
2019-S000009501-01数学入門「MM」（パズルと数学とその周辺）

 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・３時限　　試験時間割：2019/07/24　１時限　　

仙葉　隆

◎－－－　概要　－－－◎

　パズルやクイズの中には、数学と関係の深いものがたくさん
あります。その中でもグラフ理論、確率、整数論などの数学の
理論はパズルやクイズの題材としてよく使われます。
　本講義では、パズルやクイズと関連が深い数学の理論を用い
てパズルやクイズを考えていきます。またこの講義は全体で一
つの数学の理論を用いるのではなく、いくつかの数学の理論を
選んでそれに関連するパズルやクイズとともに説明します。
従って、１コマまたは数コマで一つの理論を説明しそれに関連
するパズルやクイズについて考えていきます。
  またこの講義で数学の理論を説明する際には、それを理解す
るために必要な知識も含めて説明しますので、予備知識はほと
んど必要ありません。しかし、予備知識が不要な分だけ考える
ことが必要となります。パズルやクイズを解く感覚で数学の理
論に触れてください。
 

◎－－－　到達目標　－－－◎

一筆書きやカードゲームなどのパズルやクイズを作ることがで
きる(知識・理解)

オイラー多面体定理、グラフ理論、ピックの定理に関連するパ
ズルやクイズを解くことができる(技能)

いくつかのパズルやクイズを数理的にとらえることができる
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　講義中に出題されたパズルやクイズを、短い時間でも良いの
で講義時間外に考えてみてください。学習の目安は30分程度と
する。（予習）
　講義の中で説明したパズルやクイズの答えとその答えを見つ
けた着眼点を考えるようにしてください。学習の目安は30分程
度とする。（復習）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　様々な数学パズルやクイズを到達目標に述べられている着眼
点に基づいて解くことができ、解法の背景にある数学的理論を
用いて論理的に論証できるか否かを評価基準とします。
　上記の成績評価基準に従い、定期試験100%により評価すま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

プリントを配布するので, テキストは指定しません。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　予備知識はほぼ必要ありませんが、講義で紹介するパズ
ルやクイズを自分で考えてみてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 本講義の導入
2.線描き図形の一筆書きの導入
3.一筆書きの方法とできない図形の見分け方
4.カードゲームと魔法陣
5.オイラーの多面体定理の導入
6.オイラーの多面体定理と三角形分割
7.オイラーの定理と平面グラフ
8.不思議な図形
9.ハム・サンドイッチ定理
10.ピックの定理と格子正多角形
11.タイルの敷き詰め問題
12.美術館問題
13.ゲームと確率
14.ピタゴラス数
15.まとめ



2019-S000009503-06統計入門「MM」（推定と検定）

 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・３時限　　試験時間割：2020/01/16　１時限　　

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　－－－◎

基礎統計 (薬学生のための基礎シリーズ), 著: 高遠 節夫, 大
内 俊二, 宮崎 智; 編集: 本間 浩; 出版社: 培風館; ISBN-10:
4563085545, ISBN-13: 978-4563085544

◎－－－　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-S000009504-01物理科学入門「MM」（質点の運動と力学）

 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：水・２時限　　試験時間割：2019/07/26　１時限　　

原　一広

◎－－－　概要　－－－◎

物理学の基本法則やその物理的な考え方は、自然科学の中にお
いて極めて普遍的なものであり、自然を理解するうえでの「九
九」に相当する。したがって、医学という専門分野に進学する
諸君にとっても、物理学的な考えは自然科学の基盤として重要
である。｢物理科学入門｣では、物理学の中でも最も基礎的な事
項である｢質点の運動と力学｣についての概要（物理的な考え方
を含む）を学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

人類が安全に効率よく経済的な生活を行うための叡智を集大成
した体系である自然科学の構築に大きく寄与している物理学の
概要を説明できる。(知識・理解)

詳細には、「物理学的な考え方」の基礎である「質点の運動と
力学」の概要を説明できる。(知識・理解)

具体的には、物理量の取り扱い方、質点の意味、力が働かない
場合と働く場合の質点の運動の違い、エネルギーの意味、様々
の種類の運動の様式などの概要について具体的定量的に説明で
きる。(技能)

誰しもが常識として理解しておくべき基礎知識や現代科学がど
の様な事に基盤を置くかについて学ぶ事により自然科学に対す
る視野を広げる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

教科書の予習をしておくと授業内容が理解しやすい。復習は十
分に行っておく事が重要である。
各回における復習は、教科書の授業範囲を見直し演習を行う事
で60～90分程度は必要である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価は、学期末の試験の成績により行う。
物理量の取り扱い方、質点の意味、力が働かない場合と働く場
合の質点の運動の違い、エネルギーの意味、様々の種類の運動
の様式などの概要について具体的定量的に説明できるかを評価
基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

