
2019-6010000642-01幾何学序論

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

佐野　友二

◎－－－　概要　－－－◎

ものの形やその性質を扱う幾何学は直感的であり，それゆえに
長い歴史を持っています．この講義では，幾何学の歴史的背景
を含めて幾何学（平面幾何）のいくつかのトピックスを通じて
幾何的思考力を伸ばすことを目標としています．特に幾何学的
な直感をいかに論理的に理解・表現するかをテーマにして講義
は行われます．

はじめに高校までで学んできた幾何学（特に平面幾何）の概観
を紹介します．

そのあと，具体的なトピックスについて考えていきます．

- 図形の合同条件
- 円と反転
- 射影幾何学
- 複素数と幾何学

講義において正解を得ることよりも，自分で考え，それを他の
人が理解できるように数学的に表現することが重視されます．

◎－－－　到達目標　－－－◎

幾何学の問題を知り，その背景を説明できるようになる．(知
識・理解)

幾何学を直感と論理の両面から議論できるようになる．(技能)

幾何学の問題を通じて抽象化と具現化の手順を学び，数学を問
題解決のアプローチを学ぶ

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

- （予習）前回のノートを読み，内容を思い出しておく．（30
分）
- （復習）授業時に課題を示します．それについて期限までに
回答を作成・提出する．（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

- 定期試験では，講義で扱ったトピックスについて正しく理解
し，具体的な計算ができるようになったかを評価します．
- レポートでは，それぞれのトピックスで提示した問題を通じ
て，自分の考えを明確に記述できているかを評価します．
- 定期試験（60%），開講期間内に提示されるレポート課題
（40%）によって評価します．

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しません．

◎－－－　参考書　－－－◎

幾何学入門（上）：コクセター著（筑摩書房）　ISBN
4480092412

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

- 疑問点は放置せずに担当教員に質問したり，自分で調べ
て解決してください．
- レポート課題は必ず提出してください．

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 高校までで学んできた幾何学に関する概説
2. 三角形の合同条件：ユークリッド幾何学と公理
3. 三角形の合同条件：合同と等長変換
4. 三角形の合同条件：等長変換の性質
5. 三角形の合同条件：相似変換
6. 円と反転 ：反転と方べき
7. 円と反転 ：反転平面と円円変換
8. 円と反転 ：アポロニウスの円
9. 射影幾何学：立体射影
10. 射影幾何学：射影平面
11. 射影幾何学： 平面幾何学への応用
12. 複素数と幾何学：複素数平面
13. 複素数と幾何学：1 次変換
14. まとめ
15. 問題演習



2019-6010000642-01幾何学序論

佐野　友二

◎応数応用数:A-1,B-1

1.幾何学の問題を知り，その背景を説明できるようになる．　(A-1)

2.幾何学を直感と論理の両面から議論できるようになる．　(B-1)

3.幾何学の問題を通じて抽象化と具現化の手順を学び，数学を問題解決のアプ
ローチを学ぶ

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。

◎応数社会数:A-1,C-1

1.幾何学の問題を知り，その背景を説明できるようになる．　(A-1)

2.幾何学を直感と論理の両面から議論できるようになる．

3.幾何学の問題を通じて抽象化と具現化の手順を学び，数学を問題解決のアプ
ローチを学ぶ　(C-1)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000722-01基礎線形代数及び演習「応用数学コース」

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

桑江　一洋

◎－－－　概要　－－－◎

中学、高校で学んだ様々な代数学の基礎知識（四則演算、結合
法則、交換法則、分配法則など）を深く考察することにより、
大学で学ぶ公理化された代数学、さらには、公理化された数学
全体の基礎が理解できる。「基礎線形代数及び演習」では、高
校までに学んだ数学を基礎として大学で学ぶ数学へと理解を進
めて行く。線形代数は、応用数学科の専門科目で学ぶ代数、幾
何、解析、情報などの分野の基礎となる科目である。また、線
形代数の理論に現れる様々な考え方が現代数学の典型的なモデ
ルとなっており、これを学ぶことで数学的な考え方や表現の方
法に習熟することになる。 このように重要な科目である線形代
数を十分に理解し身につけるために、前期の「基礎線形代数及
び演習」では授業計画で示している項目を中心として行列の基
礎を学ぶが、主に行列と行列式について具体的な計算を通して
線形代数学の基礎を理解する。高校までに学んだ代数学に関す
る予備礎知識の概説についてはプリントで補足する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

行列の積について計算ができる。(知識・理解)

連立1次方程式が解ける。(技能)

基本変形を理解し、行列の階数を決定できる。(技能)

基本解、特殊解、一般解の意味を正確に理解する。 (技能)

行列式の性質を自由に使える。(技能)

2次の行列式の図形的な意味を理解し，応用できる。(態度・志
向性)

線形空間と線形写像の定義を理解し、証明ができる。(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

教科書の問題や配布する演習問題を黒板で解けるように講義時
間外に最低３時間は準備しておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験（60％）中間テスト（20％）演習の発表回数（20％）
として評価する。
 

◎－－－　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) およびプリント

◎－－－　参考書　－－－◎

理系なのに単位取るだけで良いの？　線形代数　羽田京　
著　MSE Lab　ISBN 4990877500

◎－－－　授業計画　－－－◎

1． 行列と行列の計算
2． 点の移動と行列
3． 連立1次方程式の解法
4． 行列の基本変形と階数
5． 斉次方程式、基本解、特殊解、一般解
6． 高校までに学んだ代数学に関する予備礎知識の概説
7． 応用と問題
8． 2次と3次の行列式
9． 3次行列式の性質
10．行列の正則判定と逆行列
11．4次以上の行列式
12．連立1 次方程式（クラメルの解法）
13．2次の行列式の図形的な意味
14．まとめ１
15．まとめ２

1つの項目が2コマに対応している。そのうち1回が講義で1
回が演習とする。



2019-6010000722-01基礎線形代数及び演習「応用数学コース」

桑江　一洋

◎応数応用数:A-1,B-1,C-2

1.行列の積について計算ができる。　(A-1)

2.連立1次方程式が解ける。　(B-1)

3.基本変形を理解し、行列の階数を決定できる。　(B-1)

4.基本解、特殊解、一般解の意味を正確に理解する。 　(B-1)

