の特別措置は行いませんので、感染予防・健康管理に十分 

     ご留意ください。 

（８）試験の成績によっては、合格者数が募集定員に満たない場合もあります。 

（９）2023年3月31日までに卒業見込みの方は、在籍大学を卒業後、卒業証明書および成績証明書を

2023年3月24日（金）までにアドミッションズセンターへ提出してください（横浜市立大学卒業

生は不要）。在籍の大学を卒業できなかった場合は入学資格を失います。 

15 入学辞退 

入学手続の完了後、やむを得ない事情で入学を辞退する場合には、「入学辞退届」の提出が必要で

す。この場合、2023年3月31日（金）午後5時までに、アドミッションズセンターへ連絡してくださ

い（土・日・祝日を除く）。入学手続きを完了された方には、入学金を除く既納入金を返還します。 

2023年4月1日（土）をもって学籍が発生します。3月31日（金）午後5時までに連絡がない場合は、

授業料等の納入金を納めなくてはなりませんので、注意してください。 

16 問い合わせ先 

物質システム科学専攻長 吉本 和生 045-787-2182（物質システム科学研究分野） 

生命環境システム科学専攻長 佐藤 友美 045-787-2394（生命環境システム科学研究分野） 

アドミッションズセンター  045-787-2054（日程・試験場・検定料・入学金等） 

教育推進課(教務担当)  045-787-2062（シラバス・入学後の課程について） 

17 郵送先 

出願書類等は、以下の宛先に郵送してください。 

〒236-0027 

横浜市金沢区瀬戸 22-2 横浜市立大学 アドミッションズセンター 
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博士前期課程 物質システム科学専攻 研究指導教員の研究分野と研究課題 

教 員 名 研 究 分 野 教 育 研 究 課 題 

荒船 竜一 * 

（大学院客員教授） 

Arafune.Ryuichi@nims.go.jp 

表面分光 

①レーザー光電子分光を用いた表面におけるスピン軌道
相互作用のダイナミクス 

②高分解能表面ダイナミクス測定を目指した仕事関数測
定法の開発 

③表面を用いた非相反応答の研究 

石川 裕一 

yu_iskw@yokohama-cu.ac.jp 

http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~iskwlab/ 

天然物合成化学 

①社会的に有用な生物活性を持つ天然有機化合物の合成 
②天然有機化合物の持つ機能を超える人工生物活性物 
質の創製 

板倉 明子 * 

（大学院客員教授）
ITAKURA.Akiko@nims.go.jp 

表面科学 

①有機薄膜の機械特性 
②光、電子線照射下の構造解析と弾性特性 
③超薄膜機械特性測定装置の開発 

及川 雅人 

moikawa@yokohama-cu.ac.jp 

http://oiklab.sci.yokohama-cu.ac.jp/ 

生物有機化学 

①中枢神経系の受容体に作用するリガンド化合物の有機
合成 

②薬物送達を可能にするポリアミン誘導体の有機合成 

大竹 晃浩 * 

（大学院客員教授）
OHTAKE.Akihiro@nims.go.jp 

表面科学 

①化合物半導体表面の構造解析 
②半導体ヘテロ接合界面の構造評価 
③量子ドット自己形成機構の解明 

北  幸海 

ykita@yokohama-cu.ac.jp 

http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~tachi/ 

理論物理化学 

①多成分量子多体系に対する第一原理法の開発と応用 
②確率論的手法に基づく非調和振動状態理論の開発と応
用 

③陽電子の反応素課程に関する理論的研究 

金  亜伊 

ahyik@yokohama-cu.ac.jp 

http://ahyik4.wixsite.com/namazu 

固体地球物理学 

①地震発生の物理（震源過程, 発震機構，その他震源パ
ラメターに関する研究） 

②家庭用地震動計測器とネットワークの開発 
③機械学習を用いた地球科学的諸現象の解明 

佐々木 健一 ** 

（大学院客員教授） 

kenichi.sasaki.af@hco.ntt.co.jp 

http://www.brl.ntt.co.jp/people/sasaki.kenichi/ 

public_html/index.html 

物性理論 ①グラフェンにおける電子物性、シミュレーション 

篠﨑 一英 

 shino@yokohama-cu.ac.jp 

http://in_photo.sci.yokohama-cu.ac.jp/ 

無機光化学 

①高効率発光材料の開発と発光性分子を用いたセンシン
グ 

②ベイポクロミズム・メカノクロミズムを示す金属錯体
結晶の作成 

③金属錯体の光機能性解明とその応用 

島崎 智実 

tshima@yokohama-cu.ac.jp 

http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~tachi/ 

理論計算化学・ 

情報化学 

①シミュレーションを用いた（特に『ものづくり』に必
要とされる）有機材料の物性解析 

②材料の物性解析に必要とされる理論・シミュレーショ 
 ン技術の研究・開発 
③材料開発に役立つ情報科学的手法の研究 

関本 奏子 

sekimoto@yokohama-cu.ac.jp 

https://www-user.yokohama-cu.ac.jp/ 

~masspec2/ 

質量分析学・ 
大気イオン化学 

①大気圧プラズマを用いた質量分析用イオン源の開発 
②大気中イオン分子反応の解析 
③大気中揮発性有機化合物の環境動態解析 

高見澤  聡 

staka@yokohama-cu.ac.jp 

http://nanochem.sci.yokohama-cu.ac.jp 

有機超弾性 

①有機超弾性  
②超分子化学 
③物性化学 

mailto:yu_iskw@yokohama-cu.ac.jp
mailto:shino@yokohama-cu.ac.jp
http://inorgphoto.sci.yokohama-cu.ac.jp/


- １０ - 

教 員 名 研 究 分 野 教 育 研 究 課 題 

立川 正志 

tachikawa.mas.bq@yokohama-cu.ac.jp 

http://mtach.jp 

理論生物物理学 

①細胞内構造の形成シミュレーション 
②物理に基づく生体機能発言のメカニズムの理解 
③生き物が生み出す『かたち』の研究 

立川 仁典 

tachi@yokohama-cu.ac.jp 

http://tachi.sci.yokohama-cu.ac.jp/ 

量子物理化学 

①高精度な第一原理計算手法の開発 
②水素系量子シミュレーション手法の開発 
③生体分子シミュレーション、機能性材料の理論設計 
④陽電子化合物の理論研究 

橘   勝 

tachiban@yokohama-cu.ac.jp 

http://nanomate.sci.yokohama-cu.ac.jp/ 

ナノ材料科学 

①ナノカーボンの生成と物性 
②分子性有機結晶（タンパク質を含む）の育成と物性 
③X 線トポグラフィとラマン分光法による構造評価 

谷本 博一 

tanimoto@yokohama -cu.ac.jp 
細胞生物物理学 

①細胞内における秩序構造形成の物理的原理 
②細胞の変形・運動の動力学 

野々瀬 真司 

nonose@yokohama-cu.ac.jp 

http://cluster.sci.yokohama-cu.ac.jp/ 

物理化学・ 

クラスターサイエンス 

①エレクトロスプレーイオン化法を用いた生体分子クラ
スター生成方法の開発 

②生体分子クラスターの衝突反応 
③クラスターの構造と反応動力学 

本多  尚 

hhonda@yokohama-cu.ac.jp 

http://honda.sci.yokohama-cu.ac.jp 

物性物理化学 

①柔粘性結晶や液晶中の分子運動と分子間相互作用 
②機能性高分子の物性評価と固体材料への応用 
③多孔性材料に吸着したゲスト分子の吸着状態 
④水素結合における H/D 同位体効果と固体物性 

