
2019-701000T115-05化学Ａ「TA」

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

河濟　博文

◎－－－　概要　－－－◎

化学は数学、物理学と並んで科学の基礎をなす科目であり、こ
れに生物学、地学を加えて理科系基礎分野が構成されている。
中でも化学と物理学は、我々の身近な現象や物質の性質を科学
的に理解するために必須である。工学部の多くの学科でも様々
な材料に関してその特性を調べたり、特性を利用したり、特性
を向上させる研究開発に取り組むため、化学の基礎的内容の学
習は重要である。さらに、現代の化学のアプローチは、物質の
性質や変化を「分子レベル」考える、説明できることであり、
その考え方を理解することも必要である。本講義は、幾人かの
偉大な先駆者の成果を取り上げながら、分子レベル、すなわち
ミクロな視点での化学の本質を探るという観点で進めていく。
前期「化学A」では、化学における基礎的事項である、一個の
光・電子・原子という世界から、原子の電子配置、さらに原子
から分子がどのようにしてできるのかを考える。数回の演習で
理解を深める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

原子の構造と性質を説明できる(知識・理解)

化学結合の仕組みを説明できる(知識・理解)

光と物質の基本的性質が説明できる(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習） 　－－－◎

次回授業に関係する指定した資料を事前に予習し、わからない
ことを調べておく。(90分)
毎回授業の最後に行う簡単な振り返り設問を中心に、講義資料
を使い再度自分で復習する。(60分)

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

現代の化学の基本的考え方である「物質の性質と変化につき分
子レベルで理解する」ことの意味を理解し、自分の言葉で、あ
るいは関係式を解くことで説明できるかを評価の基準とする。
定期試験の成績を60％、授業内で実施する演習の成績を40％で
評価する。フィードバックとして演習の解答を解説する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特になし。適宜、講義資料をプリントして配布あるいはネット
上に（アドレスは講義中に示す）アップします。

◎－－－　参考書　－－－◎

新版 大学の化学への招待　ISBN 9784782706862
実感する化学〈上巻〉地球感動編 （改訂）　ISBN
9784860434441
実感する化学〈下巻〉生活感動編 （改訂）　ISBN
9784860434458

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．プロローグ：ミクロに向かって
２．アインシュタインと光
３．バルマーのはなし
４．ボーアのはなし
５．演習
６．ド・ブロイのはなし
７．シュレディンガーのはなし
８．軌道は波動
９．電子はどこに？
１０．演習
１１．化学結合、基本は綱引き
１２．原子から分子へ
１３．水素から酸素まで
１４．ヘテロな分子
１５．演習



2019-701000T115-05化学Ａ「TA」

河濟　博文

◎建築:A-1

1.原子の構造と性質を説明できる　(A-1)

2.化学結合の仕組みを説明できる　(A-1)

3.光と物質の基本的性質が説明できる　(A-1)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。



2019-701000T117-05化学Ｂ「TA」

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

河濟　博文

◎－－－　概要　－－－◎

化学は数学、物理学と並んで科学の基礎をなす科目であり、こ
れに生物学、地学を加えて理科系基礎分野が構成されている。
中でも化学と物理学は、我々の身近な現象や物質の性質を科学
的に理解するために必須である。さらに、現代の化学のアプ
ローチは、物質の性質や変化を「分子レベル」考える、説明で
きることであり、その考え方を理解することも必要である。本
講義では化学が重要な役割を果たしているいくつかの事象を取
り上げることで、化学による現象の理解について学習する。後
期「化学B」では、身の回りの化学関連材料や製品、近年重要
になっている光が関係した化学現象を取り上げ、分子の形と性
質、光エネルギーと化学エネルギーとの関係などを理解し、さ
らに現代社会での重要性について考える。数回の演習で理解を
深める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

材料の性質とそれを構成する分子との関係が説明できる(知
識・理解)

電池の基本原理について説明できる(知識・理解)

光が関係する化学現象ついて、その仕組が説明できる(知識・
理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

次回授業に関係する指定した資料を事前に予習し、わからない
ことを調べておく。(90分)
毎回授業の最後に行う簡単な振り返り設問を中心に、講義資料
を使い再度自分で復習する。(60分)

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

現代の化学の基本的考え方である「物質の性質と変化につき分
子レベルで理解する」ことの意味を理解し、講義で取り上げた
事象につき、自分の言葉で、あるいは関係式を解くことで説明
できるかを評価の基準とする。
定期試験の成績を60％、授業内で実施する演習の成績を40％で
評価する。フィードバックとして演習の解答を解説する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特になし。適宜、講義資料をプリントして配布あるいはネット
上に（アドレスは講義中に示す）アップします。

◎－－－　参考書　－－－◎

新版 大学の化学への招待　ISBN 9784782706862
実感する化学〈上巻〉地球感動編 （改訂）　ISBN
9784860434441
実感する化学〈下巻〉生活感動編 （改訂）　ISBN
9784860434458

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．プロローグ：比べてみよう
２．一分子の水：かたちのはなし
３．一杯の水：モルのはなし
４．電磁波で観る、探る
５．演習
６．光で測る
７．光と色のはなし
８．光合成のはなし
９．光触媒のはなし
１０．演習
１１．半導体のはなし
１２．電池のはなし
１３．ナノ粒子のはなし
１４．光が繋ぐ化学と社会
１５．演習



2019-701000T117-05化学Ｂ「TA」

河濟　博文

◎建築:A-1,A-3

1.材料の性質とそれを構成する分子との関係が説明できる　(A-1)

2.電池の基本原理について説明できる　(A-1)

3.光が関係する化学現象ついて、その仕組が説明できる　(A-1)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。



2019-7070000140-01建築環境工学概論

 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：月・２時限　　試験時間割：後日発表　　

穴井　謙、岡部省吾

◎－－－　概要　－－－◎

人が健康で快適な社会生活を営むことのできる建築空間を計画す
るためには，建築環境を適切に整える方法に熟達していなければ
ならない。人を取りまく建築環境には，光（色彩）環境・熱（空
気）環境・音環境など種々の分野があり，横断的に各分野の知識
や技術を習得する必要がある。本授業では各分野に関連する基礎
事項あるいは社会的な課題を解説し，さらに実務的な視点から環
境設計手法を紹介する。
本授業では，音響・照明計画の基礎，地球・都市の環境問題，そ
してパッシブ建築の原理などについて講義する。
建築計画の際に不可欠な環境設計の基本となる知識と技術を理解
して，その後の年次に開講される建築環境学の習得に活かすこと
を目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

建築と環境の音響学の全体像を理解し，建築空間の計画・設計に
おける重要性を説明できる(知識・理解)

波のサイエンスおよび光と色のサイエンスの基礎的な理論を理解
し，建築空間で生じる音と光の物理現象を科学的に説明できる
(知識・理解)

地球・都市の環境問題やゼロエネルギー住宅の概念を理解し，建
築空間の計画・設計における重要性を説明できる(知識・理解)

パッシブ建築の具体的な手法について，主として自然エネルギー
利用の観点から建築空間の計画・設計における重要性を説明でき
る(知識・理解)

パッシブ建築の具体的な手法について，主として断熱の観点から
建築空間の計画・設計における重要性を説明できる(知識・理解)

身の回りの建築空間を音環境・光（色彩）環境・熱（空気）環境
の視点から日常的に観察し，良質な（地域の伝統的な風土・景
観・文化等の特性を生かした）建築環境について考えるようにな
る(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

指定した教科書の次回の授業範囲に目を通し，事前に専門用語の
意味を理解しておくこと（60分）。そして，単元ごとに演習問題
に取り組み，その解説を十分に理解し（60分），繰り返し復習す
ること。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

建築と環境の音響学の全体像，波のサイエンスおよび光と色のサ
イエンスの基礎的な理論，地球・都市の環境問題やゼロエネル
ギー住宅の概念，そしてパッシブ建築の具体的な手法に関する基
本的な知識を身につけ，正確に説明できることを評価の基準とす
る。また，身の回りの建築空間の環境（音・光・熱など）につい
て，本授業で習得した知識に基づいて自分の言葉で説明できるか
を評価の基準とする。
定期試験の成績を70％，演習を30％で評価する。フィードバック
として，演習を回収後に解説する。

◎－－－　「設計・計画，構造コース」での位置付け　－－－◎

本科目はシラバスに記載されている建築学科 JABEE コースの学
習・教育到達目標の主として A-3, C-1 に関連する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回 ガイダンス／建築と環境の音響学［穴井］
第２回 波のサイエンス［穴井］
第３回 音のサイエンス［穴井］
第４回 光のサイエンス［穴井］
第５回 色のサイエンス［穴井］
第６回 演習１［岡部・穴井］
第７回 地球・都市の環境問題［穴井］
第８回 ゼロエネルギー住宅［穴井］
第９回 パッシブ建築（パッシブデザインの概念・昼光利
用など）［穴井］
第10回 演習２［穴井・岡部］
第11回 パッシブ建築（水の利用と湿気のコントロールな
ど）［穴井］
第12回 パッシブ建築（床の断熱・保温・蓄熱など）［穴
井］
第13回 パッシブ建築（世界の建築に学ぶ知恵と工夫な
ど）［穴井］
第14回 演習３［穴井・岡部］
第15回 まとめ（重要項目の復習）［穴井］

◎－－－　テキスト　－－－◎

彰国社編：パッシブ建築設計手法事典 新訂版（彰国
社），2000.07発行，本体2,800円＋税，ISBN 4-395-11095-9

◎－－－　参考書　－－－◎

竹中工務店編：人と自然をつなぐ建築・都市：竹中工務店
の環境建築（建築メディア研究所），201807発行，3,996
円，ISBN 4-7677-0158-5
日本建築学会編：DVD版 建築と環境のサウンドライブラ
リ（技報堂出版），2004.11発行，70,200円，ISBN
4-7655-2010-2

◎－－－　履修上・受講上の留意点　－－－◎

コミュニケーションカードに授業内容に対する質問等を記
入して，毎回提出すること。



2019-7070000140-01建築環境工学概論

穴井　謙、岡部省吾

◎建築:A-3,C-1

1.建築と環境の音響学の全体像を理解し，建築空間の計画・設計における重要
性を説明できる　(A-3)

2.波のサイエンスおよび光と色のサイエンスの基礎的な理論を理解し，建築空
間で生じる音と光の物理現象を科学的に説明できる　(A-3)

3.地球・都市の環境問題やゼロエネルギー住宅の概念を理解し，建築空間の計
画・設計における重要性を説明できる　(A-3)

4.パッシブ建築の具体的な手法について，主として自然エネルギー利用の観点
から建築空間の計画・設計における重要性を説明できる　(A-3)

5.パッシブ建築の具体的な手法について，主として断熱の観点から建築空間の
計画・設計における重要性を説明できる　(A-3)

6.身の回りの建築空間を音環境・光（色彩）環境・熱（空気）環境の視点から
日常的に観察し，良質な（地域の伝統的な風土・景観・文化等の特性を生かし
た）建築環境について考えるようになる　(C-1)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。



2019-7070000120-01建築学概論

 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：無し　　
 授業時間割：前期：木・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

趙　翔、高山峯夫・太記祐一・塚越雅幸・穴井　謙・堺　純一、木村　潤一・吉澤幹夫・黒瀬重幸・池添昌幸・本田　悟・四ヶ所高志・宮崎慎也・松永一郎・田中照久・倉富　洋・蔡高創・森田慶子・西野雄一郎

◎－－－　概要　－－－◎

この授業の第一の目的は、はじめて建築を学ぶ学生に、建築全般に対する関心と興
味を持ってもらうことである。そのために大学の４年間で修得する知識のあらまし
を伝え、具体的な学習方法や手段を説明する。建築学科の卒業生は就職後、大学で
得た専門知識を生かして活躍する場合が多い。そこで建築業界やその他の関連する
職能についても概要を話してみたい。
「なぜそれを今、やらねばならないのか！？」
社会が建築学科の学生に望んでいることを理解し、専門教育へ向けた心構えを持
ち、基礎的な学習方法を身につけて欲しい。
　受講に際しては、特に以下の項目に注意することが望ましい。
（１）建築学科を卒業すると、どのような職業に就くのか。
（２）建築学科では４年間で、どのような内容を学ぶのか。
（３）建築の技術を身に付けるには、どのような心構えが必要なのか。また、どの
ような学習方法があるのか。
（４）建築をつくり、使用し、維持していく中で、どのような問題が生じるのか。
また、どのような対応がなされているのか。
（５）建築の持つ価値は、どのように観察・調査・分析され判断されるのか。
　なお本講義では、学生の総合適性検査としてコンピテンシーテストとＳＰＩの二
種類を実施する。これらは人材の資質を総合的に評価するためのもので、就職活動
では必須のものである。早めにこうした試験を受けることで、これからの学習や卒
業後の進路選択に役立てて欲しい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1)建築学が様々な分野の学問からなるものであり，建築学の基礎的な枠組を体系的
に理解でき，説明できる
(知識・理解)

(2)建築学科で学ぶ専門分野（材料・施工、建築構造、環境工学・設備、歴史・意
匠、建築計画、都市計画、その他）の概要を理解でき、説明できる
(知識・理解)

(3)それぞれの学問分野の概要を理解するとともに、建築学が各分野を総合するシス
テムであることを理解でき，説明できる
(知識・理解)

(4)基本的な専門用語・学術用語を理解でき、使える(知識・理解)

◎－－－　テキスト　－－－◎

開講前に講義資料を配布する。そのほか各担当教員が追加資料を配布することがあ
る。

◎－－－　参考書　－－－◎

各担当教員から指示された書籍とあわせて参考とすること。
「建築通論：建築のなりたち」第三版　彰国社　2001　ISBN:4395171788
「図解テキスト基本建築学」彰国社　2003　ISBN:4395006175
「建築概論；建築・環境のデザインを学ぶ」学芸出版　2003　ISBN:476153110X
「建築を志す人びとへ：先輩からのメッセージ」学芸出版　1997　ISBN:4761511567
「建築プロフェッション入門」丸善　1994　ISBN:462103913X
「建築を知る：はじめての建築学」鹿島出版会　2004　ISBN:4306044459
「建築のABC」白揚社　2000　ISBN:4826900945
「建物はどのように働いているか」鹿島出版会　1982　ISBN:4306060233
「建築家たちの20代」TOTO出版　1999　ISBN:4887061773
「連戦連敗」東京大学出版会　2001　ISBN:4130638041

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

本講義は各担当教員が授業計画に従い講義資料に沿って進める、オムニバス形式と
なっている。毎回講義のテーマが変わるため予習は欠かせない。少なくとも講義資
料には、事前に目を通しておくこと（30分）。
受講者は，講義前後には予習復習を実施し，不明な点があれば講義中に質問するこ
と。さらに，学生が理解しているかを確認するために講義中に質問をすることもあ
る。授業後に不明な点があれば担当教員に質問をしたり、関連図書を読むなど、理
解を深める努力が必要である（30分）。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

建築学に関する基本的なガイダンスを内容にしているので，概要で述べた内容に注
意し、よく内容を理解すること。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

評価基準および方法
各講義で課される小課題（１５回）とレポート（２課題）を総合的に判断して上記
到達目標(1)～(4)を評価する。担当者が講義ごとに課す小課題を２０％、最後に全担
当者の出題するテーマから２テーマを選択するレポートを８０％として評価する。
評価は到達目標（１）及び（２）、二つの目標の到達度を基準とする。それぞれの
重み付けがおおむね５０％となるように、出題する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