5.行列式の性質を自由に使える。　(B-1)

6.2次の行列式の図形的な意味を理解し，応用できる。　(C-2)

7.線形空間と線形写像の定義を理解し、証明ができる。　(C-2)

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。



2019-6010000722-02基礎線形代数及び演習「社会数理・情報コース」

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

保坂　亮介

◎－－－　概要　－－－◎

　何かを何かに対応させる規則があるとき、その規則のことを
写像と言います。写像のうち、ある2つのものの和を移したも
のが、それぞれを移したものの和に等しく、あるものの定数倍
を移したものが、移したものの定数倍に等しい、という性質を
もつものを線形写像と言います。このような線形写像の性質
を、代数計算(足し算と掛け算)によって調べるのが「線形代
数」です。
　もう少し詳しく述べると、線形写像では、写した後の点の座
標は、移す前の点の座標の1次関数になっているので、移す前
の点の座標と移した後の点の座標をそれぞれ位置ベクトルと見
ると、線形写像では、数を表のようにまとめて書いた「行列」
によってこれら2つのベクトルは結びつけられることがわかり
ます。つまり、線形写像の性質を調べることと、行列を代数計
算で調べることは全く同じになります。あるいは「連立1次方
程式」を解くことを、線形写像によって移した後の点がわかっ
ている時に、移す前の点を求める問題、と捉えれば、やはり連
立方程式の係数からなる行列の性質を調べることと同じになり
ます。
　このような線形写像はあらゆる場面で登場しますので、線形
代数はこれから勉強していくことのすべての基礎(のうちの1つ)
になる、と言っても言いすぎではありません。
　この講義では、まずは行列の代数計算に慣れることを目標に
しますが、計算の背後にある意味を理解するように、いつも心
がけて下さい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

行列などの線形代数の基礎を理解する(知識・理解)

線形代数の応用の広さを理解する(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：講義で示される次回の内容について確認しておく（90
分）
復習：講義内容と演習問題を復習し、学んだ内容を完璧に習得
する（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

中間・定期試験による評価：７０％
レポート課題を含む平常点による評価：３０％

◎－－－　テキスト　－－－◎

特になし。適宜プリント等を配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

ストラング：線形代数イントロダクション　ISBN
978-4-7649-0405-7
初めて学ぶ人のための行列と行列式　ISBN
978-4563004903

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション
2. ベクトルと線型結合
3. 長さと内積
4. 行列
5. まとめ（1）
6. ベクトルと線型方程式
7. 消去の考え方
8. 行列を使った消去
9. 行列操作の規則
10. 逆行列
11. LU分解
12. 転置と置換
13. まとめ（2）
14. ベクトルの空間
15. 零空間
16. 階数と行簡約階段行列
17. Ax=bの一般解
18. 線型独立・基底・次元
19. 4つの部分空間の次元
20. まとめ（3）
21. 4つの部分空間の直交性
22. 射影
23. 最小二乗近似
24. 直交基底
25. グラムシュミットの直交化法
26. まとめ（4）
27. 行列式の性質
28. 置換と余因子
29. クラメルの定理
30. まとめ（5）



2019-6010000722-02基礎線形代数及び演習「社会数理・情報コース」

保坂　亮介

◎応数社会数:A-1,C-1

1.行列などの線形代数の基礎を理解する　(A-1)

2.線形代数の応用の広さを理解する　(C-1)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000721-01基礎微分積分及び演習「応用数学コース」

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

仙葉　隆

◎－－－　概要　－－－◎

　微分積分は数学の中でもっとも応用範囲が広く、どの専門分
野を学ぶ上でも必要となる。そして、微分積分の基本的な理論
を理解し計算力を養う事がより高度な数学を理解する手助けと
なる。本講義では微分積分の中の１変数関数の微分に焦点をあ
て、高校で学んだ事柄の復習も行いながら基礎的な理論を解説
し理論の理解や計算力を養う事を目的として演習を行う。
　高校で習った微分積分に加えて、逆三角関数やテイラー展開
など新たな関数や理論を学ぶ。このような新たな知識に加えて
高校で習った事柄を深く理解し高度な数学を学ぶ基礎を作るた
めに演習や教科書にある問題を積極的に解いて欲しい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

多項式、三角関数、指数関数などの代表的な関数の微分が分
かっている。(知識・理解)

微分に関する公式を用いて代表的な関数の積・合成関数・逆関
数の微分ができる。(技能)

理論や数式を用いて説明ができる事を目標にして、積極的に演
習等の課題に取り組むようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次回の講義に関連する教科書の内容を確認し疑問点を整
理する。（30分）
復習：前回の講義ノートを読み、関連する教科書の問題を解
く。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験60%、演習40%で評価する。
　定期試験においては、設問に対する結論のみでなく結論に至
るまでの道筋が数式や文章を用いて説明されているかを評価の
基準とする。
　演習においては、設問に対する結論のみでなく結論に至るま
での道筋を数式や文章を用いて説明することを心がけて解答を
作成しているか、そして配布される解答例と比較しながら自分
の作成した解答の間違いや説明不足の点を確認して修正できて
いるかを評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

戸田　暢茂著　微分積分学要論（学術図書出版）
ISBN978-4-87361-120-4

◎－－－　参考書　－－－◎

　微分積分学の教科書はどれも本講義の参考となり得ま
す。
　いろいろな難易度の教科書があるので図書館や書店など
でいくつかの教科書を確認し、教科書以外の副読本として
自分にあったものを見つけてほしい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 高校までに学んだ解析学のまとめ
2. 実数と数列
3. 関数の極限
4. 連続関数
5.導関数
6. 合成関数と逆関数
7. 三角関数と逆三角関数とそれらの微分
8. 指数関数と対数関数とそれらの微分
9. 高次導関数
10. 関数の増減と極値
11. 不定形の極限
12. 曲線の凹凸
13. テイラーの定理とテイラー展開
14. パラメータ表示とその微分法
15．まとめ

1つの項目が2コマに対応している。そのうち1回が講義で1
回が演習とします。



2019-6010000721-01基礎微分積分及び演習「応用数学コース」

仙葉　隆

◎応数応用数:A-1,B-1,C-2

1.多項式、三角関数、指数関数などの代表的な関数の微分が分かっている。　
(A-1)