山田 重樹 

shigeki@yokohama-cu.ac.jp 

http://syamada.sci.yokohama-cu.ac.jp/ 

固体物理学・ 
電磁気学 

①強相関電子系材料の探索および結晶育成 
②①の磁性および電子物性の測定 

横山  崇 

tyoko@yokohama-cu.ac.jp 

http://nano.sci.yokohama-cu.ac.jp/ 

表面・ナノ構造
物性科学 

①表面上での機能性分子自己組織化制御 
②極低温 STM を用いた表面量子ナノ物性計測 
③エレクトロスプレー法による巨大分子蒸着 

吉本 和生 

k_yoshi@yokohama-cu.ac.jp 

http://quake.sci.yokohama-cu.ac.jp/ 

固体地球物理学 

①地震波の伝播過程における減衰と散乱 
②地球内部構造の不均質性とその波動論的作用 
③地盤構造とその地震波の増幅特性 

若原 孝次 * 

（大学院客員教授） 

WAKAHARA.Takatsugu@nims.go.jp 

http://www.nims.go.jp/fullerene/index 

/index.html 

有機材料科学 

①ナノ炭素材料の化学 
②有機ナノ結晶の合成と物性解明 
③ナノサイズの有機デバイスの作製 

Ruggero Micheletto 

ruggero@yokohama-cu.ac.jp 

http://ruggero.sci.yokohama-cu.ac.jp/ 

光・知覚情報科学 

①半導体材料の光学特性（近接場走査型顕微鏡） 
②光学バイオセンサー 
③知覚情報科学 

* 物質・材料研究機構 
** NTT物性科学基礎研究所 
 

mailto:tachi@yokohama-cu.ac.jp
http://tachi.sci.yokohama-cu.ac.jp/
mailto:tachiban@yokohama-cu.ac.jp
http://nanomate.sci.yokohama-cu.ac.jp/
mailto:nonose@yokohama-cu.ac.jp
http://cluster.sci.yokohama-cu.ac.jp/
mailto:tyoko@yokohama-cu.ac.jp
http://nano.sci.yokohama-cu.ac.jp/
mailto:k_yoshi@yokohama-cu.ac.jp
http://quake.sci.yokohama-cu.ac.jp/
http://www.nims.go.jp/fullerene/index
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博士前期課程 生命環境システム科学専攻 研究指導教員の研究分野と研究課題 

教  員  名 研 究 分 野 教 育 研 究 内 容 

足立 典隆 

nadachi@yokohama-cu.ac.jp 

http://dnar.sci.yokohama-cu.ac.jp 

分子生物学・ 
生命薬学 

①ヒト細胞における DNA 損傷修復機構の解析とがん研
究への応用 

②高効率ゲノム改変技術の開発と応用 

荒谷 康昭 

yaratani@yokohama-cu.ac.jp 
http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~li

feenv/index.php?id=8 

（2024年3月退職） 

免疫生物学 
①免疫異常マウスの環境応答異常と炎症疾患の解析 
②白血球由来の活性酵素による生体制御機構の解析 

内山 英穂 

hideho@yokohama-cu.ac.jp 

www-user.yokohama-cu.ac.jp/~lifeenv/index.php?id=10 

再生発生学 

①動物胚における分化・器官形成機構 
②未分化細胞や胚性幹細胞の分化制御 
③in vitroにおける器官形成 

遠藤 真咲*** 

（大学院客員准教授） 

mendo@affrc.go.jp 

植物分子育種学 
①植物DNA修復機構の解明 
②植物精密ゲノム改変手法の開発 

大関 泰裕 

ozeki@yokohama-cu.ac.jp 

https://researchmap.jp/1124/ 

糖鎖生物学 
①海洋動物レクチンの単離とタンパク質工学 
②人工設計レクチンの機能解析 

川浦 香奈子 

kawaura@yokohama-cu.ac.jp 

http://pgenome.sci.yokohama-cu.ac.jp/ 

植物ゲノム科学 
①コムギを中心とした植物の遺伝子発現制御機構の解析 

②種子貯蔵タンパク質遺伝子のゲノム解析 

木下  哲 

tkinoshi@yokohama-cu.ac.jp 

http://epigenome.jp/ 

植物エピゲノム
科学 

①植物におけるゲノムインプリンティングの制御機構 
②穀類胚乳の生殖隔離機構 

沓名 伸介 

kutsuna@yokohama-cu.ac.jp/  

http://rhythms.sci.yokohama-cu.ac.jp 

時間生物学 
①ラン藻の生物時計タンパク質 
②花弁運動突然変異体の遺伝子解析 

車 兪澈* 

（大学院客員准教授） 

ykuruma@jamstec.go.jp 
https://members.elsi.jp/%7Ekuruma 

/reserch.html 

合成生物学 

・生化学 

①脂質膜小胞の内部で細胞機能を再構築する人工細胞 
 構築 

① ②試験管内タンパク質合成系を応用した創薬基盤研究 

小島 伸彦 

nobuhiko@yokohama-cu.ac.jp 

http://regenbio.sci.yokohama-cu.ac.jp/ 

再生生物学 ①創薬や移植に適したデザインをもつ臓器の作製 

佐藤 友美 

tomomi@yokohama-cu.ac.jp 

http://www-user.yokohama-cu.ac.jp 

/~lifeenv/index.php?id=18 

内分泌学 

①マウス生殖腺に対する性ホルモン、環境ホルモンの作
用機構 

②生殖腺附属器官の組織分化機構 

塩田  肇 

hshiota@yokohama-cu.ac.jp 

http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~life

env/index.php?id=20 

植物発生生理学 

①植物の胚発生と休眠の生理機構 
②植物の水分調節機構 
③海草の種子休眠と発芽の生理機構 

嶋田 幸久 

yshimada@yokohama-cu.ac.jp 

http://pbiotech.sci.yokohama-cu.ac.jp 

植物生理学 

（植物ホルモ
ン、環境応答） 
植物ゲノム科学 

①植物ホルモン（オーキシンとブラシノステロイド）の
機能解析 

②植物の環境応答制御機構 
③モデル植物シロイヌナズナのトランスクリプトーム
解析 

  関  原明 ＊＊ 

（大学院客員教授） 

motoaki.seki@riken.jp 

http://www.csrs.riken.jp/jp/labs/pgnrt/index.

