
2019-S000009094-02数学Ａ「SC，SP（ﾅﾉｻｲｴﾝｽ・ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄｺｰｽ）」（微分積分）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・２時限　　試験時間割：後日発表　　

岡田　真理

◎－－－　概要　－－－◎

１変数関数の微分の定義とその基本的性質を学び、具体的な関
数（三角関数、逆三角関数、指数関数、対数関数等）の微分の
計算法を習得する。次に、２変数関数の微分（偏微分、全微
分）の定義を学び、具体的な関数の計算ができるようにする。
さらに、１変数（２変数）関数の積分の定義を理解し、計算が
できるようにする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

連続関数の性質を理解して極限を求めることができる。(知
識・理解)

微分の定義を理解して、関数の微分の計算ができる。(技能)

テーラー展開が関数の多項式近似であることを理解し、関数の
テーラー展開を、計算により求めることができる。(技能)

積分の定義を理解して、関数の積分の計算ができる。(技能)

積分計算の応用として、面積の求め方を学び、計算により求め
ることができる。(技能)

2変数関数の極限の定義を理解して、極限を求めることができ
る。(知識・理解)

偏微分の定義を理解して、偏導関数を求めることができる。
(技能)

2変数関数の多項式近似を計算により、求めることができる。
(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業の内容を理解するには予習と復習を欠かさないことが重要
です。
予習：前回の講義ノートを読み、演習問題を解く。
復習：今回の講義ノートを読み、演習問題を解く。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

微分積分学の基本を理解し、与えられた関数の微分や積分が計
算できることを評価の基準とする。
定期試験100%で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

山田直記・吉田守・福嶋幸生・田中尚人「理工系のための
実践的微分積分」学術図書　1,900円978-4-87361-848-7　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

微分、積分とは何かをしっかり理解し、具体的な関数の微
分、積分の計算ができるようにすることが大切です。この
ことにより、理解力、計算力を身につけることを期待しま
す。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．連続関数
２．１変数関数の微分の定義
３．逆三角関数
４．具体的な関数の微分
５．２変数関数の微分の定義
６．具体的な関数の偏微分
７．連鎖定理
８．変数変換
９．１変数関数の積分の定義
１０．不定積分の求め方
１１．立体の体積
１２．２変数関数の積分の定義
１３．累次積分
１４．縦線集合上の関数の定積分
１５．積分変数の変換



2019-S000009094-01数学Ａ「SP（物理科学コース）」（初等微分積分学入門）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・４時限　　試験時間割：後日発表　　

成瀬　慶明

◎－－－　概要　－－－◎

微分積分は数学の中でもっとも応用範囲が広く、どの専門分野
を学ぶ上でも手本となる技法と考え方を修得できる絶好の基礎
科目である。この授業で微分積分の基本知識を学習する。特に
微分積分の計算法を重視する。しかしながら、微分積分の計算
法を修得するために、ある程度の理論的な知識を理解すること
が大切である。

本授業では、関数の極限値、連続関数、導関数を学習し、初等
関数の微分を習熟する。さらに、微分の応用として平均値の定
理と不定形の極限を学習する。積分について、可能な範囲で不
定積と定積分を学習する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

連続関数、関数の微分に関する基礎的知識を理解できる。(知
識・理解)

微分に関する基本的な公式を理解できる。(知識・理解)

ロピタルの定理を用いた極限の計算ができる。(技能)

関数の極大・極小が正確に説明できる。(技能)

不定積分の計算ができるようになる。(技能)

授業の内容を理解するため、積極的に課題に取り組むようにな
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

高校生のときに習った微積分をよく復習する。指定した教科書
「例と図で学べる微分積分」（水本久夫著）を事前に読み、各
回の授業内容を理解しておく。90分程度の学習が必要です。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標に対する評価基準として、定期試験の成績80%、課題
のレポートと中間テストの成績を20%で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

水本久夫「例と図で学べる微分積分」ISBN
978-47853-1546-7

◎－－－　参考書　－－－◎

数学　物理を学び楽しむために　暫定版　田崎晴明　著　
http://www.gakushuin.　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

テキストで予習、復習をしっかりやる事をすすめる。毎回
の授業で勉強した内容をしっかり理解すること。
欠席しないこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 関数の極限
2. 初等関数
3.  導関数と導関数の計算法
4. 初等関数の導関数
5. 初等関数の導関数2
6. 平均値の定理
7. ロピタルの定理とテイラーの定理
8. 関数の極値
9. 不定積分
10. 不定積分の計算法
11. 有理関数の不定積分の計算
12. 三角関数の不定積分の計算
13. 定積分
14. 定積分の計算
15. まとめ



2019-S000009096-02数学Ｂ「SC，SP（ﾅﾉｻｲｴﾝｽ・ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄｺｰｽ）」（線形代数）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・２時限　　試験時間割：後日発表　　

岡田　真理

◎－－－　概要　－－－◎

まず、行列とは何かを学ぶ。平面から平面へのよく知られた変
換（ｘ軸上への射影、原点を中心に回転させる変換等）が行列
表示できることを学び、行列が有限次元空間から有限次元空間
への線形変換と考えられることを学ぶ。
行列の演算、行列式、逆行列について学び、連立１次方程式の
解を行列を用いて解く方法を学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

行列の掛け算が計算できる。(技能)

行列の基本変形を利用して連立一次方程式の解を求めることが
できる。(技能)

行列式の定義とその性質が理解できる。(知識・理解)

行列式の性質を利用して、その値を求めることができる。(技
能)

逆行列の定義を理解し、具体的に逆行列を求めることができ
る。(技能)

連立一次方程式の解を、行列式を用いて求めることができる。
(技能)

ベクトルの一次独立、一次従属の定義を理解し、具体的にベク
トルの組が一次独立か一次従属かの判定ができる。(知識・理
解)

行列の固有値と固有ベクトルの定義を理解し、具体的に計算に
より求めることができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

テキストを事前に読み次回の授業範囲を予習し、毎回授業の復
習をしておくことが大切です。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

行列や行列式の性質を理解し、掃き出し法が正確に使えるこ
と、また、行列の固有値と固有ベクトルを計算により求めるこ
とができることを評価の基準とする。
定期試験100%で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

「入門線形代数」三宅敏恒　著　1500円　
978-4-563-00216-9

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

線形代数は突き詰めれば、行列とベクトルの理論である
が、その計算に習熟して、行列や行列式、
連立１次方程式と線形写像が相互にかかわりあっているこ
とを理解することが大切です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．数ベクトル空間
２．行列の定義と特別な行列Ⅰ
３．行列の定義と特別な行列Ⅱ
４．行列の演算Ⅰ
５．行列の演算Ⅱ
６．行列式Ⅰ
７．行列式Ⅱ
８．クラメルの公式
９．逆行列
１０．掃き出し法による連立１次方程式の解法Ⅰ
１１．掃き出し法による連立１次方程式の解法Ⅱ
１２．掃き出し法による逆行列の計算Ⅰ
１３．掃き出し法による逆行列の計算Ⅱ
１４．行列の固有値と固有ベクトル
１５．行列の対角化



2019-S000009096-01数学Ｂ「SP（物理科学コース）」（複素関数論）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・２時限　　試験時間割：後日発表　　

成瀬　慶明

◎－－－　概要　－－－◎

　大学初年級で学習した微分積分は主に実変数に対する実数値
関数についてであった。微分積分の基礎を修得した理工系の学
生諸君が更に進んで高度の解析学を学ぼうとするとき、複素数
を基礎とする関数論に習熟することは理論上の立場からも、ま
た実際の応用面からも不可欠のものとして要求される。
　まず最初に基本事項として複素数を定義し、複素数と複素平
面との関係をみる。また極形式表現や四則演算についての諸性
質を調べる。更に複素数列や級数のの収束、発散の定義及び諸
性質を議論する。
　次に複素変数の複素数値関数の微分可能性及び正則性の定義
及び諸性質を議論する。この場合、複素平面内の位相について
も議論する。更にこのとき、実変数の偏微分との関係式、いわ
ゆるコーシー・リーマンの関係式がでてくる。次に、正則関数
について触れる。
　続いて複素関数論らしい定理としてコーシーの積分定理をと
りあげる。この定理を用いてコーシーの積分公式を議論する。
これは複素関数論の中で最も重要なものの一つである。この定
理を用いて、積分計算を行うことができる場合がある。更に続
いて、級数は収束領域内では正則関数であるが、逆に正則関数
は局所的には級数（テーラー級数）で表せることを議論する。
円環領域におけるローラン級数についても議論する。これらの
結果を踏まえて、関数の特異点及び留数を定義し留数の計算方
法を学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