2.微分に関する公式を用いて代表的な関数の積・合成関数・逆関数の微分がで
きる。　(B-1)

3.理論や数式を用いて説明ができる事を目標にして、積極的に演習等の課題に
取り組むようになる。　(C-2)

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。



2019-6010000721-02基礎微分積分及び演習「社会数理・情報コース」

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

高倉　真由美

◎－－－　概要　－－－◎

私たちの身の回りには, いつまでも同じ, というものは少なくて,
むしろどんどん変化していくものばかりです. たとえば気温, 風
向き, 潮の満ちひき, 太陽の位置などの自然現象や, 人口や株価
などの社会現象まで, いくらあげてもきりがありません. これら
は, 朝8時の気温は何度, 9時の気温は何度, というように時間を
決めるたびにその時間の気温が対応していますが, この対応そ
のものが関数です.
そうすると次に その関数はどのように変化するだろうか? とい
うことが知りたくなります. そのためには8時から9時の間の気
温の変化, 9時から10時の間の気温の変化を調べればいいでしょ
う. 1時間ごとではなく, 30分ごとに温度を測ればもっと詳しい
変化の様子がわかります. さらに細かく10分ごとの変化, 1分ご
との変化を考えて, それだったらいっそのこと瞬間の変化はど
うなるだろう? ということを考えると, 関数を微分する, という
ことに行き着きます.
このように微分は関数の変化する様子を捉えるための便利な道
具です.
講義では多項式の関数や指数関数, 三角関数を微分したらどう
なるだろうか? ということから出発して, かけ算になっている関
数や合成関数を微分する方法を学びます. さらにいろいろな関
数を直線や放物線で近似し, そのことを使って関数の増減を調
べます.

◎－－－　到達目標　－－－◎

数列の極限の計算ができる。(知識・理解)

関数の極限、連続性を理解できる。(知識・理解)

さまざまな関数の導関数・高階導関数を求めることができる。
(知識・理解)

微分法を使って、関数の増減・極値・凹凸を調べることができ
る。(知識・理解)

自然現象・社会現象を表す関数について興味が持てる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義前に必ずテキストに目を通しておき、講義後には講義ノー
トを読み返し、課題として出された問題に取り組む。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

演習(10％), 中間テスト(30％), 定期テスト(60％)

◎－－－　テキスト　－－－◎

竹縄　知之　著
「コア・テキスト微分積分」（サイエンス社）
ISBN978-4-7819-1241-7

◎－－－　参考書　－－－◎

微分積分の本は, たくさん出版されています．まずは図書
館や書店で色々な本を手に取ってみて, 自分の気に入った
ものを見つけてみてください．

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回、講義時間の後半に演習問題を各自解き提出。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　高校までに学んだ解析学の基礎の
　　まとめ
２　三角関数
３　逆三角関数
４　指数関数・対数関数
５　数列の極限（定義・性質）
６　数列の極限の計算
７　ネイピア数
８　無限級数
９　関数の極限（定義・性質）
10　自然対数の底に関する極限
11　三角関数に関する極限
12　連続関数
13　中間値の定理
14　導関数の定義
15　基本的な関数の導関数
16　微分の公式
17　合成関数の微分
18　逆関数の微分
19　対数微分法
20　パラメータ表示と微分
21　中間テスト
22　高階導関数
23　平均値の定理
24　不定形の極限　
25　関数の増減と極値
26　曲線の凹凸の判定
27　グラフの概形
28　テイラーの定理
29　テイラー展開
30　まとめ

中間テストの実施時期は講義の進度により、変更になる場
合がある。



2019-6010000721-02基礎微分積分及び演習「社会数理・情報コース」

高倉　真由美

◎応数社会数:A-1,C-1

1.数列の極限の計算ができる。　(A-1)

2.関数の極限、連続性を理解できる。　(A-1)

3.さまざまな関数の導関数・高階導関数を求めることができる。　(A-1)

4.微分法を使って、関数の増減・極値・凹凸を調べることができる。　(A-1)

5.自然現象・社会現象を表す関数について興味が持てる。　(C-1)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000643-01社会数理のための数学実習Ⅰ「社情ｺｰｽ」（社会科学における数理モデル入門）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：実習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

杉万　郁夫

◎－－－　概要　－－－◎

　これから学ぶ社会数理という分野では、社会の動きや仕組み
を表現するためにさまざまな「数理モデル」を使います。表現
したい現象のある側面をとりだし、その部分の原理を表す数式
や数学的な構造を用いて、モデルを構成していきます。そのモ
デルを分析することで、モデルを形作った原理が現象のどの部
分に関係しているのかを知ることができます。数理モデルとい
うと難しそうですが、例えば、高校で学んだいろいろな関数
も、変数が具体的な意味をもつと、ある現象を表す最も基本的
な数理モデルとして解釈することができます。また、これまで
抽象的な数量を扱う方法として身につけてきた数学も、現実的
な状況をイメージしながら数理モデルとして理解していくこと
で、そこで用いられている数学への理解が深まります。
　この実習では、既に学んだ数学を基礎とする初等的な数理モ
デルやその分析を紹介します。前半は、まだ、数学的な基礎を
あまり学んでいない時期ですので、多くの量をコンピュータに
計算・表示させ、そこから分析の方針を見出す方法をとりま
す。後半になると、同時に履修している微分積分や線形代数で
学んだ内容を用いたモデルや分析も登場してくることになりま
す。何を学ぶときにも、数理モデルとの関連を意識しながら学
ぶ習慣をつけてほしいと思います。それが、数学的な考え方を
活かせる能力につながるはずです。

◎－－－　到達目標　－－－◎

社会現象を数理モデルを用いて分析する価値を理解し、その役
割を説明できる。(知識・理解)

分析した結果をまとめたり、発表したりすることができる。
(技能)

コンピュータを用いて、データをグラフで表したり、基本的な
分析をしたりすることができる。(技能)

個人やグループワークの長所を理解し、それらを生かした学習
への意欲をもっている。(態度・志向性)