html 

植物ゲノム科学・ 
植物分子生物学 

①植物の環境ストレス適応に関与するエピゲノム、RNA、 
 ペプチド、化学制御機構の解明 
②キャッサバにおける塊根形成制御ネットワークの解明 
③化合物やゲノム編集技術などの活用による有用植作出 
  技術（ストレス耐性強化、生産性向上など）の開発 

http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~lifeenv/index.php?id=8
http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~lifeenv/index.php?id=8
https://members.elsi.jp/~kuruma
http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/
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教  員  名 研 究 分 野 教 育 研 究 内 容 

辻  寛之 

tsujih@yokohama-cu.ac.jp 
http://pgsource.sci.yokohama-cu.ac.jp 

http://hiroyukitsuji.tumblr.com/ 

植物分子遺伝学 

分子発生学 

①花芽分化の決定因子・フロリゲンの分子機能を解明し
植物改良へ展開する 

②植物遺伝資源の多様性を分子レベルで理解・応用する 

 布浦 拓郎 ＊ 

（大学院客員教授） 

takuron@jamstec.go.jp  
http://www.jamstec.go.jp/rcmb/j/ 

member/nunoura_takuro.html 

微生物生態学 ①海洋及び地下環境における微生物・ウイルス生態研究 

林 誠 

(大学院客員教授) 

makoto.hayashi@riken.jp 

http://www.csrs.riken.jp/jp/labs/psrt/index.html 

植物共生 

①根粒共生の分子機構 
②共生の進化におけるゲノム機能 
③根粒共生能の穀物への賦与 

坂  智広 

tban@yokohama-cu.ac.jp 

http://pgsource.sci.yokohama-cu.ac.jp/ 

植物遺伝育種学 

①植物遺伝資源の多様性解析と育種的利用 
②コムギ病害抵抗性の遺伝育種学研究及び病原菌との
相互作用メカニズムの解析 

③国際農業研究機関との連携による国際共同研究 
ネットワークの推進 

東  昌市 

shigashi@yokohama-cu.ac.jp 
http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~life

env/index.php?id=47 

生化学・ 

タンパク質化

学・酵素学 

①癌細胞が分泌するタンパク質分解酵素（プロテアー
ゼ）の活性調節機構の解明 

②プロテアーゼの作用機序を応用した癌の抗転移剤の
開発 

藤井 道彦 

mifuji@yokohama-cu.ac.jp 

http://antiage.sci.yokohama-cu.ac.jp 

分子生物学 
①老化の分子メカニズムの解明 
②健康長寿に有用な機能性物質の探索 

  松井  南 ＊＊ 

（大学院客員教授） 

minami@riken.jp 

http://synthetic-genomics.riken.jp/ 

植物ゲノム科学 

①新規植物ゲノムリソースの作出と解析 
②植物のエンドレデュプリケーションのメカニズム 
解析によるバイオマス調節機能の解析 

③植物の光形態形成に関する研究 

丸山 大輔 

dmaru@yokohama-cu.ac.jp 

植物生殖細胞
生物学 

①花粉管における細胞核輸送機構の研究 
②重複受精時の細胞骨格や膜構造の動態解析 
③被子植物の細胞核や細胞膜の融合の研究 

 三輪 哲也 ＊ 

（大学院客員教授） 

miwat@jamstec.go.jp 

http://www.jamstec.go.jp/maritec/j/ems/miwa.html 

極限環境生物学・ 
生物電気化学・ 

コロイド界面化学・ 
生物物理学 

①深海生物の飼育と捕獲装置開発 
②多細胞生物の深海環境応答機構の解析 
③深海環境の生物電気化学 

持田 恵一** 

（大学院客員教授） 

keiichi.mochida@riken.jp 
http://www.riken.jp/bmep/teams/biomass  

_research_platform/index.html 

ゲノム情報科学 

①オミックス情報を活用した植物の有用遺伝子探索と
作物育種への応用 

②バイオマス植物の研究基盤の構築と利用による植物
バイオマス生産性の向上 

③バイオマス生産に関する細胞システムの理解による
植物バイオマス利用性の向上 

山本 正浩 ＊ 

（大学院客員准教授） 

myama@jamstec.go.jp 
http://www.jamstec.go.jp/sugar/j/members/

personal/MasahiroYamamoto.html 

微生物生化学 

微生物電気化学 

宇宙生物学 

①深海環境の微生物代謝学 
②地球―生命間の電気的相互作用 
③生命の起源 

Robert A. Kanaly  

kanaly@yokohama-cu.ac.jp 

環境微生物学・ 

分子毒性学 

①環境毒物分解微生物の探索とバイオレメディエーシ
ョン応用 

②環境汚染物質が起こす細胞内 DNA 修飾異とその網維
解析 

Dhugal Lindsay ＊ 

（大学院客員教授） 

dhugal@jamstec.go.jp 
https://www.researchgate.net/profile/ 

Dhugal_Lindsay 

深海浮遊 

生物生態学 

①深海生物調査用AIの開発 
②深海の浮遊性生物の分類及び生態解析 
③中・深層の構造解析と生物地理モデリング 

＊  海洋研究開発機構 
＊＊  理化学研究所 環境資源科学研究センター 
＊＊＊ 農業・食品産業技術総合研究機構

http://www.jamstec.go.jp/rcmb/j/
mailto:makoto.hayashi@riken.jp
https://www.researchgate.net/profile/
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博士後期課程 

 
 

１ ２０２３年度 入学試験概要 

 第 1 期募集 第 2 期募集 

募集 

人員 

物質システム 

科学専攻 
３名 ※ ２名 ※ 

生命環境システム

科学専攻 
３名 ※ ２名 ※ 

※ 若干名の外国人特別選抜、社会人特別選抜を含む。 

出願期間 

2022年 7月 25日（月） 

～ 7月 27日（水） 

（郵送の場合 7月 27日消印有効） 

2023年 1月 10日（火） 

～ 1月 12日（木） 

（郵送の場合 1月 12日消印有効） 

事前審査書類提出締切日 

※該当者のみ 
2022年 6月 17日（金） 2022年 11月 24日（木） 

選抜方法 面接試験(英語の口頭試問を含む) 

試験場 横浜市立大学 金沢八景キャンパス 

試験日 2022年 8月 25日（木） 2023年 2月 14日（火） 

合格発表日 2022年 9月 2日（金） 2023年 2月 28日（火） 

入学手続期間 

（郵送もしくは直接持参） 

2022年 9月 12日（月） 

        ～ 9月 14日（水） 

（郵送の場合 9月 14日消印有効） 

（9月 2日（金）～入学金等納入可） 

2023年 3月 6日（月） 

           ～ 3月 8日（水） 

（郵送の場合 3月 8日消印有効） 

（2月 28日（火）～入学金等納入可） 

 

物 質 シ ス テ ム 科 学 専 攻 
生命環境システム科学専攻 

＜海外の住所からの出願について＞ 

郵送中の紛失や未着等のトラブルを避けるためにも、原則、海外の住所からの出願はできません。 

また、受付後の受験票や合格通知書等送付の際の宛先は、必ず日本国内の住所（海外在住の場合

は、日本在住の知人等の住所）としてください。 
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２ 出願資格 