物理学の入門的教科書は非常にたくさんあるが、高校で物
理未履修の学生が多い可能性を考慮して、標準的な内容が
網羅されている次の本を教科書として用いる。「楽しみな
がら学ぶ物理入門」山﨑 耕造（共立出版）ISBN
978-4-320-03597-3

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

学生諸君は、遅刻や授業中の私語を厳に慎み、緊張感を
持って授業に臨んで欲しい。毎回真剣に受講し、積極的に
質問などして疑問点を解決する努力をすれば充分に理解出
来る内容にする予定である。対処療法的な記憶だけに頼る
試験対策の勉強は苦痛なだけで喜びがない。自分で思考し
講義内容を追って行く事の重要性を認識し、よく考える姿
勢を身につける事が大切である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

教科書は、全部で１４章からなるが、この講義では、最も
基本的な「質点の力学」に関する以下の部分を講義する。

　１．講義計画・概要
　２．物理の考え方
　３．速度と加速度
　４．まとめと演習（１）
　５．直線運動
　６．平面運動
　７．運動の法則
　８．まとめと演習（２）
　９．質量と力
１０．運動量と力積
１１．まとめと演習（３）
１２．仕事とエネルギー
１３．円運動と単振動
１４．まとめと演習（４）
１５．全体のまとめ



2019-S000009505-01物理の世界「MM」（様々な現象への物理的アプローチ）

 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：水・２時限　　試験時間割：2020/01/21　１時限　　

原　一広

◎－－－　概要　－－－◎

前期開講の「物理科学入門」では、主に｢質点の運動と力学｣に
関する物理学の基本法則を学んだ。
本講義では、「物理学入門」において「質点の運動と力学」に
ついて学んだ考え方を拡張し、大きさを持つ「剛体」、多くの
要素からなる「流体」の運動と力学の概要について学習する。
また、私達の日常生活にも大きく関わりを持つ、「熱」、「光
と音」、「電気と磁気」、「原子物理」等の概要についても学
ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

人類が安全に効率よく経済的な生活を行うための叡智を集大成
した体系である自然科学の構築に大きく寄与している物理学の
概要を説明できる。(知識・理解)

「物理学入門」において「質点の運動と力学」について学んだ
考え方を拡張し、「剛体」、「流体」の運動と力学の概要につ
いて具体的定量的に説明できる。(技能)

また、私達の日常生活にも大きく関わりを持つ、「熱」、「光
と音」、「電気と磁気」、「原子物理」等の概要について具体
的定量的に説明できる。(技能)

誰しもが常識として理解しておくべき基礎知識や現代科学がど
の様な事に基盤を置くかについて学び、自然科学に対する視野
を広げる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

教科書の予習をしておくと授業内容が理解しやすい。復習は十
分に行っておく事が重要である。
各回における復習は、教科書の授業範囲を見直し演習を行う事
で60～90分程度は必要である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価は、学期末の試験の成績により行う。
「剛体」、「流体」、「熱」、「光と音」、「電気と磁気」、
「原子物理」等の概要について具体的定量的に説明できる事を
評価基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

教科書は前期開講の「物理科学入門」で使った次の教科書
の後半を用いる。「楽しみながら学ぶ物理入門」山﨑 耕
造（共立出版）ISBN 978-4-320-03597-3

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

学生諸君は、遅刻や授業中の私語を厳に慎み、緊張感を
持って授業に臨んで欲しい。毎回真剣に受講し、積極的に
質問などして疑問点を解決する努力をすれば充分に理解出
来る内容にする予定である。対処療法的な記憶だけに頼る
試験対策の勉強は苦痛なだけで喜びがない。自分で思考し
講義内容を追って行く事の重要性を認識し、よく考える姿
勢を身につける事が大切である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

教科書の後半の｢剛体｣、｢流体｣、｢熱力学｣、｢波動｣、｢電
磁気学｣の概要についての講義を行う。

　１．講義計画・概要
　２．剛体
　３．流体
　４．演習（１）
　５．熱平衡
　６．エントロピーとエンタルピー
　７．演習（２）
　８．波の基本特性
　９．光と音
１０．演習（３）
１１．静電場
１２．電流と電磁誘導
１３．演習（４）
１４．原子物理
１５．まとめ