複素関数と正則関数の基礎的な知識を理解できる。(知識・理
解)

複素関数の基本的な積分を計算できる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　教科書の、次回の授業範囲を読んでおくこと。(予習)
　前回の講義ノートをよく読み、とりあげた例題の解き方など
をよく理解しておくこと。(復習)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準：複素数の関数に対する微分積分の理論が理解できて
いるかを評価の基準とし，定期試験においては複素数の関数の
微分積分の計算とその応用が正しく行えるかを評価の基準とす
る．
評価方法：レポートと小テストの成績を20%、定期試験の成績
を80%で評価する。　

◎－－－　テキスト　－－－◎

　福嶋幸生･他著｢理工系のための複素関数論｣（学術図
書）ISBN9784780601688

◎－－－　参考書　－－－◎

「微分積分学」や「複素関数論」に関する本ならば何でも
よい。特に、指定しない。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１年次に学習した微分積分の知識が必要である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１. 準備事項
２.　基本事項
３.　複素関数
４.　複素微分
５.　正則関数
６.　複素積分
７.　Cachy の積分定理
８.　Cachy の積分表示
９.　関数の展開
10.　Laurent 級数展開
11.　孤立特異点の種類
12.　留数定理
13.　例題の解説
14.　演習
15.　まとめ　



2019-S000009095-01図形情報「SP」（エンジニアリンググラフィックス入門）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・３時限　　試験時間割：後日発表　　

梶山　喜一郎

◎－－－　概要　－－－◎

マルチメディアコミュニケーションで使われる言葉・文字・記
号は高校までに学んできた．新たに，マルチメディア領域の一
つである3次元の視覚表現の知識と技術を対象に講義を行う．
これらの視覚表現技術は古代の壁画，絵巻物などの絵画や、テ
クニカルイラスト、コンピュータグラフィックス，CADへと変
化を続けている．現在のコンピュータグラフィックス，IT(情
報技術)の発達は，だれもがこの視覚的なグラフィックスでの
コミュニケーションへの参加の機会を増やしてきた．．他人が
作成したグラフィックスを理解する・あるいは自分で他人のた
めにグラフィックスを作成する、これらの知識と手続きを修得
し，将来，グラフィックスで考え，説得する能力を持った技術
者・科学者・教育者として生かしてほしい．授業では知識をス
キルにするための演習も行う．

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 科学技術で用いる視覚表現は常に変化する．このため人類の
視覚表現の歴史についての基礎知識をもつ．(知識・理解)

2. グラフィックスから情報を理解する人間が犯しやすい誤りが
ある．これらの特徴を前もって知ることは大切である．(態
度・志向性)

3. 現在主流の図的表現の理論として投影理論がある．この知識
の体系を理解し，グラフィックスを作成できるようになる．
(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業は，前回の授業内容の積み重ねである．前回のノートを作
成して授業に参加してほしい ．欠席しても友達にノートを借り
てコピーし学習すること．(90分) 配布した資料は切り貼りし
て，講義ノートを完成しておくこと．(60分) シラバスを用い
て，今日の授業テーマは何かは頭に入れて楽しく参加してほし
い．以下の教材は授業中に説明するが，発展的な学習を望む受
講者は，大学や自宅のコンピュータで自習できる教材ホーム
ページを準備している．
・コンピュータグラフィックス・プログラミング入門
・CAD入門
・画像処理入門
・画像認識入門
・CGアニメーション
・物理運動CGシュミレーション
・フォト・リアリスティック・レンダリング
・科学情報の視覚化
・バーチャルリアリティーと立体視
・3Dプリント

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標を達成したかを判断するために，まず授業中に行う演
習を通してあなた一人で課題の処理ができるかを確認する．期
末試験では視覚表現の知識を言葉や図・画像で総合的に表現で
きるかを確認する．「授業参加に対する評価」が全体の50%，
「期末試験」が50%の評価である．授業参加の評価は，決めら
れた時間内での演習・課題等の提出を評価に加えるので，参加
しないものは減点していく．

◎－－－　テキスト　－－－◎

講義の資料はプリントでわたす．授業中にノートをとりこ
れらのプリントを張り付ければ，きちんとした講義ノート
ができるように指導する．市販のテキストは使用しない．

◎－－－　参考書　－－－◎

コンピュータグラフィックスに興味がある人は「ＣＧハン
ドブック，日本図学会編（森北出版）(ISBN
4-627-08080-9)」「マルチメディアコミュニケーション，
日本図学会編（共立出版）(ISBN 4-320-02866-X)」があ
る．

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

90分の授業を，静かに黒板を眺めるだけの座学にするので
なく，脳と体を動かし講義に参加してほしい．図をノート
に迅速に写すこと，定規・コンパスで立体図形を正確に描
くことも要求される．
この科目は「コンピュータシミュレーション」科目と関連
がある．

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. マルチメディアと視覚表現
2. コンピュータグラフィックスによる視覚表現
3. 視覚表現で用いる図形：つかめる実物とさわれない図形
4. 見えない立体図形を視覚化する
5. 人類の視覚表現の歴史
6. IT技術との関わり，WEB，CGアニメーション，物理運
動シュミレーション，立体視
7. 投影理論：光と影を利用した立体図形の視覚化
8. 立体図形を表現する幾何学モデル　ワイヤーフレーム、
サーフェイス、ソリッドモデル
9. 正投影（三面図）による視覚表現
10. グラフィックスによる立体・空間の解析
11. 斜投影による視覚表現
12. 軸測投影による視覚表現
13. 地形の視覚表現
14. 地球の視覚表現
15. まとめと期末試験の説明

◎－－－　URL　－－－◎

教材ホームページ　何を学ぶかを説明している．
(http://monge.tec.fukuoka-u.ac.jp/1index.html)



2019-S000009220-01図形情報Ⅰ「SE」（図形・形状処理）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・５時限　　試験時間割：後日発表　　

酒井　幸仁

◎－－－　概要　－－－◎

文化や科学は，形を表現することから育まれたということもできま
す．今の時代，身の回りには，多くの有形のモノと無形の情報が満
ちあふれています．無形とはいえ，人間に伝達するための媒体に
は，多種多様な形があります．人間の『考える，つくる，使う，改
める』等の知的能力は，人間を行動へといざなうための様々な形を
創造してきました．新しい形を求めたり，形に新しい工夫を施した
りし，機能や性能を進歩向上させる生産的な活動を繰り返すこと
で，日々新しいモノが生まれ続けています．このような形による技
術の発展は，生活を豊かにし，文化を形成してきたといえます．
この講義では，図形・形状処理工学（CAD工学），機械工学，情報
工学，メディア工学の立場から，図形科学，コンピュータグラ
フィックスを中心に，理工学的理解に基づく図形の空間構造，計測
情報等について，できるだけ幅広く話題提供し，形の理解に深く結
びつくように学習していきます．空間の中の形の要素，道具を用い
た形の図示，計算機による形の提示等，身の回りにあるモノの形状
を記録・表現・伝達するための知識・方法・技術を相互に学べたら
と考えています．また，図示するという伝達手法は，理解を容易に
する，概念を示す，行動へといざなうといった働きをもちます．視
聴覚教材をもとに，それらがどのように文化と科学を育んだのか考
えられるようにもできたらと思います．

指導方法
1．講義科目なので，基本的にPowerPointと書画カメラを使って授業
をします．視聴覚教材を利用します．テーマによって実習・演習・
宿題も取り入れます．作図をするので三角定規・定規・コンパスを
用意して下さい．
2．講義毎に資料を配付します．PowerPointの補足や板書の内容を書
き込み，適切にまとめる工夫をして下さい．
3．インタラクティブな講義形式になるように，積極的な発言を求
めます．

◎－－－　到達目標　－－－◎

1．道具を用いて図形・形状を図示する原則と手法について学び，
モノの形状を正確に読み取り，人間の視覚系の機能を踏まえて形を
理解・把握できるようになる．(知識・理解)

2．図形・形状をディスプレイに表示する原理と手順について学
び，計算機がモノの形状を適切に処理するためのデータ表現・変換
理論・演算方法を理解・説明できるようになる．(知識・理解)

3．道具を用いて図形・形状を図示する原則と手法を踏まえた上
で，図形・形状をディスプレイに表示する原理と手順を説明できる
ようになる．(技能)

4．自ら主体的に，道具を用いて図形・形状を図示する実習・演習
に取り組むことができる．(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

