
2019-6040000096-01遺伝生物学

 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：初級　　試験実施：有り　　
柴田　弘紀

◎－－－　概要　－－－◎

「遺伝学」とは「変異の伝達」に関する学問である。個体間に
ばらつき（変異）があることを出発点として、それがどのよう
なパターンで次世代に伝達されるのか、さらにその変異が遺伝
子のどのような変化によって決まっているのかを取り扱う学問
である。書店の「遺伝」の棚に並ぶような分子生物学的な内容
（DNAの構造やその発現機構）は本来の遺伝学のごく一部にし
か過ぎない。本講義では、本来の意味での「遺伝学」を指向す
る。古典的なメンデル遺伝学から出発し、徐々に複雑な概念を
導入しながら、最先端のゲノム研究や遺伝医学など広範な事象
が、遺伝学の基礎的知識の積み重ねで理解できることを紹介し
ていく。高校で生物を履修しなかった学生や、遺伝は「丸暗記
の科目」と思い込んでつまずいてしまった学生の受講も歓迎す
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

メンデルの法則を理解し、説明できる。(知識・理解)

遺伝子が生物の性質を決めるしくみについて、説明できる。
(知識・理解)

医学や健康に関する遺伝の話題について、遺伝学的知識に基づ
いて正しく理解できる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習の必要はないが、講義後は講義資料を元に必ず1時間程度
復習して、次の講義に望むこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

遺伝学の基礎的知識を習得し、「遺伝」や「遺伝子」の関わる
さまざまな事象を正しく理解し説明できる「遺伝リテラシー」
が身につけているか、を評価の基準とする。各講義の最後に、
小テストを行い、定期試験を7割、各講義後の小テストを3割で
評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特定のテキストは使用しないが、下に紹介した書籍を予
習、復習の参考にしてもらいたい。また講義の際の資料や
プロジェクター原稿の内容等から試験問題を出題する。

◎－－－　参考書　－－－◎

遺伝学概説（第8版）　ISBN 4-563-03877-6
遺伝学キーノート　ISBN 4-431-70917-6

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義に使用する資料は、毎週月曜日までには下のURLに
アップロードしていくので、各自出力して（電子媒体でも
よい）必ず講義に持ってくること。
資料の二次使用は禁ずる。
http://gen.kyushu-u.ac.jp/Fukudai/Fukudai_2019_Iden.html

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回：メンデルの法則（1）（優性の法則、分離の法
則））
第2回：メンデルの法則（2）（独立の法則）／連鎖と組換
え（1））
第3回：連鎖と組み換え（2）／染色体地図
第4回：性染色体と伴性遺伝
第5回：メンデル遺伝のまとめ
第6回：遺伝子の生化学的性質
第7回：遺伝子発現
第8回：突然変異とDNA修復
第9回：これまでの復習（ビデオ学習）
第10回：確率と有意差検定
第11回：家系分析
第12回：集団の遺伝（1）
第13回：集団の遺伝（2）／量的遺伝
第14回：医科遺伝学
第15回：ヒトゲノム研究に関する話題（試験対策質問タイ
ム）

◎－－－　URL　－－－◎

2019年度遺伝生物学（福岡大学）
(http://gen.kyushu-u.ac.jp/Fukudai/Fukudai_2019_Iden.html)



2019-6040000096-01遺伝生物学

柴田　弘紀

◎地球:A-2,A-3,B-1

1.メンデルの法則を理解し、説明できる。　(A-2)

2.遺伝子が生物の性質を決めるしくみについて、説明できる。　(A-3)

3.医学や健康に関する遺伝の話題について、遺伝学的知識に基づいて正しく理
解できる。　(B-1)

◎ 地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）

Ａ　【知識・理解】

A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。

Ｂ　【技能】

B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。

Ｃ　【態度・志向性】

C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000144-01エネルギー生物学

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

坂本　順司

◎－－－　概要　－－－◎

生命を維持するために、生物はエネルギーを獲得し、また利
用する。生物界のエネルギー獲得系には、発酵・呼吸・光合成
の３様式があり、エネルギー利用系には運動・生合成・輸送・
発電・発光など多様な様式がある。これらエネルギー変換の要
として、化学物質レベルではATPがあり、細胞レベルではイオ
ン駆動力（ion motive force）がある。化学反応とイオン輸送
（生体膜を隔てたイオンの移動）との連関を、化学浸透共役
（chemiosmotic coupling）という。生体におけるエネルギー変
換は、その大部分が酵素の触媒する化学反応に関わっており、
そのような側面はエネルギー代謝（energy metabolism）ともよ
ばれる。エネルギー代謝を含め生体エネルギー変換のしくみを
研究する学問を、生体エネルギー学（bioenergetics、エネル
ギー生物学）という。

ヒトにおける主なエネルギー獲得系は細胞呼吸（細胞レベル
の呼吸現象）であり、その中心に解糖系・クエン酸回路・酸化
的リン酸化という３段階の代謝経路がある。これらを中枢代謝
とよび、生化学（biochemistry）の主要部でもある。そこで本講
義の前半では、これら３つの代謝経路を中心に、生体エネル
ギー変換の基礎について学ぶ。
　細胞呼吸で主要な役割を果たすATP・イオン駆動力・化学浸
透共役はまた、微生物における発酵や植物における光合成など
その他のエネルギー獲得系、さらには生合成・膜輸送・細胞運
動などのエネルギー利用系にも共通な作動原理となっている。
したがってこの講義の後半では、糖質以外の物質（脂質・アミ
ノ酸・ヌクレオチドなど）の代謝や生物全般の進化、生態系に
おける生物多様性などにも話を広げるとともに、それらを統一
的に把握するための基本原則も学ぶ。

エネルギー生物学（生体エネルギー学）は、このように有効
な適用範囲が広いだけに、誤りなく把握するためには数量的な
理解も重要である。そこで講義の終盤の一部では、計算問題を
中心とする演習課題を解きながら、生体エネルギーを定量的に
表現する物理化学的諸概念の理解も深める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

「生物科学」の一分野として、細胞におけるエネルギー変換の
基本について説明できる。(知識・理解)

生態系における各種生物の生命現象を、エネルギーの観点から
理解できる。(知識・理解)

生体エネルギー変換を、定量的に計算できる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習・復習をすると理解が深まる。大半の授業は、指定したテ
キスト（教科書）に沿って行なう。予習しやすいよう次回の授
業の該当部分を予告するので、事前に読んでわからないことを
調べておくこと（６０分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

期末試験を９０％、小テストなど平常点を１０％の比率で評価
する。小テストでは、細胞におけるエネルギー変換の基本的な
概念や術語を把握しているかを評価の基準とする。期末テスト
では、さらにそれらの相互関係を自分の言葉で説明できるかを
評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

坂本順司著、イラスト基礎からわかる生化学、裳華房、
2012年、3200円、ISBN 978-4-7853-5854-9
授業で使うので持参すること。

◎－－－　参考書　－－－◎

エッセンシャル細胞生物学　ISBN 978-4-524-26214-4
ストライヤー生化学　ISBN 978-4-8079-0581-3
生物学辞典　ISBN 978-4-00-080314-4

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

脳と身体は密接に連関しており、認識を深めるには手を動
かすことが重要です。授業では「板書の書写」も大切にし
てもらいます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　エネルギー代謝研究のあけぼの：生体エネルギー学の
研究前史
２　解糖と発酵：解糖系の諸反応と糖質の種類
３　酵素と補酵素：酵素研究史と還元力を運ぶ補酵素（フ
ラビンとNAD）
４　ATP：高エネルギーリン酸化合物としてのヌクレオチ
ド
５　クエン酸回路：酵素反応の種類と機能、ミトコンドリ
ア
６　細胞呼吸（１）：酸化的リン酸化、呼吸鎖とシトクロ
ム
７　細胞呼吸（２）：FoF1-ATP合成酵素の回転触媒機構
８　その他の糖代謝：ペントースリン酸経路、糖新生、多
糖代謝
９　脂質代謝：２大エネルギー貯蔵物質、β酸化と生合
成、脂溶性ホルモン・ビタミン
１０　アミノ酸代謝：尿素回路、窒素の排出、代謝調節
１１　ヌクレオチド代謝：新生経路と再利用経路、代謝拮
抗薬
１２　光合成：葉緑体の電子伝達系とカルビン-ベンソン
回路
１３　ギブズエネルギーとイオン駆動力
１４　化学浸透共役：計算演習
１５　生物多様性と生体エネルギー：生物進化と生態系



2019-6040000144-01エネルギー生物学

坂本　順司

◎地球:A-2,A-3,B-1

1.「生物科学」の一分野として、細胞におけるエネルギー変換の基本について
説明できる。　(A-2)

2.生態系における各種生物の生命現象を、エネルギーの観点から理解できる。
(A-3)

3.生体エネルギー変換を、定量的に計算できる。　(B-1)

◎ 地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）

Ａ　【知識・理解】

A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。

Ｂ　【技能】

B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。

Ｃ　【態度・志向性】

C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000128-01エレクトロニクス

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

赤星　信

◎－－－　概要　－－－◎

エレクトロニクス（電子工学）は電子の振舞いを利用してエ
ネルギーや信号を伝送したり変換したりする技術であり、産業
と生活に広く応用されて現代文明を支えている。本科目では、
電気信号の伝送や変換にかかわる基礎的な概念とそれに関係す
る計算法を学ぶ。
　信号とは何らかの情報を担っている物理的変化のことであ
る。電位や電流、電場や磁場は比較的制御し易く、有線や無線
の形で変化を遠くまで速く確実に伝えることができ、また、い
ろいろな物理現象と絡み得るので、通信のみならず、計測や制
御、記録や計算を行うシステムで信号として広く使われてい
る。
　この電磁気信号は情報の担い手として非常に有用だが情報そ
のものではなく、その伝送と変換には必ずエネルギーの伝送と
変換という物理的過程をともなう。そこで本科目では、まずは
ＬＣＲ回路における電磁気的なパワーとインピーダンスについ
て学習する。次に、便利な回路素子として抵抗などと同じよう
に使われる集積回路（ＩＣ）や種々のセンサなどについて、そ
の働きを学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.直流回路の動作をオームの法則にもとづいて解析し、指定さ
れた物理量の値を算出することができる。(技能)

2.正弦波交流に対するLCR２端子回路やLCR４端子回路の動作
を複素表示を用いて解析し、指定された物理量の値を算出する
ことができる。(技能)

3.基本的なオペアンプ回路の働きを理解し、その応用回路の働
きを式で示すことができる。(知識・理解)

4.基本的な論理回路の働きを理解し、その応用回路の働きを図
で示すことができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業の初回に、授業で取り上げる主なテーマそれぞれの典型
的な問題のプリントが配布される。各テーマの授業日程の前に
そのテーマの問題に取り組むことが望ましい。説明を聞く前だ
から解けなくてもよいが、どんな知識や計算方法が必要かを想
像することはできる。これが予習である（40分）。授業中は不
明部分に注目して話を聞く。説明を受けた後は、何を記憶し、
どんな計算技能を身につければよいかを整理する。覚えること
を必要最小限に絞り込み、計算方法については、素早く確実に
計算ができるように練習する。これが復習である（80分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標の達成度は、それを評価すべく出題された定期試験
問題に対する答案の要所要所の正誤をもとに、０％から100％
までの数値として算出される。毎回の小テストでは、その回の
授業内容についての一応の理解ができたかどうかが測られる。
最終的な成績評価（評点）は、定期試験の結果約95%、毎回行
われる小テストの結果約5%の重みを目安として算出される。

◎－－－　テキスト　－－－◎

定められていない。適宜、プリントが配布される。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

原則として毎回、授業内容に関する小テストがあるの
で、まずは自分の頭で取り組むこと。分からない場合は放
棄せず、友人と一緒に考えて時間内に何らかの結論まで到
達すること。友人との議論は、社会的存在として生きてい
く上で必須の「コミュニケーション能力」を磨く重要なプ
ロセスである。理解しないまま友人の言う通りに答案を書
くというのは友人と一緒に考えることにはならず、コミュ
ニケーション能力は磨かれない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

授業の順番の予定は次の通りである。

１　定常電流とオームの法則
電圧と電流、起電力と抵抗、電力、
オームの法則、電源の内部抵抗

２　直流回路
電位と電位差、直列と並列、
ブリッジ回路と抵抗値の計測

３　電気信号と正弦波交流
情報と信号、交流の振幅と位相、
三角関数と指数関数、微分積分、
オイラーの公式、交流の複素表示

４　LCR２端子回路の複素インピーダンス
電流と電圧の比例関係と位相差、
オームの法則の拡張

５　交流電力
電源（信号源）と負荷、
瞬時電力と平均電力、力率

６　LCR４端子回路
行列とその積、入力と出力、
４端子行列、４端子の接続

７　LCR４端子回路の働き
インピーダンス変換、フィルタ、
分布定数回路とその４端子行列

８　アナログＩＣ（１）
理想的オペアンプの動作と基本回路

９　アナログＩＣ（２）
抵抗のみのオペアンプ回路

10　アナログＩＣ（３）
他の素子も含むオペアンプ回路

11　デジタルＩＣ（１）
信号と雑音、アナログとデジタル、
論理演算、負論理記号、組合せ回路

12　デジタルＩＣ（２）
種々の組合せ回路

13　デジタルＩＣ（３）
順序回路、ＦＦ、タイミング図

14　種々の電気素子
センサ、マイクロコンピュータ

15　まとめ



2019-6040000128-01エレクトロニクス

赤星　信

◎地球:A-2,A-3,B-1

1.1.直流回路の動作をオームの法則にもとづいて解析し、指定された物理量の
値を算出することができる。　(B-1)

2.2.正弦波交流に対するLCR２端子回路やLCR４端子回路の動作を複素表示を
用いて解析し、指定された物理量の値を算出することができる。　(B-1)

3.3.基本的なオペアンプ回路の働きを理解し、その応用回路の働きを式で示す
ことができる。　(A-2)

4.4.基本的な論理回路の働きを理解し、その応用回路の働きを図で示すことが
できる。　(A-3)

◎ 地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）

Ａ　【知識・理解】

A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。

Ｂ　【技能】

B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。

Ｃ　【態度・志向性】

C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000150-01応用地球圏科学（大学で学んだことは社会でどう活かされているか）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

杉山　哲男、糸長　登志夫、大内田　昭信、木村　健、清﨑　淳子、真田　和之、庄司　哲也、津村　英介、長井　秀樹

◎－－－　概要　－－－◎

本講義では、地球圏科学科で学んできた基礎的な知識や解析手法
が、実社会でどう活かされているかを理解するために、地球圏科学
関連専門領域で活躍している8名の社会人講師（実務者教員）を招
く。
　清﨑淳子講師（クロスエンジニアリング㈱）：地質試料の分析・
解析は、地熱分野・資源開発分野・防災分野など、幅広い分野で利
用されている。科学技術の応用に携わる技術士としての業務を解説
し、地球圏科学関連分野での技術を活かす仕事の実例を紹介する。
　糸長登志夫講師(気象庁福岡管区気象台)：まず、気象庁の業務全般
を簡単に紹介する。そして、集中豪雨や台風などの災害をもたらす
激しい気象現象をレビューし、その監視・予測技術及び防災気象情
報について解説する。
　庄司哲也講師(気象庁福岡管区気象台)：発生後、わずかな時間で甚
大な被害をもたらす地震や津波、小さな噴火でも被害をもたらす可
能性のある火山噴火に対する監視の現状、及び災害を軽減するため
の警報・注意報・情報の種類やその活用法について解説する。
　長井秀樹講師（気象庁福岡管区気象台）：気候変動に関する政府
間パネル（IPCC）が求める地球温暖化に対する取り組み課題を紹介
し、気象庁における観測、温暖化予測、および猛暑日や大雨の増加
が見込まれる九州・山口の気候の将来予測について述べる。
　津村英介講師（㈱ENJEC）：主に人の活動によって公共用水域で
の水質汚染が拡大するにつれて、社会的関心の高まりから環境規制
も徐々に拡大している。水質環境の法整備の現況と、水質調査の実
務について紹介する。
　木村　健講師（㈱ENJEC）：土壌汚染対策法で制度化され、新た
な国家資格の土壌汚染調査技術管理者が創設された。併せて整備さ
れた汚染調査や対策の手法とその実務について解説する。
　真田和之講師（㈱ENJEC）：近年 PM2.5や光化学スモッグなど、
人への健康影響が心配される大気環境汚染問題について、現状での
法的規制と大気質調査の動向を実例で紹介する。
　大内田昭信講師（久留米大学がんワクチンセンター）: 健康・長寿
は人類の願望であり、そのために新薬が国内外の多くの製薬企業で
精力的に開発されている。日本の将来を支える医薬品産業での新薬
開発の過程を解説する。
　杉山哲男：地球圏科学科の学生として必要なキャリア準備につい
て，具体的な問題点と注意事項を実践的に指摘・指導する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地球圏科学科の専門教育で学んだ知識や技能が実社会ではどのよう
に活用されているかを理解し、自ら積極的に社会貢献する姿勢がも
てるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習として，「社会において地球圏科学が関与している問
題」と思われる新聞記事を1つ選び，記事の概要とその問題に地球圏
科学がどう関与すべきか，自らの考えを記述した意見文レポート
（A4用紙1枚以内）を作成し，初回の講義日に提出すること。なお，
意見文にはその根拠が明示されている必要がある（90分）。毎回の
講義前にはキーワードとなる専門領域の情報収集を求める（60分）
　また，事後学習としては，毎回配布される講義資料の見直しを行
い，気付いた点や気になる点について，ネットワークなどを用いて
更に掘り下げること（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

担当者ごとに提示する課題について作成提出される成果物で評価
する。成果物の評価基準は到達目標の到達度を見ることになる。成
果物としてはレポートを課すこともあり，ミニテストを行う場合も
ある。全9名の担当者の評価を加算し，受講生各自の成績評価とす
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に教科書は使用しない。講義中に配付されるプリント
を用いる。

◎－－－　参考書　－－－◎

必要な参考図書については各講義の中で紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

この講義は地球圏科学科3年生全員を対象に，全ての分
野の進路選択に役立つ内容で開講されている。生物学，地
球科学，地球物理の各分野の先端で実務に従事している講
師陣が担当しているので，その業務内容やキャリア選択に
ついて，質問や相談を行う機会として積極的に活用するこ
とが望ましい。なお，成績評価の方法から，受講生は全て
の講義に出席する必要があることは言うまでもない。な
お，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　－－－◎

１　技術を活かす仕事－技術士（Professional Engineer）
（清﨑）
２　資源を探る/防災に活かす（清﨑）
３　再生可能エネルギー/地域資源を考える（清﨑）
４　地震・津波・火山の監視と防災情報（庄司）
５　気象の観測・予測と防災気象情報（糸永）
６　地球温暖化の監視と予測（IPCCの取組から）（長井）
７　水質環境の法と調査実務（津村）
８　土壌環境の法と調査実務（木村）
９　大気環境の法と調査実務（真田）
10　地球圏科学科学生のキャリア準備：自己分析の方法論
（杉山）
11　食品と医薬品（大内田）
12　日本の医薬品産業（大内田）
13　新薬開発について（大内田）

14　地球圏科学科学生のキャリア準備：エントリーシート
対策（杉山）
15　地球圏科学科学生のキャリア準備：企業研究と専門コ
ア領域について（杉山）



2019-6040000150-01応用地球圏科学（大学で学んだことは社会でどう活かされているか）

杉山　哲男、糸長　登志夫、大内田　昭信、木村　健、清﨑　淳子、真田　和之、庄司　哲也、津村　英介、長井　秀樹

◎地球:C-3

1.地球圏科学科の専門教育で学んだ知識や技能が実社会ではどのように活用さ
れているかを理解し、自ら積極的に社会貢献する姿勢がもてるようになる。
(C-3)

◎ 地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）

Ａ　【知識・理解】

A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。

Ｂ　【技能】

B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。

Ｃ　【態度・志向性】

C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000169-01化学Ｃ

 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：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・２時限　　試験時間割：後日発表　　

井上　亨

◎－－－　概要　－－－◎

化学Cでは，化学の中でも物理化学と呼ばれる分野について
学んでいきます。物理化学は物質の構造・性質・反応を自然界
の物理法則に基づいて体系的に理解しようとするもので，化学
の他の分野（無機化学，有機化学，生物化学など）に比べて理
屈っぽいところがあります。物理化学はまた（1）個々の原子
や分子の構造や性質に目をむけるものと（2）原子・分子が集
団として示す性質（われわれが直接観察する物質の振舞い）を
対象とするものの2つの分野に分けられます。前者は量子力学
を，また後者は熱力学を基礎として組み立てられます。いずれ
もその気になって勉強するにはたいへんな時間と労力を必要と
するもので，入門的な内容であっても週１時間の半期の授業で
はこの２つの分野をこなすことはできそうもありません。それ
で，ここでは主として（2）の内容について学ぶことにし，化
学熱力学の話から始めて，相平衡や化学平衡について学んでい
くことにします。いずれにしろ物理化学は理屈っぽいものです
から，どうしても数式に頼ることが多く，それを理解するため
には数学的な素養が必要で，そのため取っつきにくいと感じら
れるものです。この授業では，数式が表す意味をできるだけわ
かりやすく説明し，物理化学を取っつきやすいと感じてもらい
たいと思います。講義は配布プリントに沿って話を進めていき
ます。板書をすることも多いと思いますが，大方はプリントに
書かれていますので黒板に書かれたものをすべてノートにとる
必要はありません。ノートをとることよりも説明を聞くことに
集中して下さい。また，ほぼ毎回，授業の終わりに5～10分程
度の時間をとって，その日の講義内容に関連した小テストを行
います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

授業計画の1～3では実在気体のP, V, Tの関係を気体分子の分子
間相互作用に基づいて理解し、説明できる(知識・理解)

授業計画4～6では自由エネルギーと化学ポテンシャルの意味を
把握し、説明できる(知識・理解)

授業計画7～8では純物質の沸点や融点と圧力の関係を表わす
Clapeyron-Clausiusの式が，9～12では沸点上昇や浸透圧などの
溶液の性質が，13～15では化学平衡の質量作用の法則が，いず
れも熱力学の法則から導かれることを理解し，それぞれに関連
した問題を解くことができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習は講義の理解の助けになります。配布したプリントに予
め目を通して授業に臨むようにして下さい。また，授業で理解
できなかったところはプリントを読み返して復習して下さい。
理解できるまで何度も読み返すことを勧めます。予習には３０
分、復習には６０分程度の時間があればいいと思います。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

大事なことは講義を聞き，かつ，自学して授業の内容を理解
し，修得することです。修得の程度は定期試験のでき具合に反
映されます。したがって，原則として定期試験の結果で成績を
評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

講義資料のプリントを配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

物理化学の教科書・参考書は非常にたくさんあり，その
多くは図書館に収められています。それで，図書館でその
いくつかを手に取ってみて自分に合ったものを探してみて
ください。参考になり，学習に役立つはずです。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

化学C（すなわち，物理化学）の内容は毎回“読みき
り”ではなく“続き物”です。つまり，前回までのあらす
じが分かっていないと，その時間の話が理解できません。
それで，とくに出席はとりませんが，できるだけ講義は休
まずに受けるようにしてください。また，講義は最初から
受けてください。始めの部分を聞いていなかったら，途中
から話を聞いても？？？です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　気体の性質－その1
　理想気体の状態式と気体定数
2　気体の性質－その2
　気体分子運動論・気体分子の根平均二乗速度
3　気体の性質－その3
　実在気体の状態式・混合気体と分圧
4　化学熱力学のまとめ－その1
　熱力学第一法則および熱力学第二法則
5　化学熱力学のまとめ－その2
　Gibbsエネルギーと化学ポテンシャル
6　化学熱力学のまとめ－その3
　化学ポテンシャルの表現
7　純物質の相平衡－その1
　相平衡の条件と相律・純物質の状態図
8　純物質の相平衡－その2
　Clapeyron-Clausiusの式とその応用
9　混合物の相平衡－その1
　Raoultの法則と理想溶液
10　混合物の相平衡－その2
　理想希薄溶液・溶液の性質（蒸気圧降下）
11　混合物の相平衡－その3
　溶液の性質（沸点上昇と凝固点圧降下）
12　混合物の相平衡－その4
　溶液の性質（浸透圧）・束一的性質
13　化学平衡－その1
　化学平衡の条件と質量作用の法則
14　化学平衡－その2
　質量作用の法則の応用（気相化学平衡，液相化学平衡）
15　化学平衡－その3
　化学平衡に対する外的条件の影響
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井上　亨

◎地球:A-3,B-1

1.授業計画の1～3では実在気体のP, V, Tの関係を気体分子の分子間相互作用に
基づいて理解し、説明できる　(A-3)

2.授業計画4～6では自由エネルギーと化学ポテンシャルの意味を把握し、説明
できる　(A-3)

3.授業計画7～8では純物質の沸点や融点と圧力の関係を表わすClapeyron-
Clausiusの式が，9～12では沸点上昇や浸透圧などの溶液の性質が，13～15では
化学平衡の質量作用の法則が，いずれも熱力学の法則から導かれることを理解
し，それぞれに関連した問題を解くことができる。　(B-1)

◎ 地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）

Ａ　【知識・理解】

A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。

Ｂ　【技能】

B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。

Ｃ　【態度・志向性】

C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000170-01化学Ｄ（人の身体を構成する物質とその機能・代謝）

 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：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・１時限　　試験時間割：後日発表　　

加藤　祐子

◎－－－　概要　－－－◎

生物化学は、生命の現象を分子・原子レベルで解明しようとす
る学問領域である。生体機能のしくみ、生体を構成するタンパ
ク質、糖鎖などの働きを理解する。さらに酵素反応、核酸、代
謝の基礎を理解する。重要なことは、自分たちの身体はアミノ
酸、タンパク質、酵素、糖鎖などからできており、代謝
(metabolism) で生命を維持し、成長していることを理解してい
くことを目的とし「化学D」の講義を行う。また「化学Ｄ」は
生体を構成する物質と、それらの働き、さらに酵素化学、核
酸、代謝機能など範囲が広くなるので、基礎的な内容と重要な
いくつかの内容を中心に講義していく。

　
内容は、「授業計画」を参照にする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．人体を構成する各種物質を理解できる(技能)

２．周期表の元素と生体関連元素は共通していることを理解で
きる(知識・理解)

３．人体は代謝(metabolism) で生命を維持し、成長しているこ
とを理解できる(知識・理解)

４．酵素反応速度論を理解し、簡単な酵素反応の計算ができる
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の授業範囲を教科書を読んで予習し、専門用語の意味等を
理解しておくこと
新聞や雑誌などで科学の話題、生命や体の仕組みなどの話題に
目をとおし、興味をもっていくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１．成績評価は、定期試験（計８０点）、レポート(数回）・
平常点（計１０点）などにより評価する。
２．生体を構成する、アミノ酸、タンパク質、糖鎖などの構造
と働きを理解しているかを評価する
３．生体内の酵素の種類とその機能、酵素の反応速度を理解し
簡単な計算ができるかを評価する。
４．核酸の構造と働きを学び、タンパク質が合成されるしくみ
を説明できるかを評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

講義資料および講義内容をまとめたプリントを随時、出席
者に配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

ヴォート「生化学（上・下）」（第3版）（東京化学同
人）　ISBN 978-4-8079-0607-9

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

ノート講義が多く、また演習問題などをおこなうので、専
用のノートを準備して必ず出席して理解を深めること。さ
らに、3年後期の「生化学実験」などで応用できることが
重要。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　ストレスの科学・生元素
2　周期表の元素と生体関連元素
3 アミノ酸の化学・ペプチドの化学
4　タンパク質の化学　(アレルギーを含む)
5 アレルギーの発生・アレルギー食品
6 糖・糖鎖の化学(1)（単糖、オリゴ糖鎖、多糖類）
7 糖・糖鎖の化学(2)（生理活性の糖、アレルゲンとなる糖
鎖、生殖に関わる糖鎖など)
8 食品添加物とその安全性試験・前半のまとめ
9 酵素の働きと性質（酵素・基質反応の特異性，　最適pH
と最適温度）
10 酵素反応速度論
　　ミカエリス・メンテンの式,ラインウィーバー・バル
クの式からの計算
11 核酸(DNA,RNA)の構造と機能
12 核酸と遺伝情報
13 代謝（異化代謝とエネルギー獲得）
14 糖代謝（解糖、糖新生，ヘキソースリン酸経路）
15 アミノ酸の代謝・全体のまとめ



2019-6040000170-01化学Ｄ（人の身体を構成する物質とその機能・代謝）

加藤　祐子

◎地球:A-3,B-1

1.１．人体を構成する各種物質を理解できる　(B-1)

2.２．周期表の元素と生体関連元素は共通していることを理解できる　(A-3)

3.３．人体は代謝(metabolism) で生命を維持し、成長していることを理解でき
る　(A-3)

4.４．酵素反応速度論を理解し、簡単な酵素反応の計算ができる　(A-3)

◎ 地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）

Ａ　【知識・理解】

A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。

Ｂ　【技能】

B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。

Ｃ　【態度・志向性】

C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000127-01気水圏物理化学（大気浮遊微粒子の科学）

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

林　政彦

◎－－－　概要　－－－◎

　地球の大気には様々な物質が存在し，大気の質に影響を与え
ている。これらの成分は，地殻活動，大気・海洋現象、生物活
動，人類活動等によって生成され，大気へ放出されたものであ
る。あるいは，放出された物質の大気中での化学反応の生成物
である。これらの物質は，大気の大循環をはじめとする様々な
運動によって大気中を輸送される。その間に，化学反応によっ
て生成・消失され，さらには，海洋への吸収，地表面への沈
着，雨による沈着や生物による吸収などによって大気中から除
去される。あらゆる物質は循環しており，それらの物質の量
は，大気圏，水圏，地圏等からなる動的な循環系のある時点で
の状態として現れている。
　このような大気中に含まれる成分のひとつに，エアロゾルと
呼ばれる粒子状物質がある。大気エアロゾルは，0.001～10マイ
クロメータ程度の微小な粒子で，その存在量は大気の質量の1
億分の一程度の質量であるが，大気汚染，酸性雨，オゾン層の
維持，地球熱収支などの地球環境問題とも呼ばれる地球物質，
エネルギー循環に関与している。その意味で，大気環境変動
を，液相･固相物質を分散させたコロイド系の変動として捉え
ることが重要な視点となる。
　この講義では，このような大気エアロゾルの物理化学過程と
地球大気における分布と変動の基礎的な事項について講ずる。
大気中に浮遊する微粒子の物理化学を楽しんでもらいたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

大気エアロゾルの発生，輸送，変質，消滅に関してどのような
物理化学過程が作用しているか理解している。(知識・理解)

大気エアロゾルの代表的な粒径分布，空間分布，組成等の特徴
を理解している。(知識・理解)

大気エアロゾルの代表的な特徴がどのような物理化学過程に
よって形成されているのかを説明できる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：配布するプリントの次回の講義の該当部分に目を通して
おくと良い(30分)。
復習：毎回のレポート課題に取り組むことが復習となる(120
分）。
日常的に，空を眺め，ニュースに耳を傾け，エアロゾルが関与
していそうなことを探すのが最高の時間外学習である。
予習，復習に限らず友人との議論，担当教員への質問を積極的
にすることを勧める。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の成績（100点満点）を基本とする。ただし，通常
の提出物の提出状況に応じて，通常の提出物による評点が最大
40点となるように，定期試験と提出物による評価を按分して加
算し，成績とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特に指定しない。必要に応じてプリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

大喜多敏一著　「大気保全学」　産業図書
高橋幹二著　「エアロゾル学の基礎」　森北出版
S.K.フリードランダー著　「エアロゾルの科学」　産業図
書
W.C.ハインズ著　「エアロゾルテクノロジー」　井上書院

一般的読み物として
笠原三紀夫・東野達監修　「大気と微粒子の話」　京都大
学学術出版会
三崎方郎著　「微粒子が気候を変える」中公新書

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　講義においては，基本的な概念の解説を行うことを主と
する。一方，理解を助けるための演習問題をほぼ毎回課
し，レポートとして提出することを要求する。レポート
は，「答え」があっているか，が大切なのではない。考え
方，感覚を自分のものにすることが目的である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　空気－エアロゾル系としての大気
　－空気は空気より出でて空気にあらず－
２　大気エアロゾルの物性，粒径分布
　－多様な性格と顔つきの微粒子たち－
３　二次粒子の生成
　－気体からの粒子生成－
４　硫酸塩エアロゾルの分布
　－成層圏に，海洋に，都市に－
５　破砕による一次粒子の生成
　－海塩粒子と鉱物粒子－
６　エアロゾルの湿度応答
　－湿り気が微粒子の顔つきを変える－
７　エアロゾル・雲粒子への気相成分の凝縮
　－エアロゾルの成長曲線－
８　エアロゾルの二次変性と表面反応
　－酸性雨，黄砂，オゾンホール
９　乾性沈着と渦拡散
　－落ちるが早いか，混ざるが早いか－
10　湿性沈着
　－雲、降水が大気を掃除する－
11　地球大気におけるエアロゾルの鉛直分布
12　地球大気におけるエアロゾルの水平分布
13　エアロゾルによる光の散乱，吸収
　－微小なエアロゾルが変える空の彩り－
14　エアロゾルを観測する
15　まとめ