2019-S000009513-01ミクロの生物科学「MM」（生物の進化と細胞）

 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：2019/07/31　１時限　　

景浦　宏

◎－－－　概要　－－－◎

　生物学の基本である“進化生物学”と“細胞学”について学
ぶ。進化生物学では、①生命の起源と進化について、細胞学で
は、①細胞の構造と機能と②有性生殖と細胞の寿命について解
説する。
（１）進化生物学
　　①生命の起源と進化
・地球上の全ての生物が共通の祖先から生まれたこと。
・生物が地球環境の劇的変動による大絶滅を繰り返しながら
も、現在、約１億種にまで多様化していること。
・生物がまず、３つのドメインに分けられ，さらに、そのうち
の真核生物ドメインは４つの界に分けられること。
・多様化の要因としてエネルギー生産系の進化が重要であった
こと。
（２細胞学
　　①細胞の構造と機能
・生物は生命の最小単位である細胞からできていること。
・細胞には真核細胞と原核細胞があること。
・真核細胞には、様々な細胞小器官があること。
・それぞれの細胞小器官には独自の構造と機能があること。
・真核細胞の細胞小器官には異なる２つの起源があること。
　　②有性生殖と細胞の寿命
・ほぼ全ての生物に性があること
・多細胞生物では、体細胞に遺伝的な寿命が設定されたこと。
・有性生殖の意義を達成するために体細胞に寿命が設定された
こと。
・生殖細胞の精子や卵子の形成過程で寿命のリセットが起こる
こと。
・iPS細胞では寿命のリセットと細胞分化のリセットが起こる
こと
以上の内容について説明する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

生物の起源と進化、細胞の構造と機能、有性生殖と細胞の寿命
に関する知識を身につけ、正しく理解し、説明できる。(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・｢予習として、授業の該当する項目についてテキストや参考
書をよく読み、おおよその内容を知り、問題点を把握しておく
こと。（60分）｣
・｢復習として、授業後にもう一度テキストや参考書を読み、
また、プリントを利用して、授業内容をまとめ、内容を理解
し、説明できるようにすること。（90分）｣

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
　生物の起源と進化、細胞の構造と機能、有性生殖と細胞の寿
命に関する知識を身につけ、正しく理解し、説明できるかを評
価の基準とする。
方法
　定期試験によって評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

福岡大学生物学教室編、「生物科学」、新幸印刷所、2019
年

◎－－－　参考書　－－－◎

ウイルソン生物の多様性Ⅰ　ISBN 4000055682
細胞の分子生物学　ISBN 4315513318

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業に出席し、授業をよく聞くこと。“細胞”について
はテキストやプリントを参考にして理解を深めること。重
要なキーワードについては、参考書やインターネットなど
で詳しく調べること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　生物の単一起源説（祖先は１つ）
２　生物の多様性の変化（気候変動と大絶滅）
３　生物の多様性（環境への適応と進化）
４　五界説（細胞の分類と進化）
５　細胞（生命の最小単位としての細胞）
６　細胞膜（境界としての膜）
７　細胞の小区画化（細胞小器官の成立）
８　核（遺伝子とその発現）
９　小胞体とゴルジ体（タンパク質の合成と輸送）
10　ペルオキシソームとリソソーム（解毒と消化）
11　呼吸と光合成（生物のエネルギー生産）
12　細胞の寿命（有性生殖とその弊害）
13　ゾウリムシの死（遺伝的細胞の死）
14　有性生殖の意義（遺伝子の交換）
15　老化とそのリセット（テロメア仮説）　　



2019-S000009514-01マクロの生物科学「MM」（遺伝と発生）

 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・３時限　　試験時間割：2020/01/25　１時限　　

景浦　宏

◎－－－　概要　－－－◎

　我々人間も１個の細胞である受精卵から出発し、成長し、子
孫を残し、ついには死んでしまう。このような命の繰り返しが
可能なのは、世代から世代に遺伝子が受け継がれるからであ
る。
（１）まず、遺伝子の正体とその働きについて、遺伝学の歴史
を追って解説する。遺伝学はグレゴア・メンデルが生殖細胞の
中に、１形質に対して１対２個の遺伝粒子（Element）を仮定
したことに始まる。この仮定上の遺伝粒子の実証で遺伝学は発
展した。遺伝子は核の染色体の一部分であり、DNAの一定区間
を表す。遺伝情報はDNAを構成するたった４塩基で書かれた暗
号文であり、連続する３塩基がタンパク質の１個のアミノ酸を
表わす。タンパク質は体をつくり、また、化学反応を進める酵
素として働く。
（２）次に，転写と翻訳、遺伝子発現の調節、細胞分化につい
て説明する。原核生物と真核生物での転写と翻訳の相違点と共
通点を示し、真核生物の複雑な遺伝子発現調節機構がいかに進
化してきたかを推測する。
（３）次に、真核生物における遺伝子発現の調節機構の例とし
て、ショウジョウバエの体節形成と脊椎動物の体の繰り返し構
造、つまり脳、脊椎骨、神経堤、手足の形成について解説す
る。発生を支配するツールキット遺伝子が胚の前後軸、背腹軸
を決定し、体の繰り返し構造をつくり、さらに各繰り返し構造
を特殊化していく過程を説明する。特にこれらの過程で重要な
役割を果たす転写調節因子とシグナル伝達系について詳しく説
明する。
（４）最後に、ツールキット遺伝子の重複と変異によって、い
かに脊椎動物が進化してきたかを解説する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