（１）一般選抜 

日本国籍を有する者または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、次の項目

のいずれかに該当する者または 2023年 3月 31日までに該当する見込みの者 

ア 修士の学位または専門職学位を有する者 

イ 外国において、修士の学位や専門職学位に相当する学位を授与された者 

ウ 外国の学校が行う通信教育を我が国において履修し、修士の学位や専門職学位に相当する

学位を授与された者 

エ 我が国において、外国の大学院相当として指定した外国の学校の課程を修了し、修士の学

位や専門職学位に相当する学位を授与された者 

オ 国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者 

カ 大学等を卒業し、大学、研究所等において 2年以上研究に従事した者で、大学院において、

修士の学位を有する者と同等の学力があると認めた者 

キ 本研究科において、個別の入学審査により修士の学位または専門職学位を有する者と同等

以上の学力があると認められた者で、24歳に達した者 

 

 [注 1] 上記「カ」「キ」によって出願する者は事前審査を行いますので、16 ページの 

       「５ 事前審査」を参照してください。 

（２）外国人特別選抜 

外国人（在留資格が永住の者を除く。また、日本国籍との二重国籍者は含まない）で、上記「一

般選抜」出願資格項目のア～キのいずれかに該当する者 

[注 1] 第 2 期募集で出願する外国人は、在留期間（満了日）が 2023 年 3 月 31 日以降である日

本の在留資格（短期滞在を除く）を有する者 

[注 2] 事前審査対象項目については、「一般選抜」と同様です。 

（３）社会人特別選抜 A 

次の項目のすべてに該当する者 

  ア 「一般選抜」出願資格項目のア～キのいずれかに該当する者で、入学時までに同一の企業、

教育研究機関等に 1 年以上正規職員として勤務し、勤務成績が良好であると所属長の推薦を受

けた者 

  イ 「一般選抜」出願資格項目のア～キのいずれかに該当する者で、入学後も引き続き同一の企

業、教育研究機関等に正規の職員としての身分を有する者 

[注 1] 外国籍の方については、在留資格が永住に限ります。 

[注 2] 事前審査対象項目については、「一般選抜」と同様です。 

（４）社会人特別選抜 B 

次の項目のすべてに該当する者 

  ア 「一般選抜」出願資格項目のア～キのいずれかに該当する者で、入学時において企業、教育

研究機関等に 2 年以上勤務の経験を有する者 

  イ 「一般選抜」出願資格項目のア～キのいずれかに該当する者で、社会経験を基礎に、当該大

学院で研究を進める意欲のある者 

[注 1] 外国籍の方については、在留資格が永住に限ります。 

[注 2] 事前審査対象項目については、「一般選抜」と同様です。 

（５）社会人特別選抜 C（博士後期課程早期修了プログラム） 

次の項目のすべてに該当する者 

  ア 「一般選抜」出願資格項目のア～キのいずれかに該当する者で、入学時までに同一の企業、

教育研究機関等に正規職員として勤務し、勤務成績が良好であると直属の上司の推薦を受けた者 
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  イ 「一般選抜」出願資格項目のア～キのいずれかに該当する者で、入学後も引き続き同一の企

業、教育研究機関等に正規の職員としての身分を有する者 

  ウ 本学と共同研究を実施している者 

  エ 修士の学位を取得後、3 年以上の研究歴を有する者 

  オ 本ページ「４ 出願書類」に定める査読付き英語論文の要件を満たす者 

  カ 学会等で口頭発表の実績を有する者（発表の時期は問わない） 

[注 1] 第 2 期募集で出願する外国人は、在留期間（満了日）が 2023 年 3 月 31 日以降である 

    日本の在留資格（短期滞在を除く）を有する者 

[注 2] 事前審査対象項目については、「一般選抜」と同様です。 

 

３ 出願手続 

（１）出願期間 

【第１期募集】 ２０２２年 ７月２５日（月）～ ７月２７日（水） 

【第２期募集】 ２０２３年 １月１０日（火）～ １月１２日（木） 

（２）提出方法 

出願書類を一括して、本要項巻末に綴込んである所定の封筒に入れ（封筒に入らない場合

は各自で用意してください）、下記の方法で提出してください。 

ア 郵送での提出 

簡易書留（速達）郵便で、19ページに記載の宛先に郵送してください。 

イ 来学による提出 

出願期間内の9時から17時の間に、アドミッションズセンターの窓口で直接提出してくだ

さい。 

（３）事前相談 

志望教員または専攻長に研究テーマなどについて、出願前に必ず相談してください。 

 

４ 出願書類 

提 出 書 類 注  意  事  項 

入学願書一式 本学所定のもの。(受験票・写真票等も含む) 

修了(見込)証明書 
出身大学大学院または在籍大学大学院作成のものなど。 
または、最終学歴と職歴を証明する書類。 

成績証明書 
学部および修士（博士前期）課程のものを併せて提出すること。 
出身または在学大学・大学院大学・大学院が作成の上、厳封したもの。 

英語資格のスコア等の証明書

原本 

面接試験での英語口頭試問の免除を希望する場合に提出。 

TOEIC、TOEFL、IELTS、英語能力検定等の成績証明書の原本。 

推薦状 

(一般選抜・外国人特別選抜の

み) 

本学所定のもの。出身大学大学院または在籍大学大学院の指導教員が直接
記入の上、厳封したもの。 

推薦書(社会人特別選抜 A・C の

み) 
本学所定のもの。 

写真 2 枚 

 縦 4cm×横 3cm 

写真裏面に志望研究科・氏名を油性ペンで記入し、入学願書および写真票
にしっかりと貼付する。（願書受付日前3か月以内に撮影したもの） 

修士学位論文またはこれまで

の研究活動についての報告書 

修士の学位を有するか、あるいはその見込みの受験生はこれまでの研究活
動についての報告書、あるいは学位論文の写しおよびその要旨。それ以外
の受験生はこれまでの研究活動についての報告書。 

査読付き英語論文 1 報以上 

（社会人特別選抜 C のみ） 

志願者が第一著者であり、かつ志望教員が著者に入っていること。 
さらに入学前 2 年以内に投稿したもの。 
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研究計画書 用紙は本学所定のもの。 

入学検定料の 

振替払込受付証明書 

入学検定料30,000円を所定の払込票によりゆうちょ銀行（郵便局）窓口
で納付し、領収印を受けた振替払込受付証明書（払込用紙の一番右）を出
願書類の所定の箇所に貼付してください。払込手数料は本人負担となりま
す。（2023年3月本学生命ナノシステム科学研究科博士前期課程修了見込
み者は免除） 