【１】建築とは　建築学科では建築をどのように学ぶのか
（趙）
【２】総合適性検査の重要性（高山）
建設業の現状と将来－福岡大学建築学科卒業生の動向－
（太記）
【３】新設建築工事から既設構造物の修復に使用する材料
（塚越）
建築材料（きちんとしたものづくりと安心・安全な建物を
つくるには）（本田）
【４】住まいとデザイン（四ヶ所・宮崎）
【５】健康で快適な建築空間をつくるために（穴井）
【６】建築計画のプロセス（池添）
【７】建築の設計とは，建築がどのように図面に表現され
るか　建築の設計とその表現・伝達（趙・松永）
【８】自然災害と建築構造－建築物の耐震性能の概略
（堺）
【９】鋼材と建築構造－鉄骨構造の歴史、特性、システ
ム、展望（木村）
【１０】現存する歴史的鋼構造物(田中)、合成構造の可能
性（倉富）
【１１】大空間構造の設計（吉澤）
現代的な構造物－高性能・環境配慮型コンクリート建築構
造物（蔡）
【１２】耐震技術と構造デザイン（高山・森田）
【１３】都市の現状と課題　都市にはどのような問題があ
るか（黒瀬）
【１４】建物が完成したら、保全・改修（西野）、文化
財・建築史・建築意匠（太記）
【１５】学生の総合適性検査（SPI）の実施（趙・松永）
尚、授業計画の詳細は多少変更になることがあります。詳
細は、開講時に説明します。

◎－－－　「設計・計画、構造コース」での位置付け　－
－－◎

本科目はシラバスに記載されている建築学科JABEEコース
の学習・教育到達目標のＢ-２に関連する。



2019-7070000120-01建築学概論

趙　翔、高山峯夫・太記祐一・塚越雅幸・穴井　謙・堺　純一、木村　潤一・吉澤幹夫・黒瀬重幸・池添昌幸・本田　悟・四ヶ所高志・宮崎慎也・松永一郎・田中照久・倉富　洋・蔡高創・森田慶子・西野雄一郎

◎建築:A-3

1.(1)建築学が様々な分野の学問からなるものであり，建築学の基礎的な枠組を
体系的に理解でき，説明できる
　(A-3)

2.(2)建築学科で学ぶ専門分野（材料・施工、建築構造、環境工学・設備、歴
史・意匠、建築計画、都市計画、その他）の概要を理解でき、説明できる
　(A-3)

3.(3)それぞれの学問分野の概要を理解するとともに、建築学が各分野を総合す
るシステムであることを理解でき，説明できる
　(A-3)

4.(4)基本的な専門用語・学術用語を理解でき、使える　(A-3)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。



2019-7070001004-01建築構造概論

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　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　　

吉澤　幹夫

◎－－－　概  　要　－－－◎

　建築物を具体的に実現させるためには建築構造の仕組みを理解
する必要がある。様々な建築空間や建築物の形態を建築デザイン
に生かすためには、空間が安全であることを保証できる判断材料
に基づいて設計することが前提となる。この判断材料を建築構造
関連の科目で学ぶことになる。４年間の建築専門教育の中で建築
構造がどのような位置付けでどのように学習していくか、その学
習のガイドと全体像について、現実の建築の実態と設計上の扱い
方に関して理解することを目的としている。
　建築の総合設計事務所での構造設計と監理の実務経験を活かし
て、できるだけ実際の建築物の構造を事例として上げて講義を行
う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1)建築における構造の全体的な構成や仕組みを説明できる。
(A-3)(知識・理解)

(2)建築物に作用する外力と建築物に発生する内力を説明でき
る。(A-3)(知識・理解)

(3)建築の各種構造の基本的な原理を説明できる。(A-3)(知識・理
解)

◎－－－　テキスト　－－－◎

元結正次郎、坂田弘安、藤田香織、日浦賢治：初学者の建築講座
　建築構造（第三版）、市ヶ谷出版社、2016年、定価（本体
2,900円＋税）ISBN978‐4‐87071‐022‐1 C3052

◎－－－　参考書　－－－◎

日本建築学会：構造用教材、丸善、2014年　ISBN
978-4-8189-2233-4
建築構造システム研究会編：図説テキスト　建築構造　構造シス
テムを理解する、彰国社　ISBN 978-4-395-00897-1
川口衛他：建築の絵本　建築構造のしくみ　力の流れとかたち、
彰国社　ISBN 4-395-27028-X
※「日本建築学会：構造用教材」については2年次の必修科目：
建築構法のテキストにもなるので購入しておくこと。

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　各講義の後半に小課題を与えて解答を求める。限られた時間内
で小課題を解答する上で、各講義の内容を十分理解しておくこと
が必要である。予習では指定した教科書を事前に読んで理解に努
め、復習では小課題と講義内容の理解に努めること（60分）。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　建築の構造物はどのように造られているか、造るための準備と
して構造設計はどのように行われているなど基礎的な事項を学習
する。そのため、1年次に行われる建築学概論と対比しながら学
習することが理解と内容を把握する上で効果的である。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　評価基準は、到達目標（１）35％、（２）35％、（３）30％を
目安とし、各到達目標の達成度を測るための小課題を30％、中間
試験と定期試験を70％とする。小課題は各講義の要点をまとめる
問題とし、中間試験と定期試験は全体的な総合問題とする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

【1】建築構造の基本原理：建築構造の基本原理を理解す
る。
【2】建築物の安定と不安定：建築空間の安定と不安定現
象を理解する。
【3】建築物に作用する外力と伝達メカニズム(1)
：建築物に作用する外力と伝達メカニズムを理解する。
【4】建築物に作用する外力と伝達メカニズム(2)
：建築物に作用する外力と伝達メカニズムを理解する。
【5】構造設計法の概要(1)：建築の構造設計法の概要を理
解する。
【6】構造設計法の概要(2)：建築の構造設計法の概要を理
解する。
【7】中間試験：1～6回までの復習。
【8】木質構造(1)：木質構造の概要を理解する。
【9】木質構造(2)：木質構造の概要を理解する。
【10】鉄筋コンクリート構造(1)：鉄筋コンクリート構造の
概要を理解する。
【11】鉄筋コンクリート構造(2)：鉄筋コンクリート構造の
概要を理解する。
【12】鉄骨構造(1)：鉄骨構造の概要を理解する。
【13】鉄骨構造(2)：鉄骨構造の概要を理解する。
【14】基礎構造：建築の基礎構造の概要を理解する。
【15】安全な設計：構造被害とその対策の概要を理解す
る。

◎－－－　「設計・計画、構造コース」での位置付け　－
－－◎

　本科目は建築学科JABEEコースの学習・教育到達目標の
B-2に関連する。



2019-7070001004-01建築構造概論

吉澤　幹夫

◎建築:A-3

1.(1)建築における構造の全体的な構成や仕組みを説明できる。(A-3)　(A-3)

2.(2)建築物に作用する外力と建築物に発生する内力を説明できる。(A-3)　
(A-3)

3.(3)建築の各種構造の基本的な原理を説明できる。(A-3)　(A-3)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。



2019-7070000236-01建築デザイン基礎Ⅰ「【19台以降】」

 期別：前期　　単位数：3　　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：無し　　
 授業時間割：前期：金・４時限～６時限　　試験時間割：定期試験なし　　

四ヶ所　高志

◎－－－　概要　－－－◎

　建築デザイン基礎Ⅰ・Ⅱは，建築設計Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ，総合設計Ⅰ・Ⅱなどの建築
設計製図科目を履修するために必要な，建築デザインの基礎的能力を養うための
科目である．
　建築デザイン基礎Ⅰでは，建築空間の中でもっとも単純な形をしている箱型の
空間を題材として，建築デザインの構想力と，それを図面や模型として定着する
表現力を向上させるための講義・演習を行う．
　講義では，建築を構想するための基本的概念を把握し，箱型のデザインによる
優れた建築作品の特徴を理解するとともに，具体的に図面作成・模型製作を行う
上での基礎知識（図法，縮尺，図面記号など）や技術（手順や技法など）を習得
する．演習では，線や文字の製図演習，各種図法による箱型の空間の製図演習，
箱型の空間に典型的なRC（鉄筋コンクリート）壁式構造の住宅作品のトレース
（図面模写）・模型製作演習を行い，講義で学んだ図面作成・模型製作の技術を
実際に手を動かすことで体得する．
　最終的には，自らのアイデアで箱型のデザインによる建築を構想し・表現する
設計課題を行う．

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) 建築物を図面として表現するための各種図法を理解し，建築空間と建築図面
との立体的な対応関係（３次元→２次元）を把握できる．(知識・理解)

(2) 建築図面に用いられる線の種類や記号の意味など，製図に必要な基礎知識を
理解できる．(知識・理解)

(3) 図面を作図する上で，線の太さや角度，文字の大きさなどを正確かつ均一に
保ち，人に伝えるための図面として美しく製図することができる．(知識・理解)

(4) 建築模型の製作方法を理解するとともに，建築図面と建築空間との立体的な
対応関係（２次元→３次元）を把握できる．(知識・理解)

(5) 箱型の空間をユニットとした建築空間の特質を理解し，様々な箱の組合せと
して建築空間を構想できる．(知識・理解)

◎－－－　テキスト　－－－◎

松本明・横山天心（著）/「建築 設計 製図 ‒住吉の長屋・屋久島の家・東大阪の
家に学ぶ」/ 学芸出版社 / 2015 / 3,024円（税込）/ ISBN：978-4761526092
＊このテキストは建築デザイン基礎Ⅱでも使用する．
＊テキストに加え，適宜プリントを配布する．

◎－－－　参考書　－－－◎

「デザイナーのための パースペクティブ・テクニック基本と描法の実際」（彰国
社）　ISBN 978-4395110216
「スケッチ感覚でパースが描ける本」（彰国社）　ISBN 978040395-02101-7
「建築設計演習基礎編 建築デザインの製図法から簡単な設計まで」（彰国社）　
ISBN 978-4395200016

◎－－－　履修上の留意点（製図・模型用具と講義資料などの配信）　－－－◎

　演習課題の内容に応じて製図用具や模型用具が必要となる．製図用具につい
て，平行定規，T定規，三角定規，三角スケール，コンパス，筆記用具などの製
図に必要な用具は各自で準備し，持参すること．模型用具（カッター，金定規，
スコヤ，A3サイズカッティングマット）についても各自で用意すること．　演習
用紙・模型材料については，必要に応じて配布する．
　また，講義資料や授業に関する情報配信はMoodleシステムを利用する（https://
moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp）．

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　演課題ごとにテキストなどの該当箇所を確認し，作図手順などを確認する（60
分）．演習課題は製図室で行うことを原則とする．各課題の提出期限をしっかり
と確認し，授業時間外も製図室を活用し，課題に取り組むこと（300分）．

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　全ての課題の期限内提出と完成が単位認定の条件である.到達目標の達成度を演
習課題ごとに評価し，採点する．
　演習課題1は 到達目標 (3)に，演習課題2～9は到達目標(1)と(2) に，演習課題10
～11は到達目標(4)，演習課題12～15は到達目標(5)に対応している．
　配点は，演習課題1を5％，演習課題2～9を40%，演習課題10～11を20%，演習
課題12～15を35％を目安として配分する．

◎－－－　授業計画　－－－◎

‒‒製図の基礎演習‒‒
1.箱のデザイン①
　講義１：建築デザインの基礎的な概念
　演習１：線・文字の製図演習
2.箱のデザイン②
　講義２：平面図，立面図，軸測投象図
　演習２：立方体の作図（平面図・立面図
　　　　　アイソメ図・アクソメ図）
3.箱のデザイン③
　講義3：透視図
　演習3：自室の内部空間の作図（一点透視図
　　　　　・二点透視図）

‒‒「住吉の長屋」のトレース課題‒‒
4.RC壁式構造住宅の模写①
　講義４：「住吉の長屋」の作品解説と建築
　　　　　製図の基礎について，
　　　　　平面図の製図方法
　演習４：「住吉の長屋」平面図トレース⑴
5.RC壁式構造住宅の模写②
　演習５：「住吉の長屋」平面図トレース⑵
6. RC壁式構造住宅の模写③
　講義６：断面図の製図方法
　演習６：「住吉の長屋」断面図トレース⑴
7. RC壁式構造住宅の模写④
　演習７：「住吉の長屋」断面図トレース⑵
8. RC壁式構造住宅の模写⑤
　講義８：立面図・透視図の製図方法
　演習８：「住吉の長屋」立面図トレース
　　　　　透視図（内観）の作図
9. RC壁式構造住宅の模写⑥
　演習９：「住吉の長屋」の透視図（内観）
　　　　　の作図
10. RC壁式構造住宅の模型製作①
 　講義10：建築模型製作方法
 　演習10：「住吉の長屋」の模型製作⑴
11. RC壁式構造住宅の模型製作②
　演習11：「住吉の長屋」の模型製作⑵

‒‒箱型の空間デザインによる設計課題‒‒
12.箱の組合せによる空間デザイン①
 　講義12：箱の組合せによる建築作品
 　演習12：模型製作による演習とエスキス⑴
13.箱の組合せによる空間デザイン②
 　演習13：模型製作による演習とエスキス⑵
14.箱の組合せによる空間デザイン③
 　演習14：課題製作（平面・断面・立面・
　　　　　アクソメ図・透視図・模型）
15.箱の組合せによる空間デザイン④
 　課題提出・講評会

◎－－－　「設計・計画，構造コース」での位置付け　－
－－◎

　本科目はシラバスに記載されている建築学科JABEEコー
スの学習・教育到達目標の主としてB-2に関連する．



2019-7070000236-01建築デザイン基礎Ⅰ「【19台以降】」

四ヶ所　高志

◎建築:A-3

1.(1) 建築物を図面として表現するための各種図法を理解し，建築空間と建築図
面との立体的な対応関係（３次元→２次元）を把握できる．　(A-3)

2.(2) 建築図面に用いられる線の種類や記号の意味など，製図に必要な基礎知識
を理解できる．　(A-3)

3.(3) 図面を作図する上で，線の太さや角度，文字の大きさなどを正確かつ均一
に保ち，人に伝えるための図面として美しく製図することができる．　(A-3)

4.(4) 建築模型の製作方法を理解するとともに，建築図面と建築空間との立体的
な対応関係（２次元→３次元）を把握できる．　(A-3)

5.(5) 箱型の空間をユニットとした建築空間の特質を理解し，様々な箱の組合せ
として建築空間を構想できる．　(A-3)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。



2019-7070002194-01建築デザイン基礎Ⅰ「【18台以前】」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　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　　

松永　一郎

◎－－－　概要　－－－◎

　建築デザイン基礎Ⅰ・Ⅱは，建築設計Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ，総合設計Ⅰ・Ⅱなどの建築設計
製図科目を履修するために必要な，建築デザインの基礎的能力を養うための科目であ
る．
　建築デザイン基礎Ⅰでは，建築空間の中でもっとも単純な形をしている箱型の空間
を題材として，建築デザインの構想力と，それを図面や模型として定着する表現力を
向上させるための講義・演習を行う．
　講義では，建築を構想するための基本的概念を把握し，箱型のデザインによる優れ
た建築作品の特徴を理解するとともに，具体的に図面作成・模型製作を行う上での基
礎知識（図法，縮尺，図面記号など）や技術（手順や技法など）を習得する．演習で
は，線や文字の製図演習，各種図法による箱型の空間の製図演習，箱型の空間に典型
的なRC（鉄筋コンクリート）壁式構造の住宅作品のトレース（図面模写）・模型製
作演習を行い，講義で学んだ図面作成・模型製作の技術を実際に手を動かすことで体
得する．
　最終的には，自らのアイデアで箱型のデザインによる建築を構想し・表現する設計
課題を行う．
　なお、本授業は再履修科目である．毎回の授業当日中の課題提出を心掛けること．

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) 建築物を図面として表現するための各種図法を理解し，建築空間と建築図面との
立体的な対応関係（３次元→２次元）を把握できる．(知識・理解)

(2) 建築図面に用いられる線の種類や記号の意味など，製図に必要な基礎知識を理解
できる．(知識・理解)

(3) 図面を作図する上で，線の太さや角度，文字の大きさなどを正確かつ均一に保
ち，人に伝えるための図面として美しく製図することができる．(知識・理解)

(4) 建築模型の製作方法を理解するとともに，建築図面と建築空間との立体的な対応
関係（２次元→３次元）を把握できる．(知識・理解)

(5) 箱型の空間をユニットとした建築空間の特質を理解し，様々な箱の組合せとして
建築空間を構想できる．(知識・理解)