遺伝と発生に関する知識を身につけ、そこで起こる現象を正し
く理解し、説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・｢授業の該当する項目についてテキストや参考書を事前によ
く読み、おおよその内容を知り、問題点を把握しておくこと。
（60分）｣
・｢授業後に、もう一度テキストや参考書を読み、またプリン
トを利用して、授業内容をまとめ，内容を理解し、説明できる
ようにすること。（90分）｣

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
　遺伝と発生の知識を身につけ、そこで起こる現象を正しく理
解し、説明できるかを評価の基準とする。
方法
定期試験によって評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

福岡大学生物学教室編、「生物科学」、新幸印刷所、2019
年

◎－－－　参考書　－－－◎

細胞の分子生物学　ISBN 4315513318
ウォルパート発生生物学　ISBN 9784895927161

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

遺伝子概念の歴史的変遷についてよく理解すること。ま
た、遺伝子の発現の調節機構については、より機構の単純
な原核生物から、複雑な真核生物へと段階を追って理解を
進めること。キーワードとなる専門用語について、教科書
やインターネットなどで詳しく調べること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　遺伝学の成立（メンデルの法則）
2　遺伝子の染色体説（遺伝子と染色体）
3　遺伝子の化学的正体（遺伝子はDNA)　
4　遺伝子の働きⅠ（酵素と遺伝子）
5　遺伝子の働きⅡ（遺伝子とタンパク質）　
6　遺伝子発現（遺伝子の転写と翻訳）
7　遺伝子発現の調節Ⅰ（原核生物の場合）
8　遺伝子発現の調節Ⅱ（真核生物の場合）
9　位置情報と位置価（肢の再生）
10　決定転換（分化細胞の決定型の転換）
11　ショウジョウバエの初期発生（背腹軸と両端の決定）
12　ショウジョウバエの体節数の決定（前後軸の決定）
13　ショウジョウバエの体節の特殊化（HOM遺伝子）
14　脊椎動物の分節構造の形成（Hox遺伝子）
15 　動物の発生と進化（遺伝子重複による進化）



2019-S000009520-01化学入門（医学生のための基礎化学）

 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：金・３時限　　試験時間割：2019/07/31　５時限　　

福田　将虎

◎－－－　概要　－－－◎

　医学部学生の化学に対する興味と期待されることは、精密な
化学的定量技術よりも、むしろ化学の原理を定性的に理解し、
生命科学における基礎的知識を深めることでしょう。生体はも
ちろんのこと、あらゆる自然界の物質を構成する原子・分子が
どのような構造や性質をもち、どのような振る舞いをするかを
調べるのが化学という学問です。それらの知識を基にして、新
しい物質を作り出したり、生命の神秘を解明することが可能に
なります。人間の生理・病理の根底にも生体成分の分子レベル
での挙動が折り込まれています。一方現在では、そのような生
体分子の挙動に着目した新しい診断法や診断機器が次々に開発
されていますが、それらを利用するには測定原理の正しい理解
が重要になります。
　本講義では、化学の基礎的な事項を正しくかつ正確に理解す
る事を第一の目標としますが、「医学」や「生化学」などの関
連科目を少しでも理解しやすくなるようにとの観点から、でき
る限り化学と生体との関連を主眼にした講義を展開します。
　さらに、化学をより深く学びたい人には、その手がかりとな
るような項目を多少付け加える事によって、将来どのような点
に留意して勉強していけば良いかを指導します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

生命科学における化学の基礎的な事項を正確に理解し、説明で
きる。(知識・理解)

原子の構造と化学結合を説明できる。(知識・理解)

分子または物質の性質を化学的に説明することができる。(技
能)

医学の諸問題に対して化学的な視点から考えることができる。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の授業範囲を予習し、大まかな内容と専門用語の意味を理
解しておくこと（30分程度）。受講後には、テキスト及びノー
ト等で重要事項を再度確認し、理解を深めるよう努めること
（30分程度）。必要に応じて、高校で用いた化学の教科書中の
該当部分を参照すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①平常点：30％
授業中に課した課題（15%）及び授業態度（15%）で評価しま
す。
また、遅刻・欠席などにより課題を提出できない場合は、減点
の対象となりますので注意してください
②期末試験：70％
到達目標の達成度をはかる問題を解くことができるかを評価の
基準とする

◎－－－　テキスト　－－－◎

ライフサイエンスの化学
安藤祥司 他（化学同人）
ISBN978-4-7598-1827-7

◎－－－　参考書　－－－◎

講義中に示す。また、適宜プリント資料を配布する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　化学の疾患と医療への関わり
２　原子の構造と性質① 原子の構造
３　原子の構造と性質② 電子軌道・電子配置
４　原子の構造と性質③ 周期表・元素の周期性
５　さまざまな化学結合
６　共有結合の考え方
７　混成軌道① sp3混成軌道
８　混成軌道② sp2・sp混成軌道
９　分子の極性と水素結合
10　ファンデルワールス力とその他の分子間力
11　生体と分子間力
12　有機化合物の表記法と命名法①
13　有機化合物の表記法と命名法②
14　二重結合と幾何異性体
15　化学入門まとめ