2019-6040000127-01気水圏物理化学（大気浮遊微粒子の科学）

林　政彦

◎地球:A-2,A-3,B-1

1.大気エアロゾルの発生，輸送，変質，消滅に関してどのような物理化学過程
が作用しているか理解している。　(A-2)

2.大気エアロゾルの代表的な粒径分布，空間分布，組成等の特徴を理解してい
る。　(A-3)

3.大気エアロゾルの代表的な特徴がどのような物理化学過程によって形成され
ているのかを説明できる。　(B-1)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000138-01形態形成制御学

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

景浦　宏

◎－－－　概要　－－－◎

発生は受精に始まり、個体の再生産、配偶子形成、そして老
化に終わる。この現象は体細胞では１回限りであるが、生殖細
胞では無限に繰り返される。１個の受精卵から複雑な個体が再
生産される"発生"という現象は、我々の知る自然現象の中で最
も複雑で、不思議な現象である。また、この過程を支配する遺
伝子に変異が生じ、自然選択されることで進化が起こる。例え
ば、ヒトではたった１個の細胞である受精卵が、分裂をくり返
して約200種、10兆個の細胞となり、これが空間的に整然と配
列されて、ヒトという１個体が形成される。ここでは、遺伝子
発現の調節という観点から，細胞分化について解説する。
・全ての細胞は受精卵と同じ遺伝子セットをもっている。
・違った細胞は違った遺伝子セットを発現する。
・発生の仕組みの違いから動物卵は大きくモザイク卵と調節卵
に分けられる。
・モザイク卵では、細胞分化に主に細胞質の決定子を用いる。
・調節卵では、細胞分化に主に細胞相互作用を用いる。
・モザイク卵と調節卵について例を挙げて説明する。
・細胞相互作用の例として、両生類の中胚葉誘導と神経誘導に
ついて説明する。
・ショウジョウバエの体節形成で、転写因子（TF）とシグナル
伝達系の重要性を説明する。
・脊椎動物の進化を発生を支配するツールキット遺伝子の重複
と変異によって説明する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

形態形成に関する専門知識を身につけている。(知識・理解)

形態形成で観察される現象を正しく理解できる。(知識・理解)

形態形成で起こる現象に関する知識･理解を適切に運用でき
る。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・｢予習として、参考書として挙げた本のいずれかを事前に読
み、授業の該当項目についておおよその内容を知り、疑問点を
明らかにしておく。（60分）｣
・｢復習として、配布したプリントとノートをもとにして、授
業内容をまとめ、理解を深めること。90分）｣

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
・形態形成に関する専門知識を身につけている。
・形態形成で観察される現象を正しく理解できる。
・形態形成で起こる現象に関する知識･理解を適切に運用でき
る。
以上のことを評価の基準とする。
方法
　定期試験によって評価し、60点以上を合格とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

教科書は指定しない。随時プリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

図解　発生生物学　ISBN 4785350385
発生生物学、分子から形態進化まで　ISBN 4810180336
ウォルパート　発生生物学　ISBN 9784895927161

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

資料として配るプリントの内容をよく理解すること。ま
た、参考書やインターネットで分からない専門用語や内容
を調べ、理解し、説明できるようにすること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　核ゲノムの不変性（遺伝情報の保持）
２　モザイク卵の発生（卵細胞質の重要性）
３　調節卵の発生（細胞相互作用の重要性）
４　両生類初期胚のパターン形成（中胚葉誘導）
５　神経管形成（神経誘導）
６　決定転換（細胞運命の変更）
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　ショウジョウバエの初期発生（背腹軸と両端の決
定）
１１　ショウジョウバエの体節数の決定（前後軸の決定）
１２　ショウジョウバエの体節の特殊化（HOM遺伝子）
１３　脊椎動物の分節構造の特殊化（Hox遺伝子）
１４　動物の発生と進化（体の基本設計の違い）
１５　脊椎動物の進化（遺伝子重複と進化）



2019-6040000138-01形態形成制御学

景浦　宏

◎地球:A-2,A-3,B-1

1.形態形成に関する専門知識を身につけている。　(A-2)

2.形態形成で観察される現象を正しく理解できる。　(A-3)

3.形態形成で起こる現象に関する知識･理解を適切に運用できる。　(B-1)

◎ 地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）

Ａ　【知識・理解】

A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。

Ｂ　【技能】

B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。

Ｃ　【態度・志向性】

C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000146-01系統分類学

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

荒谷　邦雄

◎－－－　概要　－－－◎

系統分類学とは生物のグループを認識・命名し、それらの系統
関係に基づいた体系を構築する学問である。この講義では、分
類学や系統学の歴史や基本的理論、形態と分子両面に基づく
様々な方法論を学ぶとともに、約35の門に分類されている動物
を主な対象として、それらの多様性や系統関係について学習す
る。系統分類学の研究成果を環境問題や多様性保全などに関す
る民意の形成や政策の決定にどう活かしていくかも議論した
い。

◎－－－　到達目標　－－－◎

分類学や系統学の専門知識を身につけている。(知識・理解)

地球とその環境で観察される多様な生物の特徴や系統関係を正
しく理解できる。(知識・理解)

分類学や系統学の知識・理解を適切に運用できる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

配布するプリントにスライドや口頭で補足される内容が多いの
で、授業の後で復習がてらノートやメモの整理をすることを薦
める。また、基本的に２回分の授業の内容を１枚のプリントに
まとめてあるので、予習として後半部分のプリントの内容に事
前に目を通しておくとよい。予習と復習合わせて１時間程度の
学習を心がけてほしい。さらに理解を深めたい場合には、個々
の回の内容に対応する参考書の該当の章を読めば、より専門性
を高めることができるだろう。環境問題や多様性保全などを巡
る社会情勢や政策などにも日頃から留意しておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

分類学や系統学の専門知識を身につけるだけでなく、その知識
や理解を環境問題や多様性保全などの課題解決に活かせるよう
になることを目標に、定期試験の他、授業中に適宜演習を課
す。成績評価の割合は定期試験85％、授業中の演習の結果を含
む平常点15％とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特定の教科書は用いず、基本的にパワーポイントのスライ
ドを使って授業を行う。授業内容の概要をまとめたプリン
トを配布する。また実物の標本などの資料も適宜活用す
る。

◎－－－　参考書　－－－◎

集団生物学　ISBN 978-4-320-05744-9

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

履修においては系統分類学に関する知識・理解および技能
を身につけるだけでなく、これらをもとに社会に貢献する
姿勢を持って欲しい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：ガイダンス/分類学の基礎１
第２回：分類学の基礎２
第３回：様々な分類学１
第４回：様々な分類学２
第５回：系統と進化１
第６回：系統と進化２
第７回：様々な系統推定法１
第８回：様々な系統推定法２
第９回：生物の多様性と大系統
第10回：動物の多様性と系統１
第11回：動物の多様性と系統２
第12回：動物の多様性と系統３
第13回：動物の多様性と系統４
第14回：系統地理学と保全生物学１
第15回：系統地理学と保全生物学２



2019-6040000146-01系統分類学

荒谷　邦雄

◎地球:A-2,A-3,B-1

1.分類学や系統学の専門知識を身につけている。　(A-2)

2.地球とその環境で観察される多様な生物の特徴や系統関係を正しく理解でき
る。　(A-3)

3.分類学や系統学の知識・理解を適切に運用できる。　(B-1)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000124-01原子物理学

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

山本　大輔

◎－－－　概要　－－－◎

17世紀末から19世紀にかけて体系化された、力学・電磁気学・
熱力学を中心とする学問体系を古典物理学と総称する。古典物
理学は、目に見える巨視的な物体の運動や、我々が直接に感じ
とることのできる電磁気や熱現象を扱う科学であり、これまで
に皆さんが慣れ親しんできた学問でもある。18－19世紀におけ
る産業革命への物理学の大きな関わりもあって、自然界の現象
は当時の物理学ですべて理解できるとすら考えられた。しかし
一点の曇もないように見えたこの体系にもやがて僅かな陰りが
生じ、20世紀にはいると全く予想もされなかったような大嵐を
迎えることになる。この嵐はそれまでの日常的な感覚とは相入
れない奇妙な原子の世界を暴き出した。即ち、これまで波とし
て扱われてきた光が粒子の性質を示し、反対に粒子として扱わ
れてきた電子が波の性質を併わせ持つことが明らかとなってき
たのである。その後様々な実験事実に基づいて、こうした微視
的な世界の現象を扱う学問である量子力学が体系化されていく
ことになるが、量子力学はその物理的・数学的な概念が古典物
理学的思考とはかなり異なっているので段階をおった学習が必
要である。本講義では、はじめに原子や電子をはじめとする物
質粒子と光や波との一般的な関連性を広く概観し、つぎに古典
物理学が適用できない様々な現象や実験を取り上げながら、物
質粒子と光が織りなす微視的な世界を覗き見ていくことにす
る。このことを通じて諸君の自然界を見る目が一段と発展した
レベルに到達し、現代物理学への入門となれば幸いである。

◎－－－　到達目標　－－－◎

物質の構成要素である原子・分子の熱的振る舞いや光の粒子
性、物質粒子の波動性についての専門知識を身につけている
(知識・理解)

原子・分子スケールのミクロな環境で生じる現象を正しく理解
できる(知識・理解)

原子・分子の熱的振る舞いや、光の粒子性、物質粒子の波動性
に関する現象を説明し、問題を解くことができる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業計画を参考に、プリントの該当箇所を事前に読んでおくこ
と(90分)。講義後にはノートに記録した内容を見直して、講義
の内容を十分に理解すること(90分)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験の成績により評価する。定期試験では、微視的な世界
の物理学に関する問題について、学説に基づき正しく説明する
ことができるか、正しく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　－－－◎

プリントを配布する

◎－－－　参考書　－－－◎

阿部龍蔵著:「現代物理入門」(サイエンス社)　ISBN
978-4-7819-1093-2
朝永振一郎著:「量子力学(1)」 (みすず書房)　ISBN
978-4622025511
江沢洋著:「現代物理学」 (朝倉書店)　ISBN
978-4254130683

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

物理学に関する基礎的な知識を有することが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１ 物質：原子の大きさとアボガドロ数
２ 気体分子運動論:気体の圧力・温度と分子運動、エネル
ギー等分配則
３ 気体・固体の比熱と分子運動:内部エネルギーと比熱、
固体の熱振動、デュロン・プティの法則
４ 気体分子の速度分布:ボルツマン因子、運動エネル
ギー、マクスウェルの速度分布則
５ 熱放射:黒体、熱と電磁波、エネルギー等分配、レイ
リージーンズの古典論、紫外破局
６ 量子論の誕生:プランクの量子仮説、プランクの公式、
プランク定数、エネルギー量子
７ 輻射公式の性質と意味:プランクの公式とレイリージー
ンズの公式、連続性と離散性
８ 光の粒子性:光子、光電効果、コンプトン散乱
９ 電子の発見:陰極線とトムソンの実験、比電荷、ミリカ
ンの実験、電気素量
10 原子の構造：ラザフォードの散乱実験、原子核
11 ボーアの量子論:原子の構造と古典論、原子と光、軌道
の量子化、線スペクトル
12 物質波:ド・ブロイ波、ダビソン・ジャーマーの実験、
電子波、電子線の干渉
13 波動と粒子の２重性:波動関数と存在確率、井戸型ポテ
ンシャル、トンネル効果
14 不確定性原理:位置と運動量
15 振動子の量子状態：零点エネルギー



2019-6040000124-01原子物理学

山本　大輔

◎地球:A-2,A-3,B-1

1.物質の構成要素である原子・分子の熱的振る舞いや光の粒子性、物質粒子の
波動性についての専門知識を身につけている　(A-2)

2.原子・分子スケールのミクロな環境で生じる現象を正しく理解できる　(A-3)

3.原子・分子の熱的振る舞いや、光の粒子性、物質粒子の波動性に関する現象
を説明し、問題を解くことができる　(B-1)

◎ 地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）

Ａ　【知識・理解】

A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。

Ｂ　【技能】

B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。

Ｃ　【態度・志向性】

C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000132-01構造生物学（Structural Biology）

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

中川　裕之

◎－－－　概要　－－－◎

生命体の機能的単位である細胞は、様々な形態をもってい
る。細胞の形態は、細胞内に存在する細胞骨格や細胞表面の接
着構造によって制御されている。脊椎動物の細胞骨格には、ア
クチン繊維（Actin）、微小管（Microtubule）と中間径繊維
（Intermediate Filament）の３種類が存在する。
　本講義では、まずそれぞれの細胞骨格を構成する分子とその
構造を解説する。次に、それぞれの細胞骨格が細胞運動、細胞
内輸送や創傷治癒において果たす役割を解説する。更に、専門
的な研究論文（Contribution of the LIM Domain and Nebulin-
Repeats to the Interaction of Lasp-2 with Actin Filaments and Focal
Adhesions, Neurite elongation from Drosophila neural BG2-c6 cells
stimulated by 20-hydroxyecdysone）を資料として、論文で用いら
れる英文について、文法的な意味だけでなく生物学的な内容を
正確に読み取る方法を解説する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

真核生物の細胞骨格に関する専門的な知識を身につけている。
(知識・理解)

細胞骨格が関わる現象を正しく理解できる。(知識・理解)

細胞が起こす様々な現象を細胞骨格に関する知識に基づいて英
語を用いて説明できる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義資料中の学術専門用語の意味を、講義までに調べること。
（60分）
講義後には、用語の意味だけでなく論文中での使い方について
まとめること。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
　細胞骨格が関わる現象を専門的な知識と英語を用いて説明で
きるかを評価の基準とする。

方法
　定期試験で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

講義資料はFU_Boxで配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

The Cytoskeleton　ISBN 978-1-621820-16-1

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義は、口頭での説明は主に日本語を用いるが、配布資料
の文章と板書には英語を使用する。直ぐに検索できる辞書
（電子辞書やオンライン辞書も可）の持参が望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Overview of the Cytoskeleton
2. Actin
3. Actin-Binding Proteins
4. Microtubules
5. Microtubule-Associated Proteins
6. Intermediate Filaments
7. Motor Proteins
8. Contribution of the LIM Domain and Nebulin-Repeats to the
Interaction of Lasp-2 with Actin Filaments and Focal Adhesions:
Abstruct
9. Contribution of the LIM Domain and Nebulin-Repeats to the
Interaction of Lasp-2 with Actin Filaments and Focal
Adhesions2: Introduction
10. Contribution of the LIM Domain and Nebulin-Repeats to the
Interaction of Lasp-2 with Actin Filaments and Focal Adhesions:
Results
11. Contribution of the LIM Domain and Nebulin-Repeats to the
Interaction of Lasp-2 with Actin Filaments and Focal Adhesions:
Discussion
12. Contribution of the LIM Domain and Nebulin-Repeats to the
Interaction of Lasp-2 with Actin Filaments and Focal Adhesions:
Materials and Methods
13. Neurite elongation from Drosophila neural BG2-c6 cells
stimulated by
20-hydroxyecdysone: Abstruct, Materials and Methods
14. Neurite elongation from Drosophila neural BG2-c6 cells
stimulated by
20-hydroxyecdysone: Results
15. Neurite elongation from Drosophila neural BG2-c6 cells
stimulated by
20-hydroxyecdysone: Discussion
（This order would change if necessary.）



2019-6040000132-01構造生物学（Structural Biology）

中川　裕之

◎地球:A-2,A-3,B-1

1.真核生物の細胞骨格に関する専門的な知識を身につけている。　(A-2)

2.細胞骨格が関わる現象を正しく理解できる。　(A-3)

3.細胞が起こす様々な現象を細胞骨格に関する知識に基づいて英語を用いて説
明できる。　(B-1)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000136-01行動生物学

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　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　　

伊東　綱男

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では、動物の行動の神経的仕組みを探求する神経行動
学という生物学の一分野を扱う。神経行動学は、Ｋ．ローレン
ツやＮ．ティンバーゲンなどが今世紀半ばに基礎固めをした動
物行動学の影響化で生まれ、その後、動物行動学で提起された
問題を神経生理学的な側面から実験的に検証する方向で発展し
てきた。さらに近年は、神経機構や行動の遺伝子レベルで解析
する行動遺伝子学などの領域の進展とともに新たな広がりを見
せている。
　神経行動学が取り組む主要な問題は(1)対象の検出、認知の神
経機構、すなわち動物が敵や配偶者などの行動の対象を検出、
認知する感覚神経機構、(2)行動の組立ての神経機構、すなわち
多数の筋肉の活動を時空間的に微妙に制御して、特定の行動型
を組み立てる神経機構、および(3)動機づけの生理機構、すなわ
ち行動の発現を適切に制御する神経機構の３つである。
　本講義を受講する諸君の多くは、１年次の講義の中で、神経
細胞の機能、感覚、行動などに関する話題のいくつかに既に触
れてきたことと思う。そこで、なるべく重複を避け、上述の３
つの問題に関するいくつかの研究例を取り上げて、神経行動学
の一端を解説する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

動物行動の基本概念を理解できる。(知識・理解)

動物行動とその起因となる感覚刺激との関係を神経系の関わり
も含めて知ることできる。(知識・理解)

個体間および社会内でのコミュニケーションについて理解でき
る。(知識・理解)

行動を地球上の生息環境への適応の観点から考えることができ
る。(知識・理解)

得られた知識を行動観察および行動実験系の適切な構築に応用
することができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習としては，図書館等を利用して授業予定の項目に関す
る本に目を通すように努めること（60分）。事後学習として
は，配布プリントとノートで重要な言葉とその定義を確認し，
理解に努めること（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準：動物行動の基本概念や行動に関わる神経系のは
たらき、および個体間および社会内でのコミュニケーションの
意味を理解し説明できるかを評価の基準とする。
成績評価方法：定期試験の成績により評価し、60点以上を合格
とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特定のテキストは用いず、随時プリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

ニューロバイオロジー　ISBN 4-7622-3615-2

事前に購入する必要はない。
その他講義の中で適宜紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義は主にスライドを用いて進め、重要なポイントについ
ては板書も併用する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　行動のとらえ方－神経行動学とは－
２　走性
３　反射
４　本能行動の基本概念
　　－鍵刺激と生得的解発機構－
５　鍵刺激の認識機構
６　定型行動と神経回路
７　行動と動機づけ
８　学習行動－慣れと鋭敏化－
９　学習行動－連合学習－　
10　動物の行動と遺伝子
　　－ショウジョウバエの行動突然変異－
11　さまざまな感覚系と行動(1)
　　－ゴキブリの逃避行動－
12　さまざまな感覚系と行動(2)
　　－コオロギの聴覚コミュニケーション－
13　さまざまな感覚系と行動(3)
　　－コウモリの音響定位とガの逃避行動－
14　昆虫の社会行動－ミツバチコロニー内の
　　コミュニケーション－
15　まとめ
　



2019-6040000136-01行動生物学

伊東　綱男

◎地球:A-2,A-3,B-1

1.動物行動の基本概念を理解できる。　(A-2)

2.動物行動とその起因となる感覚刺激との関係を神経系の関わりも含めて知る
ことできる。　(A-2)

3.個体間および社会内でのコミュニケーションについて理解できる。　(A-2)

4.得られた知識を行動観察および行動実験系の適切な構築に応用することがで
きる。　(B-1)

5.行動を地球上の生息環境への適応の観点から考えることができる。　(A-3)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000142-01植物生理学（植物の代謝と環境応答）

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

田村　典明

◎－－－　概要　－－－◎

生物は、生体外の物理的・物質的な環境変化に感知・応答する
しくみをもっている。特に、植物は光合成を行う独立栄養生物
であり、動物とは異なり固着生活を行うことから外部環境の変
化に適応する独特のしくみを発達させてきた。
　本講義では、まず呼吸や光合成に代表される代謝過程におい
て、植物体内での物質とエネルギーの流れについて学んだ後、
光合成の反応の場となっている葉緑体という、独自のゲノムを
持ち半自立的に分裂するオルガネラの特徴を理解することも目
標となる。また、藻類や高等植物の光合成では水が酸化され酸
素を発生するが、細菌の世界には酸素を発生しない光合成も存
在すること、酸素発生型の光合成の成立の過程で何が起り、ま
たそれが生物の進化にどのようなインパクトを与えたかについ
ても理解してもらいたい。
　さらに、動物のような迅速な移動能力をもたない植物は、
様々な環境要因に応答して生命機能を維持するための巧みな適
応能力を備えている。植物がどのようなダイナミックな生理生
化学的応答をして、環境ストレス耐性を獲得しているかなどに
ついても解説する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

植物で起こっている光合成や呼吸などの一次及び二次代謝の仕
組みを理解し、さらに外因性の環境要因による代謝等の応答に
ついて説明できる。 (知識・理解)

熱力学の理論に基づいた生体エネルギー論について、関係する
数式を導き、定量的解析法を習得する。(知識・理解)

各回の講義内容について課されるレポートを毎回提出すること
によって、専門知識を身につけ、さらにそれらの知識を運用で
きるようにする。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各回講義終了時にMoodleに掲載する課題についてレポートを作
成し、指定された期限までに必ず提出すること（レポート提出
は10回程度を予定。各回、60～90分）。
また、授業計画に各回の授業内容に対応した指定教科書の章を
記載しているので、事前に読んでおくこと。

◎－－－　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
ることにする。
成績評価方法：定期試験成績60％、提出されたレポート40％と
して、総合的に評価する。レポートの課題は、主にテキスト章
末問題から出すようにする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

「植物生理学」（基礎生物学テキストシリーズ７）三村徹
朗、鶴見誠二　編著　2009年発行、3200＋税、
ISBN978-4-7598-1107-0
※改訂版が2019年度に出版されるかもしれません。
※上記テキスト以外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　－－－◎

「ベーシックマスター　植物生理学」　ISBN
978-4-274-20663-
「Essential 細胞生物学」　ISBN 978-4-524-26214-4

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

生命科学や化学の基礎的な知識を有することが望ましい。
※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．植物生理学とは／植物の特徴／生体高分子
　（教科書１章）
2．同化と異化－物質とエネルギーの流れ／解糖系　　　
（教科書３章）
3．呼吸とは－ミトコンドリアの構造と機能
　（教科書３章）
4．生体エネルギー論・熱力学第２法則・ギブス自由エネ
ルギー（教科書４＆５章）
5．電子伝達系とエネルギー変換１－酸化還元電位（教科
書４＆５章）
6．電子伝達系とエネルギー変換２－ATPはどのように合
成されるか（教科書４＆５章）
7．光合成とは－葉緑体の構造と機能
　（教科書４章）
8．植物が酸素を発生する仕組み
　（教科書４章）
9．植物が二酸化炭素を取り込み、糖をつくる仕組み、物
質輸送
　（教科書４＆６章）
10．無機栄養塩の代謝（教科書７章）
11．環境ストレス応答（１）（教科書13章）
12. 細胞内でのシグナル伝達（教科書９＆10章）
13．環境ストレス応答（２）－遺伝子組換え植物（教科書
２＆13章）
14．植物ホルモン（教科書９＆10章）
15．環境ストレス応答（３）（教科書13＆14章）



2019-6040000142-01植物生理学（植物の代謝と環境応答）

田村　典明

◎地球:A-2,A-3,B-1

1.植物で起こっている光合成や呼吸などの一次及び二次代謝の仕組みを理解
し、さらに外因性の環境要因による代謝等の応答について説明できる。 　
(A-2)

2.熱力学の理論に基づいた生体エネルギー論について、関係する数式を導き、
定量的解析法を習得する。　(A-3)

3.各回の講義内容について課されるレポートを毎回提出することによって、専
門知識を身につけ、さらにそれらの知識を運用できるようにする。　(B-1)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000140-01進化生物学

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

荒谷　邦雄

◎－－－　概要　－－－◎

地球上にはなぜこれほど多様な生物が存在しているのか？この
地球上の生命の総体である「生物多様性」が長い進化の歴史の
産物であることは誰しもが漠然と理解している。しかし、進化
の本質を理解することは非常に難しい。この講義では進化の産
物である生物多様性をキーワードに、分類学、系統進化学、生
物地理学、行動生態学、保全生物学などの生物学各分野の基本
概念と最新のトピックスを取り上げながら、生物多様性を生み
出し、それを維持している生物の進化に関してわかりやすく解
説したい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

生物多様性科学と進化の専門知識を身につけている。(知識・
理解)

地球とその環境で観察される生物多様性と進化を正しく理解で
きる。(知識・理解)

地球圏で観察される生物多様性と進化に関する知識・理解を適
切に運用できる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

基本的には出席して授業を聞いていれば十分に理解できる内容
になっているが、配布するプリントにスライドや口頭で補足さ
れる内容が多いので、授業の後で復習がてらノートやメモの整
理をすることを薦める。また、大体２回分の授業の内容を１枚
のプリントにまとめてあるので、予習として後半部分のプリン
トの内容に事前に目を通しておくとよい。予習と復習合わせて
１時間程度の学習を心がけてほしい。さらに理解を深めたい場
合には、個々の回の内容に対応する参考書の該当の章を読め
ば、より専門性を高めることができるだろう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

生物多様性科学と進化の専門知識を身につけるだけでなく、そ
の知識や理解を環境問題や多様性保全などの課題解決に活かせ
るようになることを目標に、定期試験の他、授業中に適宜演習
を課す。成績評価の割合は定期試験85％、授業中の演習の結果
を含む平常点15％とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特定の教科書は用いず、基本的にパワーポイントのスライ
ドを使って授業を行う。授業内容の概要をまとめたプリン
トを配布する。また実物の標本などの資料も適宜活用す
る。

◎－－－　参考書　－－－◎

集団生物学　ISBN 978-4-320-05744-9

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

履修においては専門的な生物学の知識は特に必要とはしな
いが、意欲のある「生き物好き」の学生の履修を歓迎す
る。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：ガイダンス／生物学の歴史と本質
第２回：博物学の歴史
第３回：分類学
第４回：進化論１
第５回：進化論２
第６回：種概念
第７回：種分化
第８回：系統進化１
第９回：系統進化２
第10回：生物多様性の実態１
第11回：生物多様性の実態２
第12回：生物多様性の実態３
第13回：行動生態学
第14回：生物地理学
第15回：保全生物学



2019-6040000140-01進化生物学

荒谷　邦雄

◎地球:A-2,A-3,B-1

1.生物多様性科学と進化の専門知識を身につけている。　(A-2)

2.地球とその環境で観察される生物多様性と進化を正しく理解できる。　(A-3)

3.地球圏で観察される生物多様性と進化に関する知識・理解を適切に運用でき
る。　(B-1)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000134-01神経生物学

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　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　　

藍　浩之

◎－－－　概要　－－－◎

現在注目を集めている人工知能は、脳にヒントを得て1950年代
に提唱された理論モデルから誕生した。また我々人間の心は、
脳が作り出す生命現象である。このように脳は、我々人間の知
の源であり、また、未だ謎に包まれた臓器である。この脳を理
解するためには、長い歴史の中で進化してきた様々な動物の脳
の秘密にヒントを得ることが必要であろう。本講義は、脳を構
成するニューロンと神経回路の構造と機能、これらが制御する
様々な行動との関わり、さらに異なる動物間での脳の共通性と
特殊性について理解することを目標とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

様々な動物の脳神経系の構造と機能の概略を説明できる。(知
識・理解)

神経細胞の構造とその部分名称、およびそれそれの機能を説明
できる。(知識・理解)

神経細胞の静止電位、活動電位の機構を説明できる。(知識・
理解)

シナプスの機能を説明できる。(知識・理解)

脳の情報処理を神経回路の視点で説明できる。(知識・理解)

様々な動物の脳の特徴を、進化と適応という視点で説明でき
る。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

FUポータルにある授業資料をプリントアウトし、各自で予習
しておくこと（60分）。プリントアウトは講義中に書き込みを
するとより理解が深まる。講義後は必ず復習し、わからないこ
とは自分で調べること（90分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準は、上述の到達目標をそれぞれ正確に理解し、説
明できるかを評価の基準とする。評価方法は、定期試験の結果
で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

FUポータルに授業資料をアップロードする。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業計画の項目に従い、講義をする。授業資料を講義の際
にプリントアウトし持参することを勧める。講義内容は授
業資料に書かれていることだけでなく、より深く理解する
ため、その背景や研究歴も講義する。講義ごとにスライド
を使用するので、必ず出席してほしい。遅刻や受講中の態
度は授業の理解に大いに関わるので慎み、講義を適宜ノー
トに取ること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.ヒトの脳の構造と機能
2.神経細胞の構造と機能
3.静止電位の発生
4.活動電位の発生
5.活動電位の伝導
6.シナプス伝達
7.興奮性シナプスと抑制性シナプスによる
　神経回路の機能
8.嗅覚
9.聴覚
10.運動制御
11.学習と記憶、知能
12.動物の環境適応行動１
13.動物の環境適応行動２
14.様々な脳の共通性と特殊性
15.システム神経科学



2019-6040000134-01神経生物学

藍　浩之

◎地球:A-2,A-3,B-1

1.様々な動物の脳神経系の構造と機能の概略を説明できる。　(A-2)

2.神経細胞の構造とその部分名称、およびそれそれの機能を説明できる。　
(A-2)

3.神経細胞の静止電位、活動電位の機構を説明できる。　(A-2)

4.シナプスの機能を説明できる。　(A-2)

5.脳の情報処理を神経回路の視点で説明できる。　(A-3)

6.様々な動物の脳の特徴を、進化と適応という視点で説明できる。　(B-1)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000042-01数学Ⅳ

 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：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・２時限　　試験時間割：後日発表　　

山田　直記

◎－－－　概要　－－－◎

数学III に引き続いて、数ベクトル空間の部分空間の性質（特に
基底・次元など）、行列の固有値と固有ベクトル、行列の対角
化などが主な内容である。
学習の要点を述べる。まず、平面と空間のベクトルの内積につ
いて復習し，新たに空間ベクトルの外積について学ぶ。さら
に、ベクトルの１次独立と１次従属について学び、部分空間の
基底と次元を定義する。このような概念が連立１次方程式の解
空間と深く関係していることを理解する。行列式を用いて定義
される固有方程式を解くことにより行列の固有値が求められ
る。それぞれの固有値に対して、連立１次方程式を解くことに
より固有ベクトルが求められる。このようにして求められた固
有値と固有ベクトルを用いることにより、正方行列を対角化す
る方法を学ぶ。
この授業で学ぶ結果は、多変数の微分積分や微分方程式などを
通して理学や工学等に広く使われる基本的な事項であり、地球
上で起こる現象の理解、解析に応用されているので、しっかり
と理解し確実な計算力を身につけて欲しい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ベクトルや行列の知識と計算力を身につけて、地球とその環境
で観察される現象に応用できることについて正しく理解でき
る。(知識・理解)

ベクトルや行列の知識と計算力を身につけて、地球圏で起こる
現象に関する知識・理解に応用できることについて理解でき
る。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：前回の講義ノートを読み、演習問題を解く。(15分）
復習：今回の講義ノートを読み、演習問題を解く。(15分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験（100%）によって評価する．

◎－－－　テキスト　－－－◎

秋山献之・他著「初めて学ぶ人のための行列と行列式」
（培風館）2017年、2000円、ISBN978-4-563-00490-3 (数学
IIIと同じテキストです。改めて購入する必要はありませ
ん。）

◎－－－　参考書　－－－◎

特に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　－－－◎

必ず出席をし、授業中に与えられた問題は確実に自分で解
きながら理解を深めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　 イントロダクション
　２　 ベクトルの外積と応用
　３　 ベクトルの一次独立
　４　 部分空間
　５　 基底と次元
　６　 複素数行列
　７　 固有値と固有ベクトル
　８　 固有空間とその次元
　９　 固有値と固有空間の計算例
１０　行列の対角化
１１　対角化可能の条件
１２　対角化可能の十分条件
１３　対角化の計算例１
１４　対角化の計算例２
１５　まとめ



2019-6040000042-01数学Ⅳ

山田　直記

◎地球:A-3,B-1

1.ベクトルや行列の知識と計算力を身につけて、地球とその環境で観察される
現象に応用できることについて正しく理解できる。　(A-3)

2.ベクトルや行列の知識と計算力を身につけて、地球圏で起こる現象に関する
知識・理解に応用できることについて理解できる。　(B-1)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000064-01数学Ⅴ（重積分）

 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：初級　　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　　

日比野　雄嗣

◎－－－　概要　－－－◎

この講義では，重積分の解説を演習を交えて行う。
重積分には，不定積分のようなものはなく，定積分に相当する
ものだけである。1変数の定積分が完全に理解できていること
が前提になる。1変数関数の定積分が面積を表していたことに
対応して，2変数関数の重積分は体積を表している。
定義など理論的基礎から解説するが，重積分の計算がしっかり
できるようになることが求められる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

重積分の意味を正しく理解できる(知識・理解)