◎－－－　テキスト　－－－◎

松本明・横山天心（著）/「建築 設計 製図 ‒住吉の長屋・屋久島の家・東大阪の家に
学ぶ」/ 学芸出版社 / 2015 / 3,024円（税込）/ ISBN：978-4761526092
＊このテキストは建築デザイン基礎Ⅱでも使用する．
＊テキストに加え，適宜プリントを配布する．

◎－－－　参考書　－－－◎

「デザイナーのための パースペクティブ・テクニック基本と描法の実際」（彰国
社）　ISBN 978-4395110216
「スケッチ感覚でパースが描ける本」（彰国社）　ISBN 978040395-02101-7
「建築設計演習基礎編 建築デザインの製図法から簡単な設計まで」（彰国社）　
ISBN 978-4395200016

◎－－－　履修上の留意点（製図・模型用具と講義資料などの配信）　－－－◎

　演習課題の内容に応じて製図用具や模型用具が必要となる．製図用具について，平
行定規，T定規，三角定規，三角スケール，コンパス，筆記用具などの製図に必要な
用具は各自で準備し，持参すること．模型用具（カッター，金定規，スコヤ，A3サ
イズカッティングマット）についても各自で用意すること．演習用紙・模型材料につ
いては，必要に応じて配布する．
　また，講義資料や授業に関する情報配信はMoodleシステムを利用する（https://
moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp）．

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　演課題ごとにテキストなどの該当箇所を確認し，作図手順などを確認する（60
分）．
　演習課題は製図室で行うことを原則とする．各課題の提出期限をしっかりと確認
し，授業時間外も製図室を活用し，課題に取り組むこと（270分）．

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　全ての課題の期限内提出と完成が単位認定の条件である.到達目標の達成度を演習
課題ごとに評価し，採点する．
　演習課題1は 到達目標 (3)に，演習課題2～9は到達目標(1)と(2) に，演習課題10～11
は到達目標(4)，演習課題12～15は到達目標(5)に対応している．
　配点は，演習課題1を5％，演習課題2～9を40%，演習課題10～11を20%，演習課題
12～15を35％を目安として配分する．

◎－－－　授業計画　－－－◎

‒‒製図の基礎演習‒‒
1.箱のデザイン①
　講義１：建築デザインの基礎的な概念
　演習１：線・文字の製図演習
2.箱のデザイン②
　講義２：平面図，立面図，軸測投象図
　演習２：立方体の作図（平面図・立面図
　　　　　アイソメ図・アクソメ図）
3.箱のデザイン③
　講義3：透視図
　演習3：自室の内部空間の作図（一点透視図
　　　　　・二点透視図）

‒‒「住吉の長屋」のトレース課題‒‒
4.RC壁式構造住宅の模写①
　講義４：「住吉の長屋」の作品解説と建築
　　　　　製図の基礎について，
　　　　　平面図の製図方法
　演習４：「住吉の長屋」平面図トレース⑴
5.RC壁式構造住宅の模写②
　演習５：「住吉の長屋」平面図トレース⑵
6. RC壁式構造住宅の模写③
　講義６：断面図の製図方法
　演習６：「住吉の長屋」断面図トレース⑴
7. RC壁式構造住宅の模写④
　演習７：「住吉の長屋」断面図トレース⑵
8. RC壁式構造住宅の模写⑤
　講義８：立面図・透視図の製図方法
　演習８：「住吉の長屋」立面図トレース
　　　　　透視図（内観）の作図
9. RC壁式構造住宅の模写⑥
　演習９：「住吉の長屋」の透視図（内観）
　　　　　の作図
10. RC壁式構造住宅の模型製作①
 　講義10：建築模型製作方法
 　演習10：「住吉の長屋」の模型製作⑴
11. RC壁式構造住宅の模型製作②
　演習11：「住吉の長屋」の模型製作⑵

‒‒箱型の空間デザインによる設計課題‒‒
12.箱の組合せによる空間デザイン①
 　講義12：箱の組合せによる建築作品
 　演習12：模型製作による演習とエスキス⑴
13.箱の組合せによる空間デザイン②
 　演習13：模型製作による演習とエスキス⑵
14.箱の組合せによる空間デザイン③
 　演習14：課題製作（平面・断面・立面・
　　　　　アクソメ図・透視図・模型）
15.箱の組合せによる空間デザイン④
 　課題提出・講評会

◎－－－　「設計・計画，構造コース」での位置付け　－
－－◎

　本科目はシラバスに記載されている建築学科JABEEコー
スの学習・教育到達目標の主としてB-2に関連する．



2019-7070002194-01建築デザイン基礎Ⅰ「【18台以前】」

松永　一郎

◎建築:A-3

1.(1) 建築物を図面として表現するための各種図法を理解し，建築空間と建築図
面との立体的な対応関係（３次元→２次元）を把握できる．　(A-3)

2.(2) 建築図面に用いられる線の種類や記号の意味など，製図に必要な基礎知識
を理解できる．　(A-3)

3.(3) 図面を作図する上で，線の太さや角度，文字の大きさなどを正確かつ均一
に保ち，人に伝えるための図面として美しく製図することができる．　(A-3)

4.(4) 建築模型の製作方法を理解するとともに，建築図面と建築空間との立体的
な対応関係（２次元→３次元）を把握できる．　(A-3)

5.(5) 箱型の空間をユニットとした建築空間の特質を理解し，様々な箱の組合せ
として建築空間を構想できる．　(A-3)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。



2019-7070002075-01建築デザイン基礎Ⅱ

 期別：後期　　単位数：3　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・３時限～５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

西野　雄一郎、宮崎慎也

◎－－－　概要　－－－◎

　建築デザイン基礎Ⅰ・Ⅱは、建築設計Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、総合設計Ⅰ・Ⅱな
どの建築設計製図科目を履修する上での建築デザインの基礎的能力を養
うための科目である。
　建築デザイン基礎Ⅱでは、木造軸組構造の建築物に典型的に見られる
フレームデザインによる空間の構想力と、それを図面や模型として定着
するための表現力を向上させるための講義と演習を行う。
　講義では、建築を構想するための基礎的概念を把握し、フレームのデ
ザインによる優れた建築作品の特徴を理解するとともに、具体的に図面
作成・模型製作を行う上での基礎知識、手順を習得する。また演習で
は、フレームのデザインの模型演習、木造軸組構造の著名建築のトレー
ス（模写）、デザイン演習を通して、実際に手を動かすことで建築デザ
インの実践的な技術を体得し、自らのアイデアでフレームのデザインに
よる空間を構想・表現する。
　なお、本演習は建築設計の実務経験を有する教員が行い、アイデアと
造形とを関係づけて発展させる方法や実務を意識した製図方法等につい
て指導する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) 建築製図に用いられる線や製図記号の種類と意味を理解し、製図 に必
要な基礎的技術を習得できる。(知識・理解)

(2) 建築空間と設計図の対応関係を立体的に理解できる。(知識・理解)

(3) フレームを用いたデザインや空間的特質を理解できる。(知識・理解)

◎－－－　テキスト　－－－◎

「建築 設計 製図 ‒屋久島の家・屋久島の家・東大阪の家に学ぶ」（学芸
出版社、2015年、ISBN 978-4-7615-2609-2）
またテキストに加え、適宜プリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

日本建築学会編「コンパクト建築設計資料集成」丸善
　/ 価格 : 5,040円（税込） ISBN : 978-4621075098
日本建築学会編「建築設計資料集成[人間]」丸善
　/ 価格 : 9,870円（税込） ISBN : 978-4621071465
日本建築学会編「建築設計資料集成[居住]」丸善
　/ 価格 : 12,600円（税込） ISBN : 978-4621071465
日本建築学会編「構造用教材」丸善
　/ 価格 : 1,937円（税込） ISBN : 978-4818904446

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　各課題ごとに、テキストの該当箇所を事前に読み進め、建物の構成や
構造を理解し、作図手順を確認しておくこと（270分）。基本的に演習課
題は製図室で行うものとするが、宿題については定められた期限内に自
宅で作業を行い完成させること（270分）。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　演習課題の内容に応じて製図用具や模型用具が必要となる。製図用具
（平行定規、T定規、三角定規、三角スケール、コンパス、筆記用具な
ど）は各自で準備し、持参すること。また模型用具(カッター、金定規、
スコヤ、A3サイズカッティングマット)についても各自で用意すること。
　演習用紙は、ケント紙、トレーシングペーパー等を適宜配布する。
　また、講義資料や授業に関する情報配信はMoodleシステムを利用す
る。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　到達目標の達成度を演習課題ごとに評価する。演習課題ごとの到達目
標の配分については、演習課題1̃3、 12～15は(3)、演習4̃8は (1)、演習9
～11は(2)に対応している。
　各演習課題の配点は、演習課題1～3、 12～15を40%、演習4～8は
45%、演習9～11は15%を目安として配分する。
　全ての課題の完成と提出が単位認定の条件である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. フレームのデザイン１
　　講義１：「組む・積む」
　　演習１：単位空間の構成「組む・積む」
2. フレームのデザイン２
　　講義２：「連続させる」
　　演習２：単位空間の構成「連続させる」
3. フレームのデザイン３
　　講義３：「連結させる」
　　演習３：単位空間の構成「連結させる」
4. 木造軸組工法住宅の模写１
　　講義４：「屋久島の家」の作品解説と
　　　　　　建築製図の基礎について
　　演習４：平面図・配置図の作成
5. 木造軸組工法住宅の模写2
　　講義5：平面図・配置図の作成方法
　　演習5：平面図・配置図の作成
6. 木造軸組工法住宅の模写3
　　講義6：矩計図の作成方法
　　演習6：「屋久島の家」の矩計図の作成
7. 木造軸組工法住宅の模写4
　　講義7：伏図の作成方法
　　演習7：基礎伏図、床伏図、小屋伏図の
　　　 　　  作成
8. 木造軸組工法住宅の模写5
　　講義8：立面図・断面図の作成方法
　　演習8：立面図・断面図作成
9. 木造軸組工法住宅の模型製作1
　　講義9：軸組模型の作成方法
　　演習9：軸組模型製作
10. 木造軸組工法住宅の模型製作2
　　講義10：軸組模型の作成方法
　　演習10：軸組模型製作
11. 木造軸組工法住宅の模型製作3
　　講義11：軸組模型の作成方法
　　演習11：軸組模型製作
12. フレームで構成される空間デザイン1
　　講義12：課題出題
　　演習12：模型製作による演習とエスキス
13. フレームで構成される空間デザイン2
　　演習13：模型製作による演習とエスキス
14. フレームで構成される空間デザイン3
　　演習14：課題作図（平面、立面、断面、
　　　　　 　アクソメ図、透視図）
15. フレームで構成される空間デザイン4
　　課題提出
　　講評会

◎－－－　「設計・計画、構造コース」での位置付け　－
－－◎

　本科目はシラバスに記載されている建築学科JABEEコー
スの学習・教育到達目標の主としてＢ－２と関連する。



2019-7070002075-01建築デザイン基礎Ⅱ

西野　雄一郎、宮崎慎也

◎建築:A-3

1.(1) 建築製図に用いられる線や製図記号の種類と意味を理解し、製図 に必要
な基礎的技術を習得できる。　(A-3)

2.(2) 建築空間と設計図の対応関係を立体的に理解できる。　(A-3)

3.(3) フレームを用いたデザインや空間的特質を理解できる。　(A-3)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。



2019-7070000136-01構造力学演習Ⅰ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・３時限～４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

森田　慶子、田中照久、倉富洋、蔡高創、堺純一、木村潤一、吉澤幹夫、高山峯夫、本田悟  

◎－－－　概要　－－－◎

　本演習は、将来建築の専門的な職能につく者に対して、建築構造の基本
的な考え方の背景を理解するための講義「構造力学の基礎Ⅰ」の具体的な
理解を促進するために行う。従って選択科目であるが全員受講することが
望ましい。
　建築構造の基本的な考え方と力学の基本的な原理、あわせて物理的な意
味を理解するために演習に取り組んでもらう。数理解析的な手法によっ
て、単に解答を得るための手法に終始せず、その前提となる力学現象の現
実的な解釈を中心にして、基本と考えられる現象の理解と工学的な応用の
解釈に重点をおく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) 構造力学で使用する基本的な用語と記号が理解できる(知識・理解)

(2) 構造物に作用する外力と支点に働く反力の力の釣り合いが理解できる(知
識・理解)

(3) 構造物に外力が作用したときにどんな応力が働くかをイメージすること
ができ、応力図に表すことができる(知識・理解)

(4) 構造物に外力が作用したときにその断面にどのような力の分布(応力度)
が生じるかイメージすることができ、その大きさを計算で求めることがで
きる(知識・理解)

(5) 構造物に外力が作用したときにどんな変形が生じるかをイメージするこ
とができ、その変形量を計算で求めることができる(知識・理解)

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし

◎－－－　参考書　－－－◎

(1)「構造力学の基礎Ⅰ」で紹介した参考書や配布資料が参考となる。ま
た、工学部図書館には関連図書が多数所蔵されているので、各自大いに活
用すること。
(2)https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/ のコース「2019静定構造力学」でも適宜
参考資料を配付する

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　「構造力学の基礎Ⅰ」の講義ノートに30分程度目を通し、内容について
確認しておくこと。不明な点については演習中に質問したり、関連図書に
目を通したりして理解を深める努力が必要である。また、参考書(2)に示し
たmoodleを活用した復習も有効である。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　1回目に力を支えるイメージをつくるために実習を行う。2回目以降は毎
回演習課題に取り組んで理解を深め、小テストにより各テーマに対する理
解度を確認する。各自解答用のA4サイズのレポート用紙を準備しておくこ
と。作図のし易さを考慮して5mm方眼のセクションパッド(方眼紙)が望まし
い。また計算問題の解答にあたり三角関数や√(ルート)、行列が計算できる
関数電卓が必要である。これらレポート用紙や関数電卓は2年以降の構造関
係の講義や演習においても使用するので、ぜひ準備して欲しい。
　演習課題に取り組む際、分からない点は教員に自由に質問して欲しい。
もちろん教科書や参考書を参照したり、友人と相談することも自由であ
る。しかし、必ず自分自身で理解した上で解答することが重要である。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　毎回の演習課題は構造力学の基礎Ⅰの講義内容に準じた内容を出題す
る。その解答内容に応じて到達目標の理解度を評価する。評価基準は到達
目標の各項目についてそれぞれ20％を目安とする。
　受講者の理解の程度を把握し、次回の講義や演習へ反映させるために、
演習の終了時に、時間内に解いた演習課題の解答を提出してもらう。演習
を行った後、小テストによってその理解度を確認する。演習課題(30%)と小
テスト(70%)で評価し、演習課題の評価と小テスト平均点評価の合計点が60
点以上であることを単位認定の条件とする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

［1］（実習）力の釣り合い
紙で柱材を作ってみよう、試してみよう

［2］-［4］建築構造力学の概要・トラス構造の応力を求
める
建築構造と力学、力の釣り合い
構造物のモデル化と荷重、反力を求める
トラス構造の応力を求める
反力図・応力図の作図

［5］-［10］梁の反力と応力を求める
片持ち梁・単純梁・跳ね出し梁・ゲルバー梁・特殊な片持
ち梁の応力を求める
反力図・応力図の作図
曲げモーメントとせん断力の関係、重ね合わせの原理

［11］-［13］部材断面に作用する応力度を求める
断面の性質、応力度とひずみ度、部材断面の応力度を求め
る

［14］-［15］梁の変形を求める
軸方向力による変形、せん断力による変形、曲げモーメン
トによる変形
モールの定理を用いて梁の変形を求める

◎－－－　「設計・計画、構造コース」での位置付け　－
－－◎

　本科目は、シラバスに掲載されている建築学科JABEE
コースの学習・教育到達目標の主としてB-2に関連する。



2019-7070000136-01構造力学演習Ⅰ

森田　慶子、田中照久、倉富洋、蔡高創、堺純一、木村潤一、吉澤幹夫、高山峯夫、本田悟  

◎建築:A-3

1.(1) 構造力学で使用する基本的な用語と記号が理解できる　(A-3)

2.(2) 構造物に作用する外力と支点に働く反力の力の釣り合いが理解できる　
(A-3)