社会的なデータの分析に興味を持ち、学び続けたいと思ってい
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎週のように新しい分析方法が出てきます。分析の意味を理
解し、実習時間中に学んだ手法を見直してください。（30分）
また、個人、グループで取り組む課題も出します。じっくり時
間をかけて取り組むと、力がつくと思います。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験は実施しません。講義時間に行う個人学習やグルー
プ学習への参加姿勢（30％）や報告レポート（30％）、期末に
取り組む提出課題（40％）により評価を行います。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは使用しません。講義や実習の単元ごとに、プ
リントを配付する予定です。

◎－－－　参考書　－－－◎

　この実習の内容に即した参考書は見当たらないように思
います。同時に学ぶ数学の進度にあわせて、実習の中で紹
介していく予定です。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　この実習では、同時に開講される「基礎微分積分及び演
習」や「基礎線形代数及び演習」の理解が欠かせません。
また、コンピュータによる数値計算では「情報入門Ⅰ」で
学ぶ知識を前提とします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　データと視覚化
　　　（日本の人口データを読む。）
　２　総量と変化量のグラフ
　　　（Excel入門）
　３　グループ学習
　　　（データを分析する着眼点）
　４　Web活用実習（１）
　　　（分析事例の収集・着眼点を広げる。）
　５　Web活用実習（２）
　　　（データベースを活用したデータ収集）
　６　グループ学習
　　　（ディスカッションとテーマ分担）
　７　大きい変化と小さい変化　
　　　（データの分析を深める技術）
　８　変化に早く気付くには。　
　　　（複数の指標を比較する。）
　９　数理モデルとしての関数
　　　（数理モデルが表現しているもの）
１０　グループ学習
　　　（レポートの作成と個人テーマ）
１１　社会分析における基礎データの役割
　　　（因果関係を分析する必要性を知る。）
１２　関係を分析する方法
　　　（散布図と回帰分析）
１３　レポート作成（１）
　　　（問題意識を固めるディスカッション）
１４　レポート作成（２）
　　　（数理モデルを用いたデータ分析）
１５　レポート作成（３）
　　　（分析・考察をまとめる。）



2019-6010000643-01社会数理のための数学実習Ⅰ「社情ｺｰｽ」（社会科学における数理モデル入門）

杉万　郁夫

◎応数社会数:A-2,B-1,B-2,C-2,C-3

1.社会現象を数理モデルを用いて分析する価値を理解し、その役割を説明でき
る。　(A-2)

2.分析した結果をまとめたり、発表したりすることができる。　(B-1)

3.コンピュータを用いて、データをグラフで表したり、基本的な分析をしたり
することができる。　(B-2)

4.個人やグループワークの長所を理解し、それらを生かした学習への意欲を
もっている。　(C-2)

5.社会的なデータの分析に興味を持ち、学び続けたいと思っている。　(C-3)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000644-01社会数理のための数学実習Ⅱ「社情ｺｰｽ」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：実習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

松浦　望

◎－－－　概要　－－－◎

　前期の「社会数理のための数学実習Ⅰ」では、社会現象の表
現と分析のために、数理モデルをたてることを学びました。
データにひそむ複雑な構造を解きほぐし、分析を進めていくた
めには、多くの変量を一斉にとりあつかうための学問が必要と
なります。それが線形代数です。
　授業計画を見てください。実習内容が数学の専門用語によっ
て端的に表現してありますが、恐れることはありません。ベク
トルは抽象的なものではなく、社会現象を表すデータの集まり
なのだ、という意識を常に持ち、そのような応用的観点から線
形代数にアプローチします。同時に開講される「線形代数及び
演習」とは相互補完的な関係になり、両科目の理解を深めるこ
とができるだろうと思います。この実習では特に、部分空間へ
の射影を理解して、分析の道具として使いこなせるようにする
ことを目標にします。また、射影の直接の応用として、単回帰
モデル（線形モデル）と重回帰モデル（多項式モデル）を紹介
します。これはすでに前期の実習において、直線のあてはめ・
放物線のあてはめ、として登場していたものですが、ここでは
線形代数の枠組みによって、まったく違う理解の仕方を提示す
ることになります。射影の考え方は、多くの分析手法の基礎と
なっているため、それを習得することはとても大切です。
　授業中に行う小テストやレポート課題を通じて、分析に用い
る数学が、前期の実習に比べてずっと高度になっていることを
実感し、味わってほしいと思います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

部分空間への射影について説明することができる。(知識・理
解)

部分空間への射影を用いて数理モデルを構築し、現象を分析す
ることができる。(技能)

線形写像に対する理解を生かして、社会システムや情報システ
ムの分析または構築に取り組む意欲がある。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

実習科目なので復習が中心になります。復習には1時間をかけ
ることが目安です。予習はとくに必要ありません。社会科学に
おける数理モデルとして線形代数を活用するためには、線形代
数の概念や操作をできるだけ直観的に（図形的なイメージとし
て）理解しておくことが肝心です。毎時間の復習を通して、図
を描いて考える、という習慣を付けてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業中に行う小テストの出来具合（7割）およびレポート課題
の達成度（3割）を、到達目標に照らして測定し、評価しま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

指定しません。必要な資料を適宜配布します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　導入
　２　ベクトル空間   
　３　部分空間   
　４　基底と次元   
　５　線形写像   
　６　像と核   
　７　次元定理   
　８　射影 (1)   
　９　射影 (2)   
１０　射影 (3)   
１１　単回帰モデル   
１２　重回帰モデル   
１３　その他の分析手法 (1)
１４　その他の分析手法 (2)
１５　まとめと展望



2019-6010000644-01社会数理のための数学実習Ⅱ「社情ｺｰｽ」

松浦　望

◎応数社会数:A-2,B-2,C-3

1.部分空間への射影について説明することができる。　(A-2)

2.部分空間への射影を用いて数理モデルを構築し、現象を分析することができ
る。　(B-2)

3.線形写像に対する理解を生かして、社会システムや情報システムの分析また
は構築に取り組む意欲がある。　(C-3)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000640-01情報入門Ⅰ

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

白石　修二

◎－－－　概要　－－－◎

インターネットサーフィンしているとき、
いろいろなページを目にします。
画像あり、動画あり、音あり、オンラインショッピングの入力
画面があったり、また、地図を利用できたりなどなど．