重積分の変数変換を適切に利用できる(技能)

重積分の順序変更を適切に利用できる(技能)

体積の計算ができるようになる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

（予習）教科書の該当ページを熟読する。(60分)
（復習）教科書の演習問題を解いておく（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験(100%)で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

山田直記・他著「理工系のための実践的微分積分」(学術
図書)
ISBN 978-4-87361-848-7

◎－－－　参考書　－－－◎

日比野雄嗣「ステップアップ微分積分学」(培風館)　ISBN
9784563004958

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.1変数の積分の復習
2.2重積分の定義
3.2重積分(面積確定の補助定理)
4.累次積分(縦線集合、横線集合)
5.累次積分(長方形上)
6.累次積分(一般の集合上)
7.累次積分(積分順序の交換)
8.積分変数の変換(ヤコビアンの概念)
9.積分変数の変換(極表示のヤコビアン)
10.広義の2重積分
11.広義の2重積分（関数の符号が一定でない場合）
12.立体の体積
13.曲面積
14.3重積分
15.まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

日比野のホームページ
(http://hibino.ms.saga-u.ac.jp)



2019-6040000064-01数学Ⅴ（重積分）

日比野　雄嗣

◎地球:A-3,B-1

1.重積分の意味を正しく理解できる　(A-3)

2.重積分の変数変換を適切に利用できる　(B-1)

3.重積分の順序変更を適切に利用できる　(B-1)

4.体積の計算ができるようになる　(B-1)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000066-01数学Ⅵ

 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：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・２時限　　試験時間割：後日発表　　

佐野　友二

◎－－－　概要　－－－◎

　微分方程式とは，導関数を含む方程式です．微分係数がある
量の変化率であることを考えると，微分方程式は自然科学や社
会科学の諸現象を数理的に記述するモデルを与える基本的な理
論であることがわかります．
　この講義では，自然現象がいかに微分方程式で記述されるか
を理解したあとに，基本的な微分方程式について具体的に解を
求める方法を学びます．一見，関係ないように思われる現象で
も，共通した微分方程式によって記述され，その振る舞いに普
遍的な性質を見出すことにより，微分方程式の有用性を実感し
てください．
　具体的には以下のように講義が行われます．
- 微分方程式とは何かを理解し，具体的な物理現象を微分方程
式を用いて記述します．これにより，いくつかの代表的な微分
方程式が紹介されます．
- 上に挙げた微分方程式について具体的な解法を紹介します．
  - 1階線形微分方程式
  - 2階定数係数線形微分方程式
  - 連立微分方程式
 - 微分方程式を解く際には積分をすることが求められますが，
それ以外にも行列などを用いることで，煩雑になりがちな解法
を整理することができます．
- 一般には微分方程式の解を具体的に求めることは難しいです
が，解曲線や積分曲線の概念を用いることで解の挙動を視覚的
に調べる方法を学びます．
- また，近似解を構成するアルゴリズムを紹介し，コンピュー
ターを用いた数値解法の基本的なアイディアを学びます．

◎－－－　到達目標　－－－◎

地球圏で起こる現象を微分方程式で記述できることを理解でき
るようになる(知識・理解)

地球圏で起こる現象を微分方程式を記述し，それを解くことが
できるようになる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

- 予習：前回で扱った内容をテキストおよびノートを読み，思
い出しておく（30分）
- 復習：講義または Moodle で指定した演習問題を自分で解き，
微分方程式の解き方を習得する（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

- 定期試験において，与えられた微分方程式を正しく解けるか
を評価します
- 定期試験（100%）

◎－－－　テキスト　－－－◎

理工系のための実践的微分方程式
山田 直記 (著), 田中 尚人 (著)
学術図書
ISBN 978-4-7806-0074-2

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義は前の内容に基づいて新しい内容を紹介しますので，
復習を必ずし，疑問点を残さないようにしてください．必
要とあれば教員に質問をしてください．

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 微分方程式とは何か
2. 自然現象と微分方程式
3. 1 階線形微分方程式（斉次）
4. 1 階線形微分方程式（非斉次）
5. 定数係数 2 階線形微分方程式（斉次）
6. 線形微分方程式の解の構造
7. 定数係数 2 階線形微分方程式（非斉次）
8. 連立微分方程式
9. 行列を用いた連立微分方程式の解法
10. 相平面と解曲線
11. 正規形微分方程式
12. 積分曲線
13. 折れ線近似と数値解法
14. まとめ
15. 問題演習



2019-6040000066-01数学Ⅵ

佐野　友二

◎地球:A-3,B-1

1.地球圏で起こる現象を微分方程式で記述できることを理解できるようになる
　(A-3)

2.地球圏で起こる現象を微分方程式を記述し，それを解くことができるように
なる　(B-1)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000034-01生化学実験（タンパク質・核酸・酵素に強くなろう）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：実験　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・４時限, ５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

倉岡　功、塩井　成留実、竹立　新人

◎－－－　概要　－－－◎

　生化学実験では、細胞を構成する主な生体分子（DNA、
RNA、タンパク質）の諸性質を正しく理解し、それらの分子の
単離、分析および合成することで、それらの分子の取り扱い方
法ならびに生化学の基礎技術を習得する事を目的としている。
学生はグループに分かれ、学生主体となって研究テーマを自ら
決定し、一連の実験テーマを行う。「授業計画」に示す様に、
各実験テーマについての解説を行い、実験内容について十分な
理解が得られる様にしている。実験操作は様々な機器（吸光光
度計、電気泳動装置等）の使用についても学生自身が主体的に
行う。各テーマの実験項目によっては反応に時間がかかるも
の、高度な内容を含んでいるものもあるので、必ず予習を行
い、実験に入る前に操作手順の理解が必要である。また、研究
に学んだことを研究報告という形で発表する。
　各テーマの実験項目によっては反応に時間がかかるもの、高
度な内容を含んでいるものもあるので、必ず予習を行い、実験
に入る前に操作手順の理解が必要である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

生体分子の化学構造およびその性質について説明できる。(知
識・理解)

生体分子の化学反応を理解し自分の言葉で説明できる。(技能)

生体分子間に生じた酵素反応を解析することができる。(技能)

実験から得られた情報をもとに考察し、生物に起こった事象を
人に説明することができる。(技能)

環境中に生じている生物の化学反応について、日常的に考える
ようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　実施する実験について必ず予習し、シュミレートできない操
作や注意点をノートにまとめておくこと。実験直前の説明時に
質問をして不明な点を解決しておくこと。また、実験操作の間
違いを避ける為に、操作をフローチャートとしてまとめておく
事を勧める。
　レポートは提出前日に慌てて書くのではなく、実験結果が得
られたテーマから順次書いていく様に心掛けること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　各テーマのレポートの内容（①実験データの整理と表示方法
の適切さ、②「演習問題」に対する解答、③結果に対する解釈
及び考察）の評価（８割）、実験中の態度や実験に対する意欲
等の評価（１割）、さらに、到達目標に達しているかを口頭試
問により評価（１割）する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　実験初日に「生化学実験実習書（化学科機能生物化学研
究室編）」を無料で配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

　生化学の分析・定量技術は年々進歩している。より高度
の分析技術を勉強したい学生は次のような参考書又は資料
を参考にするとよい。これらは図書館に常備してあるの
で、レポート作成時に利用すると良い。
　生化学実験講座（全17巻）、日本生化学会編
　続生化学実験講座（全8巻）、日本生化学会編
　新生化学実験講座（全20巻）、日本生化学会編
　生化学データブックⅠ、日本生化学会編
　細胞工学別冊　タンパク実験プロトコール1、2、秀潤社

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　必ず出席すること。出席しなかった実験テーマのレポー
トは受け付けない。正当な理由がある場合は、欠席届（病
欠：診断書の提出。コピー可。部活：学生課にある所定の
届出書）を提出することにより補講実験の対象者となる。
実験中の万一の事故の備えとして、事前に「学研災付帯賠
償責任保険」に加入する事を推奨します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1、実験解説および安全教育
2、実験道具 試薬の説明
3、実験計画の説明
4、実験計画の作成
5、実験試薬の調整
6、RNA精製（細胞からの抽出）
7、cDNA合成（酵素反応による合成）
8、PCRによるDNA合成
9、アガロース電気泳動 分析およびDNA断片の精製
10、酵素反応（切断およびライゲーション）　
11、トランスフェクション
12、プラスミド精製
13、塩基配列決定　シークエンス
14、実験解析
15、実験報告（口頭試問）



2019-6040000034-01生化学実験（タンパク質・核酸・酵素に強くなろう）

倉岡　功、塩井　成留実、竹立　新人

◎地球:A-2,B-1,B-2,B-3,C-1

1.生体分子の化学構造およびその性質について説明できる。　(A-2)

2.生体分子の化学反応を理解し自分の言葉で説明できる。　(B-1)

3.生体分子間に生じた酵素反応を解析することができる。　(B-2)

4.実験から得られた情報をもとに考察し、生物に起こった事象を人に説明する
ことができる。　(B-3)

5.環境中に生じている生物の化学反応について、日常的に考えるようになる。
　(C-1)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000098-01生態学

 期別：集中前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：集中前期　　試験時間割：後日発表　　

末吉　昌宏

◎－－－　概要　－－－◎

近年、生態学が扱う対象は非常に多様になっています。特に、地球
環境問題の対策や解決で生態学が果たす役割が大きくなり、様々な
分野との連携や協同が重要となってきました。

地球上には様々な自然環境があります。それらの中でも、森林は私
たち日本人にとって最もなじみの深い自然環境であると言えるで
しょう。地球上の陸地の約３割、日本の国土の６割以上は森林に
よって覆われています。私たちヒトを含めて様々な生物が互いに関
係して森林の資源を利用していますが、ヒトの活動によって世界の
森林は大きく改変されてきました。この科目では、現代の森林で生
じている問題を通じて、生態学の知識の習得を目指します。

初日初回の授業で、授業全体の概要について説明し、ヒトが生態系
とどのように関わっているかについて考えます。続いて、生態学を
理解する上で必要な、生物多様性、生物の分類、生物地理の内容に
ついて概説します。二日目以降、森林に棲む生物の間の繋がりや日
本や世界の森林で起こっている問題と対策について解説します。最
後の授業では、授業全体を振り返りながら、生態学的な知識をどの
ように後世に伝えるかについて解説します。

各回の授業の最後に授業内容を140字程度のレポートにまとめて提
出してもらいます。また、授業内容に関する写真を募集したり、実
習的な課題に取り組んでもらったりします。インターネットを利用
した調べ物を授業中に行うことがありますので、スマートフォンや
タブレットなどがあるとよいです（それらを持っていない場合は、
各自で事前に用意した関連書籍や、こちらで用意した資料を用いま
す）。

◎－－－　到達目標　－－－◎

私たちの生活と生態学の関係を説明できる(技能)

生物多様性をどのように後世に伝えるかを説明できる(知識・理解)

日本の森林で起こっている問題とそれらに対する対策を説明できる
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

初日以降、翌日の授業中で取り組んでもらう課題（3̃4 課題）を提
示します。各授業内で10̃15分ほど、これらの課題について調べた
りまとめたりする時間を取りますが、前日に予習をしておくと、こ
れらの課題に関するよい資料を作成することができると思います。
準備する資料は授業一回あたり30分から１時間程度の予習・作業で
まとめられる内容で構いません。シラバスに挙げた参考書や授業中
に紹介する書籍を読んだり、インターネット上の情報を集めたりす
ることで課題に関する資料をまとめておくとよいでしょう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

以下の 3 つの方法と基準で評価します。

方法と割合：試験(50%)、毎回提出する140字レポート(25%)、授業
中で取り組む課題や授業中で募集する写真(25%)

基準：
提示された問題を自身の言葉で説明できているか（試験で判断しま
す）。
授業内容を的確に理解できているか（140字レポートで判断しま
す）。
授業に積極的に参加しているか（課題や写真の内容・提出状況で判
断します）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

指定なし

◎－－－　参考書　－－－◎

生態学入門　ISBN 9784807907830C30
保全生態学入門　ISBN 482993039XC0045
大学1年生のなっとく！生態学　ISBN 9874061538979
その他、授業中に適宜紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本科目は、15回分の授業を数日で履修する集中講義です。
開講期間中に提出してもらう140字レポートと授業中の課
題、および開講期間後の試験で成績を評価します。遅刻や
欠席が成績に大きく影響することにご留意ください。特
に、授業全体の説明をする初日初回の授業に必ず出席して
ください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

01.　ヒトと生態学
02.　森羅万象魑魅魍魎：生物多様性
03.　種々雑多：生物の種
04.　生物の来し方：系統と生物地理
05.　夏に紅葉？：ナラ枯れ
06.　シカが森を食べる：シカ害
07.　緑の絨毯：人工林
08.　虫・風に委ねて：送粉
09.　外来種が蔓延る世界遺産：小笠原
10.　伐られる国立公園：やんばる
11.　熱帯は常夏の楽園か：熱帯林
12.　寝苦しい夜、雪の降らない冬：温暖化
13.　枯れ木も山のにぎわい：腐朽木
14.　きのこの山：シイタケ
15.　生きた証を残す：生態学と博物学



2019-6040000098-01生態学

末吉　昌宏

◎地球:A-2,A-3,B-1

1.私たちの生活と生態学の関係を説明できる　(B-1)

2.生物多様性をどのように後世に伝えるかを説明できる　(A-2)

3.日本の森林で起こっている問題とそれらに対する対策を説明できる　(A-3)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000029-01生物科学実験Ⅰ

 期別：前期　　単位数：3　　開講年次： 3 　　授業形態：実験　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・５時限, 木・４時限, ５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

中川　裕之、岩崎　雅行、景浦　宏、香月　美穂、古賀　正明

◎－－－　概要　－－－◎

　生物科学実験Ⅰは、前半と後半に分け、構造生物学の実験と発生生
物学の実験をそれぞれ行なう。ただし、どちらを先に行うかは年度に
よって異なる。

(1)構造生物学の実験
　細胞、組織や器官の形は、その機能と密接な関係があります。現在
では、主要なモデル生物種の全遺伝情報が明らかにされていますが、
形を作る部品の基本設計がわかっただけで、その組み立て方や動かし
方はわからないことばかりです。このような疑問を解決する糸口を与
えてくれるのが、タンパク質や核酸などの生体分子の形を調べる構造
生物学と細胞や組織の形を調べる形態学です。本実験では、構造生物
学と形態学の基礎となる実験技術であるタンパク質精製、PCRや組織
切片の作製と観察を行い、研究の方法論を学びます。

（2)発生生物学の実験
　カエルのたった１個の受精卵が、数日後には盛んに泳ぎ回るオタマ
ジャクシに変身する様子は手品のようである。しかし、この複雑怪奇
な発生という現象も分子生物学の発展によって、徐々にその正体を現
しつつある。胚は卵内に局在する情報や物質を元にして、体の３次元
構造の元になる体軸を獲得する。つづいて胚の部分間の相互作用を繰
り返すことで、具体的な組織や器官が形成される。まん丸でドロドロ
だった卵から次第に複雑な構造が形成される様子はダイナミックであ
り、大変魅力的である。本実験ではアフリカツメガエル卵を用いて、
まず発生現象を実際に観察する。次に、初期発生のパターン形成に関
する歴史的実験のいくつかを再現する。最後に未解決の問題にアプ
ローチするための分子生物学的実験と方法を紹介する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

細胞生物学と発生生物学についての専門知識を身につけている。(知
識・理解)

細胞学と発生生物学の現象に関する知識･理解を適切に運用できる。
(技能)

環境が生物に与える影響を探求する実験・観察および情報収集を行
い、その活用ができる。(技能)

実験結果から自身の考えを理論的に構成し、明快な説明ができる。
(技能)

生物と地球環境に関する課題を自ら学修する態度を持っている。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

実験開始までに、実験材料の特徴や取り扱い方、実験方法や手順につ
いて下調べをすること。（60分）
実験後は、配布されたテキストとプリント、図書室の本などを参考に
して、実験の意義や歴史的背景を調べること。（60分）
最後に、データを解析し、結果について考察し、レポートを作成す
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
　細胞学と発生生物学に関する専門知識を身につけているか、細胞学
と発生生物学の現象に関する知識･理解を適切に運用でき、自身の考
えを理論的かつ明快に説明できているか、また、2つの分野の課題を
自ら学習する態度をもっているかを評価の基準とする。

方法
　各実験項目に関するレポートによって評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

研究室で作製した実習用テキストを実習の最初の時間に無
料配布する。また、必要に応じてプリントを配布します。

◎－－－　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　－－－◎

前半(あるいは後半）
構造生物学の実験
１　生物組織樹脂包埋標本の切片作成
２　生物組織樹脂包埋標本切片の観察・撮影
３　大腸菌による遺伝子組換えタンパク質の発現
４　遺伝子組換えタンパク質の精製
５　精製タンパク質の電気泳動
６　哺乳類ゲノムDNAの精製
７　PCRによる哺乳類ゲノムDNAの解析
　
後半(あるいは前半）
発生生物学の実験
１　実験計画の説明、実験の準備
２　アフリカツメガエル正常胚の観察　
３　温度変化による発生速度の変更　
４　人工授精
５　紫外線照射による腹側化胚の作製
６　塩化リチウム処理による背側化胚の作製
７　背側化遺伝子注入による背側化胚の作製
８　蛍光物質の顕微注入による細胞追跡



2019-6040000029-01生物科学実験Ⅰ

中川　裕之、岩崎　雅行、景浦　宏、香月　美穂、古賀　正明

◎地球:A-2,B-1,B-2,B-3,C-1

1.細胞生物学と発生生物学についての専門知識を身につけている。　(A-2)

2.細胞学と発生生物学の現象に関する知識･理解を適切に運用できる。　(B-1)

3.環境が生物に与える影響を探求する実験・観察および情報収集を行い、その
活用ができる。　(B-2)

4.実験結果から自身の考えを理論的に構成し、明快な説明ができる。　(B-3)

5.生物と地球環境に関する課題を自ら学修する態度を持っている。　(C-1)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000031-01生物科学実験Ⅱ

 期別：前期　　単位数：3　　開講年次： 3 　　授業形態：実験　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・４時限, ５時限, 水・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

伊東　綱男、藍　浩之、渡邉　英博

◎－－－　概要　－－－◎

　生物科学実験Ⅱでは、動物の行動実験と神経生物学の基本的な実
験の技術と実験結果のまとめ方・評価法を習得し、行動学、神経生
理学、神経行動学の研究法の基礎を体得することを目的としてい
る。今年度は行動生物学を中心とする実験と神経生物学を中心とす
る実験とに期を分けて実施する。

行動生物学実験:ミツバチでは生得的行動だけでなく学習・記録など
の習得的行動や社会性行動もよく研究されており、動物の行動を理
解するための格好の材料である。そのために、行動生物学の実験で
はおもにミツバチを使って行動観察および行動実験を行い、実験材
料の取扱方、観察の要領、行動実験の組立て方、実験結果のまとめ
方などを習得する。具体的な課題としては、採餌行動と８の字ダン
スでの情報伝達に関する観察と実験、古典的条件づけおよび道具的
条件づけによる学習実験、飛翔行動と視覚的環境の影響に関する実
験などを予定している。野外実験を含むため天候などの状況に応じ
て、他の材料を用いた実験も組み入れることもある。

神経生物学実験:動物の行動を神経生物学的に解明するための基礎的
な実験技術と結果の評価法を習得することを目指した実験である。
本実験では、実験に先立って神経生理学の基礎的事項について解説
し、次いで神経生理学の実験を実施し、その実験技術と得られた実
験結果を統計的方法による評価法を指導する。実験内容として、カ
エルの神経筋標本での活動電位の誘導と伝導速度の測定・筋細胞の
膜電位測定、クルマエビの張力受容器の活動電位誘導など電気生理
学の基本的な実験、およびアリの嗅覚応答に関する電気生理学実験
とその解析などを行なう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

動物の神経生物学や行動生物学の基本的な実験技術を習得できる。
(知識・理解)

実験に使用する動物の実環境中での行動を基盤に実験結果の評価が
できる。(技能)

「気圏」での気象環境の情報を行動変動の理解に活用できる。(技能)

実験環境の変化に自ら工夫をして対処する態度を習得できる。(態
度・志向性)

レポート作成の過程で、実権結果を論理的に説明する方法を習得で
きる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

行動生物学実験および神経生物学実験のそれぞれの初日に、実験の
スケジュールを説明します。その際に実験テキストを配布するの
で、予定されている実験についての説明を事前によく読み、各回の
実験を支障なく遂行できるように準備しておくこと。「神経生物学
実験」では、その内容を十分に理解しておかないと、実験を適切に
行なうことが困難なので、図書館などを利用して事前学習をするよ
うに特に心がけて下さい（60分）。実験後には、レポート作成に備
えて実験データの整理と、考察に必要な関連資料の取得を必ず行な
うこと（90分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準：実験課題の理解度、実験遂行の適切さ、実験結果の
評価の適切さを基準に評価する。
成績評価方法：実験の遂行状況（20％）と実験結果をまとめ提出さ
れたレポートの内容（80％）に基づいて評価する。毎回出席調査を
行う、欠席すると十分なレポートが書けないので、単位取得が難し
くなる可能性がある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

実施研究室で編集した実習テキストを配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

実験ノートと電卓を必ず持参すること。

「行動生物学実験」での屋外実験に際しては、服装上の注
意に従うこと。

　実習中の万一の事故に備え｢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　－－－◎

行動生物学実験
１　班の構成、実験目的、行動生物学実験を通じての注
意、ミツバチの扱い方の注意、実験後の後始末法、レポー
ト提出法などの説明
２　ミツバチの採餌行動に関する観察
３　ミツバチの採餌行動と情報伝達に関する観察と実験
４　古典的条件づけによる学習実験
５　道具的条件づけによる学習実験
６　飛翔行動に関する観察
７　飛翔行動と視覚的環境の影響に関する実験
８　行動実験のデータのまとめ方の説明と各班の実験デー
タの比較検討

神経生物学実験
９　班の構成、実験目的、神経生物学実験を通じての注
意、動物の扱い方の注意、実験器具の扱い方の注意、実験
後の後始末法、レポート提出法などの説明
10　神経生物学に関する基礎事項に関する説明
11　実験に必要な溶液作り:薬品の計量法、器具の扱い
方・洗い方、溶液の作り方
12　カエルの神経筋標本での活動電位の誘導と伝導速度の
測定と筋細胞の膜電位測定などの電気生理学実験
13　クルマエビの張力受容器の単一神経細胞からの活動電
位誘導などの電気生理学実験
14　アリの嗅覚応答に関する電気生理学実験とその解析
15　生理学実験のデータのまとめ方の説明と各班の実験
データの比較検討

　班を構成して実験を行うので、上の授業計画で示した各
項は時間配分を示したものではない。各実験とも実験の進
行状況により4時間から6時間程度かかる。また天候実験な
どの関係で実験内容を変更することもある。



2019-6040000031-01生物科学実験Ⅱ

伊東　綱男、藍　浩之、渡邉　英博

◎地球:A-2,B-1,B-2,B-3,C-1

1.動物の神経生物学や行動生物学の基本的な実験技術を習得できる。　(A-2)

2.実験に使用する動物の実環境中での行動を基盤に実験結果の評価ができる。
　(B-1)

3.「気圏」での気象環境の情報を行動変動の理解に活用できる。　(B-2)

4.実験環境の変化に自ら工夫をして対処する態度を習得できる。　(C-1)

5.レポート作成の過程で、実権結果を論理的に説明する方法を習得できる。　
(B-3)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000007-01生物学実験

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：実験　　実務経験：　　科目水準：初級　　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　　

伊東　綱男、渡邉　英博

◎－－－　概要　－－－◎

　生物の特徴を正確に把握すること、つまり観察は生物学の出
発点であり、またすべての領域の基本である。しかし何を見る
べきかをしっかりと理解し、適切な観察法を選択し観察機器を
使いこなさないと見えているのに見えないという事態に陥る。
また、生物は無生物にはない特徴を持つ。それを理解するため
には適切な実験が必要である。実験者は、原理を正確に理解
し、正確な操作を行い、実験結果を解析する技能を必要とす
る。本実験では、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、結果の解析を行なう基本能
力を身につけることを目的とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

光学顕微鏡の操作を正確にできる。(技能)

生物標本を適切に作成し、観察することができる。(技能)

生物の標本を正確に観察し、その意義を理解できる。(知識・
理解)

生物実験の結果を適切に解析・考察し、論理的に説明できる。
(技能)

生物実験の原理を理解し、専門知識を身につける。(知識・理
解)

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（60分）。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　－－－◎

1. 全体説明と準備
2. 顕微鏡の取り扱い方：光学顕微鏡の操作法
　観察、スケッチ法の習熟練習
3. 微生物の観察と分類：微生物の形態的特徴
　の観察および種の同定
4. 植物組織の観察：植物の茎の徒手切片によ
　る維管束の光学顕微鏡観察
5. 原形質分離の観察と浸透圧測定：植物細胞
　での原形質分離の観察による細胞の浸透圧調
　節の解析
6. 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
7. 動物組織の観察：動物の組織標本（小腸、
　腎臓、血液）を用いた組織・器官の構成
　の光学顕微鏡観察
8. 動物の行動実験：ダンゴムシの行動実験を
　通しての行動観察手法と解析法の修得
9. 体細胞分裂の観察：植物根端細胞での核分
　裂過程の光学顕微鏡観察
10. 動物の発生：カエルの胚発生の時の卵割
　と形態形成の過程を観察
11. ショウジョウバエの観察と飼育：ショウ
　ジョウバエの野生型と突然変異個体の形態
　観察および次回実験のための準備飼育
12. 唾腺染色体の観察：ショウジョウバエ幼
　虫の唾腺染色体の光学顕微鏡観察
13. 口腔粘膜細胞の観察とDNAの抽出：口腔
　粘膜細胞からのDNAの抽出
14. 大腸菌の形質転換：抗生物質耐性遺伝子
　とオワンクラゲ由来緑色蛍光タンパク質遺
　伝子の大腸菌への導入
15. まとめ



2019-6040000007-01生物学実験

伊東　綱男、渡邉　英博

◎地球:A-2,A-3,B-1,B-3,C-1

1.光学顕微鏡の操作を正確にできる。　(B-1)

2.生物標本を適切に作成し、観察することができる。　(B-1)

3.生物の標本を正確に観察し、その意義を理解できる。　(A-3)

4.生物実験の結果を適切に解析・考察し、論理的に説明できる。　(B-3)

5.生物実験の原理を理解し、専門知識を身につける。　(A-2)

6.生物学に関する課題を自ら学修する態度を身につける。　(C-1)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000148-01生物学野外実習

 期別：集中前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：実習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中前期　　試験時間割：定期試験なし　　

逸見　泰久、嶋永　元裕

◎－－－　概要　－－－◎

　海の生物に触れ、その生活様式や形態的特徴などを観察する。
また、海岸生物調査や実習船での海洋観測なども行う。
　実習は、熊本大学の合津マリンステーションに泊まり込んで行
う（８月５日～１０日の５泊６日）。合津マリンステーション
は、自然が豊かで、天草有数の観光地の天草松島にある。海水が
豊富に使える実習室の他、宿泊室・厨房・食堂などの設備があ
る。
　海の中には、陸上とはまるで異なる風変わりな生物がいる。海
水中には無数のプランクトンがいて、いろいろな動物の餌になっ
ている。顕微鏡で見るとまるでガラス細工のようで、とても美し
い。
　全身が棘で覆われているウニ、星のような形をしたヒトデ、自
由に形を変えるタコなど、それぞれが海の環境で独特の進化を遂
げている。また、カキやホヤのように岩に付着して、移動できな
いような動物も海にはたくさんいる。これらの興味深い様々な生
物を自分たちで採集し、実習室で形態や行動を観察する。
　海洋観測では、実習船で有明海と八代海を航海し、水温・塩
分・pH・溶存酸素量などを測定、同時に沿岸域の環境問題につ
いて学ぶ。
　海の面積は陸よりもはるかに広い。いろいろな環境に多様な生
物が生息しているのに、それらに接したり学んだりする機会は少
ない。この実習では海洋に関する知識を深めると共に、海産生物
をより身近に感じられるようになって欲しい。
　なお、天草の海にはイルカが多数生息しており、観光船による
イルカウオッチングがブームになっている。天候が悪くなけれ
ば、海洋観測の際にイルカの生態観察も行うことにしている。野
生の海産哺乳類に接する貴重な機会になる。
　
（備考）合津マリンステーションは、文部科学省の全国共同利用
拠点（教育関係）に認定されたため、本実習の経費の一部は、文
部科学省の補助によって行われる（平成３４年度まで）。

◎－－－　到達目標　－－－◎

海洋で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。(技
能)

各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

海洋生物に関する書籍は少なくないので、前もって読んでおくこ
と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

以下を成績評価の基準とする。
・海洋科学に関する基礎的な知識を身につけたか。
・レポートの課題に関して、十分なデータを集め、それを自分の
見解に基づいてまとめているか。

原則として、実習実技３０％、レポート（海岸生物リスト作成、
プランクトンの観察など複数）７０％とする。また、レポート
は、実習期間中に提出する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特定のテキストは使用せず、資料を配付する。また、合
津マリンステーションには、海洋生物に関する書籍や図鑑
類が豊富に揃っているので、それを利用する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　実習費（宿泊費・食費を含む）として約15,000円が必要
（前年度実績・現地で徴収）。また、事前にシーツクリー
ニング代・保険料を大学事務に支払う必要がある。
　施設の都合により、受講人数に制限（２７人）がある。

（実習施設）
　熊本県上天草市松島町合津6061
　熊本大学 くまもと水循環・減災研究教育センター
　合津マリンステーション
　　TEL 0969-56-0277
　　FAX 0969-56-3740

◎－－－　授業計画　－－－◎

合計60時間の実習を下記期間で行う。
スケジュール予定は以下の通り（天候次第では変更もあり
得る）。

８月５日（月）ガイダンス、微小動物の観察、ウミホタル
の採集と観察（9時間予定）
８月６日（火）プランクトンの採集（乗船）、プランクト
ンの観察とスケッチ（12時間予定）
８月７日（水）有明海・八代海での海洋観察、イルカの生
態観察、御所浦で化石の観察（終日乗船）（夜）データ整
理（12時間予定）
８月８日（木）ナメクジウオ採集（乗船）、海岸動物採
集、（夜）海岸動物リスト作製（12時間予定）
８月９日（金）ヤドカリ（またはハクセンシオマネキ）の
行動学実習（夜）データ整理（12時間予定）
８月１０日（土）まとめ（3時間予定）、掃除・片付け

◎－－－　URL　－－－◎

熊本大学 合津マリンステーション
(http://engan.kumamoto-u.ac.jp/center/marine_station.html)



2019-6040000148-01生物学野外実習

逸見　泰久、嶋永　元裕

◎地球:B-1,B-2

1.海洋で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。　(B-1)

2.各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。　(B-2)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000010-01卒業論文

 期別：通年　　単位数：8　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：火・６時限, 木・６時限　　試験時間割：定期試験なし　　

上野　勝美、伊東　綱男、岩山　隆寛、奥野　充、景浦　宏、藍　浩之、杦山　哲男、高島　久洋、田口　幸洋、中川　裕之、西　憲敬、林　政彦

◎－－－　概要　－－－◎

３年次までに履修した講義や実験で得た知識および研究技術を
生かして、配属された各分野、各研究室ごとのテーマに沿って
研究を行い、その成果を卒業論文としてまとめる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

卒業論文のテーマで扱う諸現象を正しく理解する。(知識・理
解)

卒業論文のテーマで扱う諸現象を正しく理解する。(知識・理
解)

卒業論文のテーマで扱う諸現象を正しく理解する。(知識・理
解)

卒業論文のテーマに対し自主的・計画的に進める能力を身につ
ける。(態度・志向性)

卒業論文のテーマに対し自主的・計画的に進める能力を身につ
ける。(態度・志向性)

卒業論文の成果を論文にまとめ、それをプレゼンテーション形
式で発表できるようになる。(技能)

卒業論文の成果を論文にまとめ、それをプレゼンテーション形
式で発表できるようになる。(技能)

卒業論文の成果を論文にまとめ、それをプレゼンテーション形
式で発表できるようになる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各自の研究テーマに関連する文献を読み、卒業論文作成に向け
実験データ等の取りまとめを行う。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

卒業研究への取り組みおよび卒業論文の内容を総合して評価す
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特になし。各指導教員の指導に従い必要なものを参考にす
ること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