3.(3) 構造物に外力が作用したときにどんな応力が働くかをイメージすることが
でき、応力図に表すことができる　(A-3)

4.(4) 構造物に外力が作用したときにその断面にどのような力の分布(応力度)が
生じるかイメージすることができ、その大きさを計算で求めることができる　
(A-3)

5.(5) 構造物に外力が作用したときにどんな変形が生じるかをイメージすること
ができ、その変形量を計算で求めることができる　(A-3)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。



2019-7070002073-01構造力学の基礎Ⅰ「TA-a」

 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　　

森田　慶子

◎－－－　概要　－－－◎

　我々人間に骨格があるのと同様に、建築物には骨格ならぬ「骨組」が存在
し、これを建築構造（構造骨組）という。建築物は、この骨組のおかげで居
住空間を確保し、重力や台風、更には地震にも耐えることができる。
　人々が安心して居住できる骨組構造とはどういうものであろうか。その答
えを得るためには、構造骨組を力学的に解析して安全性を確認することが必
要となる。この解析手段の基礎をなすのが「構造力学」と呼ばれる学問であ
り、本講義では構造力学の基礎を学ぶ。
　骨組を構成する材料によって木質構造、鉄筋コンクリート構造、鉄骨構造
などと区別されるが、これらの構造物の力学的原理は同一であり、その原理
を理解することなく建築物の設計をすることはできない。構造力学では各種
構造物の力学的な解釈や意味を理解することを目的としている。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) 構造力学で使用する基本的な用語と記号が理解できる(知識・理解)

(2) 構造物に作用する外力と支点に働く反力の力の釣り合いが理解できる(知
識・理解)

(3) 構造物に外力が作用したときにどんな応力が働くかをイメージすることが
でき、応力図に表すことができる(知識・理解)

(4) 構造物に外力が作用したときにその断面にどのような力の分布(応力度)が
生じるかイメージすることができ、その大きさを計算で求めることができる
(知識・理解)

(5) 構造物に外力が作用したときにどんな変形が生じるかをイメージすること
ができ、その変形量を計算で求めることができる(知識・理解)

◎－－－　テキスト　－－－◎

◎寺本隆幸「建築構造の力学Ⅰ」森北出版
　ISBN:978-4-627-50541-4

◎－－－　参考書　－－－◎

◎浅野清昭「構造力学入門」学芸出版社
◎浅野清昭「やさしい建築構造力学演習問題集」学芸出版社
◎今村仁美ほか「図解やさしい建築数学」学芸出版社
その他関連図書は工学部図書館に多数所蔵されているので、各自選別して大
いに活用してほしい

◎https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/の「2019静定構造力学」コースでも適宜参
考資料を配付する

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　本講義は、まず「ことば」に慣れ親しむことが必要である。講義の前に30
分程度教科書に目を通しておくこと。不明な点については講義中に質問した
り、関連図書に目を通したりして理解を深める努力が必要である。教科書の
例題は講義の理解を深めたり、復習のために活用して欲しい。また、参考書
に示したmoodleでも適宜資料を配付するのでこちらも参考にして欲しい

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　根幹的な力学原理と基本的な考え方を身につけ、今後展開される様々な構
造関係の科目を受講するための基礎力養成を目的として真摯に履修するこ
と。　本講義のような力学への理解は構造を理解し設計するための「共通の
ことばを修得する」ようなものである。建築技術者として活躍するためにも
「ことば」の修得は欠かせない。
　学習の最終目標は「梁の変形がイメージできるようになること」である
が、工学としてその大きさを数値で表すことも必要である。講義で解説する
例題問題やテキストの問題だけでは理解を得るためには不十分かもしれな
い。このため、講義で配布する例題や資料、課題を予習や復習の際に活用し
て欲しい。中間試験や期末試験はこれらを参考にして出題する予定である。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　本講義は、中間試験と期末試験(85%)および課題など(15%)の結果で評価す
る。評価基準は到達目標の各項目についてそれぞれ20％を目安とし、試験に
おいては到達目標の到達度を測るための問題を出題する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

［1］建築構造力学の概要
建築構造と力学、力の釣合い
構造物のモデル化と荷重
支点の種類、反力を求める

［2］-［3］トラス構造
トラスの特徴、トラスの種類
トラスの解法、節点法、切断法
反力図、応力図の作図

［4］-［9］梁の反力と応力を求める
支点の種類、反力を求める
片持ち梁、単純梁、跳ね出し梁、ゲルバー梁、特殊な片持
ち梁の応力を求める
反力図・応力図の作図
曲げモーメントとせん断力の関係、重ね合わせの原理

［10］部材断面に関する数量の算定
断面積、図心、断面1次モーメント、断面2次モーメント、
断面係数、断面極2次モーメント、断面相乗モーメント、
断面の主軸、断面2次半径

［11］応力度とひずみ度
応力と応力度、ひずみとひずみ度
フックの法則、ポアソン比

［12］-［13］部材断面の応力度
曲げによる梁の変形、軸方向応力度、曲げ応力度、せん断
応力度、軸方向力と曲げモーメント、偏心、断面の核

［14］-［15］梁の変形を求める
軸方向力による変形、せん断力による変形、曲げモーメン
トによる変形、モールの定理

◎－－－　「設計・計画、構造コース」での位置付け　－
－－◎

　本科目は、シラバスに掲載されている建築学科JABEE
コースの学習・教育到達目標の主としてB-1に関連する。



2019-7070002073-01構造力学の基礎Ⅰ「TA-a」

森田　慶子

◎建築:A-1,A-3

1.(1) 構造力学で使用する基本的な用語と記号が理解できる　(A-1)

2.(2) 構造物に作用する外力と支点に働く反力の力の釣り合いが理解できる　
(A-1)

3.(3) 構造物に外力が作用したときにどんな応力が働くかをイメージすることが
でき、応力図に表すことができる　(A-1)

4.(4) 構造物に外力が作用したときにその断面にどのような力の分布(応力度)が
生じるかイメージすることができ、その大きさを計算で求めることができる　
(A-3)

5.(5) 構造物に外力が作用したときにどんな変形が生じるかをイメージすること
ができ、その変形量を計算で求めることができる　(A-3)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。



2019-7070002073-02構造力学の基礎Ⅰ「TA-b」

 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　　

田中　照久

◎－－－　概要　－－－◎

　我々人間に骨格があるのと同様に、建築物には骨格ならぬ「骨組」が存在
し、これを建築構造（構造骨組）という。建築物は、この骨組のおかげで居
住空間を確保し、重力や台風、更には地震にも耐えることができる。
　人々が安心して居住できる骨組構造とはどういうものであろうか。その答
えを得るためには、構造骨組を力学的に解析して安全性を確認することが必
要となる。この解析手段の基礎をなすのが「構造力学」と呼ばれる学問であ
り、本講義では構造力学の基礎を学ぶ。
　骨組を構成する材料によって木質構造、鉄筋コンクリート構造、鉄骨構造
などと区別されるが、これらの構造物の力学的原理は同一であり、その原理
を理解することなく建築物の設計をすることはできない。構造力学では各種
構造物の力学的な解釈や意味を理解することを目的としている。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) 構造力学で使用する基本的な用語と記号が理解できる(知識・理解)

(2) 構造物に作用する外力と支点に働く反力の力の釣り合いが理解できる(知
識・理解)

(3) 構造物に外力が作用したときにどんな応力が働くかをイメージすることが
でき、応力図に表すことができる(知識・理解)

(4) 構造物に外力が作用したときにその断面にどのような力の分布(応力度)が
生じるかイメージすることができ、その大きさを計算で求めることができる
(知識・理解)

(5) 構造物に外力が作用したときにどんな変形が生じるかをイメージすること
ができ、その変形量を計算で求めることができる(知識・理解)

◎－－－　テキスト　－－－◎

◎寺本隆幸「建築構造の力学Ⅰ」森北出版
　ISBN:978-4-627-50541-4

◎－－－　参考書　－－－◎

◎浅野清昭「構造力学入門」学芸出版社
◎浅野清昭「やさしい建築構造力学演習問題集」学芸出版社
◎今村仁美ほか「図解やさしい建築数学」学芸出版社
その他関連図書は工学部図書館に多数所蔵されているので、各自選別して大
いに活用してほしい

◎https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/の「2019静定構造力学」コースでも適宜参
考資料を配付する

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　本講義は、まず「ことば」に慣れ親しむことが必要である。講義の前に30
分程度教科書に目を通しておくこと。不明な点については講義中に質問した
り、関連図書に目を通したりして理解を深める努力が必要である。教科書の
例題は講義の理解を深めたり、復習のために活用して欲しい。また、参考書
に示したmoodleでも適宜資料を配付するのでこちらも参考にして欲しい

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　根幹的な力学原理と基本的な考え方を身につけ、今後展開される様々な構
造関係の科目を受講するための基礎力養成を目的として真摯に履修するこ
と。　本講義のような力学への理解は構造を理解し設計するための「共通の
ことばを修得する」ようなものである。建築技術者として活躍するためにも
「ことば」の修得は欠かせない。
　学習の最終目標は「梁の変形がイメージできるようになること」である
が、工学としてその大きさを数値で表すことも必要である。講義で解説する
例題問題やテキストの問題だけでは理解を得るためには不十分かもしれな
い。このため、講義で配布する例題や資料、課題を予習や復習の際に活用し
て欲しい。中間試験や期末試験はこれらを参考にして出題する予定である。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　本講義は、中間試験と期末試験(85%)および課題など(15%)の結果で評価す
る。評価基準は到達目標の各項目についてそれぞれ20％を目安とし、試験に
おいては到達目標の到達度を測るための問題を出題する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

［1］建築構造力学の概要
建築構造と力学、力の釣合い
構造物のモデル化と荷重
支点の種類、反力を求める

［2］-［3］トラス構造
トラスの特徴、トラスの種類
トラスの解法、節点法、切断法
反力図、応力図の作図

［4］-［9］梁の反力と応力を求める
支点の種類、反力を求める
片持ち梁、単純梁、跳ね出し梁、ゲルバー梁、特殊な片持
ち梁の応力を求める
反力図・応力図の作図
曲げモーメントとせん断力の関係、重ね合わせの原理

［10］部材断面に関する数量の算定
断面積、図心、断面1次モーメント、断面2次モーメント、
断面係数、断面極2次モーメント、断面相乗モーメント、
断面の主軸、断面2次半径

［11］応力度とひずみ度
応力と応力度、ひずみとひずみ度
フックの法則、ポアソン比

［12］-［13］部材断面の応力度
曲げによる梁の変形、軸方向応力度、曲げ応力度、せん断
応力度、軸方向力と曲げモーメント、偏心、断面の核

［14］-［15］梁の変形を求める
軸方向力による変形、せん断力による変形、曲げモーメン
トによる変形、モールの定理

◎－－－　「設計・計画、構造コース」での位置付け　－
－－◎

　本科目は、シラバスに掲載されている建築学科JABEE
コースの学習・教育到達目標の主としてB-1に関連する。



2019-7070002073-02構造力学の基礎Ⅰ「TA-b」

田中　照久

◎建築:A-1,A-3

1.(1) 構造力学で使用する基本的な用語と記号が理解できる

2.(2) 構造物に作用する外力と支点に働く反力の力の釣り合いが理解できる

3.(3) 構造物に外力が作用したときにどんな応力が働くかをイメージすることが
でき、応力図に表すことができる

4.(4) 構造物に外力が作用したときにその断面にどのような力の分布(応力度)が
生じるかイメージすることができ、その大きさを計算で求めることができる

5.(5) 構造物に外力が作用したときにどんな変形が生じるかをイメージすること
ができ、その変形量を計算で求めることができる

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。



2019-7070002138-01住宅計画

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

池添　昌幸

◎－－－　概要　－－－◎

　住宅は私達にとって最も身近な建築物であり、他のすべての建
築物の原点である。住宅を計画することは、人々がどのように住
まうかを考え、その住まいをとらえることから始まる。この講義
科目では住空間と生活の関わりから住まいのとらえ方を習得し、
住宅の設計演習において生活の場を構想できるようになることを
目標とする。
　まず、日本の多様な住まいのあり方を紹介し、日本の住宅の特
質とその歴史的経緯を解説する。次いで、人々の生活との関わり
を考える建築計画・住宅計画の方法を概説し、現代の住宅計画の
実践と課題を解説する。後半は、住宅設計の実例をとりあげ、具
体的な住宅計画設計のプロセスを解説する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1)日本の住宅の多様性と歴史的経緯について具体的な住宅型を通
して説明することができる。(知識・理解)

(2)現代の住まい方や地域性に対応した住宅計画の要点と課題を挙
げることができる。(知識・理解)

(3)住宅の計画設計のプロセスを理解した上で、ゾーニングや動線
計画といった具体的な住宅計画の方法を説明することができる。
(知識・理解)

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に定めない。毎回、講義資料をmoodleで配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

・鈴木成文：住まいを読む－現代日本住居論－（建築資料研究
社，1999年，2,415円，ISBN978-4874605844）
・建築学教育研究会編：住宅をデザインする（鹿島出版会，2007
年，1,995円，ISBN978-4306044838）

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　事前にmoodleで配布した講義資料を読んでおくこと（30分）。
講義の要点を確認するための宿題レポートを隔週で課すので、自
宅で復習を行うこと（30分）。
　なお、授業では建築計画の基礎を解説するので、興味のある点
や疑問点はテキストや参考書、施設計画の学術書で自己学習し、
理解を深めること（30分）。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　本講義では、2年生前期の建築設計Ⅰでの住宅設計の基礎知識
を提供する。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　期末試験と宿題レポートで評価し、評価の割合は期末試験を
80％、宿題レポートを20％とする。評価基準は、(1)日本の住宅の
伝統的な特質、歴史的に成立した住宅型の特徴、住宅型間の関係
が説明できること、(2)現代の家族の変化や地域性に対応した住宅
計画設計の試みを事例を通じて説明できること、(3)住宅計画設計
のプロセスと法的条件等の基礎知識を的確に理解し具体的な計画
の方法を説明できること、以上とする。期末試験は、到達目標(1)
を40％、(2)を30％、(3)を30％の目安で出題し評価する。
宿題レポートは2回の授業の中でまとめて返却し、解答の解説を
する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　住まいの原型と役割　住まいの初原と住宅計画の意義
を概説し、講義の全体構成を説明する。
2　日本の住まいの多様性　住宅立地、住宅形式による分
類方法を概説し、住まいの多様性を解説する。
3　日本の住宅の特質　日本の住宅の特質を気候・風土、
生活様式との関係から概説する。
4　伝統的住宅にみる住まいの原理　町家、農村住宅、漁
村住宅等の伝統的住宅の型を概説する。
5　住宅の近代化と中廊下型住宅の成立　戦前期の住宅の
近代化における中廊下型住宅の成立過程とその特徴につい
て解説する。
6　住宅計画の歴史－食寝分離論と51C型　初期の住宅計画
である庶民住宅の食寝分離と51C型の計画を解説する。
7　公共住宅と民間住宅の供給　戦後の公営住宅と民間住
宅の供給について、住宅政策の側面から解説する。
8　都市ＬＤＫ型住宅と地方続き間型住宅　民間住宅にお
ける都市ＬＤＫ型および地方続き間型住宅の成立と住宅の
商品化について解説する。
9　現代の住宅計画の試み　家族形態の多様化と住みこな
し、地域性への対応を意図した住宅計画を事例を通して解
説する。
10　住宅の作品分析　社会的に注目された建築家による住
宅設計を分析する。
11　住宅の計画設計手法　計画設計のプロセスを概説し、
図面による基礎的な表現方法を説明する。
12　住宅の配置計画　配置計画を行う上での基礎的条件
（敷地条件、法的規制、敷地面積と建築面積・床面積）を
説明する。
13　住宅の平断面計画　平断面計画を行う上での基礎的知
識（居室の機能と平面構成、動線の計画、住宅の環境性
能）を概説する。
14　住宅の外部空間計画　外構計画、独立住宅地の計画の
要点を解説する。
15　住宅の計画と設計の方法　住宅計画の歴史的変遷と住
宅の計画設計の具体的方法をまとめる。