返信用封筒＊ 所定の封筒1通（受験票送付用）に郵便番号・住所・氏名を明記すること。 

切手 344円分。上記「返信用封筒」に貼付。 

あて名ラベル 2枚1組（本学所定用紙に郵便番号・住所・氏名を明記したもの） 

その他 

（該当者のみ） 

・現在、他の大学の大学院博士後期課程に在籍中の者（修了見込者除く） 

は、当該大学院の受験許可書 

・現在日本に在住している外国人は、①在留カードのコピー(両面)、②パ

スポートのコピー（顔写真のページ） 

・現在海外に在住している外国人は、①パスポートのコピー（顔写真のペ

ージ） 

＊……ダウンロードした願書で出願する場合は不要です（ただし344円分の切手を同封してください）。 

※各種証明書の氏名に変更がある場合は、戸籍抄本も提出してください。 

５ 事前審査（【第１期募集】、【第２期募集】共通） 

14ページ「２ 出願資格」において、事前審査が必要とされる者は、出願資格の認定のため、 

次のとおり事前審査を行いますので、必要書類を取りそろえ、下記期限までにアドミッションズセンタ

ーへ提出してください。 

【第１期募集】 ２０２２年 ６月１７日（金）までに必着 

【第２期募集】 ２０２２年１１月２４日（木）までに必着 

《窓口受付》９：００ ～ １７：００ （土・日・祝日を除く） 

《郵送受付》封筒に「生命ナノシステム科学研究科博士後期課程事前審査書類在中」と朱書きの

上、19ページに記載の宛先に簡易書留郵便で送付してください。 

（１）必要書類 

ア 入学資格審査申請書<<本学所定の様式>> 

イ 検定料（¥30,000）の納付証明書（ゆうちょ銀行の窓口で納付したものを申請書に貼付） 

ウ 指導教員の学力を証明する推薦書<<様式任意>>または、学力を示す論文 

エ 最終学歴の卒業（見込）証明書および成績証明書 

オ 研究計画書（日本語4,000字程度）<<様式任意>> 

カ 審査結果通知用郵便料（簡易書留による送付のため404円分の郵便切手） 

[注]ア～カ以外に、本研究科が必要と認めたものについて、提出を求める場合があります。 

（２）審査結果 

事前審査の結果は、下記期日までに本人あてに通知します。 

【第１期募集】 ２０２２年 ７月 ８日（金） 

【第２期募集】 ２０２２年１２月２０日（火） 

（３）出願手続 

  事前審査により出願資格の認定を受けた者は、本募集要項に基づき出願手続を行ってください。

資格が認められた場合には、その旨の通知と検定料が納付済みの証明書をお送りしますので、本

出願の際にはその証明書を用いてください。あらためて検定料を納付する必要はありません。資

格が認められなかった場合には、納付済みの検定料より 5 千円を控除して、2 万 5 千円 を返金い

たします。 



- １７ - 

６ 入学検定料   

３０,０００円  

[注1] 本学生命ナノシステム科学研究科博士前期課程を2023年3月修了見込みの者は免除されます。  

[注2] 納入された入学検定料は返還いたしません。 

 

７ 選抜方法 

【第１期募集】、【第２期募集】共通 

[注1]TOEFL-PBT 525点以上、もしくはTOEIC 630点以上、またはそれに相当する英語力を有する 

者は英語の口頭試問を免除します。免除を希望する者は英語力に関する証明書の原本を添えて

出願すること。免除基準に達していなくても英語資格証明書があれば提出すること。 

[注2]面接は専攻ごとに実施します。試験当日は、パソコンを各自で用意してください。 

 

８ 試験日程・試験場 

（１）試験日程 

 
試 験 日 試 験 科 目 時    間 

第１期募集 ２０２２年 ８月２５日（木） 面 接 出願後に通知します 

第２期募集 ２０２３年 ２月１４日（火） 面 接 出願後に通知します 

（２）試験場 

   横浜市立大学 金沢八景キャンパス 

 

９ 合格発表 

（１）日 時  

   【第１期募集】 ２０２２年 ９月 ２日（金） １１：００ 

   【第２期募集】 ２０２３年 ２月２８日（火） １１：００ 

（２）発表方法 

合格者の受験番号を本学Ｗｅｂサイト（https://www.yokohama-cu.ac.jp）で掲載します。 

（３）その他  

ア 発表後、合格者には合格通知書を送付します。 

[注] 以下の期日になっても届かない場合は、アドミッションズセンターまで必ず連絡して

ください。 

【第１期募集】 ２０２２年 ９月 ６日（火） 

【第２期募集】 ２０２３年 ３月 ３日（金） 

イ 合否について、電話等での問い合わせには応じません。 

ウ 出願書類に虚偽の記載があった場合には、合格を取り消します。 

エ 大学構内での掲示による合格発表は行いません。 

 

 

 

試 験 科 目 試 験 内 容 配点 合否判定基準 

面  接 

（英語の口頭試問を含む） 

[注1] 

修士論文またはこれまでの研

究活動について、パワーポイン

ト等を用いて口頭発表[注２]

および英語に関する口頭試問 

１００ 

面接の試験結果による。 

成績証明書、研究計画書を

参考にすることもある。 
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10 入学手続 

合格者には、合格通知書と入学手続書類を郵送します。 

（１）入学手続期間  

【第１期募集】 ２０２２年 ９月１２日（月）～ ９月１４日（水）  

(入学金等納入金の入金可能期間：９月２日（金）～ ９月１４日（水）) 

【第２期募集】 ２０２３年 ３月 ６日（月）～ ３月 ８日（水）  

(入学金等納入金の入金可能期間：２月２８日（火）～３月 ８日（水）) 

（２）入学手続の方法 

入学手続に要する書類等を一括し、郵送（簡易書留）または直接持参により提出してください。

詳細は、合格者に送付する入学手続書類で確認してください。 

なお、アドミッションズセンターに直接持参する場合の受付時間は、入学手続期間内の９時か

ら１７時（土・日・祝日を除く）までです。 

（３）入学金 

    市内出身者および横浜市立大学卒業生……………１４１,０００円 

市外出身者……………………………………………２８２,０００円 

[注1] 本学生命ナノシステム科学研究科博士前期課程を2023年3月修了見込みの者は入学金が  

    免除されます。 

[注2] 入学金は2022年度の金額です。金額については改定する場合があります。 

    また、入学金が改定された場合は、改定後の入学金が適用されます。 

[注3] 納入された入学金は返還いたしません。 

[注4] 手続期間内に入学手続を完了しないと入学が許可されません。十分注意してください。 

[注5] 入学金の「市内出身者」とは、入学の日の１年以上前（2022年4月1日以前）から引き続 

    き横浜市内に本人または扶養義務者が住所を有する者をいいます。 

11 その他の納入金 

本学の学術・研究・学生生活の充実や福利厚生の向上を目的とした活動を行う各団体の会費等の

納入金があります（入学手続時に納入していただきます）。 

（１）学術研究会費   ２,０００円 

（２）後援会費    ３０,０００円（本学博士前期課程からの進学者は２０,０００円） 

12 授業料 

５３５,８００円(年額) 