下記の研究室のいずれかに属し、その研究室の教員による
指導を受ける。以下に各研究室の主な研究内容を示す。
１．地球物理学分野
・［地球惑星気象学研究室］西憲敬教授、竹内覚助教：大
気・海洋を中心とする地球流体圏の研究。惑星気象を含
む。観測・データ解析・数値実験を通して、流体圏に生じ
る現象の構造やメカニズムを調べる。
・［地球流体力学研究室］岩山隆寛教授、乙部直人助教：
地球流体（大気、海洋、マントル等）の運動に関するモデ
ル実験、対流の実験や回転流体の実験を通して、自然界に
生じるさまざまな流れの構造やメカニズム，あるいは大気
モデルを使用して、大気現象のメカニズムや構造を調べ
る。
・［大気微粒子動態学研究室］ 林政彦教授、原圭一郎助
教：地上及び上空のエアロゾル・雲の光学的計測やサンプ
リング・化学成分・元素組成分析等を行い、エアロゾルの
変動機構について調べたり、関連した室内実験、計測シス
テム開発に取り組む。
・[大気環境科学研究室] 高島久洋准教授、白石浩一助教：
地上からのリモートセンシング観測によるガス・エアロゾ
ル・雲等の観測を行い、その変動および要因について調べ
る。あるいは人工衛星による大気微量成分観測データを用
い、地球規模・地域規模の物質循環について調べる。
２．地球科学分野
・［地球物質・循環研究グループ］田口幸洋教授、奥野充
教授、鮎澤潤助教、柚原雅樹助教：主として火成活動にと
もなう地球物質の生成、およびその分解過程を解明する。
その過程で重要な役割を果たす水に注目した物質循環過程
や火山活動の歴史的解明を行う。
・［地史環境変動研究グループ］杦山哲男教授、上野勝美
教授、石原与四郎助教、田上響助教：堆積盆の構造発達
史、化石生物の古生態や進化系統、生層序など、地層や化
石から得られる情報をもとに、太古から現在にいたる地球
表層環境を復元し、地質時代を通じての地球表層の歴史的
変動過程を解明する。
３．生物学分野
・［進化脳科学研究室］ 藍浩之准教授、渡邉英博助教：
動物が進化の過程でどのように環境に適応してきたのか
を、脳と行動の側面から明らかにする。様々な昆虫種の神
経情報処理、統合および行動発現に関わる研究をする。
・［行動生物学研究室］ 伊東綱男准教授：ミツバチなど
の社会性昆虫を中心に、感覚系での環境情報の受容機構、
中枢（脳）での情報処理機構、および出力系での行動パ
ターンの形成機構などを行動学的、神経生理学的、形態学
的手法を用いて調べる。
・［発生生物学研究室］ 景浦宏教授、古賀正明助教：ア
フリカツメガエル卵を用いて、胚の背腹軸決定、中胚葉誘
導、原口の位置決定、神経板の部域化、始原生殖細胞の決
定、割球の予定運命を、また、蝶を用いて、翅の紋様形
成、人工授精などに関する研究をする。
・［細胞生物学研究室］ 中川裕之教授、岩崎雅行助教、
香月美穂助教：細胞、組織や器官の形は、その機能と密接
に関係する。遺伝情報は部品の設計図で、そこから細胞や
組織などの構造は推定できない。そこで、神経組織や培養
細胞を用いて、形と機能の関係を探る。



2019-6040000010-01卒業論文

上野　勝美、伊東　綱男、岩山　隆寛、奥野　充、景浦　宏、藍　浩之、杦山　哲男、高島　久洋、田口　幸洋、中川　裕之、西　憲敬、林　政彦

◎地球:A-1,A-2,A-3,B-1,B-2,B-3,C-1,C-2

1.卒業論文のテーマで扱う諸現象を正しく理解する。　(A-1)

2.卒業論文のテーマで扱う諸現象を正しく理解する。　(A-2)

3.卒業論文のテーマで扱う諸現象を正しく理解する。　(A-3)

4.卒業論文のテーマに対し自主的・計画的に進める能力を身につける。　(C-1)

5.卒業論文のテーマに対し自主的・計画的に進める能力を身につける。　(C-2)

6.卒業論文の成果を論文にまとめ、それをプレゼンテーション形式で発表でき
るようになる。　(B-1)

7.卒業論文の成果を論文にまとめ、それをプレゼンテーション形式で発表でき
るようになる。　(B-2)

8.卒業論文の成果を論文にまとめ、それをプレゼンテーション形式で発表でき
るようになる。　(B-3)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000123-01大気環境物理学Ａ（大気放射学の基礎）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　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　　

高島　久洋

◎－－－　概要　－－－◎

　地球大気中に起こるさまざまな現象は、そのほとんどすべて
が太陽からの放射（Ｘ線から電波まで、主として可視領域の電
磁波およびごく一部は粒子放射）をエネルギー源としている。
この放射エネルギーは、生態系を含む大気－海洋－地表面系で
さまざまな現象を引き起こし、再び放射（主として赤外領域）
として地球と大気から射出される。
　本講では、放射の基本的な法則を学んだあと、主として太陽
放射と地球放射が大気に及ぼす影響を議論する。可視領域から
赤外領域にわたる太陽と地球の放射によって、地球大気の温度
がどのように維持され、また変化するかということをテーマと
して議論を進める。
　なお放射の基本的な法則・吸収、散乱過程の理論的な取り扱
いは必ずしも平易ではなく、とくに電磁波に関して２年次に学
んだ「物理学III (電磁気学)」では必ずしも充分でないので、本
講義の最初は電磁気学の復習から始めて電磁波動論の基礎を学
ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

大気放射に関する基礎知識をもっている。(知識・理解)

太陽放射が地球大気とどのようにかかわり、どのような現象を
引き起こすのか説明することができる。(技能)

太陽放射が地球大気とどのようにかかわり、どのような現象を
引き起こすのか正しく理解できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義の中で電磁気学の復習を行うので、2年次に学んだ「物理
学III(電磁気学)」の講義内容を事前に復習しておくこと。また
講義中に事前・事後学習のポイントを説明するので、講義資料
等を参考に予習および復習をしておくこと。これらの予習・復
習にはそれぞれ1時間半程度かかるであろう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

期末試験60%、レポート40%の割合で評価を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に定めない。講義の進行に応じてプリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

大気放射学の基礎：浅野正二 (朝倉書店)　ISBN
978-4254161229
大気と放射過程：会田勝 (東京堂出版)　ISBN
978-4490200638
光の気象学：柴田清孝 (朝倉書店)　ISBN 978-4254167016
大気物理学：ホートン (みすず書房) ISBN 978-4622024187
一般気象学：小倉義光 (東京大学出版) ISBN
978-4130627061

◎－－－　授業計画　－－－◎

１ 放射（電磁波）に関する基礎事項 (1)
２ 放射（電磁波）に関する基礎事項 (2)
３ 地球の気候システムとエネルギー収支
４ 黒体放射・ステファンボルツマンの法則 (1)
５ 黒体放射・ステファンボルツマンの法則 (2)
６ 地球の放射平衡温度
７ 簡単な温室効果モデル
８ 放射伝達方程式 (1)
９ 放射伝達方程式 (2)
10 放射と大気の運動
11 気体分子による放射の吸収・射出
12 散乱
13 雲と放射
14 エアロゾルと放射
15 まとめ



2019-6040000123-01大気環境物理学Ａ（大気放射学の基礎）

高島　久洋

◎地球:A-2,A-3,B-1

1.大気放射に関する基礎知識をもっている。　(A-2)

2.太陽放射が地球大気とどのようにかかわり、どのような現象を引き起こすの
か説明することができる。　(B-1)

3.太陽放射が地球大気とどのようにかかわり、どのような現象を引き起こすの
か正しく理解できる。　(A-3)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000131-01大気環境物理学Ｂ

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

高島　久洋

◎－－－　概要　－－－◎

　大気環境を理解するには、地球規模でのエネルギー収支や物
質循環などの物理学的側面を学ぶことに加え、例えば反応性の
高い大気成分がエネルギー収支や物質循環に影響するので、物
理化学的な側面についても理解しなければならない。大気環境
物理学Ａでは放射という側面でエネルギー収支について学ん
だ。本講では大気中の微量成分について地球規模での輸送 (物
質循環) 過程に着目しながら、大気の物理化学的な側面につい
て学ぶ。これらは地球温暖化・オゾン層破壊・大気環境の悪化
などの地球大気に関連した環境問題を理解する上での基礎とな
る。本講では基礎を学んだ後、実際の現象についてもふれる。
なお物質循環に関して、熱力学や地球大気の運動も重要な要素
であるが、それぞれ「大気物理学」「地球流体力学」の講義で
学ぶので本講ではふれない。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地球規模での物質循環、大気の物理化学に関する基礎知識を
もっている。(知識・理解)

地球規模での物質循環、大気の物理化学に関する現象を正しく
理解できる。(知識・理解)

地球規模での物質循環、大気の物理化学に関する現象を説明で
きる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義中に事前学習・事後学習のポイントを説明するので、配布
資料等を参考に予習・復習をしておくこと。これらの予習・復
習にはそれぞれ1時間半程度はかかるであろう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

期末試験60%, レポート40% の割合で評価を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に定めない。講義資料を講義の進行に従い配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

大気化学入門：Ｄ．Ｊ．ジェイコブ著、近藤豊訳 (東京大
学出版)　ISBN 978-4130627092
大気の物理化学: 小川利紘著 (東京堂出版)　ISBN
978-4490201796
オゾン層破壊の科学：北海道大学大学院環境科学院編 (北
海道大学)　ISBN 978-4832981799

◎－－－　授業計画　－－－◎

１ ガイダンス、大気の組成
２ 大気圏の構造
３ 寿命
４ 光化学反応
５ ボックスモデル・パフモデル
６ 乱流・拡散 (1)
７ 乱流・拡散 (2)
８ 成層圏化学とオゾン (1)
９ 成層圏化学とオゾン (2)
10 対流圏大気化学と大気環境 (1)
11 対流圏大気化学と大気環境 (2)
12 対流圏大気化学と大気環境 (3)
13 リモートセンシング観測の基礎 (1)
14 リモートセンシング観測の基礎 (2)
15 まとめ



2019-6040000131-01大気環境物理学Ｂ

高島　久洋

◎地球:A-2,A-3,B-1

1.地球規模での物質循環、大気の物理化学に関する基礎知識をもっている。　
(A-2)

2.地球規模での物質循環、大気の物理化学に関する現象を正しく理解できる。
　(A-3)

3.地球規模での物質循環、大気の物理化学に関する現象を説明できる。　(B-1)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000075-01大気物理学（気象学の基礎）

 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：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・１時限　　試験時間割：後日発表　　

林　政彦

◎－－－　概要　－－－◎

　地球大気は，地上から数100kmまで広がっている。そこで
は，様々な物理的，化学的現象が起きている。その中で人間が
活動する地球表面に近い下層大気の諸現象をさすものがいわゆ
る「気象」である。人類は，諸々の大気現象を理解するために
物理学を用い，大気物理学として発展させてきた。気象学は，
その一分科であり，人類が生活を向上や，軍事作戦の有利な展
開といった様々な要請により，気象を理解するなかで作り上げ
てきたものである。本講義は，この気象学の基礎に関するもの
である。
　
　我々は，毎日気象と触れ合いながら生活をしている。その結
果，気象に関する言葉は誰もが耳にし，使っていることであろ
う。たとえば「気圧」。しかし，改めて「気圧って何です
か？」ときかれたとき，明確に答えることが出来るだろうか。
標高が高い場所の方の気圧が低い場所の気圧より低いことは，
よく知られた事実である。「雲は何からできているのか」，
「雲はなぜ浮かんでいるのか」と問われて答えられるだろう
か。
　このような様々な問いに対して体系的な解釈を物理学は与え
ることが出来る。その出発点は，運動方程式，熱力学の第一法
則，理想気体の状態方程式といった基本的な物理法則である。
本講義ではこれらの基礎的な法則を大気特有の現象に適用し，
大気力学現象と雲や降水の仕組みの基礎に重点をおいて解説を
していく。したがって，本講義は，力学や熱力学，数学等の大
気科学への応用に関する講義である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

基本的な大気の構造と雲の形成などの気象現象にどのような物
理法則が関係しているのかを理解する。(知識・理解)

基本的な大気の構造と雲の形成などの気象現象の仕組みを物理
法則に基づいて理解する。(知識・理解)

基本的な大気の構造と雲の形成などの気象現象を物理法則に基
づいて説明できる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：テキストの中の前回の講義で行った部分の次のところを
数ページ目を通しておくと良い(30分)。
復習：毎回のレポートに取り組むことが復習になる(120分)。
空を見ること，屋外の気象現象に触れた際に講義の内容を参考
に何が起きているのか考えてみることが最高の学習である。友
人との議論，担当教員への質問を積極的にすることを勧める。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験の成績（100点満点）を基本とする。ただし，通常の
提出物の提出状況に応じて，通常の提出物による評点が最大40
点となるように，定期試験と提出物による評価を按分して加算
し，成績とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

小倉義光著「一般気象学」第２版　東京大学出版会/
ISBN978-4-13-062725-2

◎－－－　参考書　－－－◎

浅井冨男、新田尚、松野太郎著 「基礎気象学」 朝倉書店
安田延壽著「基礎大気科学」朝倉書店
浅井冨男、武田喬男、木村竜治著　大気科学講座２「雲や
降水を伴う大気」東京大学出版会
武田喬男著「雨の科学―雲をつかむ話」成山堂書店
高田宏著　「冬の花びら」偕成社
など

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　力学Ⅰ，Ⅱ，数学Ⅰ，Ⅱ，物理学Ⅰ等を履修、修得して
おくことが望ましい。
　自らの手と頭を動かすことが理解を有効に進める手だて
である。理解を助けるための演習課題をレポートとして提
出することをほぼ毎回課す。レポートに取り組むことで，
はじめて理解できると考えておくこと。レポートに取り組
む際には，答えがあっているかではなく，考え方，感覚を
自分のものにすることに注意すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　気象学と物理学:気象って物理だったんですね！
２　地球大気の構造と成分:リンゴの皮
３　静力学平衡:空気におもさはあるの？
４　浮力:宇宙では浮力は働かない
５　断熱変化と温位:山の上は暑い？寒い？
６　飽和水蒸気圧:山では煮魚より焼魚
７　湿潤大気:湿度って何だ？
８　潜熱加熱:大気のエアーコンディショナー
９　エマグラム:雲よお前はどこへ行く
10　安定・不安定:上下輸送の信号機
11　微小水滴の水蒸気圧:表面張力のバリヤ
12　雲粒と凝結核:トンビがタカになる
13　暖かい雨:100万人に１人のあたりくじ
14　冷たい雨:水蒸気は氷がお好き
15　雪の結晶:空からのメッセージ



2019-6040000075-01大気物理学（気象学の基礎）

林　政彦

◎地球:A-2,A-3,B-1

1.基本的な大気の構造と雲の形成などの気象現象にどのような物理法則が関係
しているのかを理解する。　(A-2)

2.基本的な大気の構造と雲の形成などの気象現象の仕組みを物理法則に基づい
て理解する。　(A-3)

3.基本的な大気の構造と雲の形成などの気象現象を物理法則に基づいて説明で
きる。　(B-1)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000110-01地殻進化学（土の科学入門）

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

平舘　俊太郎

◎－－－　概要　－－－◎

　地殻の最表層部は土で覆われています．土は地球表層環境における岩石の物理
的・化学的変質（進化とも言えるし退化とも言えます）や，変質物の移動・堆積
によって生成した粉・粒体の層です．この層はほとんどすべての陸上植物の培
地，および莫大な数の微生物のすみかであり，地球表層における物質循環の要
（かなめ）です．土は大気組成にも大きな影響を与えています．
　いわゆる地球環境問題や，土壌・地下水の汚染など環境問題の理解には，土壌
の理解が不可欠です．最近，このことが強く認識されるようになり，建設・コン
サルタント会社等では土に関する基礎知識をもつ技術者に対する需要が高まって
います．
　この授業では土の保全や修復を強く意識しながら，
i) 土は何からできているか，
ii) 土はどのようにしてできたか，
iii) 地殻表層において土はどのような機能をもっているか．
など，基礎的な事項について系統的に学びます．
　土の科学は，地質学・生物学・化学などの基礎知識を全て必要とし，まさに総
合科学とよべる分野です．この講義を通して，これらの基礎科目を学んできた学
生の皆さんが，自分の知識が自然界の総合的な理解に役立つことを実感できると
期待しています．

◎－－－　到達目標　－－－◎

土壌が生態系や生態系サービスを支えている具体的内容を理解し説明できる．(技
能)

多様な土壌生成因子の具体的内容を理解し説明できる．(技能)

土壌中に存在する層状ケイ酸塩鉱物の種類と化学構造的特徴について具体的内容
を理解し説明できる．(知識・理解)

土壌中に存在する金属酸化物鉱物の種類と化学構造的特徴について具体的内容を
理解し説明できる(知識・理解)

土壌中に存在する腐植物質の種類と化学構造的特徴について具体的内容を理解し
説明できる．(知識・理解)

土壌構成成分によるイオンの保持と放出について，具体的内容を理解し説明でき
る．(知識・理解)

土壌の酸性度／アルカリ性度が多様である具体的内容を理解し説明できる．(知
識・理解)

土壌の空隙構造と土壌水の保持状態についてその関連性を理解し説明できる．(知
識・理解)

土壌分類の基本的考え方について具体的内容を理解し説明できる．(知識・理解)

国際土壌分類法であるUS Soil TaxonomyとWRBについて具体的内容を理解し説明
できる．(知識・理解)

日本の土壌分類法である日本土壌分類体系について具体的内容を理解し説明でき
る．(知識・理解)

火山灰土壌の生成と分類について具体的内容を理解し説明できる．(知識・理解)

土壌中における炭素の動態について具体的内容を理解し説明できる．(知識・理解)

土壌中における窒素の動態について具体的内容を理解し説明できる．(知識・理解)

生態系における土壌の重要性について具体例を挙げて説明できる．(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　受講前は，指定したテキストの関連項目を事前に読んでおき，予習につとめる
こと（30分程度）．
　受講後は，講義内容の復習を十分に行うこと（45分程度）．覚える項目が多い
ので，繰り返し理解することが重要です．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各講義時間の最後に小テストを実施し（合計15回を予定），その授業の理解度を
評価します．評価基準は，到達目標に示した各項目に対する達成度です．また，
期末試験を実施し，到達度を総合的に評価します．小テストの成績を40%，期末
試験の成績を60%で評価します．これらの評価結果をもとに，成績を決定しま
す．60点以上を合格とします．

◎－－－　テキスト　－－－◎

編集者：久馬一剛
書名：最新土壌学
発行所（出版社）名：朝倉書店
体裁：A5／232ページ
発行年月日：1997年03月15日
価格：定価4,536円（本体4,200円＋税）
ISBN：978-4-254-43061-5　C3061

◎－－－　参考書　－－－◎

土壌学の基礎―生成・機能・肥沃度・環境　ISBN
9784540032943
土とは何だろうか？　ISBN 9784876988013
上記の参考書は，より深く学びたい方や補足的な資料が欲
しい方にお薦めします．

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

基礎的な知識として，高校卒業程度の化学が必要となりま
す．高校卒業程度の化学に自信がない人は，よく復習して
おいてください．

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 私たちの生活を支える土壌：私たちの暮らしと土壌
のかかわり
2. 土壌生成のプロセス：土壌生成因子、土壌の断面・
層位の発達
3. 土壌を構成する物質の化学①：層状ケイ酸塩鉱物
4. 土壌を構成する物質の化学②：金属酸化物鉱物
5. 土壌を構成する物質の化学③：腐植物質
6. 土壌を構成する物質の化学④：イオンの保持と放出
7. さまざまな土壌：酸性土壌とアルカリ性土壌
8. 土壌の構造と保水性：密度、粒径組成（土性）、土
壌構造，団粒構造，水ポテンシャル
9. 土壌の生成と分類①：土壌分類の歴史と基礎的コン
セプト
10. 土壌の生成と分類②：US Soil TaxonomyとWRB
11. 土壌の生成と分類③：日本の土壌分類
12. 土壌の生成と分類④：火山灰土壌の生成と分類
13. 土壌の機能①：炭素循環と土壌のかかわり
14. 土壌の機能②：窒素循環と土壌のかかわり
15. 土壌の機能③：生態系を支える土壌



2019-6040000110-01地殻進化学（土の科学入門）

平舘　俊太郎

◎地球:A-2,A-3,B-1

1.土壌が生態系や生態系サービスを支えている具体的内容を理解し説明でき
る．　(B-1)

2.多様な土壌生成因子の具体的内容を理解し説明できる．　(B-1)

3.土壌中に存在する層状ケイ酸塩鉱物の種類と化学構造的特徴について具体的
内容を理解し説明できる．　(A-2)

4.土壌中に存在する金属酸化物鉱物の種類と化学構造的特徴について具体的内
容を理解し説明できる　(A-2)

5.土壌中に存在する腐植物質の種類と化学構造的特徴について具体的内容を理
解し説明できる．　(A-2)

6.土壌構成成分によるイオンの保持と放出について，具体的内容を理解し説明
できる．　(A-2)

7.土壌の酸性度／アルカリ性度が多様である具体的内容を理解し説明できる．
　(A-2)

8.土壌の空隙構造と土壌水の保持状態についてその関連性を理解し説明でき
る．　(A-2)

9.土壌分類の基本的考え方について具体的内容を理解し説明できる．　(A-2)

10.国際土壌分類法であるUS Soil TaxonomyとWRBについて具体的内容を理解し
説明できる．　(A-2)

11.日本の土壌分類法である日本土壌分類体系について具体的内容を理解し説明
できる．　(A-2)

12.火山灰土壌の生成と分類について具体的内容を理解し説明できる．　(A-2)

13.土壌中における炭素の動態について具体的内容を理解し説明できる．　
(A-3)

14.土壌中における窒素の動態について具体的内容を理解し説明できる．　
(A-3)

15.生態系における土壌の重要性について具体例を挙げて説明できる．　(A-3)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000026-01地球物理学実験Ⅳ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：実験　　実務経験：　　科目水準：中級　　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　　

岩山　隆寛、高島　久洋、竹内　覚、西　憲敬、林　政彦、原　圭一郎

◎－－－　概要　－－－◎

　前期の地球物理学実験Ⅰ・Ⅱを基礎として、４年次の卒業論文に必要と
なる観測や実験の経験を積む。受講者は地球物理学分野の地球流体力学あ
るいは気圏物質科学のいずれかの研究室に配属される。それぞれの研究室
で後期全期間にわたって地球流体力学または気圏物質科学に関する実験や
観測をおこなうことになるので、各研究室の研究内容を少し詳しく紹介し
ておく。
　なお、地球物理学実験Ⅲと地球物理学実験Ⅳとは一貫した科目として開
講されるので、両科目を同時に履修登録しなければならない。

〇地球流体力学研究室
　大気・海洋などの地球の流体圏には、乱流や日々の天気のような身近な
スケールから、大循環や気候のような大規模な時間・空間スケールまで、
多彩な現象が存在する。また、木星や金星などの他の惑星大気では、地球
と類似の現象だけでなく、その惑星に特有の大気現象が存在することが知
られている。地球流体力学研究室は、これらの現象に対して、流体力学や
熱力学などの物理を基本として、観測・実験・データ解析などの様々な手
法を用いてアプローチする研究室である。
　地球流体力学研究室は「地球惑星気象グループ」と、「地球流体力学グ
ループ」で構成される。地球流体力学研究室に配属された学生はいずれか
のグループに所属し、ひとつのテーマについて実習を行うことにより研究
の手法を身に着ける。なお、研究内容の詳細については授業計画を参照す
ること。

〇気圏物質科学研究室
　気圏物質科学研究室は、大気の中に浮遊している微粒子 (エアロゾル) を
はじめ、大気中にわずかに含まれている様々な成分と地球大気との関係を
調べることで「地球大気のしくみ」の解明を研究目的に掲げている。これ
らの大気成分は、大気の諸現象に物理的側面、化学的側面に関与しなが
ら、地球大気中における物質の循環機構の一部を担っている。本実験では
この成分の計測の実際に触れながら、卒業研究で必要とする技術・解析手
法の基礎を学ぶ。
　気圏物質科学研究室は、「リモートセンシング大気観測グループ」と
「大気微粒子動態学グループ」で構成される。リモートセンシング大気観
測グループでは大気中の様々な組成について遠隔的な手法を用いて観測を
行い、福岡の都市大気環境、黄砂・汚染物質の飛来、熱帯や北極を含めた
地球規模の物質循環を研究対象としている。大気微粒子動態学グループ
は、大気浮遊微粒子が大気環境変動に及ぼす影響を理解するため、気球や
無人航空機などを用いた観測・サンプル採取と電子顕微鏡分析などを行っ
ている。

◎－－－　到達目標　－－－◎

それぞれの実験テーマがどの講義科目とどのように関係しているか理解で
きる。 (知識・理解)

様々な実験結果を，関連する講義において解説された法則，実験中の説明
を利用して解析することができる。(技能)

生物学的現象，地球科学的現象との関係を意識しながら実験や考察を行う
ことができる。(技能)

実験結果とその考察を論理的なレポートとしてまとめることができる。(技
能)

地球とその環境に関する現象を物理学的に理解していくことに面白さを感
じるようになる 。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：実験中に次回の実験のために必要な予習を指示する。 予習には30分
程度かかるであろう。
復習：毎回の実験のあとに、確実にデータを整理し、レポート、発表に備
えること。  データ，結果の整理と報告書の作成に3時間程度かかるであろ
う。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

テーマごとに報告書を提出し、評価は提出された報告書の内容で行う（10
割）。ただし，実験に臨む態度が悪い場合にはその分の減点を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特に指定しない。必要に応じてプリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

　授業中にそれぞれの担当者が紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１）地球物理学実験ⅢとⅣは実験科目であり、一貫開講科
目なので、地球物理学実験ⅢとⅣの両方に出席し、実験を
行った者についてのみ成績評価を行う。
２）学外実習に際しては、学内の自動発行機で「通学中等
傷害危険担保特約」に事前に加入し、移動は公共交通機関
で行うこと。
３）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　－－－◎

〇地球流体力学研究室
・地球惑星気象学グループ
　惑星大気の観測および解析を行い、画像解析の手法など
を習得する。
・地球流体力学グループ
　気象観測や地球流体実験のための測器や実験装置を各々
が自作し、製作した機器を使用して観測や実験を行う。

〇気圏物質科学研究室
・リモートセンシング大気観測グループ
　サンフォトメーター・ライダーによるエアロゾル観測、
DOAS 法による大気微量成分観測を行う。それぞれ観測手
法について原理を学ぶとともに、実際に観測を行い、デー
タ解析を行う。また大気科学に関する教科書 (英語) を輪読
する。
・大気微粒子動態学グループ
　大気エアロゾルの光散乱特性の実験と、大きさ・数濃度
の観測を行い、大気エアロゾルを計測・解析する基本的な
手法を習得する。また、英書の輪読を行い、英語論文読解
の基礎を取得する。



2019-6040000026-01地球物理学実験Ⅳ

岩山　隆寛、高島　久洋、竹内　覚、西　憲敬、林　政彦、原　圭一郎

◎地球:A-2,B-1,B-2,B-3,C-1

1.それぞれの実験テーマがどの講義科目とどのように関係しているか理解でき
る。 　(A-2)

2.様々な実験結果を，関連する講義において解説された法則，実験中の説明を
利用して解析することができる。　(B-1)

3.生物学的現象，地球科学的現象との関係を意識しながら実験や考察を行うこ
とができる。　(B-2)

4.実験結果とその考察を論理的なレポートとしてまとめることができる。　
(B-3)

5.地球とその環境に関する現象を物理学的に理解していくことに面白さを感じ
るようになる 。　(C-1)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000112-01地球化学

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　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　　

千葉　仁

◎－－－　概要　－－－◎

　地球化学は，地球の各部分（システム）における元素・同位体存在
度を推定し，元素・同位体の性質に基づいて，各システム間の元素と
物質の循環を理解することを大きな目的としている。この目的のため
には，各システム内部や循環過程で起きる化学反応を理解することが
重要であり，化学反応論と熱力学が必要である。また，元素の循環過
程において，物質の起源や生成条件を推定するのに，安定同位体の利
用はとても有効である。
　この講義では，前半において，主に地球表層で起きている現象を化
学的に理解するための基礎となる化学反応論と熱力学の応用について
学ぶ。後半では，地球表層の過程における物質の起源や生成条件を推
定するのに有力な手段である軽元素の安定同位体の利用方法について
学ぶ。
　授業は，板書とパワーポイントを用いて行う。各回の資料は，
Moodle により各授業前に提供する。授業後には，毎回，課題を課し
（Moodle により提供），期限までに解答の提出を求める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

酸塩基反応を理解し，大気中の二酸化炭素と平衡にある水のpHを計算
でき，酸性雨の生成機構を理解できる。(知識・理解)

物質のギブス自由エネルギーから平衡定数を計算して，物質・鉱物の
溶解度・安定性を化学的に推定できる。(知識・理解)

物質の酸化還元状態を理解でき，フガシティ図とEh-pH図において酸
化還元状態と物質・鉱物の安定性の関係を読み取ることが出来る。
(技能)

安定同位体比の表現方法・国際標準物質，および同位体効果が起きる
理由を説明できる。(知識・理解)

水の水素・酸素同位体比を用いて，天水や熱水の起源を解釈できる。
(技能)

軽元素の安定同位体比を用いて，古海水温や物質の生成温度を推定す
る原理を説明できる。(知識・理解)

軽元素の質量に依存しない同位体効果が現す現象の地球化学的意味を
理解できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各授業前に Moodle 上で公開する授業の資料を各自ダウンロード・印
刷して，予習の上授業に臨むこと。授業終了時に当日の授業の要点を
指示するので，そのポイントについてノートと資料で整理して復習し
理解をすること。また，各回の授業後に Moodle 上で公開する課題を
解いて，解答を Moodle により期限までに提出すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・酸塩基反応を理解しており，汚染していない雨のpHを計算できる。
・物質の溶解度を熱力学データから計算できる。
・鉱物の安定存在条件を安定度図から読み取ることができる。
・物質の酸化還元状態を理解でき，フガシティ図やEh-pH図を読み取
ることができる。
・安定同位体比の表し方と国際標準物質，および同位体効果が起きる
理由について説明できる。
・水の水素・酸素同位体比から天水や熱水の起源を推定できる。
・安定同位体比を用いてどのように古海水温や物質の生成温度を推定
できるか説明できる。
・安定同位体の質量に依存しない同位体効果が起きる過程について理
解している。
評価方法およびその割合は，授業後の課題の評価（20%）および定期
試験の成績（80%）で行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しません。

◎－－－　参考書　－－－◎

地球化学概説　ISBN 978-4563049010
地球化学　ISBN 978-4320047204
安定同位体地球化学　ISBN 978-4130607131

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

高校の化学の内容と熱力学の基礎を理解していることを前
提として授業を行う。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１）授業の概要：地球化学の歴史と熱力学のおさらい
２）酸と塩基：地球表層の弱酸，汚染されていない雨の
pH
３）物質の溶解：溶解度積と鉱物の飽和度・飽和度指数
４）物質の溶解：ギブス自由エネルギーから溶解度の計
算，溶解度図。
５）物質の溶解：鉱物による水質の支配
６）地球表層における水ーケイ酸塩鉱物相互作用：鉱物の
安定度図
７）酸化と還元：フガシティ・ダイアグラム
８）酸化と還元：Eh-pHダイアグラム
９）軽元素の安定同位体地球化学の歴史と基礎（測定方
法・表現方法・国際標準物質・同位体効果の原因）
１０）天然水の軽元素安定同位体地球化学
１１）軽元素の平衡同位体分別効果の利用：水ー岩石相互
作用
１２）軽元素の平衡同位体分別効果の利用：古海水温の復
元
１３）トレーサーとしての軽元素の安定同位体比の利用：
酸性雨
１４）質量に依存しない軽元素の同位体分別の利用：隕石
の酸素同位体比
１５）質量に依存しない軽元素の同位体分別の利用：地球
大気の酸素の歴史



2019-6040000112-01地球化学

千葉　仁

◎地球:A-2,A-3,B-1

1.酸塩基反応を理解し，大気中の二酸化炭素と平衡にある水のpHを計算でき，
酸性雨の生成機構を理解できる。　(A-3)

2.物質のギブス自由エネルギーから平衡定数を計算して，物質・鉱物の溶解
度・安定性を化学的に推定できる。　(A-2)

3.物質の酸化還元状態を理解でき，フガシティ図とEh-pH図において酸化還元
状態と物質・鉱物の安定性の関係を読み取ることが出来る。　(B-1)

4.安定同位体比の表現方法・国際標準物質，および同位体効果が起きる理由を
説明できる。　(A-2)

5.水の水素・酸素同位体比を用いて，天水や熱水の起源を解釈できる。　(B-1)

6.軽元素の安定同位体比を用いて，古海水温や物質の生成温度を推定する原理
を説明できる。　(A-3)

7.軽元素の質量に依存しない同位体効果が現す現象の地球化学的意味を理解で
きる。　(A-3)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000008-01地球科学実験

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：実験　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・４時限, ５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