さて、このいろいろなページにはどれも裏側があります。さま
ざまな趣向で作られ、バラエティに富むホームページの裏側
は、表のページとは似ても似つかない無味乾燥な言葉の羅列で
一見＜訳の分からない言葉＞が書かれているのみです。

しかし、表の華やかなページと裏側の言葉は明らかに一対のも
のです。
繰り返しじっくり眺めると規則があることも分かってきます。

この裏側の、一見訳の分からない言葉が＜コンピュータが理解
できる言葉＞つまり＜プログラム＞と言われるものです。

この講義では高校で学習したコンピュータの仕組みや情報処理
について復習した後、少しずつホームページ作りを通して、プ
ログラムを学んでいきます。

「習うより慣れろ」の精神で、コンピュータを徹底的に使いこ
なして、最終課題で、自分のホームページをつくります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ホームページ作りを通してコンピュータを使いこなすことがで
きる(知識・理解)

基数変換(2進数、16進数など)について理解できる(技能)

ホームページ作りを通して、数学のみならず幅広い教養が身に
つく

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の授業範囲を指定urlで予習しておくこと。

授業終了時に示す課題についてレポート作成すること。

予習に３０分程度、復習やレポート作成に少なくとも１時間半
程は必要。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

レポート（30%）、期末試験(70%)で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

プリントを配布する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 高校で学習した情報に関するまとめ
2. 電子メール
　　タイピング
　　e-learning
3. 文章作成
　　テキストエディタ
　　ホームページ公開方法
4. リンク
5. お絵かき
6. ビデオ撮影
7. 復習とまとめ
8. スタイルファイル
9. CSS詳細
10. タグの復習
11. フォルダの整理
12. ボタン
13.クラウドサービスの利用
　　アプリケーション
　　Google　etc
14. 最終課題
15. HTMLトピック紹介



2019-6010000640-01情報入門Ⅰ

白石　修二

◎応数応用数:A-2,B-3

1.ホームページ作りを通してコンピュータを使いこなすことができる　(A-2)

2.基数変換(2進数、16進数など)について理解できる　(B-3)

3.ホームページ作りを通して、数学のみならず幅広い教養が身につく

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。

◎応数社会数:A-3,B-3,C-3

1.ホームページ作りを通してコンピュータを使いこなすことができる　(A-3)

2.基数変換(2進数、16進数など)について理解できる　(B-3)

3.ホームページ作りを通して、数学のみならず幅広い教養が身につく　(C-3)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000641-01情報入門Ⅱ

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

白石　修二

◎－－－　概要　－－－◎

前半では、復習も兼ねて、一歩進んだホームページ作りをしま
す。
その１．スマートに表現する方法を学びます。
その２．プログラミング言語javascriptを用いて、アニメーショ
ンを含む
動的なホームページ作りを行います。

随時、文字や画像等の理論的な内容にも触れます。
これで前期学習した内容を、＜数学的な視点＞から見つめ直す
ことが
可能となります。

後半では、コンピュータを用いての数学計算を数学アプリ
Mathematica を用いて行います。方程式を解いたり、グラフや
図形処理、乱数の数学実験を予定してます。
また、もうひとつのコンピュータ Unix の世界に少しだけ触れ
ていきます。
この講義をきっかけにして、さらにUnix の勉強を続けると、
コンピュータの仕組みや動きをより深く理解することができる
ようになります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

プログラミング限JavaScript でのホームページを作成できる(知
識・理解)

Unix というもう１つのコンピュータにも慣れる(技能)

コンピュータでのデータ表現(文字コード、負の整数など)を理
解できる

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の授業範囲を指定urlで予習しておくこと。

授業終了時に示す課題についてレポート作成すること。

予習に３０分程度、復習やレポート作成に少なくとも１時間半
程は必要。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

レポート(30%)、期末試験(70%)で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

プリントの配布。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. ガイダンス
2. css
3. javascript　(js と略記)
4. js (文字)
5. js (画像)
6. js (動画)
7.まとめと復習
8. Mathematica演習
9. 数学実験
10.Unix入門
11.アプリケーション
12.いろいろなコマンド
13.検索いろいろ
14.最終課題
15.まとめとこれから



2019-6010000641-01情報入門Ⅱ

白石　修二

◎応数応用数:A-2,B-3

1.プログラミング限JavaScript でのホームページを作成できる　(A-2)

2.Unix というもう１つのコンピュータにも慣れる　(B-3)

3.コンピュータでのデータ表現(文字コード、負の整数など)を理解できる

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。

◎応数社会数:A-3,B-3,C-3

1.プログラミング限JavaScript でのホームページを作成できる　(A-3)

2.Unix というもう１つのコンピュータにも慣れる　(B-3)

3.コンピュータでのデータ表現(文字コード、負の整数など)を理解できる　
(C-3)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000639-01数学総合Ⅰ「応用数学ｺｰｽ」

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

坂田　繁洋、江崎　翔太、三石　史人、宮内　敏行、柳　青

◎－－－　概要　－－－◎

この講義の目的は、「集合」「関数」といった数学の中でも基
礎的な題材を総合的に学び、それらを通して数学の基本的な概
念や用語・記号の使い方、また数学特有の文章などに慣れ親し
むことである。上にあげた題材は、これから本学科で学ぶどの
科目においても必要とされる基礎知識である。本講義では、計
算処理能力の習得に加え、抽象的な事柄に対する思考能力の向
上を目指すことにより数学における総合力を養う。高校までと
比べて大学で学ぶ数学はより抽象化された厳密な議論を積み重
ねていくため、用語・記号の使い方や文章の表現に独特のスタ
イルがある。このことに早いうちから慣れておくことは、数学
の他の科目を学ぶ上でも非常に助けになるであろう。そこで、
まずは本講義で扱う比較的簡単な題材を通して、数学でよく使
われる文言や数学特有の表現に積極的に触れ、そしてそれらを
使う努力をして欲しい。
　なお、本講義は受講者をいくつかのグループに分けて少人数
教育を行う。一方向的になりがちな多人数講義と異なり、少人
数教育の利点は受講者と担当者の間で双方向的な授業が行いや
すいことである。この利点を充分に活かすため、本講義では受
講者が積極的・能動的に授業に参加することが期待される。ま
た、本講義の内容のみに限らず大学での勉強方法や生活上のこ
となどについて疑問や不安があるときには積極的に担当者にた
ずねてみるようにしてほしい。
　また、この講義では毎回その日の内容の復習のため課題を出
す。この課題の勉強を単なる計算練習に終わらせるのではな
く、レポートとして提出するときには、先に述べたように数学
の記号や数学特有の文章を用いて正確な数学の文章として表現
するように努力してほしい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