2019-S000009522-01生体の化学（医学生のための基礎化学）

 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：火・３時限　　試験時間割：2020/01/25　５時限　　

倉岡　功

◎－－－　概要　－－－◎

　医学部学生の化学に関する主な興味と要求は、精密な化学的
定量技術よりは、むしろ化学の原理を定性的に理解し、生命科
学における基礎的知識を深めることであろう。生体はもちろん
のこと、あらゆる自然界の物質を構成する原子、分子がどのよ
うな構造や性質をもち、どのような振る舞いをするかを調べる
のが化学という学問である。それらの知識を基にして、新しい
物質をつくったり、生命の神秘を解明することが可能となる。
人間の生理、病理の根底にも生体成分の分子レベルでの挙動が
折り込まれている。
　本講義では、まず、生命体を構成し、生命活動を支える種々
の物質の化学構造およびその機能を学ぶ。さらに、より高学年
での講義に対する素養を養うために、細胞内の遺伝情報物質と
しての核酸（DNAおよびRNA）またタンパク質の構造および
その機能などを学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

生物が有するさまざまな生体分子における化学構造および性質
について説明できる。(知識・理解)

細胞内で起こっている生体分子の化学的反応を理解し、細胞内
で起こっている事象を予測できる(知識・理解)

生体内で起こっている病気などの事象を、生体分子と結びつけ
て日常的に考えるようになる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前にテキストおよび配布資料に目を通し、特にそれらに含ま
れる図表や化学構造式などについて理解を進めておくことを勧
める。
受講後には、回答・採点後の小テストとテキストの該当部分を
照らし合わせ、重要事項を確認しておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①授業中に課した課題および授業態度など30％
遅刻、欠席をすると課題を提出できないことがあり、減点対象
になりますので、注意してください。
②期末試験70%
到達目標をはかる問題を解くことができるかを評価の基準とす
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

ライフサイエンスのための化学
安藤祥司 他（化学同人）
ISBN978-4-7598-1827-7

◎－－－　参考書　－－－◎

　「生化学」、「生物化学」または「分子生物学」と名の
付いた易しい書物を読んでみるとよい。例えば、ホートン
「生化学」東京化学同人、ヴォート「生化学」東京化学同
人、ストライヤー「生化学」東京化学同人、エリオット
「生化学・分子生物学」東京化学同人など。ただし、
ヴォートとストライヤーは大部なので持ち運びは苦しい。
　将来的に、医化学との関連でお奨めは、Lippencott 「イ
ラストレイテッド生化学（第３版）」丸善株式会社。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.はじめに　生体の化学
2.生命を化学の目で見る
3.細胞の化学構造
4.細胞の機能
5.細胞の化学反応
6. DNAの化学構造　
7. DNAの機能
8.DNAの化学反応
9.RNAの化学構造 　
10.RNAの機能
11.RNAの化学反応　
12.タンパク質の化学構造
13.タンパク質の機能　
14.タンパク質の化学反応
15.まとめ　生体の化学



2019-S000009521-01化学実験「MM」（化学実験の基礎を学ぶ）

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：実験　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・４時限～５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

松原　公紀、古賀　裕二、永留　重実、西本　悦子、水崎　幸一、山田　啓二

◎－－－　概要　－－－◎

化学とは、物質の構造や性質および変化の仕組みをその構成単位で
ある原子・分子・イオンのレベルで理解し、有用な物質を得ること
を目的とした学問である。これまでに蓄積された化学的知識や技術
に基づき、生命現象の本質を明らかにしようとするアプローチが最
近話題の生命化学である。この例を挙げれば、医学部の諸君にとっ
て化学がいかに重要であるかを素直に理解してもらえるであろう。
　ところが受験勉強を優先するため、ほとんどの高校では化学教育
に実験を取り入れていない。しかし化学という学問の成立の経緯か
ら明らかなように、実験を通じてしか化学の本質に触れることがで
きない。この経験がないと、将来必要に迫られて化学的情報を入手
しても、それを十分に理解し活きた使い方をするには難しい面があ
る。
　本実験で採用したテーマはいずれも高校の教科書に採り上げられ
ているものを題材としている。各実験の背景や理論、種々の実験操
作の意義と正しい操作法、データの処理法などをよく理解・習得
し、本実験を有意義なものにすることを強く望む。事前にテキスト
の各実験の項目を読んで実験のフローチャート（実験の流れ図）を
描き、全体像をつかんで実験に臨むこと。

◎－－－　到達目標　－－－◎

水溶液中の金属イオンを分離・同定する方法について説明できる。
(知識・理解)

酸塩基滴定およびキレート滴定から、定量法の理論を説明できる。
(知識・理解)