理解度を確認するために宿題を課します．配付資料，実習・演習等
の成果物を確認し備えておくこと（目安30分）．配付資料，実習・
演習・宿題をもとに習慣的に復習し，知識・方法・技術が定着する
ように努めて下さい（目安30分）．テキストを利用しませんので，
講義毎に配付される資料等を適切に整理し，講義資料を完成させて
いくようにして下さい．後で見直して分かるかを考えて色々工夫し
てみて下さい（目安30分）．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標の達成度を期末試験100%で評価します．評価の際には，
福岡大学の成績評価基準に準拠し，特に『知識・理解，思考・判
断，技能・表現』の観点を重視します．

◎－－－　テキスト　－－－◎

利用しません．講義毎に資料を配付します．

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

代数幾何に関連する基礎的な知識を有していることが望ま
しいです．

◎－－－　授業計画　－－－◎

【第1回　ガイダンス】
【第2－7回　構造と形　空間の中の形の要素】
形と次元（講義・実習）／幾何要素（講義・演習）／幾何
判定（講義・演習）
【第8－11回　計測と形　道具を用いた形の図示】
3次元から2次元（講義・実習・宿題）／2次元から3次元
（講義・実習・演習）
【第12－14回　計測と形　計算機による形の提示】
図形・形状の記述（講義・演習）／図形・形状の演算（講
義）／図形・形状の表示（講義）
【第15回　まとめ】
以上は予定です．興味・関心や討論によるフィードバック
をもとに変更されます．



2019-S000009222-01図形情報Ⅱ「SE」（コンピュータグラフィックス・ヒューマンインタフェース）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・５時限　　試験時間割：後日発表　　

酒井　幸仁

◎－－－　概要　－－－◎

コンピュータグラフィックスは，機械によって人間の創造的な活動
を支援する技術といえます．例えば，図形・形状を扱う設計では，
人間と機械による作業が調和することで，人間の創造的な能力を高
めるための働き合いが生み出されることが期待できます．
「図形情報Ⅰ」で，道具を用いて図形・形状を図示する原則と手法
について学び，モノの形状を正確に読み取り，人間の視覚系の機能
を踏まえて形を理解・把握できるように，更に，図形・形状をディ
スプレイやスクリーンに表示する原理と手順について学び，計算機
がモノの形状を適切に処理するためのデータ表現・変換理論・演算
方法を理解・説明できるようになりました．
この講義では，図形・形状処理工学（CAD工学），機械工学，情報
工学，メディア工学の立場から，コンピュータグラフィックス，
ヒューマンインタフェースを中心に，計算機による形の提示，計算
機との対話的な通信等，図形・形状を記録・表現・伝達するための
記述・演算・表示・操作について学び，人と計算機との関係理解に
結びつくように学習していきます．グラフィックスをプログラミン
グするばかりでなく，インタラクティブな環境の中で人と機械・情
報・電気系システムが相補的に作用することについて学べたらと考
えています．

指導方法
1．基本的にPCと書画カメラを使って授業をします．プログラミン
グによる実習・演習を行います．
2．講義については，必要に応じて資料を配付します．資料の補足や
板書の内容を書き込み，適切にまとめる工夫をして下さい．実習・
演習については，実習演習資料の他，参考書籍を貸し出します．
3．インタラクティブな講義形式になるように，積極的な発言を求め
ます．

◎－－－　到達目標　－－－◎

1．実際の図形・形状と同じ理解を得るため必要な，計算機による3
次元図形表示の基礎を理解し，それを計算機によって実践すること
で，3次元図形表示に関するプロセスを説明できるようになる．(知
識・理解)

2．経験による直感的な理解が人間を行動へといざなうという観点か
ら，図形・形状の計算機による入出力について検討でき，人間と機
械との境界の設計指針に身体性を考慮できるようになる．(知識・理
解)

3．自ら主体的に，図形・形状をディスプレイに表示する実習・演習
に取り組むことができる．(態度・志向性)

4．他者と協力しながら，図形・形状をディスプレイに表示する実
習・演習に取り組むことができる．(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義と実習・演習が相互に関連し，各回の授業は前回の成果を基礎
にした内容になっています．配付資料による予習，実習・演習後に
よる復習から，知識・方法・技術が定着するように努めて下さい
（目安30分）．また，各回の授業に関する内容を事前に調査してお
くと，講義の理解を深められます（目安30分）．実習・演習前後に
は，それを応用して開発してみたいアプリケーションを考えてみて
下さい（目安30分）．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標の達成度を期末試験と平常点（実習・演習等）をもとに総
合的に評価します．期末試験と平常点の重みは同程度を目安としま
す．評価の際には，福岡大学の成績評価基準に準拠し，特に『知
識・理解，思考・判断，技能・表現』の観点を重視します．

◎－－－　テキスト　－－－◎

利用しません．必要に応じて資料を配付します．実習・演
習の際には，参考書籍を貸し出します．

◎－－－　参考書　－－－◎

適宜，授業中に紹介します．

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

『図形情報Ⅰ』の単位を修得済みで，プログラミングに関
連する基礎的な知識・技能を有していることが望ましいで
す．

◎－－－　授業計画　－－－◎

【第1回　ガイダンス】
【第2－4回　計算機】
プログラム（講義）／実習・演習環境の設定（実習）
【第4－8回　プログラミング】
サンプルプログラムの実行，表示（実習・演習）／計算，
繰り返し，配列，条件（1）（実習・演習）／計算，繰り
返し，配列，条件（2）（実習・演習）／その他（実習・
演習）
【第9－12回　計算機による形の提示】
3次元図形とその表示（講義）／幾何操作，視点操作（講
義・実習・演習）／その他（実習・演習）／照光処理（講
義・実習・演習）
【第13－14回　計算機との対話的な通信】
入力装置とその処理（1）（実習・演習）／入力装置とそ
の処理（2）（講義・実習・演習）
【第15回　まとめ】
以上は予定です．興味・関心や討論によるフィードバック
をもとに変更されます．



2019-S000009097-01統計「SM」（推定と検定）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・１時限　　試験時間割：後日発表　　

天羽　隆史

◎－－－　概要　－－－◎

はじめに、与えられたデータを処理するための記述統計学を学
ぶ。もう少し具体的には、1次元データに対して度数分布表・
ヒストグラム・箱ひげ図がどのように対応するかを学び、2次
元データに対しては共分散と散布図の関係、回帰直線の求め方
を学ぶ。次に、その記述統計学に確率論の知識を援用すること
で、未知の母集団に対して、その特性をよく表す量(母数と呼
ばれる)の推定、母数に関して述べられた仮説を検定する手法
を学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1次元データの度数分布表・ヒストグラム・箱ひげ図、それら
の関係を理解している。(知識・理解)

2次元データの共分散とその散布図の関係を理解している。(知
識・理解)

確率変数と実現値の関係を理解している。(知識・理解)

与えられた1次元データの度数分布表・ヒストグラム・箱ひげ
図が描ける。(技能)

与えられた2次元データの回帰直線の式を求めることができ
る。(技能)

確率論と記述統計学の基本的な事実・概念を用いて、様々な母
数の推定が出来る。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

レポート課題を出すので、講義ノート・内容を良く復習して課
題に取り組むこと。(復習90分)
教科書、もしくは配られた講義資料に目を通して予習しておく
こと。(予習90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験による評価 70% (到達目標に記した(1--6)の到達度を評
価の基準とする)
レポート課題を含めた平常点による評価 30% (到達目標に記し
た(1--6)の到達度を評価の基準とする)

◎－－－　テキスト　－－－◎

高橋麻奈(著) ここからはじめるー統計学の教科書, 朝倉書
店(2012), ISBN：9784254121902

◎－－－　参考書　－－－◎

数理統計入門 松本裕行 (著), 宮原孝夫 (著), ISBN
978-4873611747
統計学I, 種村秀紀 (著), 澁谷幹夫 (著), 出版社: 数学書房,
ISBN-10: 4903342840, ISBN-13: 978-4903342849

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

教科書で足りない部分に関しては、資料などを配布して補
う。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 統計学の基礎
2. 1次元のデータ
3. 2次元のデータ
4. 確率
5. 確率変数
6. 確率分布(1)
7. 確率分布(2)
8. 多次元の確率分布
9. 大数の法則と中心極限定理(1)
10. 大数の法則と中心極限定理(2)
11. 標本分布
12. 正規分布からの標本
13. 推定
14. 仮説検定
15. まとめと演習



2019-S000009097-02統計「SP，SC」（データを読む）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・５時限　　試験時間割：後日発表　　