◎－－－　「設計・計画、構造コース」での位置付け　－
－－◎

　本科目はシラバスに記載されている建築学科JABEEコー
スの学習・教育到達目標の主としてB－2に関連する。



2019-7070002138-01住宅計画

池添　昌幸

◎建築:A-3

1.(1)日本の住宅の多様性と歴史的経緯について具体的な住宅型を通して説明す
ることができる。　(A-3)

2.(2)現代の住まい方や地域性に対応した住宅計画の要点と課題を挙げることが
できる。　(A-3)

3.(3)住宅の計画設計のプロセスを理解した上で、ゾーニングや動線計画といっ
た具体的な住宅計画の方法を説明することができる。 　(A-3)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。



2019-7070000224-01情報処理演習「TA-a」

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

高山　峯夫、森田慶子、本田　悟

◎－－－　概要　－－－◎

近年、情報工学（IT）という言葉が頻繁に聞かれるようになりました。建
築に限らず、あらゆる分野にコンピュータやインターネットが使われてい
ます。大学の学習や研究だけではなく、社会に出てからもコンピュータを
十分に使いこなせるスキルが必要不可欠になっています。建築の分野で
も、コンピュータを使った設計やデザイン（CADやBIMなど）、画像処
理、および構造解析（Structural Analysis）などでは不可欠なスキルとなっ
ています。

この授業では初年次教育の一環として大学での学び方やアカデミックスキ
ルズについて説明した後、パソコンを使った授業に入ります。パソコンの
操作とソフトの基本的な使い方とともに、正しい情報を収集し、正確に分
析する、成果を正しく伝えるための基本スキルの修得を目指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

大学での学び方やアカデミックスキルズについて学び、その重要性を理解
できる(知識・理解)

パソコンで文章作成やデータ処理・グラフ作成などができる(知識・理解)

説得力のあるプレゼンテーションのためのスキルを活用できる(知識・理
解)

◎－－－　テキスト　－－－◎

アカデミック・スキルズ:大学生のための知的技法入門／佐藤望編著
慶應義塾大学出版会／ISBN ： 978-4-7664-1960-3／価格：1000円＋税

大学生の学び・入門／溝上慎一著
有斐閣／ISBN：4-641-12282-2／価格：1600円＋税

◎－－－　参考書　－－－◎

学習技術研究会　「大学生からのスタディ・スキルズ　知へのステップ」
くろしお出版、2006
木下是雄　「理科系の作文技術」　中公新書、1981
小河原　誠　「読み書きの技法」　筑摩書房、1996
江下雅之　「レポートの作り方」　中公新書、2003
三島　浩　「技術者・学生のためのテクニカルライティング」　共立出
版、2001

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

レポートの作成およびパソコン実習は、授業時間内に終わらないため、自
宅での予習・復習が不可欠となる（60分程度）。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本講義の第1回から第5回までは、テキストを用いた講義とする。第8回か
らはパソコンを利用した実習形式となる。パソコンの実習では本学のパソ
コン教室を使用する。

第8回からの授業はパソコンを使った実習であり、その成果物は次の授業
時に提出してもらう。第15回の授業では将来の目標や夢を踏まえた人生の
戦略についての発表会を行う。

詳しい授業の進め方については、第1回目の授業時間に説明する。なお、
受講者の書く力を訓練するために第2回の授業から毎回決まったテーマに
ついてレポートを書いて提出してもらうようにしている。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

講義は実習形式で行われ、毎回の実習・演習の課題提出に基づき、それぞ
れの到達目標についての達成度を均等に評価する。全ての課題提出と提出
物の総合評価が60点以上であることが単位認定の条件となる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　　　
［01］ 大学を好きになるには（高山）

講義の目標・評価について
後悔しない学生生活の送り方、夢ノートの作成など

［02］ 大学での学び入門（高山）
大学での学び入門の認識編の解説

［03］ 大学での学び入門（高山）
大学での学び入門の行動編について解説

［04］ アカデミック・スキルズ（高山）
ノートのとり方、文献の調べ方など

［05］ アカデミック・スキルズ（高山）
本の読み方、レポートの書き方など

［06］ コンピテンシー診断（高山）
コンピテンシー診断テストのフォローアップ

［07］ 関数電卓の使い方（全員）
後期からの授業で必要となる関数電卓の活用法を解説

［08］ パソコン操作の基本（全員）
ファイルの操作、ネットワークへの接続、スマホアプ

リを使った電子メールの操作

［09］ Wordによる文章作成（全員）
文章を作成する、図を描く

［10］ Excelの基本（全員）
表作成の基本、関数を使いこなす

［11］ Excelの応用（全員）
グラフの作成とデータベース機能

［12］ ExcelとWordの活用（全員）
Wordで数式を入力する、Excelによるシミュレーショ

ンとグラフ化

［13］ 表現する・伝えるためのスキル（全員）
自己紹介のスライドを作成する

［14］ PowerPointの基本（全員）
発表用のスライドを作成する

［15］ プレゼンテーション（全員）
学生による「人生の戦略」に関するプレゼン

　　　※教員の担当分担
　　　　　【1̃6回の担当：高山】
　　　　　【7̃15回の担当：全員】

◎－－－　「設計・計画、構造コース」での位置付け　－
－－◎

本科目は、建築学科JABEEコースの学習・教育到達目標の
主としてB-１に関連する。



2019-7070000224-01情報処理演習「TA-a」

高山　峯夫、森田慶子、本田　悟

◎建築:A-1

1.大学での学び方やアカデミックスキルズについて学び、その重要性を理解で
きる　(A-1)

2.パソコンで文章作成やデータ処理・グラフ作成などができる　(A-1)

3.説得力のあるプレゼンテーションのためのスキルを活用できる　(A-1)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。



2019-7070000224-02情報処理演習「TA-b」

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

高山　峯夫、森田慶子、本田　悟

◎－－－　概要　－－－◎

近年、情報工学（IT）という言葉が頻繁に聞かれるようになりました。建
築に限らず、あらゆる分野にコンピュータやインターネットが使われてい
ます。大学の学習や研究だけではなく、社会に出てからもコンピュータを
十分に使いこなせるスキルが必要不可欠になっています。建築の分野で
も、コンピュータを使った設計やデザイン（CADやBIMなど）、画像処
理、および構造解析（Structural Analysis）などでは不可欠なスキルとなっ
ています。

この授業では初年次教育の一環として大学での学び方やアカデミックスキ
ルズについて説明した後、パソコンを使った授業に入ります。パソコンの
操作とソフトの基本的な使い方とともに、正しい情報を収集し、正確に分
析する、成果を正しく伝えるための基本スキルの修得を目指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

大学での学び方やアカデミックスキルズについて学び、その重要性を理解
できる(知識・理解)

パソコンで文章作成やデータ処理・グラフ作成などができる(知識・理解)

説得力のあるプレゼンテーションのためのスキルを活用できる(知識・理
解)

◎－－－　テキスト　－－－◎

アカデミック・スキルズ:大学生のための知的技法入門／佐藤望編著
慶應義塾大学出版会／ISBN ： 978-4-7664-1960-3／価格：1000円＋税

大学生の学び・入門／溝上慎一著
有斐閣／ISBN：4-641-12282-2／価格：1600円＋税

◎－－－　参考書　－－－◎

学習技術研究会　「大学生からのスタディ・スキルズ　知へのステップ」
くろしお出版、2006
木下是雄　「理科系の作文技術」　中公新書、1981
小河原　誠　「読み書きの技法」　筑摩書房、1996
江下雅之　「レポートの作り方」　中公新書、2003
三島　浩　「技術者・学生のためのテクニカルライティング」　共立出
版、2001

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

レポートの作成およびパソコン実習は、授業時間内に終わらないため、自
宅での予習・復習が不可欠となる（60分程度）。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本講義の第1回から第5回までは、テキストを用いた講義とする。第8回か
らはパソコンを利用した実習形式となる。パソコンの実習では、本学のパ
ソコン教室を利用する。

第8回からの授業はパソコンを使った実習であり、その成果物は次の授業
時に提出してもらう。第15回の授業では将来の目標や夢を踏まえた人生の
戦略についての発表会を行う。

詳しい授業の進め方については、第1回目の授業時間に説明する。なお、
受講者の書く力を訓練するために第2回の授業から毎回決まったテーマに
ついてレポートを書いて提出してもらうようにしている。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

講義は実習形式で行われ、毎回の実習・演習の課題提出に基づき、それぞ
れの到達目標についての達成度を均等に評価する。全ての課題提出と提出
物の総合評価が60点以上であることが単位認定の条件となる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　　　
［01］ 大学を好きになるには（高山）

講義の目標・評価について
後悔しない学生生活の送り方、夢ノートの作成など

［02］ 大学での学び入門（高山）
大学での学び入門の認識編の解説

［03］ 大学での学び入門（高山）
大学での学び入門の行動編について解説

［04］ アカデミック・スキルズ（高山）
ノートのとり方、文献の調べ方など

［05］ アカデミック・スキルズ（高山）
本の読み方、レポートの書き方など

［06］ コンピテンシー診断（高山）
コンピテンシー診断テストのフォローアップ

［07］ 関数電卓の使い方（全員）
後期からの授業で必要となる関数電卓の活用法を解説

［08］ パソコン操作の基本（全員）
ファイルの操作、ネットワークへの接続、スマホアプ

リを使った電子メールの操作

［09］ Wordによる文章作成（全員）
文章を作成する、図を描く

［10］ Excelの基本（全員）
表作成の基本、関数を使いこなす

［11］ Excelの応用（全員）
グラフの作成とデータベース機能

［12］ ExcelとWordの活用（全員）
Wordで数式を入力する、Excelによるシミュレーショ

ンとグラフ化

［13］ 表現する・伝えるためのスキル（全員）
自己紹介のスライドを作成する

［14］ PowerPointの基本（全員）
発表用のスライドを作成する

［15］ プレゼンテーション（全員）
学生による「人生の戦略」に関するプレゼン

　　　※教員の担当分担
　　　　　【1̃6回の担当：高山】
　　　　　【7̃15回の担当：全員】

◎－－－　「設計・計画、構造コース」での位置付け　－
－－◎

本科目は、建築学科JABEEコースの学習・教育到達目標の
主としてB-1に関連する。



2019-7070000224-02情報処理演習「TA-b」

高山　峯夫、森田慶子、本田　悟

◎建築:A-1

1.大学での学び方やアカデミックスキルズについて学び、その重要性を理解で
きる　(A-1)

2.パソコンで文章作成やデータ処理・グラフ作成などができる　(A-1)

3.説得力のあるプレゼンテーションのためのスキルを活用できる　(A-1)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。



2019-7070000210-01造形実習Ⅰ「TA-a」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：実習　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・３時限～４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

前野　計太

◎－－－　概要　－－－◎

本科目では、建築を絵画や彫刻などと共通する造形芸術とみなし、それらを含む多様な造形芸術
表現の享受と創作活動に携わる上で必要な基礎的な理論的知識と実践的技術の習得を目的とす
る。なお、造形芸術全般が①絵画的な「平面」構成→②彫刻的な「立体」構成→③建築的な「空
間」構成という順序で複雑化するという想定に基づき、1年次後期開講の本科目では主に①に関
連する主題に特化した授業プログラムが組まれており、②③に関しては前記開講の「造形実習
Ⅱ」で取り扱われる。したがって、本科目は「造形実習Ⅱ」と連携して１つの全体を成す授業内
容編成になっているので、両科目あわせて履修することが望ましい。また本科目は、隔週形式
（2週間に1回の授業形式）で、1回分の授業が毎回2時限連続で行われる。具体的な授業内容とし
ては、原則として毎回個別の主題に基づき、授業前半は主題の内容に関する講義・解説および、
いくつかの参考作品を例示した具体的な作品課題の説明に当て、授業後半を実際の課題作品の制
作実習に当てる形で進める。なお各授業の主題内容に関しては授業計画を参照すること。
　本教科の担当者は建築の専門家ではないが、現代美術の実作者として海外での長期滞在制作を
含む多数の美術館やギャラリー等でのインスタレーション作品の企画展示や、パブリック・アー
トの制作経験に基づき、絵画や彫刻作品とは異なる建築作品に要請される公共性や社会的責任の
重要性に留意すると共に、現代の先端的な芸術全般の状況理解に通じるような実践的な授業を目
指したい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1)鉛筆によるデッサン（写実的描画）の基本技法を習得できる。(知識・理解)

2)西洋美術の基本的造形原理としての黄金比（プロポーション）、および遠近法を基本的に理解
できる。(知識・理解)

3)近代以降の科学的色彩学、および色彩理論に関する基本的な用語と知識を習得できる。(知
識・理解)

4)水性絵具と筆による基本的な彩色表現技術を習得し、配色に関する基本知識を理解できる。
(知識・理解)

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に定まったテキストは使用しないが、実習課題の内容に応じてテキストをコピーして配付する
ことがある。

◎－－－　参考書　－－－◎

金子隆芳著『色彩の科学』（岩波新書）　ISBN 978-4004300441
小町谷朝生著『色彩のアルケオロジー』（勁草書房）　ISBN 978-4326850907
小町谷朝生著『視覚の文化』（勁草書房）　ISBN 978-4326152346

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

各課題作品には個別の主題があり、作品の制作実習にはその主題内容の基本的理解が不可欠の条
件となるので、授業計画および参考書などにより、次回の課題の主題内容を予習（60分）し、ま
た各授業前半の講義・解説の際に不明な疑問点があれば必ず積極的に質問すること。また授業時
間内に課題作品の制作が完了しなかった場合は、次回の授業までに事前に完成させておくこと
（180分）。なお、各課題の評価に際しては、学生の予習復習の成果も評価の対象とする。特に
最後の自由制作に関しては、各自の自発的な創意工夫と事前の構想プランが重要な評価対象とな
るので、できるだけ早く作品計画を立てて、制作に取り組むこと。

 

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

実習中心の授業内容なので、実作業にともなう用具の持参が毎回必用である。基本的なものとし
ては、スケッチブック、鉛筆類、定規、コンパス、水彩用具一式、ハサミ、カッターなど。その
他に関しては、そのつど指示する。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

5つの提出課題作品に関して、それぞれを20点満点として配分し、下記の評価基準によって採
点。

●課題1「鉛筆デッサン」B3ケント紙

モチーフの形状、陰影の諧調の変化に関する正確な立体的描写力、および素材（紙）の材質感の
表現力に関する技術的完成度、洗練度の高低を基準に評価。

●課題2「黄金比と遠近法を主題にした作図」B3ケント紙

指示通りの作図の正確さ、描線の均一性、構図上の視覚的安定感等に関する総合的な製図技術力
の高低を基準に評価。

●課題3「色立体を主題にした色彩構成」B4ケント紙

基本となる選択した4つの基本色に関する彩色描写の正確さ、均一でフラットな彩色表現技術の
洗練度、混色による正確なグラデーション彩色表現に関する技術的完成度の高低を基準に評価。

●課題4「視覚混合および色の対比を主題にした色彩構成」B3ケント紙

繊細な線描あるいは点描的な彩色表現の技術的洗練度、平面分割の構図およびその配色構成力に
関する美的な調和、統一感の高低、および均一でフラットな彩色表現技術の洗練度の高低を基準
に総合的に評価。