集合についての基本的な用語と記号の意味を説明できる。(知
識・理解)

関数についての基本的な用語と記号の意味を説明できる。(知
識・理解)

集合についての基本的な命題を文章や記号を用いて証明でき
る。(技能)

関数についての基本的な命題を文章や記号を用いて証明でき
る。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回の講義でレポート問題を課す。このレポート問題は、その
講義の復習と次回の講義の予習となるので、テキストとして使
用しているプリントとノートを参考に作成し提出すること。
（毎回60分を目安とする。提出した課題は、添削して返却す
る。）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価は定期試験（100%）によって行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

プリントを配付する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　本講義では計算の習熟だけでなく、大学で数学を勉強し
ていく上で重要となる数学の基本的な概念や用語・記号の
使い方、また数学特有の文章などに慣れ親しむことを目的
としている。
これらの事柄は、高校までの数学ではあまり重要視されて
こなかった事柄であるが、大学で学ぶ数学を理解する上で
は1番大切な事となるので、手を抜かないでしっかりと勉
強をしてほしい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回から第２回 集合の表現
第３回から第５回 集合の演算および論証
第６回から第７回 いろいろな関数
第８回から第９回 関数の定義・性質
第１０回から第１２回 無限個の集合の和集合と共通部分
第１３回から第１４回 集合の演算と関数
第１５回 まとめ



2019-6010000639-01数学総合Ⅰ「応用数学ｺｰｽ」

坂田　繁洋、江崎　翔太、三石　史人、宮内　敏行、柳　青

◎応数応用数:A-1,B-1

1.集合についての基本的な用語と記号の意味を説明できる。　(A-1)

2.関数についての基本的な用語と記号の意味を説明できる。　(A-1)

3.集合についての基本的な命題を文章や記号を用いて証明できる。　(B-1)

4.関数についての基本的な命題を文章や記号を用いて証明できる。　(B-1)

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。



2019-6010000724-01線形代数及び演習「応用数学コース」

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

桑江　一洋

◎－－－　概要　－－－◎

中学、高校で学んだ様々な代数学の基礎知識（四則演算、結合
法則、交換法則、分配法則など）を深く考察することにより、
大学で学ぶ公理化された代数学、さらには、公理化された数学
全体の基礎が理解できる。
「線形代数及び演習」では、高校までに学んだ数学と「基礎線
形代数および演習」で学んだことを基礎として大学で学ぶ数学
へと理解を進めて行く。
　線形代数は、応用数学科の専門科目で学ぶ代数、幾何、解
析、情報などの分野の基礎となる科目である。
また、線形代数の理論に現れる様々な考え方が現代数学の典型
的なモデルとなっており、これを学ぶことで数学的な考え方や
表現の方法に習熟することになる。
このように重要な科目である線形代数を十分に理解し身につけ
るために、前期で学習した内容を踏まえて、「線形代数及び演
習」では授業計画で示している内容について、多くの具体的な
例を通して学び、基底や次元および線形写像の性質など線形空
間の構造が理解できるようになる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ベクトルの内積と外積を理解し、応用できる。(態度・志向性)

線形結合、1次独立、１次従属の定義を正確に理解する。(知
識・理解)

部分空間の基底と次元を決定できる。 (技能)

一般の線形空間の基底と次元を理解する。(技能)

固有値、固有ベクトル、固有空間を決定できる。 (技能)

行列の対角化ができる。(技能)

行列の対角化可能の条件を理解する。(技能)

ジョルダンの標準形を理解する。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

教科書の問題や配布する演習問題を黒板で解けるように講義時
間外に最低３時間は準備しておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験（60％）中間テスト（20％）演習問題発表（20％）と
して評価する。

◎－－－　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) およびプリント

◎－－－　参考書　－－－◎

理系なのに単位取るだけで良いの？　線形代数　羽田京　
著　MSE Lab　ISBN 4990877500

◎－－－　授業計画　－－－◎

1． ベクトルの内積と外積
2． n次列ベクトルの集合とその性質
3．　ベクトルの1次独立
4． 部分空間の例
5． 部分空間の基底と次元
6． 高校までに学んだ代数学の基礎のまとめと応用の展望
7． 一般の線形空間の基底と次元
8． 固有値と固有ベクトルの定義と性質
9． 固有値、固有ベクトル、固有空間の求め方
10．行列の対角化と固有値、固有ベクトル
11．対角化可能の条件
12．n次の行列の対角化
13．ジョルダンの標準形
14．まとめと発展１
15．まとめと発展２

1つの項目が2コマに対応している。そのうち1回が講義で1
回が演習とする。



2019-6010000724-01線形代数及び演習「応用数学コース」

桑江　一洋

◎応数応用数:A-1,B-1,C-2

1.ベクトルの内積と外積を理解し、応用できる。　(C-2)

2.線形結合、1次独立、１次従属の定義を正確に理解する。　(A-1)

3.部分空間の基底と次元を決定できる。 　(B-1)

4.一般の線形空間の基底と次元を理解する。　(B-1)

5.固有値、固有ベクトル、固有空間を決定できる。 　(B-1)

6.行列の対角化ができる。　(B-1)

7.行列の対角化可能の条件を理解する。　(B-1)

8.ジョルダンの標準形を理解する。　(B-1)