杉山　哲男、石原　与四郎、田口　幸洋

◎－－－　概要　－－－◎

　この実験では，地殻表層部の物質と環境を主な対象として扱
う。実験の目的は、地球環境に対する理解を深めるとともに、
自然に対する科学的な見方を学ぶこと、地球科学における実験
の基礎的な手法を修得することにある。初回に教職課程科目と
して中高理科「地学」の指導要領に関する内容を包括的に概説
し、その後室内実験および野外観察を行う。
　室内実験の内容は、次のとおりである。地質図学（尾根線－
谷線図、地形断面図、地質平面図）、地質調査法、岩石鉱物の
観察法（火成岩・堆積岩・変成岩の肉眼および偏光顕微鏡観
察）、化石の観察法（化石のスケッチ・計測・形質の記載）、
鉱物の「かたち」を表す（結晶面の測角とステレオ投影）。
　野外観察は4月27日（土）に福岡市西区能古島で行う。能古
島では代表的な岩石とその産状、地層の新旧関係などさまざま
な地質現象の観察を行う。野外観察の集合場所（福岡市西区姪
浜の市営渡船場）までの交通費およびフェリー代は受講者の負
担となる。野外観察で事故防止のため、車の往来、落石、海況
に細心の注意を払ってもらいたい。なお、天候により順延とな
る可能性もあるので、事前説明（4月26日）の注意をよく聞く
こと。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地質図学、地質調査法、岩石鉱物や化石の観察法に関する専門
知識を身につけている。(知識・理解)

地質調査や標本の観察から地球圏の現象を正しく理解できる。
(知識・理解)

地質調査や標本観察に関する知識・理解を適切に運用できる。
(技能)

実験・観察結果から自身の考えを論理的に構成して、明快にま
とめることができる。(技能)

実験と考察について自ら積極的に取り組む態度をもっている。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：実験用テキストを配布するので、当該箇所をあらかじめ
読んで理解を深めておくこと。
復習：実験ごとに課題を課すので、実験で行なった内容を参考
に取り組み，レポートをまとめること。
目安時間は、両者をあわせて90分である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　評価基準は、上記の到達目標に到達しているであり，以下の
２項目から判断する。
　実験項目ごとのレポート8割と実験の遂行態度（予習状況や
実験後の片付けなどを含む）2割を原則とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは、実験初回時に配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

　参考書の詳細は、上記テキストを参照すること。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１．学生教育研究災害傷害保険および学研災付帯賠償責任
保険Aコースへの事前加入を自動証明書発行機で行ってお
くことが必要である。
２．野外観察では必ず公共交通機関を利用すること。
３．すべての実験項目に出席し、期日までに必要な水準の
レポートを提出すること。
４．天候や潮の状況などにより、順番を変更することがあ
る。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　地質調査法:距離と方位の測りかた
２　地質調査法:簡易測量による地図の作成
３　地質図学:地形図の理解を深める
４・５　野外観察（4月27日、8時間相当）
６　地質図学:地質図の作りかた（地層境界線作図の基
礎）
７　地質図学:地質図の作りかた（断層を含む地質図）
８　地質図学:地質図の作りかた（不整合を含む地質図）
９　鉱物の「かたち」を表す:結晶面の測角と投影
10　岩石鉱物の観察法:火成岩・堆積岩・変成岩の肉眼観
察
11　化石の観察法:形態に基づく分岐分類
12　化石の観察法:代表的な示準化石の観察とスケッチ
13　岩石鉱物の観察法:偏光顕微鏡の操作法、花崗岩の顕
微鏡観察と鉱物の識別
14　岩石鉱物の観察法:玄武岩の顕微鏡観察と鉱物の識別
15　まとめ



2019-6040000008-01地球科学実験

杉山　哲男、石原　与四郎、田口　幸洋

◎地球:A-2,A-3,B-1,B-3,C-1

1.地質図学、地質調査法、岩石鉱物や化石の観察法に関する専門知識を身につ
けている。　(A-2)

2.地質調査や標本の観察から地球圏の現象を正しく理解できる。　(A-3)

3.地質調査や標本観察に関する知識・理解を適切に運用できる。　(B-1)

4.実験・観察結果から自身の考えを論理的に構成して、明快にまとめることが
できる。　(B-3)

5.実験と考察について自ら積極的に取り組む態度をもっている。　(C-1)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000016-01地球科学野外演習

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・４時限, ５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

上野　勝美、奥野　充、杦山　哲男、田口　幸洋、柚原　雅樹

◎－－－　概要　－－－◎

　「地球科学野外実習」（後期集中　9月9日（月）から12日
（木））で見学する候補地（中部九州を予定）の地質情報を文
献検索し、既報論文の輪読や文献要約を作成することで、地球
科学の最近の手法や知見を修得する。次に、「地球科学野外実
習」用のガイドブックを受講生が自ら検討し、その内容につい
てプレゼンテーションすることにより、報告文作成やプレゼン
テーションの方法を体験的に学ぶ。また本演習では、文献検
索、野外観察および報告文作成の実技演習として、6月1日
（土）に野外調査を行う（調査地未定）。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地球科学の論文構成が理解できる。(知識・理解)

地球科学の論文から得られる知識・理解を適切に運用できる。
(技能)

露頭観察から得られる情報をこれまでの論文を踏まえて活用で
きる。(技能)

複数の論文の内容を論理的に構成して、明快にプレゼンテー
ションができる。(技能)

論文から得られる情報と自らが観察する事象をうまく統合する
態度をもっている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：配布する和文の論文はレジュメにまとめ、英文の論文は
全訳しておくこと。
復習：本演習で作成する野外実習用のガイドブックを熟読し、
その内容に関する理解を深めておくこと。また、野外観察を
行った内容をレポートにまとめること。
目安時間は、両者をあわせて90分である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　評価基準は、上記の到達目標に到達しているであり，以下の
２項目から判断する。
　論文の輪読８割、6月1日に行う野外観察に関するレポート２
割を原則とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　輪読する論文などは、演習時に配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

 演習中に指示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１．学生教育研究災害傷害保険および学研災付帯賠償責任
保険Aコースへの事前加入を自動証明書発行機で行ってお
くことが必要である。
２．野外調査では必ず公共交通機関を利用すること。
３．すべての演習項目に出席し、期日までにレポートを提
出すること。
４．天候や潮の状況などにより、順番を変更することがあ
る。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　イントロダクション：科学論文の構成と地球科学文献
の検索
２　論文の読み方・まとめ方：和文論文の読解とまとめ
（１）
３　論文の読み方・まとめ方：和文論文の読解とまとめ
（２）
４　論文の読み方・まとめ方：プレゼンテーションの基礎
５　論文の読み方・まとめ方：検索、読解した論文の紹介
６　野外実習候補地の地球科学的な情報収集（基礎）
７　論文の読み方・まとめ方：英文論文の読解とまとめ
（前半）
８　論文の読み方・まとめ方：英文論文の読解とまとめ
（後半）
９　野外調査（6月1日、6時間相当）
10　論文の読み方・まとめ方：プレゼンテーションの基礎
11　論文の読み方・まとめ方：英文論文の読解とまとめ
（通読）
12　論文の読み方・まとめ方：英文論文の読解とまとめ
（精読・展開）
13　野外調査地域の地球科学的な情報収集（応用）
14　論文の読み方・まとめ方：担当項目の発表（前半）
15　論文の読み方・まとめ方：担当項目の発表（後半）



2019-6040000016-01地球科学野外演習

上野　勝美、奥野　充、杦山　哲男、田口　幸洋、柚原　雅樹

◎地球:A-2,B-1,B-2,B-3,C-1

1.地球科学の論文構成が理解できる。　(A-2)

2.地球科学の論文から得られる知識・理解を適切に運用できる。　(B-1)

3.露頭観察から得られる情報をこれまでの論文を踏まえて活用できる。　(B-2)

4.複数の論文の内容を論理的に構成して、明快にプレゼンテーションができ
る。　(B-3)

5.論文から得られる情報と自らが観察する事象をうまく統合する態度をもって
いる。　(C-1)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000018-01地球科学野外実習

 期別：集中後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：実習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中後期　　試験時間割：定期試験なし　　

奥野　充、鮎澤　潤、石原　与四郎、上野　勝美

◎－－－　概要　－－－◎

　西南日本の特徴的な地球科学的現象が観察できる九州各地に
おいて、9月9日（月）から12日（木）までの３泊４日で野外実
習を行う。事前に「地球科学野外演習」（前期）で自ら作成し
たガイドブックを基に露頭観察を行う。実習時に収集した試料
やデータは帰学後に処理し、観察結果とあわせて10月19日
（土）のポスター発表会で報告する。これらの成果をとりまと
め、レポートとして提出する。
　この野外実習の目的は、地球科学的な自然現象を野外で体験
的に学習し、より大きいスケールで地球とその成り立ちについ
て、理解と知見を深めることにある。それと同時に、野外調査
の具体的な方法だけでなく、事前準備、実習の安全な遂行のた
めの情報収集、現地での調査活動の内容などについても、総合
的に体得し、今後の卒業研究などで必要とされる野外調査活動
の実力を高めることである。
　 なお，具体的な野外実習ルートの選定や、見学ポイントの選
定は前期に行う「地球科学野外演習」のなかで、文献調査や討
論を通じて決定する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

野外実習に必要な地球科学の専門知識を身につけている。(知
識・理解)

野外観察と地球科学に関する知識・理解を適切に結びつけるこ
とができる。(技能)

野外観察の結果をまとめて、情報活用ができる。(技能)

自身の観察結果を論理的に構成して、明快にプレゼンテーショ
ンできる。(技能)

自ら積極的に観察と考察を進める態度をもっている。(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：「地球科学野外演習」で実習用ガイドブックを作成する
ので、事前準備での担当項目に関して学習するだけでなく、そ
れ以外の項目についてもあらかじめ読んでおくこと。
復習：野外実習およびポスター発表会を通じて学んだ内容をレ
ポートにまとめること。
目安時間は、それぞれの項目ごとに両者をあわせて90分であ
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　評価基準は、上記の到達目標に到達しているであり，以下の
4項目から判断する。
　ガイドブック（10％）、野外実習後に行う発表会（30％）、
レポート（30％）および野外実習中の取り組み（30％）を加算
して評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　各自が作成した実習用ガイドブック。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１．実費として25,000円程度（3泊6食の宿泊費と昼食代、
および旅行保険）が必要である。
２．学生教育研究災害傷害保険および学研災付帯賠償責任
保険Aコースへの事前加入を自動証明書発行機で行ってお
く必要がある。
３．期日までに発表準備やレポート提出を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　9月9日（月）から12日（木）に，以下の1～9までの項目
について野外観察・実習を行う．なお，9月6日(金)にガイ
ドブックの製本作業を行う．野外実習では1日8時間を予定
し，合計4日間で32時間の野外活動を行う予定である．室
内作業では，10の野外調査資料の整理とまとめを，毎日宿
泊先等で2時間程度行う予定で，4日で8時間を要する．11
の成果報告発表会は，10月19日(土)に学生実験室において
ポスター形式の発表を行う．授業の空き時間を利用する準
備作業と併せて10時間を要する予定である．12の報告文の
作成は4日間の野外観察実習全体について，採集試料を用
いた室内実験結果と併せて，報告レポートを作成する．授
業空き時間を用いて，少なくとも10時間の準備と作成作業
を要する．

野外観察・実習(32時間)
1．九州の地質構造と付加体発達史
2．九州の活構造（地震と断層）
3．九州の活火山
4．地質調査法（ルートマップの作成）
5．堆積相の観察と記載（野外スケッチと柱状図の作成）
6．化石の産状観察と記載
7．変成岩の野外調査法
8．火成岩の野外調査法
9．地熱・鉱物資源の産状観察

室内作業とデータ整理・報告（28時間）
10．野外調査資料の整理とまとめ
11．成果報告発表会とその準備
12．報告文の作成



2019-6040000018-01地球科学野外実習

奥野　充、鮎澤　潤、石原　与四郎、上野　勝美

◎地球:A-2,B-1,B-2,B-3,C-1

1.野外実習に必要な地球科学の専門知識を身につけている。　(A-2)

2.野外観察と地球科学に関する知識・理解を適切に結びつけることができる。
　(B-1)

3.野外観察の結果をまとめて、情報活用ができる。　(B-2)

4.自身の観察結果を論理的に構成して、明快にプレゼンテーションできる。　
(B-3)

5.自ら積極的に観察と考察を進める態度をもっている。　(C-1)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000086-01地球環境進化学Ⅰ

 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：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・３時限　　試験時間割：後日発表　　

杉山　哲男

◎－－－　概要　－－－◎

  地球表層に分布する地層群は、地球環境進化の歴史的過程を
記録してきた唯一の証拠である。一枚の地層は過去に起こった
地球上のできごとを記録している古文書の１ページのようなも
のである。これらを類重する順序に従って解読することによっ
て、過去の地表環境情報を得ることができる。本講義では地層
および堆積物から得られる情報を整理し、過去の環境変動を解
析する手法を講義する。
  まず層序学の基本原則について、野外での観察ポイントを含
めて解説する。次に現在の地表堆積物の特徴を、陸源砕屑物、
火山性砕屑物、生物源堆積物に区分して、その特徴と形成環境
を概観する。具体的な堆積環境の復元には、堆積構造の観察が
重要である。各構造の特徴とそこから得られる古環境情報につ
いて講義する。さらに多様な堆積環境における特徴的な堆積相
について講究し、堆積物や堆積構造の組み合わせから古環境を
復元する手法を概説する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地球表層の堆積作用について基本的な専門知識を身につけるこ
とができる。(知識・理解)

地球表層で起こった堆積環境の変遷を、堆積物の観察によって
正しく理解できるようになる。(知識・理解)

堆積物に関する知識理解を用いて、過去の堆積環境や、堆積岩
の分類識別に生かすことができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前学習として予定される講義のキーワードについて情報収
集を求める(30分程度）。事後学習では毎回講義ノートを見直
すことを重視する。課題として提示する演習問題を中心に復習
する(60分）とともに、気付いた点や気になる点は、インター
ネットなどを用いて探究し、自主的に知識を増幅させ、次の講
義には問題意識を明確にして出席することが重要である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

  評価は学則に従って学期末試験によって行う（100％）。到達
目標の到達度を問う内容の試験を行い、100点満点で60点以上
を合格とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

  適時プリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

（単行本）
堆積学関連分野について
・平　朝彦：地質学２，地層の解読（岩波書店）
ISBN4-00-006241-7
・保柳・公文・松田：Field Geology 3堆積物と堆積岩（共
立出版）ISBN978-4-320-04683-2
炭酸塩岩類について
・R. G. Walker (ed):  Facies Models (Geoscience Canada,
Reprint Series 1)ISBN978-0-919216-49-5
・サンゴ礁地域研究グループ（編）:日本のサンゴ礁地域
１、熱い自然、サンゴ礁の環境誌（古今書院）
ISBN4-7722-1022-9
・高橋達郎:サンゴ礁（古今書院）ISBN4-7722-1160-8
（学術雑誌）
・地質学雑誌（月刊）
・地学雑誌（隔月刊）
・地球科学（月刊）
・月刊地球（月刊）
・The Island Arc（季刊）
・Coral Reef（季刊）
・Sedimentology（隔月刊）
・Facies（季刊）
（これらは理学部図書分室に、新着雑誌として開架されて
いる）

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　地層観察の要点
２　層序学の基本原理（累重・対比・上下判定）
３　運搬と堆積の物理的過程：ベッドフォーム
４　陸源砕屑性堆積物１：泥
５　陸源砕屑性堆積物２：砂と礫
６　堆積相と堆積環境：河川
７　堆積層と堆積環境：陸棚・浅海
８　堆積相と堆積環境：遠洋
９　生物源堆積物１（生物源堆積岩形成のメカニズム）
10　生物源堆積物２（石灰岩とチャート）
11　石灰岩の組織と構成１：粒子
12　石灰岩の組織と構成２：基質
13　石灰岩の分類１
14　石灰岩の分類２
15　まとめと演習



2019-6040000086-01地球環境進化学Ⅰ

杉山　哲男

◎地球:A-2,A-3,B-1

1.地球表層の堆積作用について基本的な専門知識を身につけることができる。
　(A-2)

2.地球表層で起こった堆積環境の変遷を、堆積物の観察によって正しく理解で
きるようになる。　(A-3)

3.堆積物に関する知識理解を用いて、過去の堆積環境や、堆積岩の分類識別に
生かすことができる。　(B-1)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000102-01地球環境進化学Ⅱ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　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　　

杉山　哲男

◎－－－　概要　－－－◎

　地球表層の構成（これを地質という）は、まさに地球環境進
化の歴史的過程を記録してきた唯一の証拠である。地球の自然
環境と共存する我々にとって、正確な地質学的情報に裏付けら
れた古生物群集の研究が、過去の環境変動史を理解する上でい
かに重要であるかを理解しておく必要がある。
　本講義の前半では、古生物学の基礎として記載分類学の手法
を解説する。次に化石化とタフォノミーについて講義し、さら
に古生態復元のための基本概念と具体的手法について詳しく講
述する。
　後半では、海洋古生物の記録を大量に保存している炭酸塩岩
に焦点を絞り、炭酸カルシウム中の炭素および酸素安定同位体
比を用いて、古環境変動を解読する手法について詳しく講究す
る。さらに生物礁石灰岩の具体例として、古生代後期に大洋型
高エネルギー礁として形成された秋吉石灰岩を取り上げ、古生
物群集による古環境復元の例と、炭素・酸素同位体比解析によ
る古環境解析の最新成果を紹介する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地球環境の変遷を解析するために必要な地球科学の専門知識を
身につけることができる。(知識・理解)

地球とその環境で観察される過去の環境変遷の現象を化石を用
いて解析・復元する手法を正しく理解できる。(知識・理解)

化石や炭酸塩を用いて地球圏で起きた環境変遷を解析する手法
を学び、その知識・理解が適切に運用できるようになる。(技
能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前学習として予定される講義のキーワードについて情報収
集を求める(30分程度）。事後学習では毎回講義ノートを見直
すことを重視する。課題として提示する演習問題を中心に復習
する(60分）とともに、気付いた点や気になる点は、インター
ネットなどを用いて探究し、自主的に知識を増幅させ、次の講
義には問題意識を明確にして出席することが重要である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　評価は学則に従って学期末試験によって行う（100％）。到
達目標の到達度を問う内容の試験を行い、100点満点で60点以
上を合格とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　講義の進展にあわせて、適時プリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

(1)古生物学および生物層序学について
・速水格・森啓（編）、古生物の科学第１巻、古生物の総
説・分類、朝倉書店(4-254-16641-9)
・ラウプ＆スタンレー、古生物学の基礎、どうぶつ社
(4-88622-101-7)
(2)分類学について
・動物命名法国際審議会、国際動物命名規約第4版、日本
動物分類学関連学会連合(4-9980895-1-X)
(3)同位体地球化学について
・J.ヘフス、同位体地球化学の基礎、シュプリンガー・
ジャパン(978-4-431-71245-9)
なお、( )内はISBN番号。
(4)関連分野の研究雑誌について
・化石（日本古生物学会）
・Palaeontological Research (Palaeontological Society of Japan)
・地学雑誌（東京地学協会）
・Coral Reef (Elsevier)
・Journal of Sedimentary Research (SEPM)
これらは図書館理学部分室に収蔵されている。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　古生物学の基本的手法
２　化石の分類（形態分類の現状と問題点）
３　形態種認定のプロセス
４　記載古生物学の要点
５　化石化の過程（タフォノミー）
６　現地性と異地性
７　古生態学の方法
８　古生物の生活様式の復元
９　プレートテクトニクスと古生物地理学
10　安定同位体比による古環境変動の解析（基本原理）
11　自然界における同位体分別の例
12　安定同位体比から見た石灰岩
13　炭素循環と古気候変動の復元ー生物礁の果たす役割に
ついて
14　地球史における大量絶滅と生物進化
15　まとめと演習



2019-6040000102-01地球環境進化学Ⅱ

杉山　哲男

◎地球:A-2,A-3,B-1

1.地球環境の変遷を解析するために必要な地球科学の専門知識を身につけるこ
とができる。　(A-2)

2.地球とその環境で観察される過去の環境変遷の現象を化石を用いて解析・復
元する手法を正しく理解できる。　(A-3)

3.化石や炭酸塩を用いて地球圏で起きた環境変遷を解析する手法を学び、その
知識・理解が適切に運用できるようになる。　(B-1)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000163-01地球圏科学特別講義Ａ

 期別：集中前期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中前期　　試験時間割：定期試験なし　　

藤木　利之

◎－－－　概要　－－－◎

植物分類・形態の基礎を学習するとともに、日本の森林の基本
的な構造や種類、そこに生育する植物について学習することを
目的とする。また、生物多様性の概念から、生物同士のつなが
り、生物と環境との関わりについて学習することを目的とす
る。 過去の環境や植生がどのように変化し現在に至ったのか学
習することを目的とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本の森林の基本的な構造や種類ついて説明することができ
る。(知識・理解)

人間活動が増大していく現在、今後我々が限られた生物資源の
恩恵を持続的に得るにはどうするべきか考えることができる
(知識・理解)

過去の環境や植生がどのように変遷したのか説明することがで
きる(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

知らない用語は調べ、配布資料をよく読んで予習すること（標
準学習時間60分）。
各授業だけでなく、前後の授業内容も関連付けなら復習するこ
と（標準学習時間60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各日の最後の授業で課題を課し、レポートを作成する。自分の
言葉で説明ができるかについて主に評価する（100点）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

高校で生物を履修していなかった学生は、生態や環境の部
分を予習しておいて欲しい。なお、開講期間内評価科目の
ため再試験は実施しない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　植物分類・形態と学名
2　日本列島の形成と植物相
3　温量指数と日本の森林分布
4　日本のブナ林の構造と森林更新
5　森林の構造と遷移・レポート作成
6　生態系内の水・炭素・窒素の循環
7　生物多様性～生物-人間-環境の関係～
8　生物多様性の損失がもたらすもの
9　森林・人里・河川・海の関わり合い
10　生物間相互作用・レポート作成
11　過去の環境を探る手法
12　日本の過去1万年間の植生変遷
13　人類の環境適応と拡散
14　人類による植物の栽培化
15　まとめ・レポート作成



2019-6040000163-01地球圏科学特別講義Ａ

藤木　利之

◎地球:A-2

1.日本の森林の基本的な構造や種類ついて説明することができる。　(A-2)

2.人間活動が増大していく現在、今後我々が限られた生物資源の恩恵を持続的
に得るにはどうするべきか考えることができる　(A-2)

3.過去の環境や植生がどのように変遷したのか説明することができる　(A-2)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000164-01地球圏科学特別講義Ｂ

 期別：集中後期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中後期　　試験時間割：定期試験なし　　

林　政彦、齋藤　昭則

◎－－－　概要　－－－◎

(講義前半) 地球の電離圏・熱圏・中間圏・磁気圏において生じ
る諸現象について，その物理過程と観測手法を学習します。高
度100 km以上の領域は，航空機や人工衛星における区分として
は宇宙空間に分類されていますが，大気が存在し，地球の自転
とほぼ同じ速度で動いているなど，システムとしての地球圏の
一部であり，他の地球圏の現象とも深く関わっています。人工
衛星の急増などにより飛躍的に利用が進みつつある近地球圏宇
宙空間について，その基本的性質と変動，観測方法，宇宙利用
システムへの工学的影響，他の領域との結合，について学習し
ます。

（講義後半) 南極における気水圏（大気，海洋，雪氷）におけ
る諸現象の物理過程と観測手法を学びます。また，現在，日本
の南極観測事業において気候変動と地球システムの理解のため
に取り組まれている南極観測の実際と目的，その理論的背景，
社会的背景を，物理法則や地球観測の歴史等と関連付けながら
学びます。以上を通して，地球のエネルギー収支の冷源である
南極および北極域の地球の気候システムにおける役割を理解し
ます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

（前半）地球の電離圏・熱圏・中間圏・磁気圏の基本的性質と
物理過程を理解している。(知識・理解)

（前半）地球の電離圏・熱圏・中間圏・磁気圏と他の領域（下
層大気，固体地球，太陽など）との関係を理解している。(知
識・理解)

（後半）極域の気水圏の基本的性質と物理過程を理解してい
る。(知識・理解)

（後半）大気，海洋，雪氷圏において現れる諸現象と温暖化の
関係を理解している。(知識・理解)

（全体）海洋から磁気圏における諸現象が人類の社会活動へ及
ぼす影響を理解している。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

配布資料等を参考に予習・復習をしておくこと。
集中講義形式をとるため，一日の講義前後の予習（30分程度）
復習（60分程度）に加えて，前半および後半のテーマに関する
レポート（それぞれ60分以上）に取り組むこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

2回のレポート (各50%の割合) で評価する。
期末試験は実施しない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

講義資料を講義の進行に従い配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

高校および大学初年次の数学や理科の素養を前提にしま
す。
開講期間内評価科目のため定期試験を実施しません。した
がって，再試験を受験することはできません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（齊藤）
1. 電離圏・熱圏・中間圏・磁気圏の特質と宇宙利用システ
ムへの影響
2. 超高層大気の基本的な物理過程
3. 宇宙空間及び地上からの観測手法
4. 高緯度域における変動
5. 中緯度域における変動
6. 赤道域における変動
7. 下層大気との結合と今後の展開

（林）
8. 地球のエネルギー収支と南極・北極
9. 南極観測と南極条約
10.温暖化の実態
11.二酸化炭素濃度の変動
12.海洋循環と南極
13.氷床コアと地球環境の歴史
14.温室効果と地球の未来

（林）
15. まとめ



2019-6040000164-01地球圏科学特別講義Ｂ

林　政彦、齋藤　昭則

◎地球:A-2

1.（前半）地球の電離圏・熱圏・中間圏・磁気圏の基本的性質と物理過程を理
解している。　(A-2)

2.（前半）地球の電離圏・熱圏・中間圏・磁気圏と他の領域（下層大気，固体
地球，太陽など）との関係を理解している。　(A-2)

3.（後半）極域の気水圏の基本的性質と物理過程を理解している。　(A-2)

4.（後半）大気，海洋，雪氷圏において現れる諸現象と温暖化の関係を理解し
ている。　(A-2)

5.（全体）海洋から磁気圏における諸現象が人類の社会活動へ及ぼす影響を理
解している。　(A-2)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000165-01地球圏科学特別講義Ｃ

 期別：集中後期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中後期　　試験時間割：定期試験なし　　

藍　浩之、河崎　敏広、引間　知広

◎－－－　概要　－－－◎

本特別講義は主に２つの集中講義から構成されています。
（河崎敏広　担当）　
個体数を増やす生殖は生物種の生存・進化に必要不可欠であ
り、その仕組みを知ることは生物の理解において重要である。
生殖は、遺伝的に均一な個体を生む無性生殖と、親と全く異な
る個体を生む有性生殖に大別できる。無性生殖を行うシンプル
な生物に比べ、高度に複雑化した動物は種の存続に圧倒的に不
利な条件を抱える宿命を持つ。本講義では、有性生殖によって
どの様にこの問題が解決されているのか、様々な動物種を用い
て解説する。
（引間知広　担当）
我々の体は膨大な数の細胞から成り立ち、それぞれの細胞は周
囲の細胞と連携しながら働いている。体の中の内部環境は様々
な要因により影響を受けるが、我々は自らの力で内部環境を一
定に保つ事で健康に生きている。一方で内部環境を一定に保つ
事が出来ない状態が病気である。この病気の状態を正す方法の
一つに、薬物を内部環境へ送達し、薬物の効果により内部環境
を正す、薬物治療が挙げられる。薬物はこれまで身の回りの天
然物から得ていたが、科学・情報技術の発展により、人工的に
生成した化学物質を薬物として使用する試みがなされている。
したがって正しく薬物治療を行うためには、（１）薬物として
使用できる化合物の条件、（２）体内での薬物の動き、（３）
外部環境からの情報により薬物の働き与える影響、などを理解
しなければならない。本講義ではこれらの問題について解説
し、薬物治療に関して議論を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

有性生殖が動物の生存・進化を可能にする仕組みを理解する。
(知識・理解)

生物科学における薬物治療の関わりを理解し、薬物治療の基礎
的知識を身に付ける。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

（河崎）講義で扱った重要なポイントについてまとめ、自分の
言葉で表現できる様にすること（90分）。
（引間）薬物治療に関しては多くの本が出版されている。予習
として、これらの本を読み、予備知識を得る事を勧める（90
分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
様々な動物種で共通する重要なポイントを理解しているかを基
準とする。
方法
質問などの講義への参加姿勢と講義終了時に課されるレポート
によって評価を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

（河崎）講義用に作成したプリントを配布する。
（引間）作成したプリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

ギルバート発生生物学　ISBN 978-4-89592-805-2
細胞の分子生物学　ISBN 978-4-315-52062-0
テーラーメイド医療　ISBN 978-4-901789-61-5

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

（河崎）既習の知識は、とりたてて必要はない。
（引間）生物科学の知識、さらに他分野の知識を習得する
意欲を有する必要がある。
開講期間内評価科目であるため、レポートの提出期限は厳
守すること。再試験は実施しない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（河崎）
1.無性生殖と有性生殖の概説
2.生殖細胞のなりたち
3.雌雄の性分化
4.幹細胞システムと生殖細胞の発達
5.減数分裂の仕組みと組換え
6.卵子と精子:形の違い-意義と機能
7.受精の成立と卵割
（引間）
8.人体の成り立ち
9.化学物質、食品と医薬品
10.薬物体内動態
11.体内動態と速度論
12.体内動態と薬効、副作用との関係
13.時間薬理と時間治療
14.治療システムにおける薬物送達システム
（藍）
15.まとめ
なお、上記講義の順番は変わる可能性があります。



2019-6040000165-01地球圏科学特別講義Ｃ

藍　浩之、河崎　敏広、引間　知広

◎地球:A-2

1.有性生殖が動物の生存・進化を可能にする仕組みを理解する。　(A-2)

2.生物科学における薬物治療の関わりを理解し、薬物治療の基礎的知識を身に
付ける。　(A-2)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000114-01地球熱学

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　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　　

西島　潤

◎－－－　概要　－－－◎

　半径約6370kmの地球の中心温度は6000℃程度と推定されて
おり、地球内部から平均10℃程度の熱が地表に向かって絶えず
流れている。この熱の流れは地質学的条件あるいはテクトニク
スの違いによって大きく異なる。つまり地殻・上部マントルの
温度は場所によって大きく異なっている。また、地下深部に存
在する熱を水の循環によって地表近くまで効率的且つ集中的に
集める機構、すなわち熱水系が地殻内の熱輸送で重要な役割を
果たす。そしてこれらの作用の結果、例えば日本列島を含む環
太平洋地域の地表においては、激しい火山活動や地熱活動が出
現する。本講義においては、これらの多様な地球内部の熱的構
造及び熱の流れについて学ぶと共に、熱源によって加熱された
熱水の地層内における挙動についても学ぶ。また、地球内部の
熱エネルギーがわれわれの生活にいかに役立てられているかに
ついても学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地球の構造と動きに関する基礎的事項を理解できる。(知識・
理解)

地球内部の熱的構造及び熱の流れに関し、対象のスケールに応
じて系統的に理解できる。(知識・理解)

地熱系の形成するために必要な地下の熱的構造について具体的
イメージを持つことができる。(技能)

地熱探査法における各種探査手法の役割を理解する。(技能)

複雑で多様な天然の熱水系を体系的に理解し、それを実際の熱
水系の理解に適用できる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：授業時に配布されたプリントを事前に読んでわからない
ことを調べておくこと「90分」。
復習：毎回の授業終了時に示す演習課題のレポートを作成する
「90分」。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験（60%）
地球の構造と動きに関する基礎的事項、地球内部の熱的構造及
び熱の流れ、地熱探査法における各種探査手法の役割などに関
する説明及び計算問題を評価の基準とする。

レポート（40%）
適切な資料を集めたか、その資料に基づいて課題について適切
にまとめているか、また、自分の見解を明確に記述しているか
を評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　教科書は使用せず、必要に応じてプリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

杉村　新・中村保夫・井田喜明　編（1988）図説地球科
学，岩波書店，ISBN-10: 4000056697
湯原浩三（1992）大地のエネルギー　地熱，古今書院，
ISBN-10: 4772218270
早川正巳（1988）地球熱学，東海大学出版会，ISBN
4486010265
湯原浩三・瀬野錦蔵（1969）温泉学，地人書館，ISBN-10:
4805200375
江原幸雄（2007）火山の熱システム-九重火山の熱システ
ムと火山エネルギー利用-，櫂歌書房，ISBN-10:
4434103873
江原幸雄（2010）日本列島は地熱エネルギーの宝庫,　櫂
歌書房，ISBN-10: 4434142046
江原幸雄（2012）地熱エネルギー―地球からの贈りもの―
, オーム社, ISBN-10: 427450395X
江原幸雄・野田徹郎（2014）地熱工学入門，東京大学出版
会，ISBN-10: 4130628380