●課題5「色彩表現に基づく自由制作」B3ケント紙

発想やアイデアの独創性、構図や配色構成に関する美的な調和、統一感、彩色表現や描写技術の
洗練度の高低等を基準に総合的に評価。

◎－－－　授業計画　－－－◎

①　導入（講義）
「造形実習Ⅰ」の具体邸な授業内容、プログラムについて
導入の講義を行う。スライドによる自作の解説を行う。

②～③　デッサン
鉛筆によるデッサンの実習を行う。

④～⑤　遠近法とイリュージョン
遠近法とイリュージョンに関して概説し、これを主題とし
た課題作品を制作する。

⑥～⑦　黄金分割とプロポーション
黄金分割とプロポーションに関して概説し、これを主題と
した課題作品を制作する。

⑧～⑨　色彩構成(1)
色立体に基づく色彩学および色彩理論について概説し、色
立体を主題とした課題作品を制作する。

⑩～⑪　色彩構成(2)
混色、および色の対比について概説し、これを主題とした
課題作品を制作する。

⑫～⑬　色彩構成（3）
配色理論について概説し、これを主題とした課題作品を制
作する。

⑭～⑮　色彩表現による自由制作
色彩表現による自由制作を行う。

◎－－－　必修・選択の区分　－－－◎

総合コース　　　：必修・○選択
設計・計画コース：必修・○選択
構造コース　　　：必修・○選択

◎－－－　「設計・計画、構造コース」での位置付け　－
－－◎

本科目はシラバスに記載されている建築学科の学習・教育
到達目標の主としてB-2に関連する。



2019-7070000210-01造形実習Ⅰ「TA-a」

前野　計太

◎建築:A-3

1.1)鉛筆によるデッサン（写実的描画）の基本技法を習得できる。　(A-3)

2.2)西洋美術の基本的造形原理としての黄金比（プロポーション）、および遠
近法を基本的に理解できる。　(A-3)

3.3)近代以降の科学的色彩学、および色彩理論に関する基本的な用語と知識を
習得できる。　(A-3)

4.4)水性絵具と筆による基本的な彩色表現技術を習得し、配色に関する基本知
識を理解できる。　(A-3)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。



2019-7070000210-02造形実習Ⅰ「TA-b」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：実習　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・３時限～４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

前野　計太

◎－－－　概要　－－－◎

本科目では、建築を絵画や彫刻などと共通する造形芸術とみなし、それらを含む多様な造形芸術
表現の享受と創作活動に携わる上で必要な基礎的な理論的知識と実践的技術の習得を目的とす
る。なお、造形芸術全般が①絵画的な「平面」構成→②彫刻的な「立体」構成→③建築的な「空
間」構成という順序で複雑化するという想定に基づき、1年次後期開講の本科目では主に①に関
連する主題に特化した授業プログラムが組まれており、②③に関しては前記開講の「造形実習
Ⅱ」で取り扱われる。したがって、本科目は「造形実習Ⅱ」と連携して１つの全体を成す授業内
容編成になっているので、両科目あわせて履修することが望ましい。また本科目は、隔週形式
（2週間に1回の授業形式）で、1回分の授業が毎回2時限連続で行われる。具体的な授業内容とし
ては、原則として毎回個別の主題に基づき、授業前半は主題の内容に関する講義・解説および、
いくつかの参考作品を例示した具体的な作品課題の説明に当て、授業後半を実際の課題作品の制
作実習に当てる形で進める。なお各授業の主題内容に関しては授業計画を参照すること。
　本教科の担当者は建築の専門家ではないが、現代美術の実作者として海外での長期滞在制作を
含む多数の美術館やギャラリー等でのインスタレーション作品の企画展示や、パブリック・アー
トの制作経験に基づき、絵画や彫刻作品とは異なる建築作品に要請される公共性や社会的責任の
重要性に留意すると共に、現代の先端的な芸術全般の状況理解に通じるような実践的な授業を目
指したい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

鉛筆によるデッサン（写実的描画）の基本技法を習得できる。(知識・理解)

西洋美術の基本的造形原理としての黄金比（プロポーション）、および遠近法を基本的に理解で
きる。(知識・理解)

近代以降の科学的色彩学、および色彩理論に関する基本的な用語と知識を習得できる。(知識・
理解)

水性絵具と筆による基本的な彩色表現技術を習得し、配色に関する基本知識を理解できる。(知
識・理解)

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に定まったテキストは使用しないが、実習課題の内容に応じてテキストをコピーして配付する
ことがある。

◎－－－　参考書　－－－◎

金子隆芳著『色彩の科学』（岩波新書）　ISBN 978-4004300441
小町谷朝生著『色彩のアルケオロジー』（勁草書房）　ISBN 978-4326850907
小町谷朝生著『視覚の文化』（勁草書房）　ISBN 978-4326152346

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

各課題作品には個別の主題があり、作品の制作実習にはその主題内容の基本的理解が不可欠の条
件となるので、授業計画および参考書などにより、次回の課題の主題内容を予習（60分）し、ま
た各授業前半の講義・解説の際に不明な疑問点があれば必ず積極的に質問すること。また授業時
間内に課題作品の制作が完了しなかった場合は、次回の授業までに事前に完成させておくこと
（180分）。なお、各課題の評価に際しては、学生の予習復習の成果も評価の対象とする。特に
最後の自由制作に関しては、各自の自発的な創意工夫と事前の構想プランが重要な評価対象とな
るので、できるだけ早く作品計画を立てて、制作に取り組むこと。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

実習中心の授業内容なので、実作業にともなう用具の持参が毎回必用である。基本的なものとし
ては、スケッチブック、鉛筆類、定規、コンパス、水彩用具一式、ハサミ、カッターなど。その
他に関しては、そのつど指示する。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

5つの提出課題作品に関して、それぞれを20点満点として配分し、下記の評価基準によって採
点。

●課題1「鉛筆デッサン」B3ケント紙

モチーフの形状、陰影の諧調の変化に関する正確な立体的描写力、および素材（紙）の材質感の
表現力に関する技術的完成度、洗練度の高低を基準に評価。

●課題2「黄金比と遠近法を主題にした作図」B3ケント紙

指示通りの作図の正確さ、描線の均一性、構図上の視覚的安定感等に関する総合的な製図技術力
の高低を基準に評価。

●課題3「色立体を主題にした色彩構成」B4ケント紙

基本となる選択した4つの基本色に関する彩色描写の正確さ、均一でフラットな彩色表現技術の
洗練度、混色による正確なグラデーション彩色表現に関する技術的完成度の高低を基準に評価。

●課題4「視覚混合および色の対比を主題にした色彩構成」B3ケント紙

繊細な線描あるいは点描的な彩色表現の技術的洗練度、平面分割の構図およびその配色構成力に
関する美的な調和、統一感の高低、および均一でフラットな彩色表現技術の洗練度の高低を基準
に総合的に評価。

●課題5「色彩表現に基づく自由制作」B3ケント紙

発想やアイデアの独創性、構図や配色構成に関する美的な調和、統一感、彩色表現や描写技術の
洗練度の高低等を基準に総合的に評価。

◎－－－　授業計画　－－－◎

①　導入（講義）
「造形実習Ⅰ」の具体邸な授業内容、プログラムについて
導入の講義を行う。スライドによる自作の解説を行う。

②～③　デッサン
鉛筆によるデッサンの実習を行う。

④～⑤　遠近法とイリュージョン
遠近法とイリュージョンに関して概説し、これを主題とし
た課題作品を制作する。

⑥～⑦　黄金分割とプロポーション
黄金分割とプロポーションに関して概説し、これを主題と
した課題作品を制作する。

⑧～⑨　色彩構成(1)
色立体に基づく色彩学および色彩理論について概説し、色
立体を主題とした課題作品を制作する。

⑩～⑪　色彩構成(2)
混色、および色の対比について概説し、これを主題とした
課題作品を制作する。

⑫～⑬　色彩構成（3）
配色理論について概説し、これを主題とした課題作品を制
作する。

⑭～⑮　色彩表現による自由制作
色彩表現による自由制作を行う。

◎－－－　必修・選択の区分　－－－◎

総合コース　　　：必修・○選択
設計・計画コース：必修・○選択
構造コース　　　：必修・○選択

◎－－－　「設計・計画、構造コース」での位置付け　－
－－◎

本科目はシラバスに記載されている建築学科の学習・教育
到達目標の主としてB-2に関連する。



2019-7070000210-02造形実習Ⅰ「TA-b」

前野　計太

◎建築:A-3

1.鉛筆によるデッサン（写実的描画）の基本技法を習得できる。　(A-3)

2.西洋美術の基本的造形原理としての黄金比（プロポーション）、および遠近
法を基本的に理解できる。　(A-3)

3.近代以降の科学的色彩学、および色彩理論に関する基本的な用語と知識を習
得できる。　(A-3)

4.水性絵具と筆による基本的な彩色表現技術を習得し、配色に関する基本知識
を理解できる。　(A-3)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。



2019-701000T105-11行列と行列式Ⅰ「TA-a」

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

佐藤　拓

◎－－－　概要　－－－◎

高等学校では、２次及び３次のベクトルを扱い、それらが平
面・空間図形と密接に関係していることを学んだ。 この授業で
は、より一般のベクトル・行列について体系的に学ぶことを目
標としている。
２次・３次の行列を中心に、演算（和・差・積）の性質、行列
を用いた一般の連立１次方程式の解法、行列式の定義と計算方
法を学ぶ。
学習の要点を述べる。行列を用いて連立１次方程式を表現する
ことにより、行列の基本変形を用いた連立１次方程式の解法に
ついて学ぶ。連立１次方程式の解が１組だけの場合、無数にあ
る場合、存在しない場合を統一的に調べる。さらに、行列の階
数を用いて解の形が明確に記述できることを理解する。最後に
行列式の基本性質を学び、行列式が逆行列の存在や連立１次方
程式の解法と密接に関係していることを理解する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

行列と行列式に関する基礎的な知識を有し、行列を用いて連立
１次方程式が解け、行列式の計算ができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

前回の授業内容で学んだ定義と定理および応用例を確認し、教
科書の次回の授業範囲を読んでおくこと（60分）

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

行列の計算ができること、連立１次方程式が解けること，行列
式の計算ができることを評価の基準とする。
定期試験100％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）
ISBN 978-4-563-00490-3 C3041, 2000円＋税，2014年発行

◎－－－　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。
また、必要に応じて各担当者が独自のプリントなどを用意して
テキストの補足を行うこともある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　イントロダクション
　２　行列の定義と計算
　３　正則行列と逆行列
　４　行列の分割
　５　点の移動と２次の行列の性質
　６　n元連立１次方程式と行列
　７　掃き出し法
　８　逆行列
　９　階数と連立１次方程式
１０　斉次方程式と基本解
１１　２次と３次の行列式の性質
１２　３次の行列式の計算
１３　行列の正則判定と逆行列　
１４　クラメルの公式　
１５　まとめ



2019-701000T105-11行列と行列式Ⅰ「TA-a」

佐藤　拓

◎建築:A-1

1.行列と行列式に関する基礎的な知識を有し、行列を用いて連立１次方程式が
解け、行列式の計算ができる。　(A-1)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。



2019-701000T105-12行列と行列式Ⅰ「TA-b」

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

小田　信行

◎－－－　概要　－－－◎

高等学校では、２次及び３次のベクトルを扱い、それらが平
面・空間図形と密接に関係していることを学んだ。 この授業で
は、より一般のベクトル・行列について体系的に学ぶことを目
標としている。
２次・３次の行列を中心に、演算（和・差・積）の性質、行列
を用いた一般の連立１次方程式の解法、行列式の定義と計算方
法を学ぶ。
学習の要点を述べる。行列を用いて連立１次方程式を表現する
ことにより、行列の基本変形を用いた連立１次方程式の解法に
ついて学ぶ。連立１次方程式の解が１組だけの場合、無数にあ
る場合、存在しない場合を統一的に調べる。さらに、行列の階
数を用いて解の形が明確に記述できることを理解する。最後に
行列式の基本性質を学び、行列式が逆行列の存在や連立１次方
程式の解法と密接に関係していることを理解する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

行列と行列式に関する基礎的な知識を有し、行列を用いて連立
１次方程式が解け、行列式の計算ができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

前回の授業内容で学んだ定義と定理および応用例を確認し、教
科書の次回の授業範囲を読んでおくこと（60分）

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

行列の計算ができること、連立１次方程式が解けること，行列
式の計算ができることを評価の基準とする。
定期試験100％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）
ISBN 978-4-563-00490-3 C3041, 2000円＋税，2014年発行

◎－－－　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。
また、必要に応じて各担当者が独自のプリントなどを用意して
テキストの補足を行うこともある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　イントロダクション
　２　行列の定義と計算
　３　正則行列と逆行列
　４　行列の分割
　５　点の移動と２次の行列の性質
　６　n元連立１次方程式と行列
　７　掃き出し法
　８　逆行列
　９　階数と連立１次方程式
１０　斉次方程式と基本解
１１　２次と３次の行列式の性質
１２　３次の行列式の計算
１３　行列の正則判定と逆行列　
１４　クラメルの公式　
１５　まとめ



2019-701000T105-12行列と行列式Ⅰ「TA-b」

小田　信行

◎建築:A-1

1.行列と行列式に関する基礎的な知識を有し、行列を用いて連立１次方程式が
解け、行列式の計算ができる。　(A-1)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。



2019-701000T107-10行列と行列式Ⅱ「TA-a」

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

佐藤　拓

◎－－－　概要　－－－◎

行列と行列式Ⅰ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性質について学ぶ。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　－－－◎

部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有し、行列の固
有値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができ
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

前回の授業内容で学んだ定義と定理および応用例を確認し、教
科書の次回の授業範囲を読んでおくこと（60分）

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

部分空間の基底と次元が決定できること、行列の固有値、固有
ベクトル、固有空間の計算ができること、行列の対角化ができ
ることを評価の基準とする。
定期試験100％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）
ISBN 978-4-563-00490-3 C3041, 2000円＋税，2014年発行

◎－－－　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。
また、必要に応じて各担当者が独自のプリントなどを用意して
テキストの補足を行うこともある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　イントロダクション
　２　ベクトルの性質
　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
　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　対角化可能性と固有ベクトルの条件
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



2019-701000T107-10行列と行列式Ⅱ「TA-a」

佐藤　拓

◎建築:A-1

1.部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有し、行列の固有値、固有ベ
クトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができる。　(A-1)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。



2019-701000T107-11行列と行列式Ⅱ「TA-b」

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

小田　信行

◎－－－　概要　－－－◎

行列と行列式Ⅰ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性質について学ぶ。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　－－－◎

部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有し、行列の固
有値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができ
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

前回の授業内容で学んだ定義と定理および応用例を確認し、教
科書の次回の授業範囲を読んでおくこと（60分）

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

部分空間の基底と次元が決定できること、行列の固有値、固有
ベクトル、固有空間の計算ができること、行列の対角化ができ
ることを評価の基準とする。
定期試験100％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）
ISBN 978-4-563-00490-3 C3041, 2000円＋税，2014年発行

◎－－－　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。
また、必要に応じて各担当者が独自のプリントなどを用意して
テキストの補足を行うこともある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　イントロダクション
　２　ベクトルの性質
　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
　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　対角化可能性と固有ベクトルの条件
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



2019-701000T107-11行列と行列式Ⅱ「TA-b」

小田　信行

◎建築:A-1

1.部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有し、行列の固有値、固有ベ
クトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができる。　(A-1)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。



2019-701000T098-10図学Ⅰ「TA-a」（エンジニアリンググラフィクスで形と図を描く）

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

梶山　喜一郎

◎－－－　概要　－－－◎

テーマはエンジニアリンググラフィックスである．高校までにコミュ
ニケーションの手段として言葉，文字，記号を学んだ．この講義はこ
れらと異なる「図形による情報伝達手段」を対象とする．建築図面だ
けでなくコンピュータグラフィックス，あるいはメディアの発達はだ
れもが視覚情報の作り手と受け手になる機会を増やしてきた．受講し
てこれらの能力を高めてほしい．・90分の授業を，静かに黒板を眺め
るだけの座学の授業にはしていない．脳と体を動かし授業に参加して
ほしい．
・毎回ノートを作成する．
・授業内容の確認のために行う演習を定規コンパスを持参して毎回確
実に解くことが受講者には要求されている．

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 建築で用いる図的表現は常に変化している．これに関する人類の図
的表現の歴史についての知識を得ることができる．(知識・理解)

2. 図や図面，画像から情報を理解する人間が犯しやすい誤りがある．
これらの特徴を前もって知るための知識を得ることができる．(知
識・理解)

3. 現在主流の図的表現の理論として投影理論がある．技術者としてこ
の知識の体系を理解し，立体図が描けるようになる．(知識・理解)