坂田　繁洋

◎－－－　概要　－－－◎

　自分の関心をもっている事柄についてのデータを得たとき、
その状況を理解するためにはまずデータを整理して、その特徴
を明確にする必要がある。またそのデータから物事の判断を下
したり行動を決定したりするには、データを分析してより詳し
い情報を引き出さなければならない。さらに、データの特徴を
はっきりさせるにも情報を取り出すにも、周りの人々に受け入
れられるような論理的に筋の通った方法を用いることが求めら
れる。
　本講義で学ぶ統計学は、このような要求に応えるデータの整
理・分析の理論である。主な内容は、
　・与えられたデータを整理し、その特徴を明らかにするいく
つかの方法を学ぶ。特に、データを表現する方法、データ全体
を一つの数値で表すこと、データの広がり具合いを数値で表す
ことについて述べる。また、二種類のデータの間の関連を把握
したり特徴づける方法についても述べる。
　・統計学を理論的に記述するための言葉である確率論につい
て、特に確率変数といくつかの代表的な確率分布のあつかいに
ついて学ぶ。
　・母集団（全体）の性質がどのように標本（部分）に反映し
ているかを標本分布を通して調べる。
　・以上の知識を用いて、区間推定・仮説検定についての基本
的な事項を学ぶ。
などである。

◎－－－　到達目標　－－－◎

データの整理法を理解し、実践できるようになる。(技能)

確率や確率分布の考え方を理解し、計算ができる。(知識・理
解)

様々な統計量を理解し、応用ができるようになる。(知識・理
解)

推定、検定の考え方を理解し、応用ができるようになる。(技
能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　後半の推測統計を学ぶには、前半で学ぶ記述統計への理解が
前提となる。理解を積み重ねるため、毎週の講義内容を復習す
ることが欠かせない。（１回の授業あたり３０分が目安。）ま
た、統計は実学である。特に、記述統計、推測統計を学ぶとき
には、演習問題等を解く習慣をつけてほしい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験のみで評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

高橋麻奈(著)
ここからはじめるー統計学の教科書
朝倉書店(2012)
ISBN：9784254121902

◎－－－　参考書　－－－◎

　この講義で話す内容の参考書は数多くある。ここではあ
げないが、必要と思うものは担当者にたずねてみること。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　統計手法は、実験科学を学ぶものにとって欠くことので
きない基礎知識である。他の科目で扱うデータを意識して
学ぶことが理解の方法である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．データの表現
　（度数分布表・ヒストグラムなど）
２．データ全体を代表する数値
　（平均などの代表値について）
３．データの散らばり度合いをはかる
　（分散・標準偏差など）
４．二種類のデータの関連を調べる
　（散布図・相関係数・回帰直線など）
５．確率について
６．確率変数とは
７．よく使われる確率分布
８．母集団と標本
９．標本分布の性質
１０．点推定と区間推定
１１．母平均の区間推定
１２．検定の考え方
１３．検定における判断の誤りと両側・片側検定
１４．母平均の検定
１５．まとめ



2019-S000009097-03統計「SE」（データを読む）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・２時限　　試験時間割：後日発表　　

山田　直記

◎－－－　概要　－－－◎

　自分の関心をもっている事柄についてのデータを得たとき、
その状況を理解するためにはまずデータを整理して、その特徴
を明確にする必要がある。またそのデータから物事の判断を下
したり行動を決定したりするには、データを分析してより詳し
い情報を引き出さなければならない。さらに、データの特徴を
はっきりさせるにも情報を取り出すにも、周りの人々に受け入
れられるような論理的に筋の通った方法を用いることが求めら
れる。
　本講義で学ぶ統計学は、このような要求に応えるデータの整
理・分析の理論である。主な内容は、
　・与えられたデータを整理し、その特徴を明らかにするいく
つかの方法を学ぶ。特に、データを表現する方法、データ全体
を一つの数値で表すこと、データの広がり具合いを数値で表す
ことについて述べる。また、二種類のデータの間の関連を把握
したり特徴づける方法についても述べる。
　・統計学を理論的に記述するための言葉である確率論につい
て、特に確率変数といくつかの代表的な確率分布のあつかいに
ついて学ぶ。
　・母集団（全体）の性質がどのように標本（部分）に反映し
ているかを標本分布を通して調べる。
　・以上の知識を用いて、区間推定・仮説検定についての基本
的な事項を学ぶ。
などである。

◎－－－　到達目標　－－－◎

データの整理法を理解し、実践できるようになる。(知識・理
解)

確率や確率分布の考え方を理解し、計算ができる。(知識・理
解)

様々な統計量を理解し、応用ができるようになる。(知識・理
解)

推定、検定の考え方を理解し、応用ができるようになる。(技
能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　後半の推測統計を学ぶには、前半で学ぶ記述統計への理解が
前提となる。理解を積み重ねるため、毎週の講義内容を復習す
ることが欠かせない。また、統計は実学である。特に、記述統
計、推測統計を学ぶときには、演習問題等を解く習慣をつけて
ほしい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　到達目標に掲げた項目について理解しているかを評価基準と
する。
定期試験(100％)で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

高橋麻奈(著)
ここからはじめるー統計学の教科書
朝倉書店(2012)
ISBN：9784254121902

◎－－－　参考書　－－－◎

　この講義で話す内容の参考書は数多くある。ここではあ
げないが、必要と思うものは担当者にたずねてみること。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　統計手法は、実験科学を学ぶものにとって欠くことので
きない基礎知識である。他の科目で扱うデータを意識して
学ぶことが理解の方法である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．データの表現（度数分布表・ヒストグラムなど）
２．データ全体を代表する数値（平均などの代表値につい
て）
３．データの散らばり度合いをはかる（分散・標準偏差な
ど）
４．二種類のデータの関連を調べる（散布図・相関係数・
回帰直線など）
５．確率について
６．確率変数とは
７．よく使われる確率分布
８．母集団と標本
９．標本分布の性質
１０．点推定と区間推定
１１．母平均の区間推定
１２．検定の考え方
１３．検定における判断の誤りと両側・片側検定
１４．母平均の検定
１５．まとめ



2019-S000009087-01物理学Ａ「SM」（質点の力学）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・４時限　　試験時間割：後日発表　　

河辺　幸子

◎－－－　概要　－－－◎

　物理学は、自然現象のより基本的な法則をみつけようとする学
問で、自然現象の法則を数式を用いて表します。現象と数式を結
びつけるという物理学の方法は、最初は理解が難しく感じること
もありますが、その筋道をいったん身につけると、多くのことは
暗記せずに基本法則から出発してさまざまな現象を解明できるこ
とがわかります。本講義で扱う力学は、物理学の方法が分かりや
すく現れている分野です。これらを学ぶことにより、物理を学ぶ
楽しさを知り、思考力を養い、理工系の分野を学ぶ時に必要な基
礎的な力を身につけることができるでしょう。

　物理学Ａでは、「質点の力学」を学びます。
「質点」とは物体の持つ諸性質のうち質量だけを考え、物体を
“質量を持った点”と抽象化（あるいはモデル化）したもので
す。「質点の力学」では物体を質点と見て、運動を扱います。こ
れにより、ボールの運動から惑星の運動まで扱うことができま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

自然現象の法則を数式を用いて表す物理学の方法を講義の個々の
内容を通じて理解する。(態度・志向性)

質点の位置を位置ベクトルで表し、その時間変化の割合である速
度、さらにその時間変化の割合である加速度を理解し、それらに
より質点の運動を調べる方法を理解する。(知識・理解)

力学の基本法則であるニュートンの運動の法則は微分方程式で表
され、運動方程式と呼ばれる。運動方程式を用いて基礎的な物体
の運動（放物運動、単振動、万有引力を受ける物体の運動など）
を調べることができるようになる。(知識・理解)

仕事、運動エネルギー、位置エネルギー、力学的エネルギー保存
の法則の意味を理解する。(知識・理解)

物体の運動を記述するには座標系を用いる。ニュートンの運動方
程式が成り立つ座標系である慣性系を理解し、この慣性系に対し
て加速度運動をする座標系の上にいる時に現れる見かけの力（慣
性力）について理解する。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　物理学は、積み重ねの学問です。復習を確実に行ってください
（学習目安時間30-60分程度）。ポイントは、『物理量の定義』と
『法則の意味』を理解し覚えることです。
　更に自分で問題を解くことによって、理解が定着します。その
助けになるように、復習課題を数回提出してもらいます（各学習
目安時間90-120分程度）。
ただし学習目安時間はあくまで目安で、習得には個人差がありま
すので目安時間にはとらわれず、自分が納得できる学習を行って
ください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　質点の力学に関して物理学Ａで学んだ事項に関しての演習問題
の解答に至る過程を筋道立てて説明できること、つまり解答を得
るために必要な考え方、必要な式の意味を説明し、必要な式を記
し、それらの式から解答が導かれる過程を簡潔に示した上で、解
答を記すことができることを評価の基準とします。
　原則として定期試験を８割、数回の課題レポートを２割の割合
で評価します。ただし課題が２割に満たなくても、定期試験にお
いて６０点以上得点すれば合格とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