過酸化水素の分解実験から、速度定数や活性化エネルギーを求める
方法を説明できる。(知識・理解)

反応速度のデータをパソコンを用いて解析することができる。(技
能)

クロマトグラフィーにより、水溶液中の金属イオンを分離・同定で
きる。(技能)

アセトアニリドを合成し、分離・精製することができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各実験テーマについてテキストを熟読し，実験の目的および原理を
理解するとともに実験手順の概略を把握しておく。 （60分）
実験の後に、実験結果をまとめて考察を行い、また、実験に関する
課題について調べ、レポートを作成する。（120分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①　評価方法
実験報告書（レポート、アセトアニリドの合成では合成物の提出も
含む）と　平素の実験態度（説明会の出席なども含む）
②　評価基準
実験報告書では、テキストの報告事項が正しく簡潔に記述されてい
るか、また実験結果に基づいた考察がなされているかを評価の基準
とする。数値計算では有効数字や単位にも注意が払われているかも
評価の対象とする。平素の実験態度では、実験の目的を理解してい
るか(予習をしているのか）、積極的に実験を実施しているのか、
服装などを評価の基準とする。
③　割合
原則として、実験報告書を7割、平素の実験態度を3割として評価す
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

大学基礎化学教育研究会編、「21世紀の大学の基礎化学実
験－指針とノート－（改訂版）」、学術図書出版社の2016
年版。なお、レポート用紙は本実験専用のもの（学術図書
出版社）を使用すること。なお、テキストとレポート用紙
は予め購入し、説明会当日に持参すること

◎－－－　参考書　－－－◎

上記テキスト中の各実験の末尾に示した「引用および参考
文献」を活用してもらいたい。また、他大学の同様な実験
書も参考になる。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

実験時には白衣を着用し、名札（説明会で指示する）をつ
けること。毎回実験の最初に、安全面を含む操作上の諸注
意を行うので、遅刻をしてはならない（この説明を受け
ず、実験内容の理解が不十分な場合には危険防止のため、
実験をさせないことがある）。また、実験中の万一の事故
の備えとして、「学研災付帯賠償責任保険」に事前に加入
することを推奨する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　説明会（スケジュールの説明、各実験の実施要領と事
故防止を含む諸注意）および無機陽イオンの定性分析の概
説（教室は事前に掲示する）
２　個別実験（８～１３）の概説（教室は事前に掲示す
る）
３　第Ⅰ族陽イオンの分析
４　第Ⅱ族陽イオンの分析
５　第Ⅲ族陽イオンの分析
６　第Ⅳ族および第Ⅴ族陽イオンの分析
７　未知イオンの分析（試験）
８　すすぎの効果の検証（酸塩基滴定）
９　水の硬度の測定（キレート滴定）
１０　ペーパークロマトグラフィー
１１　アセトアニリドの合成
１２　過酸化水素の分解速度の測定
１３　コンピューターによるデータ解析
１４，１５　まとめ
注１）項目８と１２を除く実験は基礎化学実験室（９号館
本館１階北西部）、８と１２の実験は基礎化学実験室別棟
で行う。
注２）クラスを二分して「無機陽イオンの定性分析」と
「個別実験」を並行して実施し、中間で入れ替える。ま
た、個別実験８～１３はローテーションで行うので、実施
日をスケジュール表（説明会において配布）で確認してお
くこと。
注３）説明会および個別実験の概説には必ず出席するこ
と。
注４）病気や事故などで欠席する場合は、事前に電話連絡
をするとともに（当日でもよい）、後で必ず欠席届を提出
すること。これによって補習の可否を判断する（欠席届を
出さないと、補習の対象にならない）。



2019-S000009517-01生物学実験「MM」

 期別：通年　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：実験　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：木・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

景浦　宏、伊東　綱男、古賀　正明、藍　浩之

◎－－－　概要　－－－◎

　本実験は前期、後期に分けて異なるテーマのもとに実施す
る。前期はショウジョウバエを用いた遺伝学実験で、いくつか
の突然変異形質を標識にメンデルの遺伝法則（分離および独立
の法則）、伴性遺伝、連鎖群における組換えといった現象を再
現し古典的遺伝学の基本法則の理解を目指す。後期は光学顕微
鏡を用いた形態観察を通して、顕微鏡の操作法、生の材料の扱
い方、試料作成法、観察スケッチの要領などとともに、実験を
通して、原理の理解、操作、結果の解析を行う基本能力を身に
つけることを目的とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ショウジョウバエの交配実験により、古典的遺伝学の基本法則
を理解
できる。(知識・理解)

光学顕微鏡による観察を通じて、顕微鏡の操作法、材料の取り
扱い
方、試料作成法、観察スケッチの要領などを身につける。(技
能)

生物実験の原理を理解し、専門知識を身につける。(技能)