◎－－－　テキスト　－－－◎

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

◎－－－　参考書　－－－◎

図学の全体像に関心がある人は「図形科学ハンドブック，日本図学会
編（森北出版）(ISBN 4-627-08020-4)」が参考書としてわかりやすい．
コンピュータグラフィックスに興味がある人は「ＣＧハンドブック，
日本図学会編（森北出版）(ISBN 4-627-08080-9)」「マルチメディアコ
ミュニケーション，日本図学会編（共立出版）(ISBN 4-320-02866-
X)」がある．立体幾何学あるいは図法幾何学に興味がある人は「図学
通論　馬場礼二郎（養賢堂）(ISBN 4-8425-0102-2)」が参考書としてよ
い．これらの本は本屋あるいは工学部図書館にある．

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

この科目は，「図学Ⅱ」「建築ＣＡＤ」と関連がある．

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

全ての授業に参加したもの(出席者ではない)を評価の対象とする．
「授業参加に対する評価」が全体の50%，「期末試験」が50%の評価
である．授業参加の評価は，決められた時間内での演習・テスト・宿
題提出を評価に加えるので，この間に参加しないものは減点してい
く．評価基準は各項目均等を原則とする．

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

授業は，前回の授業内容の上に積み重ねして行っている．配布した資
料は切り貼りし，各回の講義ノートを完成しておくこと．(60分) 前回
のノートを持参して授業に参加してほしい．欠席しても友達にノート
を借りてコピーし学習すること．(90分) せっかく大学がこのようなシ
ラバスを準備しているのであるから，授業テーマは何かぐらいは頭に
入れて楽しく参加してほしい．また教材ホームページを事前に読んで
おくこと．教材は授業中に説明するが，発展的な学習を望む受講者
は，大学や自宅のコンピュータで自習できる教材ホームページを準備
している．

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 人間の図形情報処理の基礎概念：実物-図形-画像・図の
関係を認知心理学を用いて体験学習する
2. 図的表現の歴史：視覚化への人類の挑戦の歴史を学ぶ
3. 図と図形：つかめる図とさわれない図形の関係を理解す
る
4. 図的表現と投影図の体系：光と影を利用した立体・空間
を視覚化する方法と体系を学ぶ
5. 正投影の理論と図的表現(1)：正投影法による建築図面表
現の方法を学ぶ
6. 正投影の理論と図的表現(2)：正投影法による建築図面表
現の方法を学ぶ
7. 正投影の理論と図的表現(3)：建築図面から立体を理解す
る方法を学ぶ
8. テクニカルイラストレーション：建築で用いる立体図
(単面投影)の概論
9. 斜投影と立体の図的表現(1)：カバリエ図による立体の図
的表現を学ぶ
10. 斜投影と立体の図的表現(2)：ミリタリ図による立体の
図的表現を学ぶ
11. 軸測投影と立体の図的表現：等測図による立体の図的
表現を学ぶ
12. 標高投影と立体の図的表現：標高投影図による曲面や
地形の図的表現を学ぶ
13.地図投影と地球の表現：球を平面に表現する図表現を
学ぶ　
14.実物を図的表現する演習：独力で立体図を描けるかを
問う総合演習を行う
15.総括：授業のまとめと期末試験の説明を行う

◎－－－　URL　－－－◎

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

◎－－－　「設計・計画、構造コース」での位置付け　－
－－◎

本科目はシラバスに記載されている建築学科の学習
・教育到達目標の主としてＢ－１に関連する．



2019-701000T098-10図学Ⅰ「TA-a」（エンジニアリンググラフィクスで形と図を描く）

梶山　喜一郎

◎建築:A-1

1.1. 建築で用いる図的表現は常に変化している．これに関する人類の図的表現
の歴史についての知識を得ることができる．　(A-1)

2.2. 図や図面，画像から情報を理解する人間が犯しやすい誤りがある．これら
の特徴を前もって知るための知識を得ることができる．　(A-1)

3.3. 現在主流の図的表現の理論として投影理論がある．技術者としてこの知識
の体系を理解し，立体図が描けるようになる．　(A-1)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。



2019-701000T098-11図学Ⅰ「TA-b」（エンジニアリンググラフィクスで形と図を描く）

 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・５時限　　試験時間割：後日発表　　

梶山　喜一郎

◎－－－　概要　－－－◎

テーマはエンジニアリンググラフィックスである．高校までにコミュ
ニケーションの手段として言葉，文字，記号を学んだ．この講義はこ
れらと異なる「図形による情報伝達手段」を対象とする．建築図面だ
けでなくコンピュータグラフィックス，あるいはメディアの発達はだ
れもが視覚情報の作り手と受け手になる機会を増やしてきた．受講し
てこれらの能力を高めてほしい．・90分の授業を，静かに黒板を眺め
るだけの座学の授業にはしていない．脳と体を動かし授業に参加して
ほしい．
・毎回ノートを作成する．
・授業内容の確認のために行う演習を定規コンパスを持参して毎回確
実に解くことが受講者には要求されている．

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 建築で用いる図的表現は常に変化している．これに関する人類の図
的表現の歴史についての知識を得ることができる． (知識・理解)

2. 図や図面，画像から情報を理解する人間が犯しやすい誤りがある．
これらの特徴を前もって知るための知識を得ることができる．(知
識・理解)

3. 現在主流の図的表現の理論として投影理論がある．技術者としてこ
の知識の体系を理解し，立体図が描けるようになる．(知識・理解)

◎－－－　テキスト　－－－◎

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

◎－－－　参考書　－－－◎

図学の全体像に関心がある人は「図形科学ハンドブック，日本図学会
編（森北出版）(ISBN 4-627-08020-4)」が参考書としてわかりやすい．
コンピュータグラフィックスに興味がある人は「ＣＧハンドブック，
日本図学会編（森北出版）(ISBN 4-627-08080-9)」「マルチメディアコ
ミュニケーション，日本図学会編（共立出版）(ISBN 4-320-02866-
X)」がある．立体幾何学あるいは図法幾何学に興味がある人は「図学
通論　馬場礼二郎（養賢堂）(ISBN 4-8425-0102-2)」が参考書としてよ
い．これらの本は本屋あるいは工学部図書館にある．

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

この科目は，「図学Ⅱ」「建築ＣＡＤ」と関連がある．

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

全ての授業に参加したもの(出席者ではない)を評価の対象とする．
「授業参加に対する評価」が全体の50%，「期末試験」が50%の評価
である．授業参加の評価は，決められた時間内での演習・テスト・宿
題提出を評価に加えるので，この間に参加しないものは減点してい
く．評価基準は各項目均等を原則とする．

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

授業は，前回の授業内容の上に積み重ねして行っている．配布した資
料は切り貼りし，各回の講義ノートを完成しておくこと．(60分) 前回
のノートを持参して授業に参加してほしい．欠席しても友達にノート
を借りてコピーし学習すること．(90分) せっかく大学がこのようなシ
ラバスを準備しているのであるから，授業テーマは何かぐらいは頭に
入れて楽しく参加してほしい．また教材ホームページを事前に読んで
おくこと．教材は授業中に説明するが，発展的な学習を望む受講者
は，大学や自宅のコンピュータで自習できる教材ホームページを準備
している．

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 人間の図形情報処理の基礎概念：実物-図形-画像・図の
関係を認知心理学を用いて体験学習する
2. 図的表現の歴史：視覚化への人類の挑戦の歴史を学ぶ
3. 図と図形：つかめる図とさわれない図形の関係を理解す
る
4. 図的表現と投影図の体系：光と影を利用した立体・空間
を視覚化する方法と体系を学ぶ
5. 正投影の理論と図的表現(1)：正投影法による建築図面表
現の方法を学ぶ
6. 正投影の理論と図的表現(2)：正投影法による建築図面表
現の方法を学ぶ
7. 正投影の理論と図的表現(3)：建築図面から立体を理解す
る方法を学ぶ
8. テクニカルイラストレーション：建築で用いる立体図
(単面投影)の概論
9. 斜投影と立体の図的表現(1)：カバリエ図による立体の図
的表現を学ぶ
10. 斜投影と立体の図的表現(2)：ミリタリ図による立体の
図的表現を学ぶ
11. 軸測投影と立体の図的表現：等測図による立体の図的
表現を学ぶ
12. 標高投影と立体の図的表現：標高投影図による曲面や
地形の図的表現を学ぶ
13.地図投影と地球の表現：球を平面に表現する図表現を
学ぶ　
14.実物を図的表現する演習：独力で立体図を描けるかを
問う総合演習を行う
15.総括：授業のまとめと期末試験の説明を行う

◎－－－　URL　－－－◎

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

◎－－－　「設計・計画、構造コース」での位置付け　－
－－◎

本科目はシラバスに記載されている建築学科の学習
・教育到達目標の主としてＢ－１に関連する．



2019-701000T098-11図学Ⅰ「TA-b」（エンジニアリンググラフィクスで形と図を描く）

梶山　喜一郎

◎建築:A-1

1.1. 建築で用いる図的表現は常に変化している．これに関する人類の図的表現
の歴史についての知識を得ることができる． 　(A-1)

2.2. 図や図面，画像から情報を理解する人間が犯しやすい誤りがある．これら
の特徴を前もって知るための知識を得ることができる．　(A-1)

3.3. 現在主流の図的表現の理論として投影理論がある．技術者としてこの知識
の体系を理解し，立体図が描けるようになる．　(A-1)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。



2019-701000T099-02図学Ⅱ「TA」（コンピュータグラフィクス&CADで形を作る）

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

梶山　喜一郎

◎－－－　概要　－－－◎

テーマは建築技術者のためのコンピュータグラフィックスであ
る．「図学Ⅰ」の投影の理論を理解した者を対象として，コン
ピュータ支援の立体表現の知識とスキルを学習する．
・毎回コンピュータを使った90分の演習を含む授業を行ってい
る．脳と体を動かし授業に参加してほしい．
　＞受講者のCG/CAD作品集　ここまで制作します．

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 第１部と第３部は，建築図面から立体図形を理解し，モデリン
グのためのデータを作成する．これらに図形操作を行い建築のモ
デルを作成できるようになる。図面理解とモデリングの一連の知
識を体験できる．(知識・理解)

2. 第２部は，４週間に渡りCAIシステムを利用し，約120問の大量
の読図問題(三面図から立体図を作成、逆に立体図から三面図を作
成)を解くことが要求される．第１部で明らかになる読図能力不足
に対して，確実に短時間で図から立体を理解する知識と構えが訓
練できる．(知識・理解)

◎－－－　テキスト　－－－◎

市販のテキストは使用しない．
授業で使用する講義ノート，資料，先輩の参考作品は，次の教材
ホームページで公開する．プリントアウトして授業の準備をする
こと．
　＞2D-CADによるエンジニアリングドロ－イング
　＞3D-CADによるものの形のモデリング入門

　＞CAIシステムによる読図トレーニング

参考書
日本図学会編，図形科学ハンドブック，森北出版(ISBN
4-627-08020-4)
日本図学会編，CGハンドブック，森北出版(ISBN 4-627-08080-9)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

授業は，前回の授業内容の上に積み重ねして行っている．配布し
た資料は切り貼りし，各回の講義ノートを完成しておくこと．(30
分) 前回のノートを持参して授業に参加してほしい．欠席しても友
達にノートを借りてコピーし学習すること．(60分) せっかく大学
がこのようなシラバスを準備しているのであるから，授業テーマ
は何かぐらいは頭に入れて楽しく参加してほしい．また教材ホー
ムページを事前に読んでおくこと．教材は授業中に説明するが，
発展的な学習を望む受講者は，大学や自宅のコンピュータで自習
できる教材ホームページを準備している．(30分)

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

２クラス合同の120名の授業である．宿題をしないで出席する受講
者を相手にする暇はない．この科目は，「図学Ⅰ」「建築ＣＡ
Ｄ」と関連がある．

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

全ての授業に参加したもの(出席者ではない)を評価の対象とする．
「授業参加に対する評価」が全体の50%，「期末試験」が50%の評
価である．授業参加の評価は，決められた時間内での演習・テス
ト・宿題・規定課題提出を評価に加えるので，この間に参加しな
いものは減点していく．評価基準は各項目均等を原則とする．

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１部 2DCADによるドロ－イング
図形をCADで描く手続きを理解する
1.  CADでダイヤモンド図形を描く
2. ２次元製図と作図操作
3. CADで解くやさしい演習

第２部 図面の理解と読図演習
三面図に描いた建築を理解するための知識と手続きのCAI
システムによる学習
4. 図面の理解と読図演習(1)　初級問題
5. 図面の理解と読図演習(2)　初級問題
6. 図面の理解と読図演習(3)　中級問題
7. 図面の理解と読図演習(4)　中級問題

第３部 3DCADによる建築のモデリング
立体モデルの作成手続とソフトウェアの操作方法を理解
し，実際に作品を制作する
8. 3DCADでできること　3D-CADの基礎知識
9. 建築のモデリング　3D-CADの基本操作
10. 建築のモデリング　3D-CADと組立操作
11. 建築作品制作
12. 建築作品制作
13. ウォークスルーとアニメーション
14. 建築作品の仮提出
15. 建築モデリングのコンテストと期末試験の説明

◎－－－　URL　－－－◎

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

◎－－－　「設計・計画、構造コース」での位置付け　－
－－◎

本科目はシラバスに記載されている建築学科の学習
・教育到達目標の主としてＢ－１に関連する．



2019-701000T099-02図学Ⅱ「TA」（コンピュータグラフィクス&CADで形を作る）

梶山　喜一郎

◎建築:A-1

1.1. 第１部と第３部は，建築図面から立体図形を理解し，モデリングのための
データを作成する．これらに図形操作を行い建築のモデルを作成できるように
なる。図面理解とモデリングの一連の知識を体験できる．　(A-1)

2.2. 第２部は，４週間に渡りCAIシステムを利用し，約120問の大量の読図問題
(三面図から立体図を作成、逆に立体図から三面図を作成)を解くことが要求さ
れる．第１部で明らかになる読図能力不足に対して，確実に短時間で図から立
体を理解する知識と構えが訓練できる．　(A-1)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。



2019-701000T101-11微分積分Ⅰ「TA-a」

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

坂田　繁洋

◎－－－　概要 　－－－◎

　この講義では１変数の関数に対する微分法・積分法について勉
強する。諸君はこれらを高等学校である程度修得しており、講義
の一部はその復習ということになるが、同じ事柄でも、この講義
の説明は高校で受けたものとは異なることが多く、理解もより深
いものが求められる。高校の復習という意識を捨てて、取り組ん
でほしい。もちろん３角関数の逆関数や、ある点の近くで関数を
多項式で近似するテイラーの定理など、高校では全く扱われな
かった題材も数多く含まれる。
　将来専門教育を受ける際、微分・積分を道具として使いこなす
ためには、これらの意味を深く理解する必要があることは言うま
でもないが、それと同じように計算練習を十分に行って微分・積
分に慣れ親しむことも大切である。繰り返し使っているうちにそ
の本質が見えてくることもある。使用されるテキストの各章末に
はかなりの量の問題が用意されていが、これらのすべてを講義で
とり上げる時間的な余裕はなく、大半は諸君の自習に委ねられる
ことになる。自らの手を動かして計算し、ときには試行錯誤を繰
り返しながらも自力で正解にたどりつく、という素晴らしいプロ
セスを受講者全員が体験して欲しい。
 
（リメディアル受講生へ）
　リメディアルでは、この「微分積分Ⅰ」を学ぶ基礎となる初等
関数や微積分の基本的な計算について復習します。講義の内容と
共に学ぶことで幅広い応用力を身に付けることができます。講義
の予習・復習をするときには、まず対応するリメディアルの内容
を読み返し、参考にしてください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

微分や積分の基本的な計算が出来るようになる。(知識・理解)

関数を多項式で近似出来るようになる。(知識・理解)

関数の１階導関数および２階導関数の意味を知り、曲線のグラフ
が描けるようになる。(知識・理解)

定積分の意味を知り、微分と積分の間の関係がわかるようにな
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習) 　－－－◎

予習：教科書の、次回の授業範囲を読んでおくこと。(30分)
復習：前回の講義ノートをよく読み、とりあげた例題の解き方な
どをよく理解しておくこと。(30分)