[注] 授業料は2022年度の金額です。金額については改定する場合があります。本学入学後に

授業料が改定された場合は、改定後の授業料が適用されます。 

13 長期履修学生制度について 

（１）長期履修学生制度とは 

横浜市立大学大学院学則および同長期履修学生規程に基づき、職業を有するため修業年限を超

えて一定期間延長して計画的に教育課程を履修できる制度です。本人の申請に基づき、研究科に

おける審査・承認を経て、学長の許可により長期履修学生となります。 

（２）資格 

  次のいずれにも該当する者 

  ア 職業を有し、かつ特段の事情を有する者 

  イ 修業年限の前年度までの者 

（３）在学期間 

 大学院学則第7条第2項に定める在学期間以内 

 （生命ナノシステム科学研究科博士後期課程 6年以内 （休学期間を除く）） 
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（４）授業料 

ア 修業年限の期間 … 通常の授業料 

イ 修業年限以降の長期履修学生としての履修期間… 通常の授業料の20％相当額を負担 

【例】生命ナノシステム科学研究科 博士後期課程の場合（下記年数に休学期間を含みません） 

1年目～3年目…………………………………………通常の授業料 

4年目以降の長期履修学生として許可された期間…通常の授業料の20％相当額を負担 

     [注] 授業料減免年度ごとに、減免申請書および在職が確認できる証明書の提出が必要とな

ります。 

14 注意事項 

（１） 面接には必ず受験票を携帯してください。 

（２） 試験の遅刻限度時刻は出願後に通知する面接集合時刻までです。それ以降については相応の理

由がない限りは受験できません。 
（３） 配属志望先の選定にあたっては、インターネット上の教員プロフィール等を参考にしてくださ

い。なお、事前に志望教員あるいは専攻長に研究テーマなどについて必ず相談してください。 

（４） 出願手続後の提出書類の内容変更は認められません。 

（５） 納入金（入学検定料を含む）および提出書類は、一切返還いたしません。 
（６） 本試験に関する変更等が生じた場合は、直ちに出願者に通知します。 

（７）試験当日に、学校保健安全法で出席停止が定められている感染症（インフルエンザ・麻疹等）  

     に罹患し、治癒していない受験者は、他の受験者への感染のおそれがあるため、原則受験する 

     ことができません。なお、追試験等の特別措置は行いませんので、感染予防・健康管理に十分 

     ご留意ください。 

（８） 試験の成績によっては、合格者数が募集定員に満たない場合もあります。 

（９） 2023年3月31日までに修了見込みの方は在籍大学院を修了後、修了証明書および成績証明書を

2023年3月24日（金）までにアドミッションズセンターへ提出してください(横浜市立大学大学

院修了生は不要)。在籍大学院を修了できなかった場合は入学資格を失います。 

 

15 入学辞退 

入学手続の完了後、やむを得ない事情で入学を辞退する場合には、「入学辞退届」の提出が必要で

す。この場合、2023年3月31日（金）午後5時までに、アドミッションズセンターへ連絡してくださ

い(土・日・祝日を除く)。入学手続きを完了された方には、入学金を除く既納入金を返還します。 

2023年4月1日（土）をもって学籍が発生します。3月31日（金）午後5時までに連絡がない場合は、

授業料等の納入金を納めなくてはなりませんので、注意してください。 

 

16 問い合わせ先 

物質システム科学専攻長 吉本 和生 045-787-2182（物質システム科学研究分野） 

生命環境システム科学専攻長 佐藤 友美 045-787-2394（生命環境システム科学研究分野） 

アドミッションズセンター  045-787-2054（日程・試験場・検定料・入学金等） 

教育推進課(教務担当)  045-787-2062（シラバス・入学後の課程について） 

 

17 郵送先 

出願書類等は、以下の宛先に郵送してください。 

 〒236-0027 

横浜市金沢区瀬戸 22-2 横浜市立大学 アドミッションズセンター 
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博士後期課程 物質システム科学専攻 研究指導教員の研究分野と研究課題 

教 員 名 研 究 分 野 教 育 研 究 課 題 

 荒船 竜一 ＊ 

（大学院客員教授） 

Arafune.Ryuichi@nims.go.jp 

表面分光 

①レーザー光電子分光を用いた表面におけるスピン軌
道相互作用のダイナミクス 

②高分解能表面ダイナミクス測定を目指した仕事関数
測定法の開発 

③表面を用いた非相反応答の研究 

 板倉 明子 ＊ 

（大学院客員教授） 

ITAKURA.Akiko@nims.go.jp 

表面科学 

①有機薄膜の機械特性 
②光、電子線照射下の構造解析と弾性特性 
③超薄膜機械特性測定装置の開発 

及川 雅人 

moikawa@yokohama-cu.ac.jp 

http://oiklab.sci.yokohama-cu.ac.jp/ 

生物有機化学 

①中枢神経系の受容体に作用するリガンド化合物の有
機合成 

②薬物送達を可能にするポリアミン誘導体の有機合成 

 大竹 晃浩 ＊ 

（大学院客員教授） 

OHTAKE.Akihiro@nims.go.jp 

表面科学 

①化合物半導体表面の構造解析 
②半導体ヘテロ接合界面の構造評価 
③量子ドット自己形成機構の解明 

  佐々木 健一 ** 

（大学院客員教授） 
kenichi.sasaki.af@hco.ntt.co.jp 

http://www.brl.ntt.co.jp/people/sasaki.kenichi/ 

public_html/index.html 

物性理論 ①グラフェンにおける電子物性、シミュレーション 

篠﨑 一英 

shino@yokohama-cu.ac.jp 

http://in_photo.sci.yokohama-cu.ac.jp/  

無機光化学 

①高効率発光材料の開発と発光性分子を用いたセンシ
ング 

②光などの刺激によって駆動する分子バネ 
③均一系・不均一系光触媒の反応機構の解明 

島崎 智実 

tshima@yokohama-cu.ac.jp 

http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~tachi/ 

理論計算化学・ 

情報化学 

①シミュレーションを用いた（特に『ものづくり』に必
要とされる）有機材料の物性解析 

②材料の物性解析に必要とされる理論・シミュレーショ 
 ン技術の研究・開発 
③材料開発に役立つ情報科学的手法の研究 

高見澤  聡 

staka@yokohama-cu.ac.jp 

http://nanochem.sci.yokohama-cu.ac.jp 

有機超弾性 

①有機超弾性  
②超分子化学 
③物性化学 

立川 正志 

tachikawa.mas.bq@yokohama-cu.ac.jp 

http://mtach.jp 

理論生物物理学 

①細胞内構造の形成シミュレーション 
②物理に基づく生体機能発言のメカニズムの理解 
③生き物が生み出す『かたち』の研究 

立川 仁典 

tachi@yokohama-cu.ac.jp 

http://tachi.sci.yokohama-cu.ac.jp/ 

量子物理化学 

①高精度な第一原理計算手法の開発 
②水素系量子シミュレーション手法の開発 
③生体分子シミュレーション、機能性材料の理論設計 
④陽電子化合物の理論研究 

橘   勝 

tachiban@yokohama-cu.ac.jp 

http://nanomate.sci.yokohama-cu.ac.jp/ 

ナノ材料科学 

①ナノカーボンの生成と物性 
②分子性有機結晶（タンパク質を含む）の育成と物性 
③X 線トポグラフィとラマン分光法による構造評価 

本多  尚 

hhonda@yokohama-cu.ac.jp 

http://honda.sci.yokohama-cu.ac.jp 

物性物理化学 

①柔粘性結晶や液晶中の分子運動と分子間相互作用 
②機能性高分子の物性評価と固体材料への応用 
③多孔性材料に吸着したゲスト分子の吸着状態 
④水素結合における H/D同位体効果と固体物性 