生物学に関する課題を自ら学修する態度を身につける。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

実験をスムーズに進めるために、事前にテキストの該当箇所を
読み実験操作等を理解して実験に臨むこと。特に前期は古典的
遺伝学の基本法則について、あらかじめ十分に予習しておくこ
と（60分）。実習日以外にも重要な操作があるので、よく理解
のうえ忘れないこと。また、各回の実験について、操作や、レ
ポートの記述が適切であったかをテキストやその他の資料と照
らし合わせて確認をすること（90分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
　生物科学の専門知識を身につけ、そこで観察される現象を正
しく理解できているか、生物科学の知識･理解を適切に運用
し、理論的かつ明快な記述ができるか、また、生物学に関する
課題を自ら学修する態度をもっているかを評価の基準とする。
方法
　成績は各項目ごとのレポートの評点を合計して評価し、60点
以上を合格とする。欠席した場合には、欠席連絡の有無と理由
によって補講の実施を考慮する場合がある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

福岡大学理学部地球圏科学科生物学分野編「生物学実習テ
キスト　第７版」新幸印刷

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

実験第1回目に受講者を確認し座席の指定を行なうので、
必ず出席すること。
　各回の最初に実験の詳細な説明を行なうので、遅刻しな
いこと。
　【各自準備するもの】染色液などを使用するので、白衣
または汚れてもよい服装。スケッチ用にHの鉛筆。
　【実習教室】18号館3階　生物第1実習室(318)
実験や実習等に際しては，実験・実習中の万一の事故の備
えとして「学研災付帯賠償責任保険」に事前に加入するこ
とを推奨します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

【前期】（伊東、藍）
1,2. 概要説明
3,4. ショウジョウバエの観察
5,6. 純系交配、処女雌採集
7,8. P交配
9,10.F1（雑種第1代）交配、　
11,12.F2（雑種第2代）個体集計
13,14. データ解析およびレポート作成
15. まとめ

【後期】（景浦、古賀）
1,2. 顕微鏡の使い方
3,4. 微生物の観察と分類（光学顕微鏡観察と
　系統分類）
5,6. 植物組織の観察（徒手切片法と光学顕微
　鏡観察）
7,8. 動物組織の観察（光学顕微鏡観察）
9,10. タマネギ根端細胞での体細胞分裂の観
　察（光学顕微鏡観察）
11,12. 動物の解剖（魚の解剖を通しての脊椎
　動物の内臓器官の観察）
13,14. 口腔粘膜細胞の観察とDNAの抽出
15. まとめ



2019-S000009506-01物理学実験

 期別：通年　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：実験　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：木・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

笠原　健司、田﨑　茂、西村　秀紀

◎－－－　概要　－－－◎

　実験は物理学における最も重要な研究方法であるが、読書や聴講だけで
はその実際をなかなか把握できない。百聞は一「験」に如かず。本科目で
は物理学実験を体験する。
　物理学的事実は実験的に得られた物理量の値、すなわち実験値に基づい
て把握されるものであるから、正確で精密な実験値を求めて実験技術は発
達してきた。本科目で使う道具や数値処理法なども先人の努力の賜物であ
り、本科目の目的のひとつはそのような実験技術の習得である。
　もうひとつの目的は実験報告書の書き方の習得である。学問的な研究で
あれ製品開発のための研究であれ、社会的な活動としての実験はその成果
が他の人に伝わってこそ価値がある。従って、実験報告書が必要になる。
実験において最も重要なことは「事実」をつかむことだから、実験で得ら
れた値が本当に注目した物理量の値かどうかという結果の事実性と、それ
を読者に納得させる論理性が要求される。明快な報告書をいかに書くか、
これも本科目の重要課題である。
　授業には講義２回が含まれる（前期第１回目の「物理学実験の概要と測
定の基本事項」と後期第1回目の「誤差計算」）。他の回は１回に１テー
マの実験で授業計画に記載されているA～Dの４群それぞれから数テーマ
ずつが各人に割り当てられる。これらのテーマは、高校や大学初年度で習
う「力学」、「熱」、「電磁気学」、「振動・波動」、「原子」の分野の
基本的物理量の計測や実験から構成されている。実験をスムーズに行うた
めには事前にテキストをよく読んで測定原理や段取りを理解しておくこ
と。毎回、実験が一通り終ったら、指導教員に実験ノートを見せて報告書
が書ける段階になっているかどうかのチェックを受ける。報告書は次の回
の実験が始まる前に提出しなければならない。

◎－－－　到達目標　－－－◎

テキストの各テーマの「目的」、「理論」、「実験方法」を正しく理解し
て実験ができる。 (知識・理解)

ノギスや電流計などの基本的な道具や機器を正しく使用できる。 (知識・
理解)

測定値から測定量の最確値やその誤差（不確かさ）を算出できる。(知
識・理解)

一定の要件を満たす報告書を期限内に仕上げて提出できる。(知識・理解)