小出昭一郎著　物理学（裳華房）第１章 、1975年発行、
2200円
ISBN978-4-7853-2074-4

◎－－－　参考書　－－－◎

　テキストの巻末に、物理学の分野別に詳しく参考図書が
紹介されているので、参考にしてください。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

力学の基礎を学びますので、高校の数学を習得していれ
ば、大丈夫です。但し、前記の通り、物理は積み重ねの学
問なので、毎回の授業の復習を確実にしてください。後期
に開講される物理学Ｂは、この物理学Ａと連続しているの
で、物理学Ｂを受講しようと思う場合は、物理学Ａを受講
しておくことが望ましいです。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　　質点
２　　ベクトル
３　　変位と速度
４　　加速度
５　　力と慣性
６　　放物運動
７　　単振動
８　　束縛運動
９　　単振り子
１０　仕事と運動エネルギー
１１　保存力とポテンシャル
１２　位置のエネルギー
１３　平面運動の極座標表示
１４　万有引力と惑星の運動
１５　ガリレイ変換と回転座標系



2019-S000009087-02物理学Ａ「SC」（質点の力学）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・２時限　　試験時間割：後日発表　　

端山　和大

◎－－－　概要　－－－◎

物理学は力学、電磁気学、熱・統計力学、量子力学を大きな柱と
して成り立っている。初回の講義では体系としての物理学の概説
を行う。本授業,物理学Aではこのうちの力学、特に質点の力学に
ついて学ぶ。力学は極めて明快で簡潔な理論体系をなしており、
力学で「運動を解く」道筋は以下のようになっている。まず物体
に働く力が位置の関数で与えられると、運動方程式を書くことが
できる。次に、運動方程式は位置の時間に関する2階の微分方程
式になっているので、2回積分して一般解を求める。最後に、一
般解の中には2つの積分定数が含まれているので、ある時刻にお
ける位置と速度を与えると、物体の位置は時間の関数として一意
的に決定される。こうして物体の運動が完全に決まる事になる。
　授業では物体の位置を定量的に表すこと、位置の時間的な変化
の割合が速度であること、速度の時間的な変化の割合が加速度で
あることを理解することから始める。この加速度と力の関係が運
動方程式であり、上記の道筋をたどることで、物体の様々な運動
を記述することができる。いくつかの例について、この道筋で物
体の運動が決められることを学ぶ。また、物理学の重要な概念で
ある「ポテンシャル」を重力を例に学び、「場」の考え方につい
てもふれる。さらに物理学の重要な法則であるエネルギー保存の
法則を学び、その成立条件についても学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

力が与えられると運動方程式を微分方程式の形で書き下すことが
できる。(知識・理解)

物理学における重要な概念である、保存力とポテンシャルについ
て理解することができる。(知識・理解)

エネルギー保存則が理解できる(知識・理解)

運動方程式の一般解を求めることができる(技能)

初期条件から物体の運動を決定することができる。(技能)

保存力が与えられるとそのポテンシャルを書くことができる。
(技能)

. エネルギー保存則を使って物体の位置と速度の関係を求めるこ
とができる。(技能)

授業中に演習問題の解答を明確かつ論理的に説明することができ
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：授業の該当箇所を、1時間程度を使って調べることを推奨
する。
復習：週に3時間程度、授業中に出すレポートを解いたり、参考
書に挙げた本の中の問題を解いたりすることによって理解を深め
ていくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準：到達目標の達成度をはかる問題を解くことができる。
レポートを解き、期限内に提出する。
評価方法：基本的には定期試験の結果を70％、授業中の演習問
題・レポートへの取り組みを30％として評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

小出昭一郎著　物理学（裳華房）第１章

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　本授業は高校で物理を学んでいることを前提とはしませ
ん。力学を初めて学ぶ人を念頭に置いて基礎から講義しま
す。実際，高校で教えられる物理とはアプローチの仕方が
かなり異なります。従って「高校で物理を学んでいないか
ら本講義が理解できない」とか，「高校で学んだ物理と全
く同じだ」といった間違った観念にとらわれないようにし
て下さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　体系としての物理学，物理学の概観
２　質点とは、物理量とベクトル

３　変位と速度
４　加速度（１）
５　加速度（２）
６　力と慣性
７　放物運動
８　単振動
９　束縛運動、単振り子
10　仕事と運動エネルギー
11　保存力とポテンシャル
12　位置のエネルギー
13　エネルギーの保存則
14　平面運動の極座標表示
15　万有引力と惑星の運動



2019-S000009088-01物理学Ｂ「SM」（質点系と剛体）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・４時限　　試験時間割：後日発表　　

河辺　幸子

◎－－－　概要　－－－◎

　物理学は、自然現象のより基本的な法則をみつけようとする学問
で、自然現象の法則を数式を用いて表します。現象と数式を結びつ
けるという物理学の方法は、最初は理解が難しく感じることもあり
ますが、その筋道をいったん身につけると、多くのことは暗記せず
に基本法則から出発してさまざまな現象を解明できることがわかり
ます。本講義で扱う力学は、物理学の方法が分かりやすく現れてい
る分野です。これらを学ぶことにより、物理を学ぶ楽しさを知り、
思考力を養い、理工系の分野を学ぶ時に必要な基礎的な力を身に付
けることができるでしょう。

　　物理学Ｂでは、「質点系と剛体」の力学を学びます。
質点系とは、2個以上の質点の集りです。一般の物質は多数の質点の
集り(質点系)と考えることができます。講義の前半では質点系を扱う
のに必要な事項を学び、後半では固体をモデル化して、まったく変
形しない質点の集まり（剛体）として扱う方法を学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

質点系（質点の集まり）の運動を扱うために、重心の運動と個々の
質点の重心に対する相対運動に分けて考える。この方法を理解す
る。(知識・理解)

運動量保存則と角運動量保存則を理解し、これらにより取り扱うこ
とのできる基礎的な問題が解けるようになる。(知識・理解)

物体を点ではなく、大きさや形のあるものとして扱うとき、固体を
モデル化して、全く変形しない質点の集まり（剛体とよぶ）として
扱う。剛体の運動は並進運動だけでなく回転運動も考えなくてはな
らない。これらの取り扱い方を理解する。(知識・理解)

剛体がつりあうときの条件を学び、基礎的な問題が解けるようにな
る。(知識・理解)

固定軸の周りの剛体の運動を扱い方を学ぶ。それにより扱える基礎
的な剛体の平面運動の問題が解けるようになる。(知識・理解)

固定軸の周りの剛体の運動を扱う際に慣性モーメントという量が現
れる。この量は剛体の形、質量分布、固定軸の取り方によって決ま
る。いくつかの例について慣性モーメントを計算できるようにな
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　物理学は、積み重ねの学問です。復習を確実に行ってください
（学習目安時間30-60分程度）。ポイントは、『物理量の定義』と
『法則の意味』を理解し覚えることです。
　更に自分で問題を解くことによって、理解が定着します。その助
けになるように、復習課題を数回提出してもらいます（各学習目安
時間90-120分程度）。
ただし学習目安時間はあくまで目安で、習得には個人差があります
ので目安時間にはとらわれず、自分が納得できる学習を行ってくだ
さい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　質点系と剛体に関して物理学Ｂで学んだ事項に関しての演習問題
の解答に至る過程を筋道立てて説明できること、つまり解答を得る
ために必要な考え方、必要な式の意味を説明し、必要な式を記し、
それらの式から解答が導かれる過程を簡潔に示した上で、解答を記
すことができることを評価の基準とします。
　原則として定期試験を８割、数回の課題レポートを２割の割合で
評価します。ただし課題が２割に満たなくても、定期試験において
６０点以上得点すれば合格とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

小出昭一郎著　物理学(裳華房）第２章、1975年発行、
2200円
ISBN978-4-7853-2074-4

◎－－－　参考書　－－－◎

　テキストの巻末に、物理学の分野別に詳しく参考図書が
紹介されているので、参考にしてください。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