山田 重樹 

shigeki@yokohama-cu.ac.jp 

http://syamada.sci.yokohama-cu.ac.jp/ 

固体物理学・ 
電磁気学 

①強相関電子系材料の探索および結晶育成 
②①の磁性および電子物性の測定 

mailto:ITAKURA.Akiko@nims.go.jp
mailto:ITAKURA.Akiko@nims.go.jp
mailto:OHTAKE.Akihiro@nims.go.jp
mailto:shino@yokohama-cu.ac.jp
http://inorgphoto.sci.yokohama-cu.ac.jp/
mailto:tachi@yokohama-cu.ac.jp
http://tachi.sci.yokohama-cu.ac.jp/
mailto:tachiban@yokohama-cu.ac.jp
http://nanomate.sci.yokohama-cu.ac.jp/
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教 員 名 研 究 分 野 教 育 研 究 課 題 

横山  崇 

tyoko@yokohama-cu.ac.jp 

http://nano.sci.yokohama-cu.ac.jp/ 

表面・ナノ構造 

物性科学 

①表面上での分子ナノ構造制御 
②極低温 STMを用いた表面量子ナノ物性計測 
③分子ナノ構造からのトンネル電子励起発光計測 

吉本 和生 

k_yoshi@yokohama-cu.ac.jp 

http://quake.sci.yokohama-cu.ac.jp/ 

固体地球物理学 

①地震波の伝播過程における減衰と散乱 
②地球内部構造の不均質性とその波動論的作用 
③地盤構造とその地震波の増幅特性 

若原 孝次  * 

(大学院客員教授) 

WAKAHARA.Takatsugu@nims.go.jp 

http://www.nims.go.jpfullerene/ 

index/index.html 

有機材料科学 

①ナノ炭素材料の化学 
②有機ナノ結晶の合成と物性解明 
③ナノサイズの有機デバイスの作製 

Ruggero Micheletto 

ruggero@yokohama-cu.ac.jp 

http://ruggero.sci.yokohama-cu.ac.jp/ 

光・知覚情報科学 

①半導体材料の光学特性（近接場走査型顕微鏡） 
②光学バイオセンサー 
③知覚情報科学 

＊    物質・材料研究機構 
＊＊   NTT物性科学基礎研究所

mailto:tyoko@yokohama-cu.ac.jp
http://nano.sci.yokohama-cu.ac.jp/
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博士後期課程 生命環境システム科学専攻 研究指導教員の研究分野と研究課題 

教  員  名 研 究 分 野 教 育 研 究 内 容 

足立 典隆 

nadachi@yokohama-cu.ac.jp 

http://dnar.sci.yokohama-cu.ac.jp 

分子生物学・ 
生命薬学 

①ヒト細胞における DNA 損傷修復機構の解析とがん
研究への応用 

②高効率ゲノム改変技術の開発と応用 

荒谷 康昭 

yaratani@yokohama-cu.ac.jp 

http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~lifeenv/index.php?id=8  

（2024年3月退職） 

免疫生物学 
①免疫異常マウスの環境応答異常と炎症疾患の解析 

②白血球由来の活性酸素による生体制御機構の解析 

内山 英穂 

hideho@yokohama-cu.ac.jp 

www-user.yokohama-cu.ac.jp/~lifeenv/index.php?id=10 

再生発生学 

①動物胚における分化・器官形成機構 

②未分化細胞や胚性幹細胞の分化制御 

③in vitroにおける器官形成 

遠藤 真咲*** 

（大学院客員准教授） 

mendo@affrc.go.jp 

植物分子育種学 
①植物DNA修復機構の解明 
②植物精密ゲノム改変手法の開発 

大関 泰裕 

ozeki@yokohama-cu.ac.jp 

https://researchmap.jp/1124/ 

糖鎖生物学 
①海洋動物レクチンの単離とタンパク質工学 
②人工設計レクチンの機能解析 

川浦 香奈子 

kawaura@yokohama-cu.ac.jp 

http://pgenome.sci.yokohama-cu.ac.jp/ 

植物ゲノム科学 

①コムギを中心とした植物の遺伝子発現制御機構の

解析 

②種子貯蔵タンパク質遺伝子のゲノム解析 

木下  哲 

tkinoshi@yokohama-cu.ac.jp 

http://epigenome.jp/ 

植物エピゲノム科学 
①植物におけるゲノムインプリンティングの制御機構 

②穀類胚乳の生殖隔離機構 

小島 伸彦 

nobuhiko@yokohama-cu.ac.jp 

http://regenbio.sci.yokohama-cu.ac.jp/ 

再生生物学 ①創薬や移植に適したデザインをもつ臓器の作製 

佐藤 友美 

tomomi@yokohama-cu.ac.jp 
http://www-user.yokohama-cuac.jp 

/~lifeenv/index.php?id=18 

内分泌学 

①マウス生殖腺に対する性ホルモン、環境ホルモン 

 の作用機構 

②生殖腺附属器官の組織分化機構 

嶋田 幸久 

yshimada@yokohama-cu.ac.jp 

http://pbiotech.sci.yokohama-cu.ac.jp 

植物生理学 

（植物ホルモン、 

環境応答） 
植物ゲノム科学 

①植物ホルモン（オーキシンとブラシノステロイド）
の機能解析 

②植物の環境応答制御機構 

③モデル植物シロイヌナズナのトランスクリプトー
ム解析 

  関  原明 ＊＊ 

（大学院客員教授） 

motoaki.seki@riken.jp 

http://www.csrs.riken.jp/jp/labs/pgnrt/index.html 

植物ゲノム科学・ 
植物分子生物学 

①植物の環境ストレス適応に関与するエピゲノム、 
 RNA、ペプチド、化学制御機構の解明 
②キャッサバにおける塊根形成制御ネットワークの解明 
③化合物やゲノム編集技術などの活用による有用植    
 作出技術（ストレス耐性強化、生産性向上など） 
 の開発 