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　地球科学Ⅰ、地球物理学概論が履修済みであることが望
ましい。また、３年次前期には地球物質科学Ⅱ、地球物質
循環学Ⅱ、流体力学Ⅰを、３年次後期には流体力学Ⅱを履
修することが望まれる。
　定期試験では必ず電卓（電子辞書、携帯電話等の代用は
不可）を持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　イントロダクション・熱伝導
２　地球内部の熱輸送
３　地殻の熱学
４　地殻熱流量
５　地下の深度と温度との関係
６　地熱活動の原因としてのマグマ
７　地熱系の構成
８　熱水系①液相単相流の基礎方程式Ⅰ
９　熱水系②液相単相流の基礎方程式Ⅱ
10　熱水系③液相単相流の基礎方程式Ⅲ
11　熱水系④気液二相流の基礎方程式と基礎方程式の離散
化
12　熱水系の発達
13　非火山性地熱
14　地熱エネルギーの利用
15　地熱エネルギーの開発・維持



2019-6040000114-01地球熱学

西島　潤

◎地球:A-2,A-3,B-1

1.地球の構造と動きに関する基礎的事項を理解できる。　(A-2)

2.地球内部の熱的構造及び熱の流れに関し、対象のスケールに応じて系統的に
理解できる。　(A-3)

3.地熱系の形成するために必要な地下の熱的構造について具体的イメージを持
つことができる。　(B-1)

4.地熱探査法における各種探査手法の役割を理解する。　(B-1)

5.複雑で多様な天然の熱水系を体系的に理解し、それを実際の熱水系の理解に
適用できる。　(B-1)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000108-01地球物質化学

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

奥野　充

◎－－－　概要　－－－◎

　地球はさまざまな物質によって構成されており、それらの物
質は重力分化作用によって地球の中心部から外部に向かって岩
石圏－水圏－大気圏などの層状構造を作っている。地球物質の
99％以上は固体部分（岩石圏）に集中している。岩石は珪酸塩
鉱物の集合体であるので、実際に取り扱う岩石が、何種類の鉱
物から出来ているのか、化学組成はどうなのか、その生成条件
はどうなのか、など各部分の構成物質と化学組成を定量的に理
解することは、地球物質化学の最も基本的な部分である。一
方、全地球的に見れば地球は物質的にはほぼ閉鎖系であるが、
部分的な集合体を見るとそれは独立の閉鎖系ではない。他方、
エネルギー的には解放系であるので、一つの系と他の系との間
にエネルギーの移動や状態の変化などが起こると、関係する系
の間に相互作用が起こり構成物質（鉱物）の相変化や元素の移
動などが行われ、新しい条件に適応するような系（共生相）へ
移行する。固体地球の部分である地殻下部や上部マントル部分
では、地球内部エネルギー（地熱）のため、岩石の流動化や部
分溶融が起こり、マントル対流や火山の噴火現象を引き起こし
ている。また地表部や地表近くでは太陽のエネルギーによって
岩石は大気や水との相互作用が起こり、岩石の変質・分解・運
搬・堆積・溶脱・脱水・再結晶などが行われている。この様に
地球は気圏－水圏－岩石圏を通じて大規模な元素の循環が行わ
れている。
　この講義では、岩石圏に地球物質化学的に記録されている過
去の環境変遷を解読する方法を解説する。特に炭素や酸素の地
球上での循環について、その濃度や同位体比の変化を様々な時
間スケールで眺めて、地球温暖化などの環境問題についても検
討する。また、地球科学的な時間スケールの基礎となる年代測
定法についても解説する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

過去の環境変遷と炭素と酸素の循環、年代測定法に関する専門
知識を身につけている。(知識・理解)

地球温暖化などの環境問題を、様々な時間スケールで眺めるこ
とができる。(知識・理解)

地球温暖化などの環境問題に関する知識・理解を適切に運用で
きる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：事前に参考書などを用いて学習内容を調べるなどして予
習しておくこと。
復習：講義後は、ノートやプリントを整理して、次の講義に臨
むこと。その際には、参考書の記述も参考にして、理解を深め
ること。
目安時間は、両者をあわせて180分である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　成績の評価は、期末試験の結果（8割）と講義時の提出物（2
割）で行う。これらを通して、主に次の3点について評価する。
１．過去の環境変遷と炭素と酸素の循環、放射性炭素年代測定
法を理解しているか。
２．地球温暖化などの環境問題に関する知識を十分に持ってい
るか。
３．環境問題を様々な時間スケールで評価できるか。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　講義時にプリント（図表集）を配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

池田元美ほか（2007）地球温暖化の科学．北海道大学図書
刊行会，246p．
西村祐二郎ほか（2010）基礎地球科学（第2版）．朝倉書
店，221p．
野崎義行（1994）地球温暖化と海．東京大学出版会、
196pp.
大河内直彦（2015）チェンジング・ブルー――気候変動の
謎に迫る．岩波現代文庫，496p.
酒井　均・松久幸敬（1996）安定同位体地球化学．東京大
学出版会、403pp.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　期末試験は論述形式を中心に行うので、毎回、講義の最
後に行うまとめの文章作成が重要なトレーニングになる。
次回の講義の冒頭で、その要点について解説するので、遅
刻しないように注意すること。講義後にノートと配布資料
を十分整理することが大切である。
　講義途中での退室はご遠慮ください。体調不良などどう
しても退室したい場合，その旨，断って退室ください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　地球上の炭素循環
２　人類による二酸化炭素の放出
３　大気中の二酸化炭素の変化
４　地球温暖化
５　同位体とは
６　同位体比の表し方と同位体分別効果
７　炭素循環と炭素14年代測定法
８　人間活動の環境への影響
９　中間模擬テストとその解説
10　生物活動と化石燃料
11　地球表層の炭酸カルシウム
12　硫黄の循環
13　エネルギーと地球環境問題
14　地球環境の予測
15　地球環境の検討（まとめ）



2019-6040000108-01地球物質化学

奥野　充

◎地球:A-2,A-3,B-1

1.過去の環境変遷と炭素と酸素の循環、年代測定法に関する専門知識を身につ
けている。　(A-2)

2.地球温暖化などの環境問題を、様々な時間スケールで眺めることができる。
　(A-3)

3.地球温暖化などの環境問題に関する知識・理解を適切に運用できる。　(B-1)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000084-01地球物質科学Ⅰ

 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：初級　　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　　

奥野　充

◎－－－　概要　－－－◎

　地球を大きく眺めると明瞭な成層構造をもち、外側から内側
へ順に、大気圏・水圏・岩石圏に区分されている。地球の質量
のうち、各圏が占める質量の割合は大気圏が0.00009％、水圏が
0.024％で残りの99.97％が岩石圏に集中している。
　地球は物質的にはほぼ閉鎖系であるが、エネルギー的には解
放系なので、エネルギーの加わりかたによって、いろいろと異
なった物質状態が実現される可能性を秘めている。地球上の物
質は、太陽エネルギーと地球内部エネルギーとによって大気圏
－水圏－岩石圏を通じて、お互いの間で物質の溶脱や付加を行
いながら循環している。
　この講義では、過去の環境変化が記録されている岩石圏を中
心として３圏間での物質のやりとりについて解説し、岩石圏に
記録されている過去の地球環境変遷史とその解読法についても
取り扱う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

岩石圏に記録されている過去の地球環境変遷史に関する知識を
身につけている。(知識・理解)

地球環境変遷史の解読法を正しく理解できる。(知識・理解)

地球環境変遷史に関する知識・理解を適切に運用できる。(技
能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：事前に参考書などを用いて学習内容を調べるなどして予
習しておくこと。
復習：講義後は、ノートやプリントを整理して、次の講義に臨
むこと。その際には、参考書の記述も参考にして、理解を深め
ること。
目安時間は、両者をあわせて180分である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　成績の評価は、期末試験の結果（8割）と講義中の提出物（2
割）で行う。これらを通して、主に次の３点について評価す
る。
１．地球環境変遷史の解読法を理解しているか。
２．過去の地球環境変遷史に関する知識を十分に持っている
か。
３．上記の知識と理解を，限られた時間とスペースのなかで十
分に論述できるか。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　講義時にプリント（図表集）を配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

森本信男（1989）岩石鉱物学．東京大学出版会、239p.
西村祐二郎ほか（2010）基礎地球科学 第2版．朝倉書店，
221p．
小野　昭ほか（2000）環境と人類．朝倉書店、179p.
酒井治孝 (2003）地球学入門―惑星地球と大気・海洋のシ
ステム．東海大学出版会，284p.
住　明正ほか（1996）地球環境論．岩波講座　地球惑星科
学３、岩波書店、212p.
平　朝彦(2001)地球のダイナミックス．地質学１、岩波書
店、296p.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　期末試験は論述形式で行うので、毎回、講義の最後に行
う一部まとめの文章作成が重要なトレーニングになる。次
回の講義の冒頭で、その要点について解説するので、遅刻
しないこと。講義後にノートと配布プリントを十分整理す
ることが大切である。
　講義途中での退室は，ご遠慮ください。体調不良などど
うしても退室したい場合，その旨，断って退室ください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　地球の３圏（大気圏・水圏・岩石圏）の広がりと生物
圏
２　岩石圏の構成
３　造岩鉱物
４　火成岩の産状と種類
５　堆積岩の形成過程と種類
６　地殻とマントルの構成
７　変成作用と変成岩
８　中間模擬テスト
９　地磁気の変動と地球環境
10　年輪に刻まれた太陽活動
11　風成塵が記録する気候変動
12　自然放射線と熱ルミネッセンス年代測定法
13　地球の温暖化（氷期と間氷期）
14　ハイドロアイソスタシー
15　岩石圏の記録（まとめ）



2019-6040000084-01地球物質科学Ⅰ

奥野　充

◎地球:A-2,A-3,B-1

1.岩石圏に記録されている過去の地球環境変遷史に関する知識を身につけてい
る。　(A-2)

2.地球環境変遷史の解読法を正しく理解できる。　(A-3)

3.地球環境変遷史に関する知識・理解を適切に運用できる。　(B-1)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000100-01地球物質科学Ⅱ

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

奥野　充

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義は、２年次前期に行われる「地球物質科学Ⅰ」に引
き続いて行うものである。地球を構成する物質の99.97％は固体
部分（岩石圏）に集中しており、残りが大気圏と水圏を構成し
ている。人間を含む生物は、地球の大気圏、水圏及び岩石圏の
３圏の境界部分で生活しており、生物活動に必要な物質やエネ
ルギーをこれら３圏から取り入れたり、３圏に排出したりして
いる。固体地球の表層部は珪酸塩鉱物の集合体である岩石から
なる。人間はその活動に必要な物質のほとんどを地殻表層部の
岩石から取り出して利用している。一般に岩石と呼ばれている
ものは、数種類の鉱物（珪酸塩鉱物）の集合体からなる混合物
質で、地殻を構成する単位（地表での広がりをもつ）として存
在する。岩石の名称はその産状、構成鉱物の共生関係とその量
比、および組織や構造を考慮して命名されている。
　この講義では、岩石のなかでも火成岩を中心に取り上げ、特
に地表に噴出した火山岩の産状や成因を中心として解説する。
火山岩を詳しく調べることによって、様々な噴火現象のメカニ
ズムを明らかにすることができる。このような解明は、噴火災
害の防止・軽減といったことにも役立つ。また、深成岩や活断
層も比較対象として取り上げ、火山岩や火山噴火の特性を総合
的に理解することをめざす。

◎－－－　到達目標　－－－◎

火山地質学の専門知識を身につけている。(知識・理解)

様々な噴火現象のメカニズムを正しく理解できる。(知識・理
解)

噴火災害の防止・軽減のために火山噴火に関する知識・理解を
適切に運用できる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：事前に参考書などを用いて学習内容を調べるなどして予
習しておくこと。
復習：講義後は、ノートやプリントを整理して、次の講義に臨
むこと。その際には、参考書の記述も参考にして、理解を深め
ること。
目安時間は、両者をあわせて180分である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　成績の評価は、期末試験の結果（8割）と講義中の提出物（2
割）で行う。これらを通して、主に次の３点について評価す
る。
１．火山地質学の専門知識を理解しているか。
２．様々な噴火現象のメカニズムを理解しているか。
３．噴火災害の防止・軽減のために知識を十分もっているか。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　講義時にプリント（図表集）を配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

土木学会地盤工学委員会火山工学研究小委員会 編
（2009）火山工学入門．土木学会，261p.
兼岡一郎・井田喜明（1997）火山とマグマ．東京大学出版
会，240p.
久城育夫ほか編（1989）日本の火成岩．岩波書店、206p.
中村一明（1989）火山とプレートテクトニクス．東京大学
出版会，323p.
下鶴大輔ほか編（2008）火山の事典 第2版．朝倉書店，
575pp．
ハンス‐ウルリッヒ シュミンケ（2010）火山学．古今書
院，354pp．
高橋正樹（2000）島弧・マグマ・テクトニクス．東京大学
出版会、322p.
横山　泉ほか編（1992）火山．地球科学選書、岩波書店、
306p.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　期末試験は論述形式で行うので、毎回、講義の最後に行
うまとめの文章作成が重要なトレーニングになる。次回の
講義の冒頭で、その要点について解説するので、遅刻しな
いこと。講義後にノートと配布資料を十分整理することが
大切である。
　講義途中での退室はご遠慮ください。体調不良などどう
しても退室したい場合，その旨，断って退室ください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　火山噴出物と噴火推移
２　九州の火山の特徴（１．溶岩ドームと火砕丘）
３　九州の火山の特徴（２．カルデラと大規模火砕流）
４　噴火史の編年法（１．噴火様式）
５　噴火史の編年法（２．規模・頻度）
６　火山噴火の年代決定
７　テフロクロノロジー（広域テフラ）
８　噴火災害の種類（雲仙岳と開聞岳）
９　噴火災害の軽減・防止（ハザード・マップを中心に）
10　マグマの誕生から噴火まで
11　火山とテクトニクス
12　活断層と活火山
13　花崗岩の成因
14　花崗岩のできる場所・冷却史
15　マグマの行方（まとめ）



2019-6040000100-01地球物質科学Ⅱ

奥野　充

◎地球:A-2,A-3,B-1

1.火山地質学の専門知識を身につけている。　(A-2)

2.様々な噴火現象のメカニズムを正しく理解できる。　(A-3)

3.噴火災害の防止・軽減のために火山噴火に関する知識・理解を適切に運用で
きる。　(B-1)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000012-01地球物質科学実験Ⅰ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：実験　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・４時限, ５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

上野　勝美、杦山　哲男、田上　響

◎－－－　概要　－－－◎

　この実験の目的は、2年次の地球科学実験で扱った基礎的な
内容を発展させ、地球科学における野外調査と室内実験の実用
的な手法を修得することである。後期開講の地球物質科学実験
Ⅱとあわせて、野外調査、データおよび試料収集、試料の処
理、データ解析、レポート作成を一連の流れとして理解するこ
とをめざす。
　室内実験の内容は次のとおりである。堆積物の粒度分析、岩
石（石灰岩、花崗岩）薄片の作成、地質調査法、岩石の顕微鏡
観察、および化石の計測法。
　野外観察は5月18日（土）に福岡市西区能古島の海岸（予
定）で露頭観察やルートマップ作成を行う。野外観察の集合場
所までの交通費は受講者の負担となる。事故防止のため、車の
往来、落石、海況に細心の注意を払ってもらいたい。なお、天
候により順延となる可能性もあるので5月14日（火）に行う室
内実験の注意（事前説明）をよく聞くこと。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地質調査法や岩石鉱物や化石の観察法に関する専門知識を身に
つけている。(知識・理解)

地質調査や実験観察から地球圏の現象を正しく理解できる。
(技能)

実験や観察から得られた情報を、その他の事象とも結びつける
ことができる。(技能)

実験・観察結果から自身の考えを論理的に構成して、明快にま
とめることができる。(技能)

実験と考察について自ら積極的に取り組む態度をもっている。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：実験用テキストを配布するので、当該箇所をあらかじめ
読んで理解を深めておくこと。
復習：実験ごとに課題を課すので、実験で行なった内容を参考
に取り組み，レポートをまとめること。
目安時間は、両者をあわせて90分である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　評価基準は、上記の到達目標に到達しているであり，以下の
２項目から判断する。
　実験項目ごとのレポート8割と実験の遂行態度（予習状況や
実験後の片付けなどを含む）2割を原則とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは、実験初回時に配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

　実験中に指示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１．学生教育研究災害傷害保険および学研災付帯賠償責任
保険Aコースへの事前加入を自動証明書発行機で行ってお
くことが必要である。
２．野外観察では必ず公共交通機関を利用すること。
３．すべての実験項目に出席し、期日までに必要な水準の
レポートを提出すること。
４．天候や潮の状況などにより、順番を変更することがあ
る。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　地球科学研究の実際：野外活動における留意点
２　岩石薄片の作製：岩石切断と研磨、貼付
３　岩石薄片の作製：二次切断、研磨、仕上げ
４　化石の計測法：有効数字を考慮した計測
５　化石の計測法：生物・化石標本の計測
６，７　野外調査：（5月18日、8時間相当）
８　岩石鉱物の顕微鏡観察：偏光顕微鏡の操作法と鉱物の
光学性
９　岩石鉱物の顕微鏡観察：主要造岩鉱物の偏光顕微鏡に
よる同定
10　地質調査法：地学野外調査の方法
11 地質調査法：野外観察で収集した試料の処理とデータ
の解析
12　堆積物の粒度分析：粒度分析
13　堆積物の粒度分析：データ解析
14　堆積物の粒度分析：河川の堆積物の観察
15　まとめ



2019-6040000012-01地球物質科学実験Ⅰ

上野　勝美、杦山　哲男、田上　響

◎地球:A-2,B-1,B-2,B-3,C-1

1.地質調査法や岩石鉱物や化石の観察法に関する専門知識を身につけている。
　(A-2)

2.地質調査や実験観察から地球圏の現象を正しく理解できる。　(B-1)

3.実験や観察から得られた情報を、その他の事象とも結びつけることができ
る。　(B-2)

4.実験・観察結果から自身の考えを論理的に構成して、明快にまとめることが
できる。　(B-3)

5.実験と考察について自ら積極的に取り組む態度をもっている。　(C-1)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000014-01地球物質科学実験Ⅱ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：実験　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・４時限, ５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

奥野　充、杦山　哲男、田口　幸洋、柚原　雅樹

◎－－－　概要　－－－◎

　この実験の目的は、前期開講の「地球物質科学実験Ⅰ」とあ
わせて、地球科学における野外調査と室内実験の実用的な手法
を修得することである。
　室内実験の内容は次のとおりである。野外調査法、構造解
析、Ｘ線回折（単一鉱物の同定、混合試料の同定）、火山灰の
顕微鏡観察、および化石の研究法。
　野外観察は9月28日（土）、11月9日（土）、11月23日（土）
の計３回、大学近郊の適地で行う。野外観察の集合場所までの
交通費は、受講者の負担となる。事故防止のため、車の往来、
落石、海況に細心の注意を払ってもらいたい。なお、天候によ
り順延となる可能性もあるので，事前説明（9月25日（水）、
11月6日（水）、11月20日（水））をよく聞くこと。

◎－－－　到達目標　－－－◎

野外調査法、構造解析、Ｘ線回折、火山灰の顕微鏡観察、およ
び化石の研究法に関する専門知識を身につけている。(知識・
理解)

野外調査や室内実験で得た知識・理解を適切に運用できる。
(技能)

実験や観察から得られた情報を、その他の事象とも結びつける
ことができる。(技能)

実験結果を自身の考えに基づき構成して、明快にプレゼンテー
ションできる。(技能)

自ら積極的に実験や観察に取り組む態度をもっている。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：実験用テキストを配布するので、当該箇所をあらかじめ
読んで理解を深めておくこと。
復習：実験ごとに課題を課すので、実験で行なった内容を参考
に取り組み，レポートをまとめること。
目安時間は、両者をあわせて90分である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　評価基準は、上記の到達目標に到達しているであり，以下の
２項目から判断する。
　実験項目ごとのレポート8割と実験の遂行態度（予習状況や
実験後の片付けなどを含む）2割を原則とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは、実験初回時に配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

　実験中に指示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１．学生教育研究災害傷害保険および学研災付帯賠償責任
保険Aコースへの事前加入を自動証明書発行機で行ってお
くことが必要である。
２．野外観察では必ず公共交通機関を利用すること。
３．すべての実験項目に出席し、期日までに必要な水準の
レポートを提出すること。
４．天候や潮の状況などにより、順番や対象試料を変更す
ることがある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　野外調査法： 断裂の記載法、空中写真判読
２　野外観察：（9月28日、構造データの収集、約6時間）
３　地質構造解析：コンターマップを用いた断裂系の構造
解析
４　Ｘ線回折の基礎：Ｘ線回折の原理，格子定数の計算
５　Ｘ線回折：鉱物の同定
６　Ｘ線回折：混合試料の鉱物同定
７　野外調査法：野外観察の事前説明と準備作業
８　野外観察：（11月9日，約6時間）
９　野外調査法：野外観察の報告会
10　野外観察：（11月23日，約6時間）
11　野外調査法：野外観察の報告会
12　火山灰の観察：火山灰の粒度分析とプレパラート作成
13　火山灰の観察：火山灰構成鉱物の顕微鏡による同定
14　化石の研究法：生物の殻の形態計測
15　化石の研究法：生物の殻を用いた相対成長の分析



2019-6040000014-01地球物質科学実験Ⅱ

奥野　充、杦山　哲男、田口　幸洋、柚原　雅樹

◎地球:A-2,B-1,B-2,B-3,C-1

1.野外調査法、構造解析、Ｘ線回折、火山灰の顕微鏡観察、および化石の研究
法に関する専門知識を身につけている。　(A-2)

2.野外調査や室内実験で得た知識・理解を適切に運用できる。　(B-1)

3.実験や観察から得られた情報を、その他の事象とも結びつけることができ
る。　(B-2)

4.実験結果を自身の考えに基づき構成して、明快にプレゼンテーションでき
る。　(B-3)

5.自ら積極的に実験や観察に取り組む態度をもっている。　(C-1)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000090-01地球物質循環学Ⅰ

 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：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・３時限　　試験時間割：後日発表　　

田口　幸洋

◎－－－　概要　－－－◎

　我々が住んでいる地球表層の環境を支配しているのは、地球
規模での物質循環である。例えば、大気中の二酸化炭素は雨水
に溶け、大地を構成する岩石や土壌を風化させ、さらに河川水
として海に流れ込む。海水中の重炭酸イオンは生物体に取り込
まれ、それはやがて石灰岩として地殻に固定される。これらの
一部は、マグマと反応してさらに火山ガスとして地表に出てく
る。このような過程を通して、初期地球に大量にあった二酸化
炭素は現在のレベルまでに低下し、我々が住める環境が維持さ
れている。
　この講義では、主に固体地球と水の相互作用に注目して、地
球表層物質が水と反応していかに地殻表層内を循環している
か、また相手の水はどのような挙動と特徴的な化学組成を有し
ているかについて考える。また、地球上の最大の水のリザー
バーである海水が世界中でほぼ均質な組成を有するメカニズム
についても講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地球表層に分布する降水、地表水、地下水などの特徴が理解で
きるようになる。(知識・理解)

風化作用に及ぼす水の役割やその生成物に関する理解が深ま
る。(知識・理解)

地球上の大半を占める水、海水の特徴と組成が一定に保たれる
機構について理解が深まる。(知識・理解)

水を通して地球表層部での変化が地球規模での環境問題と直結
した事象であることの認識が深まり、環境問題への理解が深ま
る。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　講義終了時に当日の授業の要点を指示するので、そのポイン
トについてノート，配布資料、教科書で復習すること（30
分）。
　また，講義終了時に次回の講義のキーワードを挙げるので，
それについて予習をしておくこと（30分）。そのほか演習問題
を配布することもあるので、次週までにすませておくこと（60
分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　評価は到達目標に関する理解がどれくらい深まっているかに
ついて問い合わせる期末試験の結果により評価し、60点以上を
合格、59点以下を不合格とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　次のテキストと、講義中に配付するプリントを使用す
る。
J.アンドリューズ、P.ブリンブルコム、T.ジッケルズ、P.リ
ス（渡辺　正訳）（1997）地球環境化学入門（改訂版）、
丸善出版、307p.　ISBN978-4-431-71111-7

◎－－－　参考書　－－－◎

一国雅巳（1972）無機地球化学、培風館、148p、
ISBN：9784563042448.
松井孝典他（1996）岩波講座　地球惑星科学１　地球惑星
科学入門、岩波書店、287p. ISBN4-00-010721-6.
松尾禎士監修（1989）地球化学、講談社サイエンティフィ
ク、266p. ISBN 4-06-153320-7.
鹿園直建（1997）地球システムの科学、東京大学出版会、
319p. ISBN4-13-066703-3.
住　明正也（1996）岩波講座　地球惑星科学３　地球環境
論、岩波書店、212p. ISBN4-00-010723-2.
鳥海光弘也（1996）地球システム学のすすめ、NTT出版、
228p. ISBN978-4-7571-6023-1.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　第５講目以降は関数機能付き計算機を持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　地球の基本構造と物質の循環システム
２　水の構造と地球化学的特徴
３　自然界における水の安定関係（pH‐Eh）
４　水の分布状況と堆積物の生成環境
５　雨水の地球化学的特徴と酸性雨
６　雨水の化学的特徴を規制する要因
７　陸水の化学的特徴とその要因(1)河川水
８　陸水の化学的特徴とその要因(2)地下水
９　地表水、地下水が作る資源、および水の同位体的特徴
10　風化作用(1)　炭酸塩岩の溶解・沈殿過程
11　風化作用(2)　火成岩の風化過程と風化生成物
12　風化作用(3)　風化生成物（粘土鉱物）の構造と特徴、
資源　
13　海水の地球化学的特徴と物質循環過程(1)　主成分
14　海水の地球化学的特徴と物質循環過程(2)　微量成分
15　まとめと演習



2019-6040000090-01地球物質循環学Ⅰ

田口　幸洋

◎地球:A-2,A-3,B-1

1.地球表層に分布する降水、地表水、地下水などの特徴が理解できるようにな
る。　(A-2)

2.風化作用に及ぼす水の役割やその生成物に関する理解が深まる。　(A-3)

3.地球上の大半を占める水、海水の特徴と組成が一定に保たれる機構について
理解が深まる。　(A-2)

4.水を通して地球表層部での変化が地球規模での環境問題と直結した事象であ
ることの認識が深まり、環境問題への理解が深まる。　(B-1)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000106-01地球物質循環学Ⅱ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　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　　

田口　幸洋

◎－－－　概要　－－－◎

　近年、エネルギー資源ばかりでなく鉱物資源も枯渇傾向にあ
り、ますます資源は国家間獲得競争が激しくなるとともに、国
策として資源の確保が重要になってきている。
　資源の濃集には水がいろいろな形でその役割をはたしてい
る。本講義では、地殻からマントル上部における物質循環によ
り生成された資源をとりあげて、その循環過程のメカニズムを
循環媒体としての水の視点から解説する。我々が住んでいる日
本は、サブダクションに伴う島弧環境下にあり、火山活動が活
発なところである。この講義では特に、火山活動に伴う物質の
循環、具体的には地熱資源の形成機構、温泉水の地球化学的特
性、陶土資源と浅熱水性金銀鉱床、ポーフィリー銅鉱床などの
特徴やその成因について講義し、火山周辺の資源形成に関する
水の役割とその循環過程を理解する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

高温地熱系の資源形成場の地質学的背景の理解ができるように
なる。(知識・理解)

熱水が卓越する地熱系の基本的な構造と特徴が理解できるよう
になる。(知識・理解)

熱水、変質岩、熱水から沈殿した鉱物を用いて地下の化学的状
態，物理的状態などを推定する基本的な技術を身につけること
ができる。(知識・理解)

化石地熱系の形成過程が現生の地熱系を通してより理解できる
ようになる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　ノートと講義中に配布した資料を用いて、当日の授業で色分
けして示した要点を復習し理解を深めること（30分）。
　また、予習としては、講義終了時に翌週の講義内容で重要な
言葉（キーワード）を呈示するので、それについて調べておく
こと（30分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　評価は到達目標に関する理解がどれくらい深まっているかに
ついて問い合わせる期末試験の結果により行う。60点以上を合
格、59点以下を不合格とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特に教科書は使用しない。講義中にプリントを配付し、
それを用いて講義を行う予定である。

◎－－－　参考書　－－－◎

Berger et al. (1985) Geology and geochemistry of epithermal
system, Reviews in Economic Geology, Vol.2, Society of
Economic Geologists, 298p.
Henley et al. (1984) Fluid‐mineral equilibia in hydrothermal
systems.  Reviews in Economic Geology, Vol.1, Society of
Economic Geologists, 267p.ISBN 0-9613074-0-4.
鎌田政明・小沢竹二郎・村上悠紀雄・吉田　稔編（1985）
地熱流体の化学－環境科学の視点から－、東京大学出版
会、215p. ISBN 4-13-061086-4.
松尾禎士監修（1989）地球化学、講談社サイエンティフィ
ク、266p. ISBN 4-06-153320-7.
森　康雄、陶山　淳（1980）地熱エネルギー読本、オーム
社、232p. ISBN 978-4-274-02032-2.
Nicholson, K. (1993) Geothermal Fluids.  Springer‐Verlag,
263p. ISBN 3-540-56017-3.
鹿園直健（1997）地球システムの化学、東京大学出版会、
319p. ISBN 4-13-066703-3.
井澤英二（1996）資源の探査、平　朝彦他、岩波講座地球
惑星学４「地球の観測」、291-323. ISBN 4-00-010724-0.
立見辰雄編（1977）現代鉱床学の基礎、東京大学出版会、
257p. ISBN-13: 978-4130610247.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

第３講目以降は関数機能付き計算機を持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　水の地球規模循環と資源
２　地熱系を構成する基本的な地質学的背景
３　熱水卓越系と蒸気卓越系の物理学的規制と特徴
４　火山周辺の水の分布と特徴ーマグマ水から温泉までー
５　地熱流体の化学組成を規制する岩石・水相互反応
６　地下の温度推定（地球化学温度計）
７　地下の物理・化学的状態の推定（流体包有物）
８　熱水変質作用
９　火山ガスの特徴と火山を巡る水の大循環
10　地熱系における特定元素の移動と濃集
11　浅熱水性金銀鉱床（低硫化系と高硫化系）
12　焼きものの原料:酸性白土鉱床とろう石鉱床
13　マグマ近傍における元素の移動濃集:斑岩銅鉱床
14　現生の海底熱水活動と黒鉱鉱床
15　まとめと演習



2019-6040000106-01地球物質循環学Ⅱ

田口　幸洋

◎地球:A-2,A-3,B-1

1.高温地熱系の資源形成場の地質学的背景の理解ができるようになる。　(A-2)

2.熱水が卓越する地熱系の基本的な構造と特徴が理解できるようになる。　
(A-2)

3.熱水、変質岩、熱水から沈殿した鉱物を用いて地下の化学的状態，物理的状
態などを推定する基本的な技術を身につけることができる。　(A-3)

4.化石地熱系の形成過程が現生の地熱系を通してより理解できるようになる。
　(B-1)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000020-01地球物理学実験Ⅰ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：実験　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・４時限, ５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

岩山　隆寛、乙部　直人、竹内　覚、西　憲敬

◎－－－　概要　－－－◎

　天気ということばで代表される身近な気象現象から、地球や
諸惑星の大気・海洋大循環のような大規模な現象まで、自然界
に生じる流れは流体力学や熱力学などの物理を用いて解明して
いくことができる。本実験では、数値処理や流体力学実験を通
して、それらの研究を行う上で必要となる技術や手法を経験す
る。

（実施要領）
　地球物理学実験ⅠとⅡを通して全部で４テーマの実験や観測
を行う。
　受講者を３グループに分けて、それぞれのグループに対して
実験テーマを割り当てる。１つのテーマについて６回（水・金
連続で３週間）の実験と１回の解析を行い、次のテーマに移
る。１つのテーマが終了するごとに実験報告書を提出する。
　
 

 

◎－－－　到達目標　－－－◎

それぞれの実験テーマがどの講義とどのように関連しているの
かが理解できる。(知識・理解)

様々な実験結果を，関連する講義において解説された法則，実
験中の説明を利用して解析することができる。(技能)

生物学的現象，地球科学的現象との関係を意識しながら実験や
考察を行うことができる。(技能)

実験結果とその考察を論理的なレポートとしてまとめることが
できる。(技能)

地球とその環境に関する現象を物理学的に理解していくことに
面白さを感じるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習：配布される実験テキストの次回の実験に該当する部分
を予習しておくこと。 予習に30分程度はかかるであろう。
　復習：データ、結果の整理を毎回の実験のあとに確実に行う
こと。 データ，結果の整理と報告書の作成で3時間程度はかか
るであろう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

テーマごとに報告書を提出し、評価は提出された報告書の内容
で評価する（10割）．ただし，実験に臨む態度が悪い場合には
その分の減点を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　初回の実験の際にテキストを配布する(無料）。