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。



2019-6010000724-02線形代数及び演習「社会数理・情報コース」

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

柳　青

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義では、前期に「基礎線形代数及び演習」で学んだ知識を
用いて、「線形写像を表現する行列の性質を詳しく調べることによ
り、その線形写像の構造を理解すること」や、「線形写像を簡潔に
表す表現行列を見つけること(行列の固有値、固有ベクトルと対角
化)」について勉強します。これらをもう少し具体的に説明します。
　1つめについて。ある空間のどんなベクトルも1次独立なベクトル
の組の線形結合で表現される時、その1次独立なベクトルの組の個数
を、その空間の「次元」と言います。あるベクトルに線形写像を
「作用」させると、作用させる前のベクトルが属する空間の次元
と、作用させた後のベクトルが属する空間の次元は、必ずしも同じ
にはならず、一般には一部が「つぶれて」しまいます。元のベクト
ルが属する空間の次元と、線形写像を作用させた後のベクトルが属
する空間の次元と、「つぶれてしまう空間」の次元の間の関係を述
べるのが「次元定理」です。「次元定理」により、線形写像の構造
が理解できるようになり、また、連立1次方程式の解の構造もすっき
りと説明がつきます。
　2つめについて。ある線形写像を作用させると「方向が変わらず」
に「なんとか倍」になる時、その「方向が変わらないベクトル」を
「固有ベクトル」と言い、「なんとか倍」を固有値と言います。あ
る線形写像の表現行列を、固有ベクトルを基底として表すと、その
表現行列は固有値を成分とする対角行列になります。この事実を使
うと計算の見通しが非常に良くなり、これらはたとえば多変量解析
(複数の組からなるデータの傾向を分析すること)や画像圧縮技術な
ど、様々な場面で応用されています。
　これらの内容はすべて図形的にイメージできることですので、図
を描きながら講義を行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

2次と3次行列の逆行列を求めることができる。(知識・理解)

固有値と固有ベクトルを計算できて、行列を対角化できる。(知識・
理解)

行列の固有値と固有ベクトルの幾何学的意味を説明できる。(態度・
志向性)

行列式を計算できて、行列式の図形的な意味がわかるようになる。
(知識・理解)

線形写像と行列に関する概念と性質を理解し、広い分野で応用でき
ることがわかる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：テキストの対応する部分を読んでおくこと。
復習：前回の講義のノートをよく読み、テキストの練習問題を自力
で解くこと。週に２時間程度の授業時間外の学習が必要である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価基準：
　行列と線形写像などについて概念を理解できて、基本的な問題を
解けることを評価の基準とします。出題された問題に対する結論の
みでなく、そこに至るまでの過程を講義で説明した方法を用いなが
ら記述できているかを評価基準とします。

②評価方法：
　試験と演習などにおいて答案の記載状況を評価基準に沿って評価
します。

③割合：
　定期試験（50%）、授業時間内に実施するテスト（30%）、レポー
トと演習の取り組み状況（20%）で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

石井俊全(著)
まずはこの一冊から　意味がわかる線形代数
ベレ出版 (2011)
ISBN：9784860642884

◎－－－　参考書　－－－◎

初めて学ぶ人のための行列と行列式　ISBN 9784563004903
思考ツールとしての数学　ISBN 9784320110304
これなら分かる応用数学教室 ―最小二乗法からウェーブ
レットまで　ISBN 9784320017382
線形代数の本は、教科書からお話風のものまで多数ありま
す。図書館で実際に手にとって見て、自分と相性の良さそ
うなものを見つけてください。ここでは、1冊まるごと線
形代数の本ではありませんが、線形代数の応用が書かれて
いるものを3冊紹介します。

秋山献之、小田信行、白石修二、石黒賢士、佐藤拓　共著
初めて学ぶ人のための行列と行列式
培風館(2015)
ISBN：9784563004903

川添充、岡本真彦(著)
思考ツールとしての数学
共立出版(2012)
ISBN：9784320110304

金谷健一(著)これなら分かる応用数学教室
―最小二乗法からウェーブレットまで
共立出版(2003)
ISBN：9784320017382

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

ノートをきちんと取ってください。
ノートには十分に余白を残しておき、後から補足するなど
して、自分だけのノートを作ってください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1回の内容が2コマ分の講義・演習を表す．

1.　2次行列と3次行列の行列式
2.　行列式の性質
3.　行列式の余因子展開
4.　余因子と逆行列
5.　連立方程式のクラメルの公式
6.　行列式の図形的意味
7.　線形写像の表現行列
8.　線形写像の演算
9.　平面線形写像
10.　基底の取替えと線形写像
11.　固有値と固有ベクトル
12.　対角化
13.　対称行列の性質
14.　スペクトル分解
15.　まとめの演習



2019-6010000724-02線形代数及び演習「社会数理・情報コース」

柳　青

◎応数社会数:A-1,C-1

1.2次と3次行列の逆行列を求めることができる。　(A-1)

2.固有値と固有ベクトルを計算できて、行列を対角化できる。　(A-1)

3.行列の固有値と固有ベクトルの幾何学的意味を説明できる。　(C-1)

4.行列式を計算できて、行列式の図形的な意味がわかるようになる。　(A-1)

5.線形写像と行列に関する概念と性質を理解し、広い分野で応用できることが
わかる。　(C-1)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000723-01微分積分Ⅰ及び演習「応用数学コース」

 期別：後期　　単位数：3　　開講年次： 1 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・２時限, 水・３時限　　試験時間割：後日発表　　

成瀬　慶明

◎－－－　概要　－－－◎

　微分積分は数学の中でもっとも応用範囲が広く、どの専門分
野を学ぶ上でも手本となる技法と考え方を修得できる絶好の基
礎科目である。その理論の確固とした理解、確実で力強い計算
力、柔軟に応用できる力を身につけておくことは、これから応
用数学科において進んだ数学を学んでいく上で非常に重要であ
り、皆さんの大きな助けになるはずである。そこで、本講義
（前期：基礎微分積分及び演習、後期：微分積分I及び演習）
では１変数関数の微分積分に焦点をあて、高校の数学II・数学
IIIでも学んだこともおりこみながら、その基礎的な理論を解説
し、同時に多くの演習問題を通じて計算力と応用力を身につけ
てもらうことを目的としている。
　具体的な内容については授業計画を見てもらいたいが、講義
では面積と積分の関係及び微分と積分の関係を説明し、積分の
計算法を確実に身につけます。確かに本講義では復習的な要素
も多く取り入れているが、実は大学で初めて出会うような新し
い事項も早いうちからいろいろと出てくる予定である。した
がって、決して気を抜かず、出された課題はしっかりこなして
いくなど、地道でも着実に学習を進めていくことが大切であ
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

不定積分及び定積分の基礎的な知識を理解できる。(知識・理
解)