実験方法や結果について考察するとともに、疑問に思ったことを文献やさ
らなる実験で調べる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前にテキストをよく読んで目的や測定原理、段取りを理解しておく必
要がある（60分）。実験装置などは現物を見なければ分からないこともあ
るが、テキストの記載内容や物理の教科書を参考に、事前に把握できるこ
とについては十分勉強して実験ノートに記録しておけば、実験もスムーズ
に運べるし報告書を書く際にも役に立つ。
　報告書は次の回の実験が始まる前に提出しなければならない。実験後は
速やかに報告書の作成に取り掛かる（120分）。報告書の作成は実験室を
離れた後に行なうことになるから、実験中に気付いたことなどを実験ノー
トに書き残しておけば、実験データの処理や結果についての考察の際の参
考になる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　実験科目であるため遅刻せずに出席することが成績評価の前提である。
　講義後の宿題 (一部Moodle を利用した小テスト) に対する答案と、毎回
の実験終了時のノート検査(口頭試問を含む)、および各実験の報告書で評
価される。
　宿題とノート検査については合否判定のみで、否の場合は合格になるま
で再提出が要求される。ノート検査では、口頭試問により「目的」「理
論」「実験方法」を正しく理解して実験できているかどうかを評価すると
ともに、道具や機器を正しく使用できているか、測定量の最確値を正しく
算出できているかなどを、各値の妥当性やその精度なども基準として評価
される。
　実験報告書については一定の様式で書かれているかどうか、必要なデー
タがそろっているかどうか、測定値の処理が適切であるかどうか、結論や
考察がきちんと書かれているかどうか、などを基準として評価される。

◎－－－　テキスト　－－－◎

福岡大学理学部物理科学教室編「2019年度版 物理学実験」
テキストの販売については、初回の１週間以上前に掲示される。

◎－－－　参考書　－－－◎

　物理学関係の科目で使われている教科書

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　ノートは、初回に配布する専用の実験ノートを必ず使用すること。ま
た、測定値の計算に関数電卓が必要なため、各自使いやすい関数電卓を予
め購入して、配布された実験ノート及び別途購入したテキストと共に毎回
持参する必要がある 。スマートフォンやタブレットPCの使用は認めない。
　実験室に近い9号館1階の西側と中程の廊下 (9103A室前と 9109 室前) 2 箇
所に、物理学実験専用の掲示板が設置されている。履修に関する重要な情
報(実験割当表など)が掲示されるので、毎週の実験時に必ず確認すること。
　定期試験を実施しないため、再試験を受験することはできない 。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　前期第１回目に「物理学実験の概要と測定の基本事項」についての講義
及び諸注意、後期第1回目に「誤差計算」についての講義が行われる。講義
日程や講義室は事前に掲示される。他の13回は１回に１テーマの実験で下
記A～Dの４群それぞれから数テーマずつが割り当てられる。実験割当表は
物理学実験専用の掲示板2箇所にそれぞれ掲示される。
＊講義は前・後期それぞれ1回目にクラス全体で一緒に受講する。実験はク
ラスを半分に分けて、それぞれ隔週で実施する。

実験テーマ
A群（1～5）
1 　ばね振り子
　　ばね定数を静的および動的方法で求める
2 　ヤング率（サールの装置）
　　針金の伸びから金属のヤング率を求める
3 　球面計（１人テーマ）
　　球面計を用いて球面の曲率半径を求める
4 　ボルダの振り子
　　振り子を用いて重力加速度を求める
5 　面積計（１人テーマ）
　　面積計で地図上の島の面積を求める
B群（6～10）
6 　熱の仕事当量
　　水熱量計を用いて熱の仕事当量を求める
7 　簡単なモーター（１人テーマ）
　　１巻モーターを作ってその特性を調べる
8 　液体の比熱　
　　冷却法でグリセリンの比熱を求める
9 　液体の粘性率
　　毛細管の流水量から水の粘性率を求める
10　ヤング率（ユーイングの装置）
　　板のたわみから金属のヤング率を求める
C群（11～15）
11　オシロスコープ
　　交流電圧計の周波数特性などを求める
12　インピーダンス
　　コイルのインダクタンスとコンデンサの
　　電気容量を求める
13　ダイオード
　　ダイオードの電流電圧特性を求め、
　　整流・平滑回路の働きを調べる
14　トランジスタ
　　トランジスタの静特性曲線を求め、
　　電流増幅率などを求める
15　ホイートストンブリッジ
　　ニクロム線の電気抵抗を求める
D群（16～20）
16　分光計
　　プリズムガラスの屈折率を求める
17　交流の周波数
　　共鳴弦の長さから交流の周波数を求める
18　屈折率（読取顕微鏡）
　　水とガラスの屈折率を求める
19　気柱の共鳴
　　共鳴気柱長から音叉の振動数を求める
20　原子スペクトル
　　水素の発光スペクトルから、
　　リュードベリ定数を求める