◎－－－　参考書　－－－◎

　授業中に、それぞれの担当者が紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１）地球物理学実験ⅠとⅡは一貫開講のため、地球物理学
実験Ⅰ、同Ⅱの全ての実験項目に出席し実験を行った者に
ついて成績評価を行う。
２）地球物理学の研究方法には、本科目で体験する実験的
方法、観測的方法のほかに、理論的方法があって、これら
３つが補いあうことによって知識がより確かなものにな
り、現象に対する理解も深まる。理論的研究の基礎につい
ては「地球流体力学」、「大気環境物理学Ａ・Ｂ」、「気
水圏物理化学」、「流体力学Ⅰ・Ⅱ」等の講義で学ぶの
で、それらを受講すること。
３）学外実習に際しては、学内の自動発行機で「通学中等
傷害危険担保特約」に事前に加入し、移動は公共交通機関
で行うこと。
４）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　－－－◎

１～７　実験A：データ解析と数値計算（グループごと）
　将来の研究において不可欠な、コンピュータによるデー
タ解析と数値計算の基礎的技術を習得するため、プログラ
ミング実習を行う。
８～１４　実験B：対流の実験 （グループごと）
　ベナール対流、水平対流、二重拡散対流の３つの実験を
行う。対流現象の観察・測定を通して、流体の運動を研究
する上で必要な基本的技術を習得する。
１５　まとめ（全員）



2019-6040000020-01地球物理学実験Ⅰ

岩山　隆寛、乙部　直人、竹内　覚、西　憲敬

◎地球:A-2,B-1,B-2,B-3,C-1

1.それぞれの実験テーマがどの講義とどのように関連しているのかが理解でき
る。　(A-2)

2.様々な実験結果を，関連する講義において解説された法則，実験中の説明を
利用して解析することができる。　(B-1)

3.生物学的現象，地球科学的現象との関係を意識しながら実験や考察を行うこ
とができる。　(B-2)

4.実験結果とその考察を論理的なレポートとしてまとめることができる。　
(B-3)

5.地球とその環境に関する現象を物理学的に理解していくことに面白さを感じ
るようになる。　(C-1)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000022-01地球物理学実験Ⅱ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：実験　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・４時限, ５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

高島　久洋、白石　浩一、林　政彦、原　圭一郎

◎－－－　概要　－－－◎

　大気中でおこる、気象現象、オゾン層破壊や地球温暖化など
の環境変動の実態としくみを理解するためには、気温や気圧な
どの基本的なパラメータを正確に測定することが必要である。
また、我々は大気中に起こる様々な光学現象の中で生活をして
いるだけでなく、光をはじめとする電磁波は大気環境計測に広
く用いられている。地球物理学実験Ⅱでは、気象の基本的な観
測と光の基本的な特性を理解するための実験に取り組む。

（実施要領）
　地球物理学実験ⅠとⅡを通して全部で４テーマの実験や観測
を行う。
　受講者を３グループに分けて、それぞれのグループに対して
実験テーマを割り当てる。１つのテーマについて６回（水・金
連続で３週間）の実験と１回の解析を行い、次のテーマに移
る。１つのテーマが終了するごとに実験報告書を提出する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

それぞれの実験テーマがどの講義科目とどのように関係してい
るかか理解できる。(知識・理解)

様々な実験結果を，関連する講義において解説された法則，実
験中の説明を利用して解析することができる。(技能)

生物学的現象，地球科学的現象との関係を意識しながら実験や
考察を行うことができる。(技能)

実験結果とその考察を論理的なレポートとしてまとめることが
できる。(技能)

地球とその環境に関する現象を物理学的に理解していくことに
面白さを感じるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習：配布される実験テキストの次回の実験に該当する部分
を予習しておくこと。 予習に30分程度はかかるであろう。
　復習：データ、結果の整理を毎回の実験のあとに確実に行う
こと。データ、結果の整理と報告書の作成で3時間程度はかか
るであろう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

テーマごとに報告書を提出し、評価は提出された報告書の内容
で行う (10割)。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　初回の実験の際にテキストを配布する(無料）。

◎－－－　参考書　－－－◎

　授業中に、それぞれの担当者が紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１）地球物理学実験ⅠとⅡは一貫開講のため、地球物理学
実験Ⅰ、同Ⅱの全ての実験項目に出席し実験を行った者に
ついて成績評価を行う。
２）地球物理学の研究方法には、本科目で体験する実験的
方法、観測的方法のほかに、理論的方法があって、これら
３つが補いあうことによって知識がより確かなものにな
り、現象に対する理解も深まる。理論的研究の基礎につい
ては「地球流体力学」、「大気環境物理学Ａ・Ｂ」、「気
水圏物理化学」、「流体力学Ⅰ・Ⅱ」等の講義で学ぶの
で、それらを受講すること。
３）学外実習に際しては、学内の自動発行機で「通学中等
傷害危険担保特約」に事前に加入し、移動は公共交通機関
で行うこと。
４）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　－－－◎

１～７　実験C：光の回折・干渉 （グループごと）
　レーザーを用いた光の干渉・回折などの実験を行う。実
験を通して光学実験に用いられる機器の原理や使用法につ
いて習熟するとともに、光の性質についての理解を深め
る。
８～１４　実験D：基礎大気環境計測（グループごと）
　室内実験および屋外観測により湿度、気圧、気温等の大
気の基本的な要素の物理的基礎を理解するとともに、観測
装置の原理・使用法を理解・習得する。
１５　まとめ （全員）



2019-6040000022-01地球物理学実験Ⅱ

高島　久洋、白石　浩一、林　政彦、原　圭一郎

◎地球:A-2,B-1,B-2,B-3,C-1

1.それぞれの実験テーマがどの講義科目とどのように関係しているかか理解で
きる。　(A-2)

2.様々な実験結果を，関連する講義において解説された法則，実験中の説明を
利用して解析することができる。　(B-1)

3.生物学的現象，地球科学的現象との関係を意識しながら実験や考察を行うこ
とができる。　(B-2)

4.実験結果とその考察を論理的なレポートとしてまとめることができる。　
(B-3)

5.地球とその環境に関する現象を物理学的に理解していくことに面白さを感じ
るようになる。　(C-1)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000024-01地球物理学実験Ⅲ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：実験　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・４時限, ５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

岩山　隆寛、乙部　直人、白石　浩一、高島　久洋、西　憲敬、林　政彦

◎－－－　概要　－－－◎

　前期の地球物理学実験Ⅰ・Ⅱを基礎として、４年次の卒業論文に必要とな
る観測や実験の経験を積む。受講者は地球物理学分野の地球流体力学あるい
は気圏物質科学のいずれかの研究室に配属される。それぞれの研究室で後期
全期間にわたって地球流体力学または気圏物質科学に関する実験や観測をお
こなうことになるので、各研究室の研究内容を少し詳しく紹介しておく。
　なお、地球物理学実験Ⅲと地球物理学実験Ⅳとは一貫した科目として開講
されるので、両科目を同時に履修登録しなければならない。
　なお，福岡管区気象台を訪問し，実務経験がある気象台職員の方の解説を
通じて，実際に気象観測や気象業務がどのように行われているのか，大学で
学んだ知識が気象観測・気象業務とどのように関連しているのかも学びま
す．

〇地球流体力学研究室
　大気・海洋などの地球の流体圏には、乱流や日々の天気のような身近なス
ケールから、大循環や気候のような大規模な時間・空間スケールまで、多彩
な現象が存在する。また、木星や金星などの他の惑星大気では、地球と類似
の現象だけでなく、その惑星に特有の大気現象が存在することが知られてい
る。地球流体力学研究室は、これらの現象に対して、流体力学や熱力学など
の物理を基本として、観測・実験・データ解析などの様々な手法を用いてア
プローチする研究室である。
　地球流体力学研究室は「地球惑星気象グループ」と、「地球流体力学グ
ループ」で構成される。地球流体力学研究室に配属された学生はいずれかの
グループに所属し、ひとつのテーマについて実習を行うことにより研究の手
法を身に着ける。なお、研究内容の詳細については授業計画を参照するこ
と。

〇気圏物質科学研究室
　気圏物質科学研究室は、大気の中に浮遊している微粒子 (エアロゾル) をは
じめ、大気中にわずかに含まれている様々な成分と地球大気との関係を調べ
ることで「地球大気のしくみ」の解明を研究目的に掲げている。これらの大
気成分は、大気の諸現象に物理的側面、化学的側面に関与しながら、地球大
気中における物質の循環機構の一部を担っている。本実験ではこの成分の計
測の実際に触れながら、卒業研究で必要とする技術・解析手法の基礎を学
ぶ。
　気圏物質科学研究室は、「リモートセンシング大気観測グループ」と「大
気微粒子動態学グループ」で構成される。リモートセンシング大気観測グ
ループでは大気中の様々な組成について遠隔的な手法を用いて観測を行い、
福岡の都市大気環境、黄砂・汚染物質の飛来、熱帯や北極を含めた地球規模
の物質循環を研究対象としている。大気微粒子動態学グループは、大気浮遊
微粒子が大気環境変動に及ぼす影響を理解するため、気球や無人航空機など
を用いた観測・サンプル採取と電子顕微鏡分析などを行っている。

◎－－－　到達目標　－－－◎

それぞれの実験テーマがどの講義科目とどのように関係しているかか理解で
きる。(知識・理解)

様々な実験結果を，関連する講義において解説された法則，実験中の説明を
利用して解析することができる。(技能)

生物学的現象，地球科学的現象との関係を意識しながら実験や考察を行うこ
とができる。(技能)

実験結果とその考察を論理的なレポートとしてまとめることができる。(技
能)

地球とその環境に関する現象を物理学的に理解していくことに面白さ感じる
ようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：実験中に次回の実験のために必要な予習を指示する。 予習には30分程
度の時間がかかるであろう。
復習：毎回の実験のあとに、確実にデータを整理し、レポート、発表に備え
ること。  データや結果の整理と報告書の作成に3時間程度かかるであろう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

テーマごとに報告書を提出し、評価は提出された報告書の内容で行う（10
割）。ただし，実験に臨む態度が悪い場合にはその分の減点を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特に指定しない。必要に応じてプリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

　授業中にそれぞれの担当者が紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１）地球物理学実験ⅢとⅣは実験科目であり、一貫開講科
目なので、地球物理学実験ⅢとⅣの両方に出席し、実験を
行った者についてのみ成績評価を行う。
２）学外実習に際しては、学内の自動発行機で「通学中等
傷害危険担保特約」に事前に加入し、移動は公共交通機関
で行うこと。
３）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　－－－◎

〇地球流体力学研究室
・地球惑星気象学グループ
　惑星大気の観測および解析を行い、画像解析の手法など
を習得する。
・地球流体力学グループ
　気象観測や地球流体実験のための測器や実験装置を各々
が自作し、製作した機器を使用して観測や実験を行う。

〇気圏物質科学研究室
・リモートセンシング大気観測グループ
　サンフォトメーター・ライダーによるエアロゾル観測、
DOAS 法による大気微量成分観測を行う。それぞれ観測手
法について原理を学ぶとともに、実際に観測を行い、デー
タ解析を行う。また大気科学に関する教科書 (英語) を輪読
する。
・大気微粒子動態学グループ
　大気エアロゾルの光散乱特性の実験と、大きさ・数濃度
の観測を行い、大気エアロゾルを計測・解析する基本的な
手法を習得する。また、英書の輪読を行い、英語論文読解
の基礎を取得する。



2019-6040000024-01地球物理学実験Ⅲ

岩山　隆寛、乙部　直人、白石　浩一、高島　久洋、西　憲敬、林　政彦

◎地球:A-2,B-1,B-2,B-3,C-1

1.それぞれの実験テーマがどの講義科目とどのように関係しているかか理解で
きる。　(A-2)

2.様々な実験結果を，関連する講義において解説された法則，実験中の説明を
利用して解析することができる。　(B-1)

3.生物学的現象，地球科学的現象との関係を意識しながら実験や考察を行うこ
とができる。　(B-2)

4.実験結果とその考察を論理的なレポートとしてまとめることができる。　
(B-3)

5.地球とその環境に関する現象を物理学的に理解していくことに面白さ感じる
ようになる。　(C-1)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000088-01地球変動科学Ⅰ

 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：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・３時限　　試験時間割：後日発表　　

上野　勝美

◎－－－　概要　－－－◎

　プレートテクトニクスが全地球表層の運動論として体系化さ
れたことで、「大地は動かない」という静的な地球観は一掃さ
れた。同時に、地球表層で起こるさまざまな地殻変動は、プ
レートテクトニクスという一つの造構運動論のもとで統一的に
説明できるようになり、それまでは別々の枠組みの中でとらえ
られていた多くの地球科学的プロセスが、お互いに因果関係の
ある現象として、ひとつの変動システムの中で解釈可能になっ
た。プレートテクトニクスの登場によって、全地球変動システ
ムが完全に理解されたかのように思えた。その後、マントル内
部の運動形態を具体的に観察する手法が確立されると、それま
でプレートテクトニクスに基づいて大部分が説明可能と考えら
れていた地球表層の変動現象も、下部マントルや核といった地
球深部までをも含む地球内部テクトニクスとの関わりを無視し
ては論じられないことが徐々に解明されてきた。そして、固体
地球で起こるさまざまな変動には、マントル全体を上昇・下降
する巨大な流れであるマントルプルームの存在が深く係わって
いることが明らかになり、プルームテクトニクスという新しい
パラダイムが生まれた。プルームテクトニクスの登場は、同時
に、46億年にわたる全地球史を新しい視点からよりダイナミッ
クに解き明かそうとする研究へと発展した。近年、固体地球の
進化史に関する我々の知識は格段に深まってきている。
　この講義では、固体地球表層の構造と地殻変動を記述し、統
一したシステムとして説明するための基礎となるプレートテク
トニクスについて講述し、プレートテクトニクスの観点から、
大陸地殻と海洋地殻の構成および進化について解説する。さら
にプレート運動に深い係わりを持つマントルの構成と運動、そ
してそれらを体系化したプルームテクトニクスについて概説す
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地球の層構造，特にリソスフェアとアセノスフェアの特徴を理
解する。(知識・理解)

応力と地震のメカニズムの関係について理解する。(知識・理解)

地震のメカニズム解を読解し，発生する地震の特徴を説明す
る。(知識・理解)

各プレート境界の特徴と過程を説明できる。(技能)

日本列島周辺で発生する地震の特徴をプレートテクトニクスの
観点で説明できる。(技能)

マントル内の運動について理解する。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：参考書に挙げた本（特に最初の2冊）のうちから1冊を通
読する(90分）。
復習：ノートおよび配布プリントをもとに、各自で授業内容を
毎回まとめ、復習する(90分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　講義の理解度に基づき評価する。定期試験を８割、講義時間
に行うミニテストを２割とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは使用しない。講義中に適宜プリントを配布す
る。

◎－－－　参考書　－－－◎

以下の2冊は重要。
瀬野徹三:プレートテクトニクスの基礎、朝倉書店
新妻信明:プレートテクトニクス、共立出版
その他の参考書。
瀬野徹三:続プレートテクトニクスの基礎、朝倉書店
新妻信明:プレートダイナミクス入門、共立出版
平　朝彦:地質学１（地球のダイナミックス）、岩波書店
平　朝彦:地質学２（地層の解読）、岩波書店
平　朝彦:地質学３（地球史の探求）、岩波書店
木村　学:プレート収束帯のテクトニクス学、東京大学出
版会
巽　好幸:沈み込み帯のマグマ学、東京大学出版会
丸山茂徳:46億年間地球は何をしてきたか？（地球を丸ご
と考える）、岩波書店
丸山茂徳、磯崎行雄:生命と地球の歴史、岩波新書

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　プレートテクトニクスの基本概念
２　地球の層構造
３　リソスフェアとアセノスフェア
４　歪みと応力
５　地震のメカニズム
６　プレート境界とは？
７　発散境界
８　横ずれ境界
９　収束境界
10　島孤－海溝系
11　沈み込み帯周辺で発生する地震
12　地震波トモグラフィー
13　プルームとマントル内のテクトニクス
14　スーパープルームの起源
15　まとめ



2019-6040000088-01地球変動科学Ⅰ

上野　勝美

◎地球:A-2,A-3,B-1

1.地球の層構造，特にリソスフェアとアセノスフェアの特徴を理解する。　
(A-2)

2.応力と地震のメカニズムの関係について理解する。　(A-3)

3.地震のメカニズム解を読解し，発生する地震の特徴を説明する。　(A-3)

4.各プレート境界の特徴と過程を説明できる。　(B-1)

5.日本列島周辺で発生する地震の特徴をプレートテクトニクスの観点で説明で
きる。　(B-1)

6.マントル内の運動について理解する。　(A-2)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000104-01地球変動科学Ⅱ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　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　　

上野　勝美

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義の前半部では、46億年にわたる固体地球と生命の共進
化について講述する。約46億年前に太陽系の誕生とともに生ま
れた地球は、微惑星の衝突エネルギー解放によるマグマオー
シャンの形成（冥王代）、マグマオーシャンの消滅と原始海洋
の形成／プレートテクトニクス開始（冥王代末／太古代はじ
め）、全マントル対流の出現と強い地球磁場の形成（太古代
末）、マントルへの海水逆流開始（原生代末）など、固体地球
圏を主とした地球システムの大変革を経験してきた。こういっ
た固体地球内部・表層環境の変化は、同時に生物圏に対しても
さまざまな影響を与え、生物進化の引き金ともなった。この講
義では、46億年にわたって地球システム内で繰り広げられてき
た固体地球圏と生命圏の間の共進化の歴史を通覧する。
　一方、講義後半部では、我々の住む日本列島の基本的な地体
構造区分の枠組みおよびその形成史について講述する。日本列
島は、地質学的には過去５億年にわたり常に海洋プレートの沈
み込みに支配されてきた、典型的な付加型造山帯である。現在
の日本列島の地体構造がどのようにできあがってきたのかを、
プレートテクトニックな視点で解説する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

固体地球の変動史について理解する。(知識・理解)

地球生命の歴史について理解する。(知識・理解)

日本列島の地球科学的諸特徴を，弧－海溝系の観点で説明す
る。(技能)

日本列島の各地質体の特徴を理解し，それをもとに日本列島の
地質学的成立過程を考察する。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：参考書に挙げた本を1冊通読する(90分）。
復習：ノートおよび配布プリントをもとに、各自で授業内容を
毎回まとめ、復習する(90分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　講義の理解度に基づき評価する。定期試験を８割、講義時間
に行うミニテストを２割とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは使用しない。講義中にプリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

岩波講座、地球惑星科学１（地球惑星科学入門）、２（地
球システム科学）、８（地殻の形成）、９（地殻の進
化）、10（地球内部ダイナミクス）、13（地球進化論）、
岩波書店
東京大学地球惑星システム科学講座（編）:進化する地球
惑星システム、東京大学出版会
平　朝彦:地質学１（地球のダイナミックス）、岩波書店
平　朝彦:地質学２（地層の解読）、岩波書店
平　朝彦:地質学３（地球史の探求）、岩波書店
熊澤峰夫・伊藤孝士・吉田茂生（編）:全地球史解読、東
京大学出版会
熊澤峰夫・丸山茂徳（編）:プルームテクトニクスと全地
球史解読、岩波書店
丸山茂徳:46億年間地球は何をしてきたか？（地球を丸ご
と考える）、岩波書店
平　朝彦:日本列島の誕生、岩波新書
丸山茂徳、磯崎行雄:生命と地球の歴史、岩波新書
神奈川県立博物館編:新しい地球史、有隣堂
川上紳一:生命と地球の共進化、NHKブックス
ウィリアム・ショップ:失われた化石記録、講談社現代新
書
アンドルー・Ｈ・ノール:生命最初の30億年、紀伊國屋書
店

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　太陽系と地球の誕生
２　冥王代末の地球:プレートテクトニクスの開始
３　地球生命の誕生
４　太古代末の固体地球変動
５　真核生物の登場
６　原生代の固体地球変動とスノーボールアース
７　エディアカラ動物群とカンブリア爆発
８　付加体地質学
９　弧―海溝系としての日本列島
10　日本列島の基盤岩類と地体構造
11　日本列島の地体構造区分各論（１）
12　日本列島の地体構造区分各論（２）
13　日本列島の構造発達史（１）
14　日本列島の構造発達史（２）
15　まとめ



2019-6040000104-01地球変動科学Ⅱ

上野　勝美

◎地球:A-2,A-3,B-1

1.固体地球の変動史について理解する。　(A-2)

2.地球生命の歴史について理解する。　(A-2)

3.日本列島の地球科学的諸特徴を，弧－海溝系の観点で説明する。　(B-1)

4.日本列島の各地質体の特徴を理解し，それをもとに日本列島の地質学的成立
過程を考察する。　(A-3)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000120-01地球流体力学

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

西　憲敬

◎－－－　概要　－－－◎

大気や海洋にはいろいろなスケールの興味深い現象がみられ
る。これらを理解するためには、回転する球面上で、重力に
よって密度成層した流体の運動に親しむことが必要である。こ
れらは決して難しいものではないが、ふだんなじみのないふる
まいをするので、習得に努力を要する面がある。
 台風や低気圧などを題材によって、基本的な渦・波動・不安定
現象を紹介する。流体力学や熱力学がこのような現象にどんな
形で現れているのかを見ていこう。流体力学Iの内容が身につ
いていることを前提にしている。流体力学Iに比べて内容の分
量は多い目であり進度は速い。大気科学を本格的に学びたいと
いう学生の方には受講を強くおすすめする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地球大気を考えるための基本的な力学が理解できる。(知識・
理解)

地球大気における波動現象や不安定現象の例を説明できる。
(知識・理解)

基礎方程式を用いて、地球大気力学の基本的な構造が説明でき
る。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業中に指示する内容について予習を行い、配布物などを中心
として復習を行う。それぞれ90分程度の内容である。

◎－－－　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　－－－◎

使用しない。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

“よく考えること”を大切にしてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 流体力学の復習
2. ナビエストークス方程式
3. 回転する場での方程式系
4. 地衡風近似と静水圧近似
5. 圧力座標系とジオポテンシャル
6. 熱力学の方程式
7. 現象の紹介I (台風について)
8. ポテンシャル渦度
9. ブジネスク近似
10. 準地衡風運動
11. 重力波
12. ロスビー波
13. 不安定現象
14. 現象の紹介II (温帯低気圧)
15.     まとめと演習



2019-6040000120-01地球流体力学

西　憲敬

◎地球:A-2,A-3,B-1

1.地球大気を考えるための基本的な力学が理解できる。　(A-2)

2.地球大気における波動現象や不安定現象の例を説明できる。　(A-3)

3.基礎方程式を用いて、地球大気力学の基本的な構造が説明できる。　(B-1)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000092-01動物生理学

 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：初級　　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　　

伊東　綱男

◎－－－　概要　－－－◎

　動物は、環境の変化に対して、さまざまな方法で能動的に反
応し、自らの生命を守るとともに、種としての存続をはかって
いる。環境に対する動物の反応は、長い進化の過程を経て形成
されたもので、驚くほど複雑であり、かつ柔軟性に富んでい
る。それらの反応がおきるとき、体内では神経系や内分泌系、
筋肉系をはじめさまざまな器官系に属する無数の細胞や器官が
協調してはたらいている。その結果、個々の動物の体は、環境
と密接にかかわりあいながらも、独立した存在として成り立っ
ている。このような体のはたらきについての科学的研究は、生
理学とよばれ、古くから生物学の重要な基礎分野をなしてお
り、ヒトを含めた動物についての生理学的研究によってもたら
される知識は、動物の環境とのかかわりや、進化について理解
する上でも不可欠である。
　本講義では、動物の体のはたらきを、調節という視点で捉
え、高等脊椎動物を中心に調節の基本的なしくみを見ていく。
また、それ以外に下等な脊椎動物や無脊椎動物にも言及し、多
様な動物の調節機構を進化や適応と関連づけて考える。

◎－－－　到達目標　－－－◎

動物の体内環境の調節の基本概念を理解できる(知識・理解)

動物の体内環境の調節の仕組みを、それらが生息する地球環境
への適応の観点から理解できる。(知識・理解)

地球環境の変動を動物の生存という観点から見ることができ
る。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習としては，図書館やPCを利用して表題に「生理学」，
「調節」，「内分泌」などが含まれる本やインターネットの学
術サイトで授業予定の項目に関する記事に目を通すように努め
ること（60分）。事後学習としては，配布プリントとノートで
重要な言葉とその定義を確認し，理解に努めること（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準：動物の体内環境調節の概念と仕組みを理解し、
説明できるかを基準として評価する。
成績評価方法：定期試験の成績により評価し，60点以上を合格
とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特定のテキストは用いず、随時プリントを配付する。

◎－－－　参考書　－－－◎

Animal Physiology Mechanisms and Adaptations　ISBN
0-7167-1423-X

事前に購入する必要はない。
その他講義の中で適宜紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義は主にスライドを用いて進め、重要なポイントについ
ては板書も併用する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　動物生理学とは-生理学の概念-
２　調節における自律神経の役割
３　化学シグナル－分泌と受容－
４　フィードバック調節
５　脊椎動物の内分泌系
６　無脊椎動物の内分泌系
７　浸透調節-水生動物の浸透調節
８　浸透調節-陸生動物の浸透調節
９　排出器官の比較
10　物質の排出形態と生息環境への適応
11　循環系の比較
12　閉鎖血管系でのガス運搬　
13　体温調節ー外温動物と内温動物
14　個体のエネルギー代謝
15　まとめ



2019-6040000092-01動物生理学

伊東　綱男

◎地球:A-2,A-3,B-1

1.動物の体内環境の調節の基本概念を理解できる　(A-2)

2.動物の体内環境の調節の仕組みを、それらが生息する地球環境への適応の観
点から理解できる。　(A-3)

3.地球環境の変動を動物の生存という観点から見ることができる。　(B-1)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000094-01発生生物学

 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：初級　　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　　

景浦　宏

◎－－－　概要　－－－◎

　分子生物学の目覚ましい進展によって、発生生物学はこの40
年間に大きく変貌した。これは古典的な実験発生学によって提
出された様々な問いが、分子レベルで説明されるようになった
からである。
（１）発生生物学の歴史　
　現代の発生生物学をよりよく理解するために、発生生物学の
歴史をたどり、古典的実験発生学の問いがどのような仮説や実
験から提出され、当時どのように説明されたかを解説する．特
に、発生生物学独自の概念である決定、誘導、勾配などについ
て説明する。
（２）生殖細胞と体細胞の分岐
　発生現象の起源を真核生物の多細胞化の始まりまで遡り、最
初の細胞分化が、有性生殖を担う生殖細胞と、これを助ける体
細胞の分化であったこと、また、生殖細胞の決定方法が幹細
胞、特殊細胞質、誘導の順に進化してきたことを知る。
（３）配偶子形成
　有性生殖には、胚を生むための大型の卵子と遺伝子を運ぶこ
とに特化した小型の精子が必要であるが、これらの細胞の形成
過程を解説する。特に、初期発生には卵形成時に卵内に蓄えら
れる、栄養、酵素、遺伝情報などが必須であることを強調す
る。
（４）受精
　卵と精子の活性化、精子の先体反応、多精拒否などの卵と精
子の間に起こる親密な細胞相互作用にスポットを当てる。
（５）初期発生
　初期胚は細胞周期の極端に短い分裂､つまり卵割をする。ま
た、中期胞胚期には、発生は母性遺伝子支配から受精卵自身の
遺伝子支配に移行する，これらの仕組みについて解説する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

発生生物学の専門知識を身につけている。(知識・理解)

発生生物学の各種現象を正しく理解できる。(知識・理解)

発生生物学の知識･理解を適切に運用できる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・｢予習として、参考書として挙げた本のいずれかを事前に読
み、授業の該当項目についておおよその内容を知り、疑問点を
明らかにしておく。（60分）｣
・｢復習として、配布したプリントとノートをもとにして、授
業内容をまとめ、理解を深めること。90分）｣

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
・発生生物学の専門知識を身につけている。
・発生生物学の各種現象を正しく理解できる。
・発生生物学の知識･理解を適切に運用できる。
以上のことを評価基準とする。
方法　
　定期試験によって評価し、60点以上を合格とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

教科書は指定しない。随時プリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

図解　発生生物学　ISBN 4785350385
発生生物学、分子から形態進化まで　ISBN 4810180336
動物発生学　ISBN 4000057278

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

高校の生物の教科書で、発生のところをよく読んでおくこ
と。また、高校で生物を履修しなかった学生は参考書に上
げた生物の教科書を読んでおくことを薦める。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　発生生物学の歴史（実験発生学と発生生物学）
２　単細胞生物の発生現象もどき（発生の必須アイテム）
３　始原生殖細胞（体細胞と生殖細胞）
４　有性生殖（無性生殖と有性生殖）　
５　性決定の多様性（性決定は手段を選ばず）
６　有性生殖の意義（遺伝子の組換え）
７　有性生殖と細胞の寿命（性は死ぬほどの価値がある）
８　有性生殖と発生（発生現象と体細胞の死）
９　減数分裂と精子形成（体細胞分裂の特殊化）
１０　卵形成（初期発生のために残されるもの）
１１　ウニの受精（多精拒否と卵の活性化）
１２　哺乳類の受精（先体反応と多精拒否）
１３　初期卵割期（中胚葉誘導）
１４　原腸胚形成（形態形成運動と神経誘導）
１５　神経管形成（神経管と神経堤の分化）
　



2019-6040000094-01発生生物学

景浦　宏

◎地球:A-2,A-3,B-1

1.発生生物学の専門知識を身につけている。　(A-2)

2.発生生物学の各種現象を正しく理解できる。　(A-3)

3.発生生物学の知識･理解を適切に運用できる。　(B-1)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000068-01物理学Ⅰ

 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：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・３時限　　試験時間割：後日発表　　

西　憲敬

◎－－－　概要　－－－◎

物理学の柱のひとつである熱力学を学ぶ。熱現象を含む場合に
まで拡張されたエネルギー保存則である熱力学の第１法則、熱
現象の不可逆性を定式化した熱力学の第２法則が大きな柱とな
る。温度や熱はとても身近な概念であるが、これらをきちんと
理解することは意外と難しい。この授業では、いろいろな角度
から熱力学の諸法則を見直すことによって、じっくり熱力学に
なじんでいくことにする。毎回学習した内容を自分の経験と関
連させつつよく考えることが大切である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

熱力学第一法則、第二法則、エントロピーが理解できる。(知
識・理解)

エネルギー保存則を熱力学の文脈で説明できる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業での指示にしたがって予習を行い、配布物などを中心に復
習を行う。それぞれ90分程度の内容である。

◎－－－　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　－－－◎

物理学（三訂版）;第５章 温度と熱: 小出昭一郎著（掌華
房） 978-4-7853-2074-4

◎－－－　参考書　－－－◎

熱力学－現代的な視点から 田崎晴明著(培風舘)
基礎物理学２;熱学:小出昭一郎著（東京大学出版会）

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　温度について
２　状態方程式
３　準静的過程
４　熱力学の第１法則
５　熱容量と比熱
６　理想気体の断熱変化
７　カルノーのサイクル
８　熱力学の第２法則
９　熱機関の効率
10　エントロピー
11　不可逆変化とエントロピー
12　気相・液相・固相
13　気体分子運動論
14　温度とエネルギーの等分配の法則
15　気体の比熱、固体の比熱
 



2019-6040000068-01物理学Ⅰ

西　憲敬

◎地球:A-3,B-1

1.熱力学第一法則、第二法則、エントロピーが理解できる。　(A-3)

2.エネルギー保存則を熱力学の文脈で説明できる。　(B-1)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000070-01物理学Ⅱ（振動と波動）

 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：初級　　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　　

高島　久洋

◎－－－　概要　－－－◎

　本講では振動と波動について学ぶ。振動、波動は自然界のい
たるところに見られる現象である。安定に静止している物体に
わずかの乱れが与えられると、元に戻ろうとする力が作用し、
これと慣性力によって周期的な運動すなわち振動が生じる。広
がりのある物体の一部で生じた振動は、その周囲に伝わって行
き、波動を生じる。
　振動に関してはまず、単振子やバネの振動について復習し、
これらの異なった現象が同じ形の方程式で記述されること、そ
してその方程式を解くことによってその現象と関連する物理量
の時間的変化の様子が理解できることを学ぶ。波動に関しても
同様に、具体例として絃を伝わる横波や棒を伝わる縦波を考
え、これらの現象が同じ方程式（波動方程式）で記述されるこ
と、および、その方程式を解くことによって物理量の時間的変
化とその空間的な伝わり方が理解できることを学ぶ。
　以上では主として力学系における振動、波動を取り扱うが、
光も電磁場における波動であり、場の時間的変動とその空間的
な伝わり方は、同じ波動方程式で記述される。そこで、力学系
で学んだ波動の性質を用いて（ここでは光に関する波動方程式
の導出は行わない）、光の波動性を示すいくつかの現象に関し
て考察する。
　なお、振動や波動の問題は2階の線形常微分方程式、線形偏
微分方程式を解くことに帰着するので、講義は最初に数学的な
準備として2階の線形常微分方程式についての復習から始め
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

振動・波動現象を支配する方程式を求めることができる。(知
識・理解)

振動・波動を支配する方程式を使って振動・波動現象を説明で
きる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義の進行に合わせて講義中に事前・事後学習のポイントを説
明するので予習・復習をしておくこと。これらの予習・復習に
はそれぞれ1時間半程度はかかるであろう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