物理学Ｂは、前期に開講される物理学Ａから連続していま
すので、物理学Ａを習得していることが望ましいです。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　　二体問題
２　　重心とその運動(1)
３　　重心とその運動(2)
４　　運動量と角運動量
５　　運動量保存則と衝突(1)
６　　運動量保存則と衝突(2)
７　　重心運動と相対運動
８　　質点系の角運動量
９　　剛体とそのつりあい
１０　固定軸の周りの剛体の運動
１１　慣性モーメントの計算(1)
１２　慣性モーメントの計算(2)
１３　剛体の平面運動(1)
１４　剛体の平面運動(2)
１５　まとめ



2019-S000009088-02物理学Ｂ「SC」（多体系の力学、電磁気学の基礎）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・２時限　　試験時間割：後日発表　　

端山　和大

◎－－－　概要　－－－◎

物理学は力学、電磁気学、熱・統計力学、量子力学を大きな柱
として
成り立っている。そのうち物理学Bでは、物理学Aで学んだ質
点の力学
を基礎に、複数の質点からなる「質点系」の力学を学ぶことか
ら始め
る。ニュートンの運動の第2法則「作用反作用の法則」を学
び、物理学
の重要な概念である運動量や角運動量とは何か、またその保存
則につい
て学ぶ。さらに2体問題を重心運動と相対運動という形で記述
すること
によって、運動をより直感的に理解できることを学ぶ。授業の
最後の5
回は、クーロンの法則、ガウスの法則などを中心に、電磁気学
の基礎を
学ぶ。特に、電磁気学を「場」という考え方で理解する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

質点系での力の働き方を正しく理解できる。(知識・理解)

運動量、角運動量とは何か、またそれらの保存則について理解
できる。
(知識・理解)

静電場を例に「場」とは何か、力と場の関係について理解でき
る。(知識・理解)

2体問題を、重心の運動と相対運動という形で記述できる。(技
能)

運動量、角運動量についての問題を解くことができる。(技能)

クーロンの法則、ガウスの法則を用いて簡単な例題を解ける。
(技能)

授業中に演習問題の解答を明確かつ論理的に説明することがで
きる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：授業の該当箇所を、1時間程度を使って調べることを推
奨する。
復習：週に3時間程度、授業中に出すレポートを解いたり、参
考書に挙げた本の中の問題を解いたりすることによって理解を
深めていくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準：到達目標の達成度をはかる問題を解くことができ
る。レポートを解き、期限内に提出する。
評価方法：基本的には定期試験の結果を70％、授業中の演習問
題・レポートへの取り組みを30％として評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

小出昭一郎著「物理学」(裳華房) ISBN-13:
978-4785320744　第2章質点系と剛体、第6
章静電場、第7章電流と磁場

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 二体問題、作用反作用の法則
2. 質量中心、換算質量
3. 重心とその運動
4. ベクトル積
5. 運動量と角運動量
6. 運動量保存則と衝突
7. 弾性衝突、非弾性衝突
8. 重心運動と相対運動
9. 衝突問題の具体例(1)
10. 衝突問題の具体例(2 )
11. 電場とクーロンの法則
12. ガウスの法則
13. 平板上に分布する電荷の電場
14. 電位
15. 球体に分布する電荷の電場と電位



2019-S000009089-01化学Ａ（身近な現象から学ぶ化学）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・１時限　　試験時間割：後日発表　　

林田　修

◎－－－　概要　－－－◎

「身の回りの物質や現象」を題材にして、物質の化学という観
点からの講義を行います。はじめに、すべての物質の化学的性
質は，その物質の構成単位である微視的な粒子（原子・分子）
の性質によって決まるということを学びます。例えば、アサガ
オの花の色が部分的に変色する現象などは土壌が酸性か塩基性
かの化学的性質に関係していることを理解します。また、洗剤
やドライクリーニング溶剤を使った洗濯で汚れが落ちる理由を
化学の観点から理解し、環境にやさしい洗濯を実施するための
ヒントなどを学びます。その他にも、木の机、金属の鍋、陶器
やガラスの器、プラスチックの容器、紙のノート、天然繊維や
合成繊維の服など、多種類の材料がさまざまな用途に使われて
います。これら材料はすべて「原子・分子」から構成される物
質であり、材料の特徴を理解するためには、そのような原子や
分子がどのように結びついてできているかを化学の視点で考え
ることが大切です。化学の立場から身近な現象や身の回りの物
質を取り上げて、それらの本質に迫ることにより、疑問や不思
議を解き明かしていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

身の回りの単純な物質であれば専門用語を用いて説明できる。
(知識・理解)

簡単な化学反応であれば反応式で表せる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義内容をよく理解するために教科書の予習と復習を奨めま
す。次回の授業範囲を予習し、知らない用語の意味を理解して
おくこと（90分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

＜評価基準＞
身の回りにみられる現象や暮らしの中の物質に関して、化学の
基本的なしくみについて理解し、説明できるかを評価の基準と
する。
＜評価方法＞
毎回のレポートと定期試験の結果をもとに、到達目標に照らし
て評価する。
＜割合＞
レポート（２割）と定期試験（８割）を原則として評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

日本化学会編「化学、身近な現象・物質から学ぶ化学のし
くみ」（化学同人）

◎－－－　参考書　－－－◎

日本化学会編「化学ってそういうこと！」（化学同人）

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．物質を粒子として見る
　　物質を構成する粒子など
２．身の回りの物質を見てみる
　　原子・分子など
３．物質を特徴づける性質を調べる
　　密度、融点、沸点など
４．物質の状態を決める要因
　　微粒子の運動を直接観察するなど
５．すべての物質は原子からできている
　　周期表の読み方など
６．物質中の原子はどう結びついているか
　　身の回りの化合物など
７．分子は原子の結合によってできている
　　共有結合によるいろいろな分子など
８．身近な現象から溶液の性質を学ぶ
　　溶液のおもしろい現象など
９．化学反応とはどのような変化か
　　身の回りの化学反応など
１０．化学反応式を使って化学反応を表す
　　化学反応式のなりたちなど
１１．身の回りの酸と塩基を考える
　　酸性、塩基性の考え方など
１２．酸化と還元のしくみを考える
　　電子の動きから酸化と還元を考えるなど
１３．光とは何か
　　身の回りの現象から光の原理を学ぶなど
１４．光を化学エネルギーに変える
　　身の回りの花の色など
１５．まとめ



2019-S000009090-01化学Ｂ（くらしを支える化学）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・１時限　　試験時間割：後日発表　　

林田　修

◎－－－　概要　－－－◎

私たちの身の回りには、たくさんの物質があります。自然界に
ある物質、人工的につくられた物質、様々な物質に囲まれ、そ
れらを利用しながら私たちは生活しています。本講義では、こ
れらの物質の正体を調べるためにどのような見方をすればよい
のか、また物質がどのようなものからできているのかを探って
いきます。また、自然界に起こる様々な現象はすべて物質がか
かわっています。すべての物質を構成する粒子の考え方を使っ
て身近な現象を説明していきます。例えば、紙や木が燃えると
いう現象については、紙や木に含まれる炭素が空気中の酸素と
急激に化学反応を起こして、二酸化炭素や一酸化炭素という新
しい物質が生まれることを学びます。このように、化学反応と
は何か、化学反応を式で表す方法を含めて学ぶことにします。
また、地球上で起こる自然現象は、太陽からの光のエネルギー
によって影響を受けていることが多く、植物や人間を含めて動
物が生きていけるのも太陽のおかげです。そこで、光とは何か
を理解し、光をエネルギーの一つの形としてとらえることに
よって、光と物質の関係についても学んでいきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

身の回りの簡単な化学現象であれば専門用語を用いて説明でき
る。(知識・理解)

簡単な分子の構造であれば共有結合を使って書ける。(知識・
理解)

簡単な化学反応であれば反応式で表せる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義内容をよく理解するために教科書の予習と復習を奨めま
す。次回の授業範囲を予習し、知らない用語の意味を理解して
おくこと（90分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

＜評価基準＞
身の回りにみられる現象や暮らしの中の物質に関して、化学の
基本的なしくみについて理解し、説明できるかを評価の基準と
する。
＜評価方法＞
毎回のレポートと定期試験の結果をもとに、到達目標に照らし
て評価する。
＜割合＞
レポート（２割）と定期試験（８割）を原則として評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

齋藤勝裕「あなたと化学」（裳華房）

◎－－－　参考書　－－－◎

岡野光俊「化学のちから」（裳華房）

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．原子と分子
　　原子の種類を表す元素記号など
２．気体の状態と性質
　　空気の組成など
３．水の特性と物質の状態
　　水の構造や水素結合など
４．化学反応とエネルギー変化
　　酸・塩基や反応エネルギーなど
５．金属の多彩な性質
　　金属元素の種類など
６．有機化学
　　有機化合物の性質など
７．生体分子の化学
　　糖類や脂質、たんぱく質など
８．分子膜のはたらき
　　セッケンや細胞膜など
９．食料品の化学
　　食品添加物など
１０．医薬品の化学
　　薬分子と生体分子の相互作用など
１１．高分子の化学
　　プラスチックと合成繊維など
１２．発光と化学エネルギー
　　化学電池や有機ELなど
１３．原子力と放射線の化学
　　放射能など
１４．家庭の化学
　　キッチン、バスで使うものなど
１５．まとめ