不定積分と定積分の計算方法を用いて、不定積分と定積分の基
本的な証明や計算を行うことができる。(技能)

探究心・向上心・好奇心を持ち、主体的に学習できる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：前回の講義ノートと教科書の内容を読み、演習問題を解
く。
復習：今回の講義ノート及び教科書の内容を読み、演習問題を
解く。
授業時間外の学習時間は90分程度です。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

レポートと小テストの成績を20%、定期試験の成績を80%で評
価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

戸田暢茂「微分積分学用論」（学術図書出版社）ISBN
978-4-87361-120-4

◎－－－　参考書　－－－◎

　水本久夫「例と図で学べる微分積分」（裳華房）
ISBN978-4-7853-1546-7.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 高校までに学んだ解析学の基礎及び前期で学んだ微分法
のまとめ
2. 不定積分の計算法ー置換積分
3. 不定積分の計算法ー部分積分
4.不定積分の漸化式
5.有理関数の不定積分.
6.無理関数の不定積分
7.定積分の定義
8. 微分積分学の基本定理
9. 定積分の基本性質
10. 定積分の性質
11. 広義積分の定義
12. 広義積分の収束
13. 広義積分の収束判定法
14. 定積分の応用
15.まとめと演習
1つの項目が2コマに対応している。
そのうち1回が講義と1回が演習とする。



2019-6010000723-01微分積分Ⅰ及び演習「応用数学コース」

成瀬　慶明

◎応数応用数:A-1,B-1,C-2

1.不定積分及び定積分の基礎的な知識を理解できる。　(A-1)

2.不定積分と定積分の計算方法を用いて、不定積分と定積分の基本的な証明や
計算を行うことができる。　(B-1)

3.探究心・向上心・好奇心を持ち、主体的に学習できる。　(C-2)

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。



2019-6010000723-02微分積分Ⅰ及び演習「社会数理・情報コース」

 期別：後期　　単位数：3　　開講年次： 1 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・２時限, 水・３時限　　試験時間割：後日発表　　

高倉　真由美

◎－－－　概要　－－－◎

積分は畑の面積やワイン樽の体積を求めるといった, 私たちの
ごく身近な問題と密接に結びついていることから, 微分よりも
ずっと昔からいろいろな人によって調べられてきました. 古く
はアルキメデス(紀元前287-212)も, 放物線の囲む部分の面積を
求めた, という記録があるくらいです. さらに積分には, 単に図
形の面積や体積を求める, ということにとどまらず, たとえば速
度を表す関数を時間で積分するとその間に進んだ距離がえられ
る, というように幅広い応用があります.
微分が, 関数の変化する様子を捉えるための道具だとすれば, 積
分はそのように変化する関数の値を足し集める操作と言うこと
ができるでしょう. このように一見すると何の関係もないよう
に思える微分と積分が実は昼と夜, 北極と南極のように互いに
逆の関係である, ということを見つけたのがニュートン
(1642-1727)とライプニッツ(1646-1716)で, ふつうはこの時を
もって微分・積分法が発見された, という言い方をします.
講義では面積と積分の関係を使って微分と積分が逆の関係であ
ることを説明し, そのことを使ってすでに勉強した微分の公式
を全部積分の公式に書き換えていきます. また, 計算のテクニッ
クという点では, 積の形の関数の微分の式から部分積分の公式
が, 合成関数の微分の式から置換積分の公式が, それぞれえられ
ることがわかります. さらに積分する区間が無限である場合の
広義積分を学び, 最後に面積や体積を求めたり, 簡単な微分方程
式などの応用について勉強します.

◎－－－　到達目標　－－－◎

積分の定義を理解できる。(知識・理解)

さまざまな関数の不定積分・定積分の計算ができる。(知識・
理解)

積分の応用として、面積・体積などを求めることができる。
(知識・理解)

広義積分を理解することができる。(知識・理解)

自然現象や社会現象などを記述する微分方程式に興味が持て
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義前に必ずテキストに目を通しておき、講義後には講義ノー
トを読み返し、課題として出された問題に取り組む。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

演習(10％), 中間テスト(30％), 定期テスト(60％)

◎－－－　テキスト　－－－◎

竹縄　知之　著
「コア・テキスト微分積分」（サイエンス社）
ISBN978-4-7819-1241-7

◎－－－　参考書　－－－◎

微分積分の本は, たくさん出版されています．まずは図書
館や書店で色々な本を手に取ってみて, 自分の気に入った
ものを見つけてみてください．

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回、講義時間の後半に演習問題を各自解き提出。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　不定積分の定義
２　基本的な関数の不定積分
３　不定積分の置換積分1（解説）
４　不定積分の置換積分2（三角関数）
５　不定積分の置換積分3（無理関数）
６　不定積分の部分積分1（解説）
７　不定積分の部分積分2（計算練習）
８　部分積分と漸化式
９　有理関数の不定積分1（解説）
10　有理関数の不定積分2（計算練習）
11　三角関数の不定積分
12　不定積分のまとめ
13　定積分の定義
14　微分積分学の基本定理
15　定積分の置換積分1（解説）
16　定積分の置換積分2（計算練習）
17　定積分の部分積分1（解説）
18　定積分の部分積分2（計算練習）
19　中間テスト
20　有界区間上の広義積分
21　無限区間上の広義積分
22　図形の面積
23　パラメータ表示された曲線で囲まれる
　 　図形の面積
24　曲線の長さ
25　パラメータ表示された曲線の長さ
26　空間図形の体積
27　回転体の側面積
28　簡単な微分方程式(変数分離法)
29　簡単な微分方程式(定数変化法)
30　定積分のまとめ

中間テストの実施時期は講義の進度により、変更になる場
合がある。



2019-6010000723-02微分積分Ⅰ及び演習「社会数理・情報コース」

高倉　真由美

◎応数社会数:A-1,C-1

1.積分の定義を理解できる。　(A-1)

2.さまざまな関数の不定積分・定積分の計算ができる。　(A-1)

3.積分の応用として、面積・体積などを求めることができる。　(A-1)

4.広義積分を理解することができる。　(A-1)

5.自然現象や社会現象などを記述する微分方程式に興味が持てる。　(C-1)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。