期末試験60%、レポート・小テスト40% の割合で評価を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

小出昭一郎著「物理学」（裳華房, ISBN 978-4785320744）
４章、および配布プリントを併用する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 運動方程式・微分方程式
2 波に関する基本事項
3 単振動
4 さまざまな振動・波動現象
5 減衰振動
6 強制振動と共鳴
7 連成振動
8 波動方程式
9 フーリエ級数・フーリエ変換
10 平面波・球面波
11 波の分散・群速度
12 ドップラー効果
13 ホイヘンスの原理・回折・干渉
14 フェルマーの原理と反射・屈折の法則
15 幾何光学, 光の干渉, 偏光, その他



2019-6040000070-01物理学Ⅱ（振動と波動）

高島　久洋

◎地球:A-3,B-1

1.振動・波動現象を支配する方程式を求めることができる。　(A-3)

2.振動・波動を支配する方程式を使って振動・波動現象を説明できる　(B-1)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000072-01物理学Ⅲ（電磁気学の基礎）

 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：初級　　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　　

林　政彦

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義は，古典物理学と呼ばれている力学，熱力学，電磁
気学のうちのひとつである電磁気学の基本に関するものであ
る。これらの３つの学問分野は扱う対象の違いにより，それぞ
れが独特の考え方・体系によって成り立っている。そして，い
ずれもが自然界の諸現象を理解するために，また，現代の文明
を支える基本的な理論として利用されているものである。
　なぜ，電磁気学というものが出来上がったのだろう？　その
理由は，我々の身の回りに電磁気現象が満ちているから，と
言っていい。光は電磁気現象そのものである。時に災害をもた
らす雷も電磁気現象である。生体内における神経活動も電磁気
現象を利用している。電磁気学の助けを借りなければ，神秘的
なオーロラの仕組みを理解することはできない。
　人類は，このような生命現象も含めた地球の諸現象を理解，
解明する道具の一つとして電磁気学を構築してきたともいえ
る。
　一方で，現代の文明を支えるエレクトロニクス，通信などの
理論的な基盤のひとつは電磁気学である。地球を理解するため
の観測に用いられる機器の中で電磁気と無縁なものは皆無に近
い。電磁気学が生活向上や自然の理解といった文明の進歩に果
たした役割は非常に大きく，それが今後も続くことは疑いのな
いところである。
　この講義の目的は，そんな「電磁気学」の基本となる“近接
作用”や“場”という考えがどのようなものであるか，そこか
ら導き出されるマクスウェルの方程式と呼ばれる電磁気学の基
本法則がどのようなものであるかを理解することである。通
常、力学の講義では、基本法則であるニュートンの法則ははじ
めに与えられる。しかし，電磁気学においては，講義の最終盤
でようやく基本法則に到達する。そのとき，“電気学”と“磁
気学”とは言わずに，“電磁気学”と呼ばれる理由も理解でき
るであろう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

電磁気現象に関する基本的な問題を電磁気に関する物理法則に
基づいて解くことができる。(技能)

自然界の電磁気現象に関する基本的法則であるマクスウェルの
方程式が何を意味しているのか理解している。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：講義中に次の講義の内容を説明するので、テキストの該
当する部分を目を通しておくと良い(60分）。
復習：毎回のレポートに取り組むことが復習となる(120分)。
予習，復習に限らないが，友人との議論，担当教員への質問を
積極的にすることを勧める。
電磁気的な自然現象に関する本などを探して読むこと，身の回
りの電磁気現象について考えてみることが最高の復習である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験の成績（100点満点）を基本とする。ただし，通常の
提出物の提出状況に応じて、通常の提出物による評点が最大40
点となるように，定期試験と提出物による評価を按分して加算
し，成績とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

砂川重信著「電磁気学の考え方」（岩波書店）/
ISBN4-00-007892-5

◎－－－　参考書　－－－◎

小出昭一郎著　物理学（三訂版）　裳華房
など

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　電磁気学を理解するためには，微積分などある程度の数
学的な知識・技術が必要となる。数学Ⅰ，Ⅱ，力学Ⅰは，
履修しておくことを勧める。なお，講義・レポートを通じ
て，微積分の意味合いを電磁気現象を題材として理解して
ゆく機会となるよう配慮するつもりである。
　講義においては基本的な概念の解説を行うことを主とす
る。一方で，理解を助けるため，あるいは，量的な感覚を
把握するため，講義内容の整理や演習問題などを，「ほぼ
毎回」レポートとして課す。レポートに取り組むことで初
めて理解できると考えること。レポートに取り組むにあ
たっては，「答え」があっているかではなく，自分自身が
納得できるか，という点に執着すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　電磁気学とは
２　静電気と静電場
３　積分形のガウスの法則
４　ガウスの法則と電束密度
５　積分形のガウスの法則の利用
６　微分形のガウスの法則
７　静電ポテンシャル（積分形）
８　静電ポテンシャル（微分形）
９　定常電流保存則法則
10　オームの法則，静磁場
11　アンペールの法則（積分形）
12　アンペールの法則の利用と微分形
13　ローレンツ力と地球電磁気現象
14　時間的に変動する電場と磁場(1)
　　　アンペール・マクスウェルの法則
15　時間的に変動する電場と磁場(2)
　　　ファラデーの法則



2019-6040000072-01物理学Ⅲ（電磁気学の基礎）

林　政彦

◎地球:A-3,B-1

1.電磁気現象に関する基本的な問題を電磁気に関する物理法則に基づいて解く
ことができる。　(B-1)

2.自然界の電磁気現象に関する基本的法則であるマクスウェルの方程式が何を
意味しているのか理解している。　(A-3)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000902-01理科教育法Ⅱ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　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　　

香月　義弘

◎－－－　概要　－－－◎

　自然科学や科学技術が高度に発展した現代社会において、国民が正しい知
識に基づいて科学技術を理解し、正当な判断をすることが求められている。
現行学習指導要領は、今日の「知識基盤社会」において科学技術系の人材育
成と、国民の科学に関する基礎的素養の向上を目指している。理科では、学
習内容の増加と授業時間数の大幅増加や、小・中・高等学校を通じた理科の
内容の一貫性・構造化が図られており、科学的な概念の理解など基礎的・基
本的な知識・技能の確実な定着や科学的な思考力・表現力の育成のための探
究的な活動の一層の充実が求められている。新学習指導要領理科は、自然の
事物・現象に関わり、理科の見方・考え方を働かせ、見通しをもって、観
察、実験を行うことなどをとおして、自然の事物・現象を科学的に探究する
ために必要な資質・能力（「知識及び技能」「思考力・判断力・表現力等」
「学びに向かう力、人間性等」）の育成を目指している。
　中等理科の授業は、観察・実験、探究活動、課題研究などをとおして、理
科・各科目の概念や原理・法則を理解するとともに、探究の過程や科学の方
法を習得し、科学的態度や自然観を育成することが求められる。
　本講義では、高等学校学習指導要領理科・各科目の目標や内容、理科の授
業研究・学習評価、理科経営、学習指導計画、安全教育・安全管理・防災教
育、観察・実験及び指導技術等を学習し、授業デザイン・教材研究等による
学習指導案作成に基づいて模擬授業を実施し、授業技術、授業分析、授業評
価等について協議を行う。担当教員による指導助言をとおして、基礎的・基
本的な授業デザイン・教材研究・授業展開の授業力向上とともに理科学習指
導や理科経営に必要な能力や実践力の基礎を身に付ける。
　高等学校理科教師や教育センターでの勤務経験を活かし、理科教師として
の理科教育の理論や理科授業の理論と授業実践・指導方法等について講義し
ます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

理科授業の基礎理論と授業展開・方法を習得できる。(技能)

理科の授業研究や学習指導・学習評価を理解できる。(知識・理解)

高等学校学習指導要領理科・各科目の目標と内容を理解できる。(知識・理
解)

理科実験に関する意義や安全教育を理解し、年間指導計画や実験指導計画を
作成できる。(技能)

理科教育における実験教材研究や演示実験・生徒実験の意義を理解できる。
(技能)

授業デザイン・教材研究等により学習指導案を適切に作成できる。(技能)

模擬授業・協議・指導助言により教育実習に向けた授業実践可能な授業技
術・授業構　成や理科指導の基礎力を身に付けることができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・理科教育や理科授業の理論は、必ず講義内容を復習すること。　　（60分)
・学習指導要領理科解説の内容が理解できるように努めること。
・学習指導案は、単元全体の学習内容について授業デザイン・教材　研究を
十分に行って作成すること。
・模擬授業後は学習指導案を修正して再提出すること。
・模擬授業は、学習指導案に基づいて、授業構成・授業展開、板書　計画、
教材・教具、ワークシート、配付資料、評価などを準備　　し、事前にリ
ハーサルをしておくこと。(90分)
・模擬授業は、事前に学習指導案の内容を十分に理解して臨むこ　　と。(60
分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　理科教師としての理科教育や理科指導に関する基本事項を理解できる。模
擬授業では、学習指導案、模擬授業の実際、授業相互評価表が評価される。
課題レポートは、講義内容や理科教育に関係する資料等を調査研究し、根拠
をもった内容になっているかを評価の基準とする。
・定期試験（５０％程度）、模擬授業・学習指導案・授業相互評価表（３
０％程度）、課題レポート及び授業への取組（発表、協議、意欲・態度）
（２０％程度）により総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

文部科学省、高等学校学習指導要領解説－理科編・理数編
－、実教出版、平成21年、346円、ISBN978-4-407-31926-2
高等学校理科の教科書（在学中に使用したものでよい）
資料を配付する。

◎－－－　参考書　－－－◎

評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料
－高等学校理科－（教育出版）　ISBN 978-4-316-30065-8
新しい学びを拓く理科授業の理論と実践（大髙泉編、ミネ
ルヴァ書房）　ISBN 978-4-623-06162-4
理科教育法（川村康文、講談社）　ISBN
978-4-06-156536-4
高等学校学習指導要領解説理科編（文部科学省、平成30
年）
その他、参考書は講義の中で随時紹介する。図書館に多く
の参考書がある。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　将来、中等理科教師を目指している者を対象としてい
る。日頃から教育の動向や理科教育に関心をもつように心
がけてほしい。理科教育の基本的な内容や学習指導法を理
解し、授業を行う上での基礎的な知識や技能を身に付ける
必要がある。
　模擬授業協議では、模擬授業をよく観察・記録し授業の
工夫改善の視点で積極的に質問や意見を述べる。
　中等理科教師として、中学校理科、高等学校物理、化
学、生物、地学の内容を観察・実験を含めて理解しておく
必要がある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　高等学校学習指導要領物理基礎・物　
　理、生物基礎・生物
　　高等学校教育課程実施状況調査物理・
　生物
２　物理教育の内容、生物教育の内容
　  小・中・高等学校理科学習の系統性
３　理科の授業研究   　　
４　学習指導案作成と授業デザイン
　高校理科の観点別評価規準・評価方法
５　理科経営と理科の指導計画　
６　理科の教材研究・教材開発
７　理科実験における演示実験と生徒実験
　　理科実験の指導計画と実際
８　理科授業の指導技術と授業分析・授業　評価
９　理科における安全教育・安全管理・防　災教育
10  模擬授業（物理基礎）と協議・評価
11  模擬授業（物理）と協議・評価
12  模擬授業（生物基礎）と協議・評価
13  模擬授業（生物）と協議・評価
14  模擬授業（地学基礎・地学、探究活
　動）と協議・評価
15  理科授業の工夫改善　理科指導の課題　と展望　全体
のまとめ



2019-6040000902-01理科教育法Ⅱ

香月　義弘

◎地球:A-3,B-1,B-3

1.理科授業の基礎理論と授業展開・方法を習得できる。　(B-3)

2.理科の授業研究や学習指導・学習評価を理解できる。　(A-3)

3.高等学校学習指導要領理科・各科目の目標と内容を理解できる。　(A-3)

4.理科実験に関する意義や安全教育を理解し、年間指導計画や実験指導計画を
作成できる。　(B-1)

5.理科教育における実験教材研究や演示実験・生徒実験の意義を理解できる。
　(B-1)

6.授業デザイン・教材研究等により学習指導案を適切に作成できる。　(B-3)

7.模擬授業・協議・指導助言により教育実習に向けた授業実践可能な授業技
術・授業構　成や理科指導の基礎力を身に付けることができる。　(B-3)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000116-01流体力学Ⅰ

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

西　憲敬

◎－－－　概要　－－－◎

流体力学の歴史は古く、流体の静止状態を論ずる流体静力学は
アルキメデスに溯ることができる。流体の運動を論ずる流体動
力学については、18世紀にまず、ベルヌーイ、オイラー、ラグ
ランジが、連続体と圧力という概念に立って完全流体（非粘性
流体）の理論を作り、19世紀にナビアとストークスが粘性流体
の運動方程式を完成し、その理論的取扱いの基礎が据えられ
た。このように流体力学は長い伝統を持つ学問体系であり、そ
の研究方法・考え方・対象は時代とともに拡大し、現在では理
学と工学のほとんど全ての分野の基礎学問のひとつになってい
る。今日の重大問題である、環境・異常気象・地球温暖化・オ
ゾンホール・宇宙開発・海洋開発・医学・生命科学等々のどれ
をとりあげてみても、直接間接に流体力学と無縁のものはない
といえよう。
　この授業では、まず完全流体とよばれるひとつの理想的な流
体をとりあげることによって、シンプルに流体力学の考え方を
学んでいこう。ベクトル解析などの数学的手法の習得にも十分
時間を割き、流体の実例を挙げながらていねいに進んでいくの
で、広く地球圏全体の学生の方に受講していただきたいと考え
ている。次に、身近な流体現象を理解する助けとなるように、
粘性のある流体の力学についての基本的な考え方を学ぶことに
しよう。また、流体力学についての興味を広げるために、天気
図などを用いて、大気で実際に起こっている流体現象について
も紹介していく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

完全流体の力学の基礎がわかる。(知識・理解)

大気海洋でみられる現象が流体力学で説明できることを知る。
(知識・理解)

ベクトル解析の基礎を用いて流体現象を記述できる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業中に毎回指示する内容について予習を行い、配布物などを
用いて復習を行うこと。それぞれ90分程度の内容である。

◎－－－　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　－－－◎

使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

流体力学:日野幹雄（朝倉書店）

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 流れの世界
2 基礎方程式
3 実質微分と実質加速度
4 圧力と浮力
5 圧力傾度力
6 運動方程式
7 連続方程式
8 ベルヌーイの定理
9 ベルヌーイの定理の応用
10 水面波の基本
11 水面波の応用
12 粘性流体の基本
13 粘性流体の応用
14 地球圏における流体力学
15 まとめと復習



2019-6040000116-01流体力学Ⅰ

西　憲敬

◎地球:A-2,A-3,B-1

1.完全流体の力学の基礎がわかる。　(A-2)

2.大気海洋でみられる現象が流体力学で説明できることを知る。　(A-3)

3.ベクトル解析の基礎を用いて流体現象を記述できる。　(B-1)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6040000118-01流体力学Ⅱ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　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　　

岩山　隆寛

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では「流体力学Ⅰ」で学んだ流体力学をより深いレベ
ルで理解することを目指す．まず，日常経験から水や空気中に
は渦が存在することがわかっている．このような渦の発展を記
述する方程式を流体力学の基礎方程式から導き，その性質につ
いて議論する．エネルギーや運動量などのように保存する物理
量として渦位と呼ばれる渦に関連した保存量について議論す
る．
　後半では，不安定現象，対流現象を扱う．ニュースなどで目
にする気象衛星画像は大気が非常に乱れていることを示してい
る．このような乱れは流れが不安定で，わずかな乱れが増幅す
ることによって生じるものである．先ず最も簡単な流れの不安
定問題として，シアー不安定を扱う．また，前期に実施した地
球物理学実験において行った対流現象の実験（ベナール対流，
水平対流，二重拡散対流）のうち，特にベナール対流と水平対
流を流体力学の基礎方程式から系統的に議論する．これらも代
表的な不安定現象である．実験で学んだ数値計算法についても
簡単に復習し，支配方程式を数値計算した場合についても言及
し，実験と比較する．実験と本講義によって不安定現象・対流
現象を実験的にも理論的にも理解することを目指す．

◎－－－　到達目標　－－－◎

波や渦などの流体力学の初歩的な事項を理解し，それらの現象
を物理学の対象として考察できるようになる．(知識・理解)

水や空気などの運動を記述するナビエ・ストークス方程式が何
を意味しているのか理解する．(知識・理解)

地球流体でみられる現象を流体力学の観点から解釈できる．
(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業での指示にしたがって，予習・復習を行う．予習として次
回の授業のキーワードについて調べる。予習に1時間半程度か
かるであろう．復習として授業で展開した計算・議論を自力で
復元してみることを勧める．このような復習に1時間半程度か
かるであろう．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験の成績によって評価を行う（10割）．出席点は考慮し
ない．

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に定めない．講義の進行に従って、講義資料（プリン
ト）を配布する．

◎－－－　参考書　－－－◎

流体力学　ISBN 978-4563024215
連続体の力学　ISBN 978-4000079228

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

前期に開講される流体力学Ⅰを履修しておくこと．また，
ベクトル解析やフーリエ級数・フーリエ変換などの数学的
な知識も整理しておくこと．

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　流体の力学の復習
２　渦度，循環，点渦
３　渦度方程式とラグランジュの渦定理
４　渦位，渦位方程式
５　ケルビンの循環定理と渦位
６　不安定現象の定式化
７　シアー不安定（１）：定式化と安定性の十分条件
８　シアー不安定（２）：波と渦を用いた解釈
９　ベナール対流(1)：ブシネスク流体の導出
10　ベナール対流(２)：方程式の無次元化と線形近似
11　ベナール対流(３)：対流の発生条件と物理的解釈
12 ベナール対流（４）：数値シミュ―レーションと実験
の比較
13　水平対流(1)：支配方程式
14　水平対流(２)：数値シミュ―レーションと実験の比較
15　まとめと復習



2019-6040000118-01流体力学Ⅱ

岩山　隆寛

◎地球:A-2,A-3,B-1

1.波や渦などの流体力学の初歩的な事項を理解し，それらの現象を物理学の対
象として考察できるようになる．　(A-2)

2.水や空気などの運動を記述するナビエ・ストークス方程式が何を意味してい
るのか理解する．　(A-3)

3.地球流体でみられる現象を流体力学の観点から解釈できる．　(B-1)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。



2019-6030000901-01理科教育法Ⅰ

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

香月　義弘

◎－－－　概要　－－－◎

　現行学習指導要領における学習指導は、基礎的・基本的な知識や技能の習得、
課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力などの育成、学習意欲の向
上を目指している。理科では、学習指導要領改訂により学習内容の増加と授業時
間数の大幅増加や、小・中・高等学校を通じた「エネルギー｣、｢粒子｣、｢生
命｣、｢地球」など理科の内容の一貫性・構造化が図られており、科学の基本的な
見方・考え方や科学的な概念の理解など基礎的・基本的な知識・技能の確実な定
着や科学的な思考力・表現力の育成のための探究的な学習活動の充実が求められ
ている。新学習指導要領理科は、理科で身に付けたい資質・能力を育成する観点
から、自然の事物・現象に関わり、理科の見方・考え方を働かせ、見通しをもっ
て、観察、実験を行うことなどをとおして、自然の事物・現象を科学的に探究す
るために必要な資質・能力（「知識及び技能」「思考力・判断力・表現力等」
「学びに向かう力、人間性等」）の育成を目指している。
　理科教育では、知的好奇心や探究心をもって、自然に親しみ、目的意識をもっ
て観察・実験などを行うことにより、科学的に調べる能力や態度を育てるととも
に、科学的な見方や考え方（自然観）を養う。中等理科の授業では、観察・実
験、探究活動などをとおして、理科・各科目の概念や原理・法則を理解するとと
もに、探究の過程や科学の方法を習得し、科学的態度や自然観を育成することが
求められる。
　本講義では、中等理科教育の現状と課題、理科教育課程の変遷及び中学校・高
等学校学習指導要領理科・各科目の目標や内容等について理解を深め、中等理科
授業のための指導内容、教授学習法、評価法を学習し、理科学習指導に必要な基
礎的な知識や技能を習得する。理科教育の基礎理論や理科授業の理論をもとに、
授業デザイン・教材研究等により学習指導案を作成し、模擬授業・協議を実施し
て授業分析・授業相互評価を行い、教材研究力・授業デザイン力・授業展開力の
向上を図る。
　高等学校理科教師や教育センターでの勤務経験を活かし、理科教師としての理
科教育の理論や理科授業の理論と授業実践・指導方法等について講義します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

中等理科教育の現状と課題を理解できる。(態度・志向性)

理科教育課程の変遷を理解できる。(態度・志向性)

高等学校学習指導要領理科改訂の趣旨と要点を理解できる。(態度・志向性)

高等学校理科・各科目の目標と内容を理解できる。
(態度・志向性)

理科教育の基礎理論や理科授業の理論に関する基礎的な知識を習得することがで
きる。(態度・志向性)

理科の基本的な学習指導や学習評価を理解できる。(態度・志向性)

理科の授業技術が向上するように授業展開・方法の工夫改善を考えることができ
る。(態度・志向性)

学習指導案を作成でき、模擬授業をとおして基礎的な授業技術や理科指導を習得
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)　－－－◎

・学習指導要領理科解説を事前に読み、分からないことを調べてお　くこと。
（90分)
・学習指導要領理科解説の内容が理解できるように努めること。
・理科教育や理科授業の理論は、必ず講義内容を復習しておくこ　　と。（60
分)
・学習指導案は、単元全体の学習内容について授業デザイン・教材　研究を十分
に行って作成すること。
・模擬授業では、学習指導案に基づいて、授業構成・授業展開、板　書計画、教
材・教具、ワークシート、配付資料、評価などを準備　し、事前にリハーサルを
しておくこと。 (90分)
・模擬授業では、事前に学習指導案を十分に理解して臨むこと。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　理科教師としての理科教育や理科指導に関する基本事項を理解できる。模擬授
業では、学習指導案、模擬授業の実際、授業相互評価表が評価される。課題レ
ポートは、講義内容や理科教育に関係する資料等を調査研究し、根拠をもった内
容になっているかを評価の基準とする。
・定期試験（５割程度）、学習指導案、模擬授業、授業相互評価　　表、課題レ
ポート、授業への取組（発表、協議、意欲・態度）（５割程度）により総合的に
評価する。
　

◎－－－　テキスト　－－－◎

文部科学省、中学校学習指導要領解説－理科編－、大日本図
書、平成20年、113円、ISBN978-4-477-01979-6
文部科学省、高等学校学習指導要領解説－理科編・理数編
－、実教出版、平成21年、346円、ISBN978-4-407-31926-2
中学校理科、高等学校理科の教科書（在学中に使用したもの
でよい）
資料を配付する。

◎－－－　参考書　－－－◎

中学校学習指導要領解説－理科編－（学校図書、平成29年）
　ISBN 978-4-7625-0613-0
評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料－
高等学校理科－（教育出版）　ISBN 978-4-316-30065-8C30
授業に活かす！理科教育法（左巻健男・内村浩編、東京書
籍）　ISBN 978-4487-80335-4
高等学校学習指導要領理科編（文部科学省、平成30年）
その他、参考書は講義の中で随時紹介する。図書館に多くの
参考書がある。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　将来、中等理科教師を目指している者を対象としている。
日頃から教育の動向や理科教育に関心をもつように心がけて
ほしい。理科教育の本質や理科学習指導法を理解し、授業を
行う上での基礎的な知識や技能を身に付ける必要がある。
　全員が学習指導案を作成し、班ごとに模擬授業・協議を行
う。協議では、模擬授業をよく観察・記録し授業の工夫改善
の視点で積極的に質問や意見を述べる。
　中等理科教師として、中学校理科、高等学校物理、化学、
生物、地学の内容を観察・実験を含めて理解する必要があ
る。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　中等理科教育の現状と課題
　　中学校学習指導要領理科の目標と内容
２　理科教育課程の変遷 　　　
３　高等学校現行・新学習指導要領理科改　訂の趣旨と要点
　　
４　科学と人間生活、物理基礎・物理、化　学基礎・化学の
目標と内容
５　生物基礎・生物、地学基礎・地学の目　標と内容
　　観察・実験、探究活動、課題研究
６　学習指導案作成の要点と授業デザイン
　  理科授業の指導技術
７　理科の学習指導
　　理科教育とアクティブ・ラーニング　
８　教育評価と理科の学習評価　
９　理科の教材研究・教材開発　
　 理科教育とＩＣＴの活用
10 模擬授業（物理領域）と協議・評価
11 模擬授業（化学領域）と協議・評価
12 模擬授業（生物領域）と協議・評価
13 模擬授業（地学領域、科学と人間生
  活）と協議・評価
14 模擬授業（探究活動、環境教育）と協　議・評価　
15　理科授業の工夫改善と指導技術の向上　　全体のまとめ
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◎化学化学:C-1,C-2

1.中等理科教育の現状と課題を理解できる。　(C-1)

2.理科教育課程の変遷を理解できる。　(C-1)

3.高等学校学習指導要領理科改訂の趣旨と要点を理解できる。　(C-1)

4.高等学校理科・各科目の目標と内容を理解できる。
　(C-1)

5.理科教育の基礎理論や理科授業の理論に関する基礎的な知識を習得すること
ができる。　(C-2)

6.理科の基本的な学習指導や学習評価を理解できる。　(C-2)

7.理科の授業技術が向上するように授業展開・方法の工夫改善を考えることが
できる。　(C-2)

8.学習指導案を作成でき、模擬授業をとおして基礎的な授業技術や理科指導を
習得することができる。　(C-2)

◎　化学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　化学現象を原子・分子構造などに基づいて考察できる。　
A-2　実験結果を解釈するための定量的な方法を理解し、説明できる。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的な知識を身につけ
ているとともに、実社会と化学のつながりを理解するための幅広い知識
をもっている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　化学の基礎知識を、実験や解析に応用することができる。　
B-2　実験から得られた結果を考察し、論理的に発表および議論すること
ができる。　
B-3　英語で化学に関する情報を収集し、活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　科学的思考に基づいて問題の解決に取り組み、実社会に貢献する姿
勢をもっている。
C-2　化学の専門知識と科学の基礎知識を平易な言葉で人に伝えようとす
る姿勢をもっている。　
C-3　集団の中で個人の役割を理解し、自主的かつ協調性を持って行動し
ようとする姿勢をもっている。

◎化学ナノサ:A-1,A-2,C-2

1.中等理科教育の現状と課題を理解できる。　(A-1)

2.理科教育課程の変遷を理解できる。　(A-1)

3.高等学校学習指導要領理科改訂の趣旨と要点を理解できる。　(A-1)

4.高等学校理科・各科目の目標と内容を理解できる。
　(A-2)

5.理科教育の基礎理論や理科授業の理論に関する基礎的な知識を習得すること
ができる。　(C-2)

6.理科の基本的な学習指導や学習評価を理解できる。　(A-1)

7.理科の授業技術が向上するように授業展開・方法の工夫改善を考えることが
できる。　(C-2)

8.学習指導案を作成でき、模擬授業をとおして基礎的な授業技術や理科指導を
習得することができる。　(C-2)

◎　ﾅﾉｻｲｴﾝｽ・ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ（化学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的な知識を身につけ
ているとともに、社会と理学との関わりを理解している。
A-2　物理学および化学の基本的・専門的知識を持ち、それらを説明する
ことができる。
A-3　ナノサイエンスに関連する分野における基礎的な知識を持ち、その
研究内容を理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　物理学・化学ならびにそれらを基礎としたナノサイエンスに関連す
る実験を実践できる。
B-2　実験結果や調査結果などを整理・分析し、発表・議論することがで
きる。
B-3　科学英語を含む基礎的な英語を理解し活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　自然科学・ナノサイエンスに関する知識と理解を自ら深化・発展さ
せようとする姿勢をもっている。
C-2　ナノサイエンスの基礎知識を基盤とし、科学的知識をわかりやすく
人に伝える能力を養う姿勢をもっている。
C-3　研究や実験・実習等を通して集団における自己の役割を理解し、協
調的に行動しようとする姿勢をもっている。
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◎物理物理科:A-2,B-3,C-1,C-3

1.中等理科教育の現状と課題を理解できる。　(A-2)

2.理科教育課程の変遷を理解できる。　(A-2)

3.高等学校学習指導要領理科改訂の趣旨と要点を理解できる。　(A-2)

4.高等学校理科・各科目の目標と内容を理解できる。
　(C-3)

5.理科教育の基礎理論や理科授業の理論に関する基礎的な知識を習得すること
ができる。　(C-1)

6.理科の基本的な学習指導や学習評価を理解できる。　(C-3)

7.理科の授業技術が向上するように授業展開・方法の工夫改善を考えることが
できる。　(B-3)

8.学習指導案を作成でき、模擬授業をとおして基礎的な授業技術や理科指導を
習得することができる。　(B-3)

◎　物理科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　物理学の基礎的な知識とその基盤となる数学の知識をもち、科学技
術の中での物理学の位置付けを理解している。
A-2　人文科学、社会科学、自然科学などの基本的な知識をもち、外国語
の基本的な理解力をもっている。
A-3　心身ともに健康であるための知識をもっている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　物理学の論理的思考方法を身に付けている。
B-2　物理現象に関する基本的な実験技術と、情報リテラシーとして基本
となる技術を身に付けている。
B-3　基本的なコミュニケーションや、プレゼンテーション技術を身に付
けている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　物理学をはじめ、様々な学問を自ら学習しようとする態度をもって
いる。
C-2　物理学の知識をはじめ、学んだ知識を社会で活用しようとする志向
性をもっている。
C-3　学んだ知識を活用して、科学技術や教育など、様々な分野で貢献し
ようとする姿勢をもっている。

◎物理ナノサ:A-1,A-2,C-2

1.中等理科教育の現状と課題を理解できる。　(A-1)

2.理科教育課程の変遷を理解できる。　(A-1)

3.高等学校学習指導要領理科改訂の趣旨と要点を理解できる。　(A-1)

4.高等学校理科・各科目の目標と内容を理解できる。
　(A-2)

5.理科教育の基礎理論や理科授業の理論に関する基礎的な知識を習得すること
ができる。　(C-2)

6.理科の基本的な学習指導や学習評価を理解できる。　(A-1)

7.理科の授業技術が向上するように授業展開・方法の工夫改善を考えることが
できる。　(C-2)

8.学習指導案を作成でき、模擬授業をとおして基礎的な授業技術や理科指導を
習得することができる。　(C-2)

◎　ﾅﾉｻｲｴﾝｽ・ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ（物理）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的な知識を身につけ
ているとともに、社会と理学との関わりを理解している。
A-2　物理学および化学の基本的・専門的知識を持ち、それらを説明する
ことができる。
A-3　ナノサイエンスに関連する分野における基礎的な知識を持ち、その
研究内容を理解している。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　物理学・化学ならびにそれらを基礎としたナノサイエンスに関連す
る実験を実践できる。
B-2　実験結果や調査結果などを整理・分析し、発表・議論することがで
きる。
B-3　科学英語を含む基礎的な英語を理解し活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　自然科学・ナノサイエンスに関する知識と理解を自ら深化・発展さ
せようとする姿勢をもっている。
C-2　ナノサイエンスの基礎知識を基盤とし、科学的知識をわかりやすく
人に伝える能力を養う姿勢をもっている。
C-3　研究や実験・実習等を通して集団における自己の役割を理解し、協
調的に行動しようとする姿勢をもっている。
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◎地球:A-3,B-1,B-3

1.中等理科教育の現状と課題を理解できる。　(A-3)

2.理科教育課程の変遷を理解できる。　(B-3)

3.高等学校学習指導要領理科改訂の趣旨と要点を理解できる。　(B-3)

4.高等学校理科・各科目の目標と内容を理解できる。
　(B-1)

5.理科教育の基礎理論や理科授業の理論に関する基礎的な知識を習得すること
ができる。　(A-3)

6.理科の基本的な学習指導や学習評価を理解できる。　(B-1)

7.理科の授業技術が向上するように授業展開・方法の工夫改善を考えることが
できる。　(B-3)

8.学習指導案を作成でき、模擬授業をとおして基礎的な授業技術や理科指導を
習得することができる。　(B-3)

◎　地球圏科学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　地球圏を構成する「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」に
ついての知識をもっている。
A-2　「地球科学」、「地球物理学」または「生物科学」の専門知識を身
につけている。
A-3　地球とその環境で観察される現象を正しく理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　地球圏で起こる現象に関する知識・理解を適切に運用できる。
B-2　各圏間の相互関連性を探求する実験や観察、情報活用ができる。
B-3　自身の考えを論理的に構成して、明快なプレゼンテーションができ
る。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　地球とその環境に関する課題を自ら学修する態度をもっている。
C-2　幅広い知識と視野にもとづいて地球規模の問題解決に取り組む意欲
をもっている。
C-3　地球とその環境に関する知識・理解および技能で社会に貢献する姿
勢をもっている。
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