2019-S000009511-01地学Ａ（地球を作る物）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・１時限　　試験時間割：後日発表　　

上原　誠一郎

◎－－－　概要　－－－◎

　地球は約46億年前に太陽系の一つの惑星として誕生しまし
た。そして、40－35億年前に最初の生命が生まれました。非常
に長い時間スケールと広い空間スケールの中で地球圏は現在の
広く海と緑に覆われた地球表層を得ることができました。一見
平穏な地球環境に見えますが、地球は現在も活動的な惑星で、
世界中のいたるところで地震や火山噴火をおこしています。さ
らに、過去に数回大きな環境変動を経験しています。今から２
億５千年前には地上のほとんどの生物が絶滅する大きな環境の
悪化があり、また、６千５百万年前には隕石の衝突？によって
恐竜が絶滅しました。そして、現在、従来の生物ではなしえな
かった特異な人類活動は地球表層に大きな影響を与える事にな
りました。
　地球圏科学で取り扱う現象の多くは、数百万年から数億年と
いった、途方もなく長い時間をかけて進行します。「地学Ａ」
では現在、過去の地球で何が起こり、それがどのようなメカニ
ズムで起こっているかを理解するための基礎的な項目を中心に
やさしく解説します。特に広い空間スケールを構成している
“物質”について説明します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地球を作る基本的な構成物質（鉱物、岩石、大気、水など）を
理解し説明できる(知識・理解)

地球規模の空間スケールを理解している(知識・理解)

レポートは資料の理解，要約，意見ができる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業中に出てきた専門用語で意味がわからない言葉や初めて
聞いた言葉は各自復習すること。この授業で出てくる専門用語
の多くは中学校理科や高等学校の理科（地学、生物、化学、物
理等など）で学ぶものである。講義の後に板書した内容や配布
した資料について各自，復習し，さらに教科書等を読んで理解
を深めること(30分程度)。また，自然史系の博物館や関連する
催しものに参加し，地球を作る岩石・鉱物・化石を直接観察す
る機会を作ること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

地球を作る基本的な構成物質を理解し，正しく説明できる知識
がどの程度身についているかを定期試験で評価する。また、レ
ポートの課題については資料の理解、要約、自分の意見を評価
基準とする。　学期末定期試験の成績結果とレポートから評価
を行う。原則として定期試験７割，レポート３割とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特に教科書は使用しない。講義中に適時プリントを配布
し、それを用いて講義を進める予定である。

◎－－－　参考書　－－－◎

ニューステージ 新地学図表　ISBN 978-4-8343-4012-9
地球のしくみ　ISBN 978-4-534-02346-9
地球学入門　第2版　ISBN 978-4-486-02099-8
　この他に関連分野の参考図書は講義中に紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

高校で地学を学ばなかった人を対象に，わかりやすい講義
を行う。なお，講義の後に板書した内容や配布した資料に
ついて各自，復習し，さらに教科書等を読んで理解を深め
ること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　地球圏科学とは
２　地球圏の構成―地表
３　地球圏の構成―地球内部
４　地球内部の研究法―地震波
５　地球圏の構成―大気
６　地球圏の構成―水
７　地球の構成単位―鉱物
８　地球の構成単位―岩石
９　地球の構成単位―火山
10　島孤とサブダクション
11　プレートテクトニクス
12　地球史―概略
13　地球表層物質と地球環境
14　地球表層物質と地球環境
15　前期のまとめ



2019-S000009512-01地学Ｂ（地球の時間）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・１時限　　試験時間割：後日発表　　

上原　誠一郎

◎－－－　概要　－－－◎

　地球は約46億年前に太陽系の一つの惑星として誕生しまし
た。そして、40－35億年前に最初の生命が生まれました。非常
に長い時間スケールと広い空間スケールの中で地球圏は現在の
広い海と緑に覆われた地球表層を得ることができました。一見
平穏な地球環境に見えますが、地球は現在も活動的な惑星で、
世界中のいたるところで地震や火山噴火をおこしています。さ
らに、過去に数回大きな環境変動を経験しています。今から２
億５千年前には地上のほとんどの生物が絶滅する大きな環境の
悪化があり、また、６千５百万年前には隕石の衝突？によって
恐竜が絶滅しました。そして、現在、従来の生物ではなしえな
かった特異な人類活動は地球表層に大きな影響を与える事にな
りました。
　地球科学で取り扱う現象の多くは、数百万年から数億年と
いった、途方もなく長い時間をかけて進行します。「地学Ｂ」
では時間スケールに重点をおいて、人類がどのようにして時間
軸を得ることができたのか。46億年の歴史を持つ地球環境の変
動、太陽系からみた地球の誕生・特徴、宇宙の誕生と元素の進
化をとりあげ紹介します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地球の時間を計る方法を理解し説明できる(知識・理解)

地球の歴史の概略を説明できる(知識・理解)

太陽系における地球の特徴を理解し，説明できる(知識・理解)

レポートは資料の理解，要約，意見ができる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業中に出てきた専門用語で意味がわからない言葉や初めて
聞いた言葉は各自復習すること。この授業で出てくる専門用語
の多くは中学校理科や高等学校の理科（地学、生物、化学、物
理等など）で学ぶものである。講義の後に板書した内容や配布
した資料について各自，復習し，さらに教科書等を読んで理解
を深めること(30分程度)。また，自然史系の博物館や関連する
催しものに参加し，地球を作る岩石・鉱物・化石を直接観察す
る機会を作ること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　地球の時間を計る方法、地球の歴史、太陽系における地球の
特徴を理解できているか。それらを正しく説明できる知識がど
の程度身についているかを定期試験で評価する。また、レポー
トの課題については資料の理解、要約、自分の意見を評価基準
とする。学期末定期試験の成績結果とレポートから評価を行
う。原則として定期試験７割，レポート３割とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特に教科書は使用しない。講義中に適時プリントを配布
し、それを用いて講義を進める予定である。

◎－－－　参考書　－－－◎

ニューステージ 新地学図表　ISBN 978-4-8343-4012-9
地球のしくみ　ISBN 978-4-534-02346-9
地球学入門　第2版　ISBN 978-4-486-02099-8
　この他に関連分野の参考図書は講義中に紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　高校で地学を学ばなかった人を対象に，わかりやすい講
義を行う。なお，講義の後に板書した内容や配布した資料
について各自，復習し，さらに教科書等を読んで理解を深
めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　新しい地球観
２　年代測定―相対年代
３　地球の歴史の復元
４　地球の誕生
　　生命の誕生―化石と地層
５　地球環境の変動
　　　―生物の多様な進化と大量絶滅
６　放射能の発見
７　年代測定―放射年代
８　地球の年齢
９　宇宙の誕生と元素の進化
10　太陽系における物質進化
11　地球の起源と進化
12　地球型惑星
13　木星型惑星
14　太陽の形成
15　後期のまとめ



2019-S000009515-01生物学Ａ（分子生物学　入門編）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・４時限　　試験時間割：後日発表　　

田村　典明

◎－－－　概要　－－－◎

生物科学（生命科学）は20世紀後半に劇的に進展し、生物科学
の基本的な知識なしには、自然環境や日々直面する人間活動を
めぐる問題（食料・医療など）に対処することすらできなく
なってきている。ただそうはいっても、私たちは高度で先端的
な自然科学のすべての知識・技術を正確に理解することは到底
困難であり、そういった知識をブラックボックスとして捉えざ
るをえない状況におかれている。本講義は、インターネットや
テレビ・新聞等で頻出する生物科学に関する事柄を「感知」で
きるように、生物科学のうち分子生物学を中心とした基礎知識
と考え方を提供することを目的としている。
具体的には、(i) 生物の定義、(ii) 生物の基本単位である細胞や
生物を構成する物質（タンパク質、糖、核酸（DNAや
RNA）、脂質）の構造や性質、(iii) 遺伝情報の流れ（複製、転
写、翻訳）のしくみ、(iv) 細胞小器官（特にミトコンドリアで
の呼吸、葉緑体での光合成）の働き、そして (v)遺伝子を人工
的に操作する技術等について学び、細胞内の精妙な仕組みを理
解する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