辻  寛之 

tsujih@yokohama-cu.ac.jp 

http://pgsource.sci.yokohama-cu.ac.jp 

http://hiroyukitsuji.tumblr.com/ 

植物分子遺伝学・
分子発生学 

①花芽分化の決定因子・フロリゲンの分子機能を解
明し植物改良へ展開する 

②植物遺伝資源の多様性を分子レベルで理解・応用する  

布浦 拓郎* 

（大学院客員教授） 

takuron@jamstec.go.jp 

http://www.jamstec.go.jp/cebn/j/member

/nunoura_takuro.html 

微生物生態学 

①海洋・熱水環境における微生物・ウイルス生態研 
 究 
②環境ゲノム及びその機能解析 
③微生物における炭素・アミノ酸生合成経路探索 

林 誠 

(大学院客員教授) 

makoto.hayashi@riken.jp 

http://www.csrs.riken.jp/jp/labs/psrt/index.html 

植物共生 

①根粒共生の分子機構 
②共生の進化におけるゲノム機能 
③根粒共生能の穀物への賦与 

http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~lifeenv/index.php?id=8
http://www-user.yokohama-cuac.jp/
mailto:makoto.hayashi@riken.jp
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教  員  名 専 門 分 野 教 育 研 究 内 容 

坂  智広 

tban@yokohama-cu.ac.jp 

http://pgsource.sci.yokohama-cu.ac.jp/ 

植物遺伝育種学 

①植物遺伝資源の多様性解析と育種的利用 
②コムギ病害抵抗性の遺伝育種学研究及び病原菌と 
の相互作用メカニズムの解析 

③国際農業研究機関との連携による国際共同研究 
ネットワークの推進 

東  昌市 

shigashi@yokohama-cu.ac.jp 

http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~lifee

nv/index.php?id=47 

生化学・タンパク

質化学・酵素学 

①癌細胞が分泌するタンパク質分解酵素（プロテア 
 ーゼ）の活性調節機構の解明 
②プロテアーゼの作用機序を応用した癌の抗転移剤 
の開発 

藤井 道彦 

mifuji@yokohama-cu.ac.jp 

http://antiage.sci.yokohama-cu.ac.jp 

分子生物学 
①老化の分子メカニズムの解明 
②健康長寿に有用な機能性物質の探索 

  松井  南 ＊＊  

（大学院客員教授） 

minami@riken.jp 

http://pfgweb.gsc.riken.jp/indexJ.html 

植物ゲノム科学 

①植物の光形態形成に関する研究 
②国際連携によるゴムノキのラテックス生産機構と 
 生産性向上に関わる分子機構の解明と分子育種 

 三輪 哲也 ＊ 

（大学院客員教授） 

miwat@jamstec.go.jp 

http://www.jamstec.go.jp/maritec/j/ems/

miwa.html 

極限環境生物学・ 

生物電気化学・ 

コロイド界面化学・ 
生物物理学 

①深海生物の飼育と捕獲装置開発 
②多細胞生物の深海環境応答機構の解析 
③深海環境の生物電気化学 

  持田 恵一 ** 

(大学院客員教授) 
keiichi.mochida@riken.jp 

http://www.riken.jp/bmep/teams/ 
biomass_research_platform/index.html 

ゲノム情報科学 

①オミックス情報を活用した植物の有用遺伝子探索 
と作物育種への応用 

②バイオマス植物の研究基盤の構築と利用による植 
物バイオマス生産性の向上 

③バイオマス生産に関する細胞システムの理解によ 
る植物バイオマス利用性の向上 

丸山 大輔 

dmaru@yokohama-cu.ac.jp 

植物生殖細胞生
物学 

①花粉管における細胞核輸送機構の研究 
②重複受精時の細胞骨格や膜構造の動態解析 
③被子植物の細胞核や細胞膜の融合の研究 

山本 正浩 ＊ 

（大学院客員准教授） 

myama@jamstec.go.jp 
http://www.jamstec.go.jp/sugar/j/members/pe

rsonal/MasahiroYamamoto.html 

微生物生化学 

微生物電気化学 

宇宙生物学 

①深海環境の微生物代謝学 
②地球―生命間の電気的相互作用 
③生命の起源 

Robert A. Kanaly  

kanaly@yokohama-cu.ac.jp 

環境微生物学・ 

分子毒性学 

①環境毒物分解微生物の探索とバイオレメディエー
ション応用 

②環境汚染物質が起こす細胞内 DNA 修飾異とその網
維解析 

Dhugal Lindsay ＊ 

（大学院客員教授） 

dhugal@jamstec.go.jp 
https://www.researchgate.net/profile/ 

Dhugal_Lindsay 

深海浮遊 

生物生態学 

①深海生物調査用AIの開発 
②深海の浮遊性生物の分類及び生態解析 
③中・深層の構造解析と生物地理モデリング 

＊  海洋研究開発機構 

＊＊  理化学研究所環境資源科学研究センター 
＊＊＊ 農業・食品産業技術総合研究機構 

 

http://www.riken.jp/bmep/teams/
https://www.researchgate.net/profile/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人情報の取扱いについて 
 

横浜市立大学大学院では、個人情報に関する法令等を遵守し、個人情報の重要性を深く認識した上で、細心の注

意を払って管理します。本学の入学試験に出願される方は、以下の内容に同意した上で出願してください。 

○ 本学への出願の際にお知らせいただいた氏名、住所等の個人情報については、①入学者選抜（出願処理、選抜

実施及び合格発表）、②入学手続、③教務関係（学籍、修学指導等）、④学生支援関係（健康管理、就職支援、

授業料減免・奨学金申請等）、⑤授業料等の学費徴収、⑥入学試験統計・分析及びこれらに付随する事項を行う

ために適正な範囲内で使用し、以上の目的以外には使用しません。 

○ 入学者選抜に用いた試験成績は、今後の入学者選抜方法の検討資料の作成、所属変更等及びこれらに付随する

事項を行うために適正な範囲内で使用し、以上の目的以外には使用しません。 

○ 上記業務において、本学より一部の業務の委託を受けた業者が、個人情報について適正な管理のための必要な

措置を講じた上で、その全部又は一部を使用することがあります。 

安全保障輸出管理について 

 

 横浜市立大学では、「外国為替及び外国貿易法」に基づき「公立大学法人横浜市立大学 安全保障輸出管理規程」

を定めて、物品の輸出、技術の提供、人材の交流の観点から外国人留学生の受入れについて厳格な審査を実施して

います。規制されている事項に該当する場合は、希望する研究活動に制限がかかる場合や、教育が受けられない場

合がありますので、願書の提出の前に指導教員予定者と相談するなど、出願にあたって注意してください。なお、

外国人留学生の方は、入学時に「外国為替及び外国貿易法」を遵守する誓約書に署名していただきます。詳細につ

いては以下のURLを参照してください。 

https://www.yokohama-cu.ac.jp/res_pro/collaboration/anzenhoshou.html 



試験会場：横浜市立大学 金沢八景キャンパス 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○京浜急行線・金沢シーサイドライン 「金沢八景駅」下車 徒歩 5分  

●京浜急行主要駅からの金沢八景駅までの所要時間 

＊「横浜駅」から快特/特急で約 20分  

＊「品川駅」から快特/特急で約 40分 

＊「羽田空港駅」から快特/特急/急行で約 40分 

●ＪＲ「新杉田駅」からシーサイドラインで「金沢八景駅」まで約 25分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒236-0027 横浜市金沢区瀬戸 22番 2号 

公立大学法人 横浜市立大学 

アドミッションズセンター 

https://www.yokohama-cu.ac.jp 