生物科学の基盤となる分子生物学の基礎知識を説明できる。
(知識・理解)

生物科学の基盤となる分子生物学の論理や考え方を習得する。
(技能)

テレビ・新聞等で頻出する生物科学に関する事柄を「感知」す
る能力を身につける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Moodleに授業資料（講義ノート等）や小レポート課題をアップ
ロードするので、各自で授業への持参、予習、復習に用いるこ
とを勧める。小レポートは指定された期限までに必ず提出する
（７～８回のレポート提出を予定、各回60～90分程度）。
また、指定テキストは平易な文章で書かれているので、適宜授
業の事前、事後に読み進め必ず完読すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

「到達目標」において示した三つの具体的な目標について、以
下に掲げる成績評価方法を用いながら、それぞれの到達度を測
ることとする。
成績評価方法：期末試験成績60％、提出されたレポート40％と
して、総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

「細胞の中の分子生物学」　森和俊 著　ブルーバックス
B-1944、900円＋税、ISBN978-4-06-257944-5
※　上記テキストのほかに、担当教員が作成した講義ノー
トを使用する。講義ノートは、学期初めにMoodleに掲載す
る。

◎－－－　参考書　－－－◎

「たんぱく質入門」　ブルーバックスB-1730　ISBN
978-4-06-257730-4
「Essential細胞生物学」（原書第４版）　ISBN
978-4-524-26199-4

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

高校生物基礎や高校化学基礎を履修していることが望まし
い。遅刻や受講中の態度は授業の理解に大いに関わるの
で、講義をよく聴き、ノートを適宜取ることを勧める。
※ 事前事後学習に、e-learningシステムである情報基盤セ
ンターのMoodleを利用するので、講義中に配布するマニュ
アルに従って、接続を確認すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１. 生物（生命）とは
２. 生命の基本単位-細胞
３. 遺伝情報の流れ-セントラルドグマ
４. 生体高分子（タンパク質・糖）
５. 生体高分子（脂質・核酸）
６. 遺伝情報（DNA）の複製
７. 転写－遺伝子を写し取る
８. 転写調節
９. 翻訳－暗号解読してタンパク質合成
10. 細胞内小器官
11. ミトコンドリアでの代謝－細胞内呼吸
12. 葉緑体での代謝－光合成（電子伝達系）
13. 葉緑体での代謝－光合成（糖の合成）
14. 遺伝子工学-植物をつかった遺伝子組換えの実際）
15. まとめ



2019-S000009516-01生物学Ｂ（分子生物学　基礎・発展編）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・４時限　　試験時間割：後日発表　　

田村　典明

◎－－－　概要　－－－◎

生物科学（生命科学）は20世紀後半に劇的に進展し、生物科学
の基本的な知識なしには、自然環境や日々直面する人間活動を
めぐる問題（食料・医療など）に対処することすらできなく
なってきている。ただそうはいっても、私たちは高度で先端的
な自然科学のすべての知識・技術を正確に理解することは到底
困難であり、そういった知識をブラックボックスとして捉えざ
るをえない状況におかれている。
本講義は、前期の「ミクロ生物学（分子生物学　入門編）」と
対をなすもので、分子生物学の観点から、植物の様々な働きを
概観する。具体的には、(i) 植物の定義、(ii) 植物がどのような
物質を作り出すのか、(iii) 植物の生存戦略、(iv)人類にとっての
植物の有用性、等について学ぶ。そして、遺伝子組換え作物の
現状等を知ることを通して、人類と植物のあるべき相互作用に
ついても考える。

◎－－－　到達目標　－－－◎

分子生物学の観点から、植物の様々な生理現象を説明すること
ができる。(知識・理解)

分子生物学をもとに自然科学の論理的な思考方法を習得する。
(技能)

人類が今後、高度な自然科学技術とどのようにつきあっていく
べきかを考えるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Moodleに授業資料（講義ノート等）や小レポート課題をアップ
ロードするので、各自で授業への持参、予習、復習に用いるこ
とを勧める。小レポートは指定された期限までに必ず提出する
（７～８回のレポート提出を予定、各回60～90分程度）。ま
た、指定テキストは平易な文章で書かれているので、適宜授業
の事前、事後に読み進め必ず完読すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

「到達目標」において示した三つの具体的な目標について、以
下に掲げる成績評価方法を用いながら、それぞれの到達度を測
ることとする。
成績評価方法：期末試験成績60％、提出されたレポート40％と
して、総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

「これでナットク！植物の謎」日本植物生理学会編 2007
年、940円＋税、ISBN978-4-06-257565-2
※上記テキストのほかに、担当教員が作成した講義ノート
を使用する。講義ノートは、学期初めにMoodleに掲載す
る。

◎－－－　参考書　－－－◎

「これでナットク！植物の謎Part2」 日本植物生理学会編
　ISBN 978-4-06-257821-9
「細胞の中の分子生物学」　森和俊 著　ブルーバックス
B-1944　ISBN 978-4-06-257944-5

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

前期に開講される「ミクロの生物科学（分子生物学　入門
編）」を受講しておくことが望ましい。遅刻や受講中の態
度は授業の理解に大いに関わるので、講義をよく聴き、
ノートを適宜取ることを勧める。
※事前事後学習に、e-learningシステムである情報基盤セン
ターのMoodleを利用するので、講義中に配布するマニュア
ルに従って、接続を確認すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１. 植物とは－動物との違い
２. 植物を構成する物質、植物が作り出す物質
３. 植物の種々の代謝系
４. 植物たちの自給自足の生活の謎（１）
５. 植物たちの自給自足の生活の謎（２）
６. 植物とヒトと地球環境の謎（１）
７. 植物とヒトと地球環境の謎（２）
８. 花も実もある!?　花の謎（１）
９. 花も実もある!?　花の謎（２）
10. 植物たちの”動き”の謎（１）
11. 植物たちの”動き”の謎（２）
12. 葉っぱの謎（１）
13. 葉っぱの謎（２）
14. 科学技術と社会 -遺伝子組換え作物の課題-(1)
15. 科学技術と社会 -遺伝子組換え作物の課題-(2)



2019-S000009226-01数理情報（データ処理入門）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・１時限　　試験時間割：後日発表　　

西　憲敬

◎－－－　概要　－－－◎

　自然科学の諸分野におけるコンピュータの有用性はいうまで
もない。Web、メール、プレゼンテーションなどのような一般
的なアプリケーションの利用は、多くの学生にとって当たり前
に使える技術になっている。一方、大量のデータ処理や数値計
算のような、科学や技術に特化したテクニックについては、な
かなか親しみにくくて習得がためらわれているのもまた事実で
ある。
　この講義では、どのような場面で計算や解析にどんなツール
を使えばよいかを判断できるような基礎的な知識を伝えるとと
もに、主にExcelとC言語を用いてデータ処理やプログラミング
の技能を習得してもらう。他のプログラミング言語も随時紹介
することによって、広い視野からプログラミングを把握できる
ようにも配慮する。
　講義は総合情報処理センターの実習室で行う。実習時間を十
分にとるが、時間割りの空き時間を利用して、自覚的に復習に
努めてほしい。18号館3階西側の端末室にも、十数台のパソコ
ンが配置されており、自由に使用できる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

プログラミング言語処理のしくみがわかる。(知識・理解)

ExcelとC言語の基本的な使い方を習得する。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

課題として指示するプログラム作成を行うことが必要である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義内容の理解度を評価する。定期試験の成績によって評価を
行う。(ただし、評価最大を10としたとき、試験の成績が4-6で
あれば、通常の提出物による評価を最大2となるように加算し
て、それが6に達している場合、評価を6とする。)

◎－－－　テキスト　－－－◎

新訂 明快入門C スーパービギナー編  林晴比古著 Softbank
Creative

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

実際に端末の前で実習する部分も重要な授業である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

Excelによるデータ処理実習
1. Excelの使い方
2. Excelによるデータ処理

C言語によるプログラミング基礎
3. プログラミング環境の習得
4. C言語文法習得(I) 基本
5. C言語文法習得(II) 変数など
6. C言語文法習得(III) 演算など
7. C言語文法習得(IV) 入出力
8.      C言語文法取得(V) 選択処理
9.      C言語文法取得(VI) 繰り返し処理
10.     C言語文法取得(VII) 復習と演習

C言語によるプログラミング
11. C言語文法習得(VIII) 関数
12.     C言語文法取得(IX) 標準ライブラリ
13. C言語文法習得(X) ファイル処理など

まとめと総合演習
14. 総合課題演習(I)
15. 総合課題演習(II)