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

定期試験 (100%) により評価する。

◎－－－　教科書 　－－－◎

山田直記・他著　「理工系のための実践的微分積分」
学術図書(2007)(1,900円) ISBN978-4-87361-848-7

◎－－－　参考書 　－－－◎

　微分積分を解説した本は数多くあるが、なによりもまず教科書
をしっかり勉強することが大切である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　逆３角関数

２　関数のグラフと連続性、極限の概念

３　微分係数と導関数

４　導関数の公式

５　合成関数と逆関数の導関数

６　高次導関数、微分方程式の概念

７　関数の近似、テイラーの定理

８　関数の増減とグラフ

９　前半の演習

10　定積分、その意味と微分の関係

11　積分の計算

12　積分の計算―部分分数展開―

13　部分積分

14　後半の演習

15　全体の演習



2019-701000T101-11微分積分Ⅰ「TA-a」

坂田　繁洋

◎建築:A-1

1.微分や積分の基本的な計算が出来るようになる。　(A-1)

2.関数を多項式で近似出来るようになる。　(A-1)

3.関数の１階導関数および２階導関数の意味を知り、曲線のグラフが描けるよ
うになる。　(A-1)

4.定積分の意味を知り、微分と積分の間の関係がわかるようになる。　(A-1)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。



2019-701000T101-12微分積分Ⅰ「TA-b」

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

成瀬　慶明

◎－－－　概要 　－－－◎

　この講義では１変数の関数に対する微分法・積分法について勉
強する。諸君はこれらを高等学校である程度修得しており、講義
の一部はその復習ということになるが、同じ事柄でも、この講義
の説明は高校で受けたものとは異なることが多く、理解もより深
いものが求められる。高校の復習という意識を捨てて、取り組ん
でほしい。もちろん３角関数の逆関数や、ある点の近くで関数を
多項式で近似するテイラーの定理など、高校では全く扱われな
かった題材も数多く含まれる。
　将来専門教育を受ける際、微分・積分を道具として使いこなす
ためには、これらの意味を深く理解する必要があることは言うま
でもないが、それと同じように計算練習を十分に行って微分・積
分に慣れ親しむことも大切である。繰り返し使っているうちにそ
の本質が見えてくることもある。使用されるテキストの各章末に
はかなりの量の問題が用意されていが、これらのすべてを講義で
とり上げる時間的な余裕はなく、大半は諸君の自習に委ねられる
ことになる。自らの手を動かして計算し、ときには試行錯誤を繰
り返しながらも自力で正解にたどりつく、という素晴らしいプロ
セスを受講者全員が体験して欲しい。
 
（リメディアル受講生へ）
　リメディアルでは、この「微分積分Ⅰ」を学ぶ基礎となる初等
関数や微積分の基本的な計算について復習します。講義の内容と
共に学ぶことで幅広い応用力を身に付けることができます。講義
の予習・復習をするときには、まず対応するリメディアルの内容
を読み返し、参考にしてください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

微分や積分の基本的な計算が出来るようになる。(知識・理解)

関数を多項式で近似出来るようになる。(知識・理解)

関数の１階導関数および２階導関数の意味を知り、曲線のグラフ
が描けるようになる。(知識・理解)

定積分の意味を知り、微分と積分の間の関係がわかるようにな
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習) 　－－－◎

予習：教科書の、次回の授業範囲を読んでおくこと。(30分)
復習：前回の講義ノートをよく読み、とりあげた例題の解き方な
どをよく理解しておくこと。(30分)

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

定期試験 (100%) により評価する。

◎－－－　教科書 　－－－◎

山田直記・他著　「理工系のための実践的微分積分」
学術図書(2007)(1,900円) ISBN978-4-87361-848-7

◎－－－　参考書 　－－－◎

　微分積分を解説した本は数多くあるが、なによりもまず教科書
をしっかり勉強することが大切である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　逆３角関数

２　関数のグラフと連続性、極限の概念

３　微分係数と導関数

４　導関数の公式

５　合成関数と逆関数の導関数

６　高次導関数、微分方程式の概念

７　関数の近似、テイラーの定理

８　関数の増減とグラフ

９　前半の演習

10　定積分、その意味と微分の関係

11　積分の計算

12　積分の計算―部分分数展開―

13　部分積分

14　後半の演習

15　全体の演習



2019-701000T101-12微分積分Ⅰ「TA-b」

成瀬　慶明

◎建築:A-1

1.微分や積分の基本的な計算が出来るようになる。　(A-1)

2.関数を多項式で近似出来るようになる。　(A-1)

3.関数の１階導関数および２階導関数の意味を知り、曲線のグラフが描けるよ
うになる。　(A-1)

4.定積分の意味を知り、微分と積分の間の関係がわかるようになる。　(A-1)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。



2019-701000T103-11微分積分Ⅱ「TA-a」

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

坂田　繁洋

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義では前期の微分積分Ⅰに引き続いて１変数の関数の
置換積分法を確認した後、簡単な微分方程式について勉強す
る。微分方程式とはある関数とその導関数の間に成り立つ関係
式のことで、たとえば物体の運動に関するニュートンの運動方
程式や回路を流れる電流に関するキルヒホッフの法則を数式で
表現すると、いずれも数学的には同じタイプの微分方程式がえ
られる。微分方程式の本格的な勉強は微分積分Ⅳにゆずるとし
て、ここでは微分方程式とはどのようなものなのか？というこ
とから始め、応用上よくあらわれる線形の方程式の解き方につ
いて学ぶ。
　この講義のもう一つのテーマは２変数の関数の微分法（偏微
分）である。１変数の関数のグラフが平面上の曲線を表わした
のに対して、２変数関数のグラフは空間内の曲面を表す。１変
数関数の場合にすでに勉強している合成関数の微分やテイラー
の定理を２変数関数の場合にも考える。１変数関数との類推で
同じように議論できる部分と、２変数の関数に特有のことを区
別しながら先生の説明を聞くことが大切である。１変数の話を
２変数に拡張する作業を楽しんで欲しい。２変数関数のグラフ
（曲面）の極値問題が解けるようになることをこの講義の最終
的な目標とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

簡単な微分方程式の解法を学び、工学へ応用できるようにな
る。(知識・理解)

偏微分の計算が出来るようになる。(知識・理解)

偏導関数の意味を理解し、２変数関数の極値問題が解けるよう
になる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習) 　－－－◎

予習：教科書の、次回の授業範囲を読んでおくこと。(30分)
復習：前回の講義ノートをよく読み、とりあげた例題の解き方
などをよく理解しておくこと。(30分)

◎－－－　評価基準および方法 　－－－◎

定期試験 (100%) により評価する。

◎－－－　教科書 　－－－◎

山田直記・他著　「理工系のための実践的微分積分」
学術図書(2007)(1,900円) ISBN978-4-87361-848-7

◎－－－　参考書　－－－◎

　微分積分を解説した本は数多くあるが、なによりもまず教科
書をしっかり勉強することが大切である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　置換積分

２　置換積分の演習

３　１階線形微分方程式

４　２階定数係数線形方程式

５　微分方程式の演習

６　空間内の直線と平面

７　２変数関数のグラフと曲面、連続性

８　偏微分係数と接線、接平面

９　高次偏導関数

10　合成関数の偏導関数

11　偏微分方程式の紹介

12　テイラーの定理

13　極大値と極小値

14　２変数関数とその微分（偏微分）の演習

15　全体の演習



2019-701000T103-11微分積分Ⅱ「TA-a」

坂田　繁洋

◎建築:A-1

1.簡単な微分方程式の解法を学び、工学へ応用できるようになる。　(A-1)

2.偏微分の計算が出来るようになる。　(A-1)

3.偏導関数の意味を理解し、２変数関数の極値問題が解けるようになる。　
(A-1)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。



2019-701000T103-12微分積分Ⅱ「TA-b」

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

成瀬　慶明

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義では前期の微分積分Ⅰに引き続いて１変数の関数の
置換積分法を確認した後、簡単な微分方程式について勉強す
る。微分方程式とはある関数とその導関数の間に成り立つ関係
式のことで、たとえば物体の運動に関するニュートンの運動方
程式や回路を流れる電流に関するキルヒホッフの法則を数式で
表現すると、いずれも数学的には同じタイプの微分方程式がえ
られる。微分方程式の本格的な勉強は微分積分Ⅳにゆずるとし
て、ここでは微分方程式とはどのようなものなのか？というこ
とから始め、応用上よくあらわれる線形の方程式の解き方につ
いて学ぶ。
　この講義のもう一つのテーマは２変数の関数の微分法（偏微
分）である。１変数の関数のグラフが平面上の曲線を表わした
のに対して、２変数関数のグラフは空間内の曲面を表す。１変
数関数の場合にすでに勉強している合成関数の微分やテイラー
の定理を２変数関数の場合にも考える。１変数関数との類推で
同じように議論できる部分と、２変数の関数に特有のことを区
別しながら先生の説明を聞くことが大切である。１変数の話を
２変数に拡張する作業を楽しんで欲しい。２変数関数のグラフ
（曲面）の極値問題が解けるようになることをこの講義の最終
的な目標とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

簡単な微分方程式の解法を学び、工学へ応用できるようにな
る。(知識・理解)

偏微分の計算が出来るようになる。(知識・理解)

偏導関数の意味を理解し、２変数関数の極値問題が解けるよう
になる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習) 　－－－◎

予習：教科書の、次回の授業範囲を読んでおくこと。(30分)
復習：前回の講義ノートをよく読み、とりあげた例題の解き方
などをよく理解しておくこと。(30分)

◎－－－　評価基準および方法 　－－－◎

定期試験 (100%) により評価する。

◎－－－　教科書 　－－－◎

山田直記・他著　「理工系のための実践的微分積分」
学術図書(2007)(1,900円) ISBN978-4-87361-848-7

◎－－－　参考書　－－－◎

　微分積分を解説した本は数多くあるが、なによりもまず教科
書をしっかり勉強することが大切である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　置換積分

２　置換積分の演習

３　１階線形微分方程式

４　２階定数係数線形方程式

５　微分方程式の演習

６　空間内の直線と平面

７　２変数関数のグラフと曲面、連続性

８　偏微分係数と接線、接平面

９　高次偏導関数

10　合成関数の偏導関数

11　偏微分方程式の紹介

12　テイラーの定理

13　極大値と極小値

14　２変数関数とその微分（偏微分）の演習

15　全体の演習



2019-701000T103-12微分積分Ⅱ「TA-b」

成瀬　慶明

◎建築:A-1

1.簡単な微分方程式の解法を学び、工学へ応用できるようになる。　(A-1)

2.偏微分の計算が出来るようになる。　(A-1)

3.偏導関数の意味を理解し、２変数関数の極値問題が解けるようになる。　
(A-1)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。



2019-701000T109-11力学Ａ「TA-a」

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

固武　慶

◎－－－　概要　－－－◎

　実際の物体の大きさを無視し、質量をもった点という形に抽象化し
た物体“質点”を対象として、力がはたらくことにより生じる質点の
運動を取り扱うとともに、仕事と力学的エネルギーの関係について取
り扱う。この講義では、以下の事項について学ぶ。
　ニュートンの運動の三法則は、慣性の法則・運動方程式・作用反作
用の法則である。これらをもとに、質点にはたらく力を考え、運動方
程式をもとに質点の運動を記述する。質点の運動は、質点の位置の時
間的な変化を表すもので、位置を時間の関数として表す。また、速度
と加速度は、それぞれ変位の時間的変化の割合と速度の時間的変化の
割合で表されるため、時間に関する微分を用いて表される。変位、速
度、加速度は、大きさだけでなく、方向や向きを定義する必要があ
り、ベクトル量として表されるため、運動方程式は時間に関するベク
トル量の微分方程式として表される。質点にはたらく力の違いによ
り、微分方程式を解いた結果が、放物運動や単振動を表すようにな
り、運動を数学的に表現することができる。
　また、力がはたらく方向に物体が運動すると力は仕事をする。仕事
と運動エネルギー・位置エネルギーの関係から、力学的エネルギー保
存則について考える。さらに、直角座標系を極座標系に変換すること
による運動の表現、座標系が相対的に運動する場合について考慮す
る。
 力学を通して物理学の基本的な考え方を学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

速度・加速度を変位の時間微分として記述できる。(知識・理解)

運動方程式をたて、微分積分を用いて運動方程式を解くことができ
る。(知識・理解)

運動方程式から、力学的エネルギー保存則を導き、それを活用するこ
とができる。(知識・理解)

力学を通して物理学の考え方を理解し、具体的な問題に適用すること
ができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

授業計画を参照して、次回の授業範囲について教科書の該当箇所を十
分に読んで予習をしておくこと（90分程度）。毎回の授業後には、
ノートに記録した内容を見直し、必要に応じて補足し、教科書の問や
章末問題などを解いてよく復習を行うこと（90分程度）。演習問題や
宿題が与えられる場合には確実にそれらに取り組んでおくこと。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

評価基準：上記の到達目標に関する問題について、講義を通して習得
した数式や解法を用いて解くことができるかを評価基準とする。
評価方法：定期試験で評価し、授業中に行われる問題演習や小テス
ト、レポートなどの提出物の評価を加味する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

物理学(三訂版)、第1章　質点の力学、小出昭一郎著(裳華房)　
ISBN 978-4-7853-2074-4、定価2376円、1997年11月発行

◎－－－　参考書　－－－◎

特に定めないが、必要に応じて紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　講義には欠かさず出席し、自発的な態度で学習し、理解が不十分な
点は積極的に質問をすること。各学科で用意された学習プログラムが
ある場合は、それも含めて履修すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.概要
　物理学とはどんな学問か、力学Ａで学ぶこと等
2.質点、ベクトル
　並進運動、質量、自由度、束縛ベクトル、
　自由ベクトル、単位ベクトル、成分
3.変位、速度、加速度
　移動距離、瞬間の速さ、速度ベクトル、
　速度図、曲率半径
4.力と慣性、運動の法則
　運動の第１法則（慣性の法則）、
　運動の第２法則（運動方程式）、
　慣性質量、重力質量
5.放物運動
　重力、運動方程式、重力加速度、放物線
6.単振動、単振り子
　変位に比例する大きさの引力を受ける
　物体の運動、振幅、各振動数、位相、
　等時性
7.仕事と運動エネルギー
　軌道の接線方向・主法線方向、
　ベクトルのスカラー積(内積)、線積分
8.束縛運動
　斜面上の物体の運動、摩擦力、動摩擦係数
9.保存力とポテンシャル
　重力のする仕事、仕事の原理、偏微分、
　勾配
10.位置エネルギー
　場、力学的エネルギー保存則
11.平面運動の極座標表示
　座標変換、角速度、接線成分と動径成分、
　面積速度
12.万有引力と惑星の運動
　万有引力定数、中心力、
　ケプラーの第1法則～第3法則
13.慣性系とガリレイ変換
　座標系の相対運動、慣性力、見かけの力
14.回転座標系
　 コリオリの力、遠心力
15.まとめ
　 力学Aの講義内容について振り返り、
　必要に応じて問題演習を行う

（講義の進行状況により多少の変更が行われる場合があ
る）



2019-701000T109-11力学Ａ「TA-a」

固武　慶

◎建築:A-1

1.速度・加速度を変位の時間微分として記述できる。　(A-1)

2.運動方程式をたて、微分積分を用いて運動方程式を解くことができる。　
(A-1)

3.運動方程式から、力学的エネルギー保存則を導き、それを活用することがで
きる。　(A-1)

4.力学を通して物理学の考え方を理解し、具体的な問題に適用することができ
る。　(A-1)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。



2019-701000T109-12力学Ａ「TA-b」

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

大坪　慎一

◎－－－　概要　－－－◎

　実際の物体の大きさを無視し、質量をもった点という形に抽象化し
た物体“質点”を対象として、力がはたらくことにより生じる質点の
運動を取り扱うとともに、仕事と力学的エネルギーの関係について取
り扱う。この講義では、以下の事項について学ぶ。
　ニュートンの運動の三法則は、慣性の法則・運動方程式・作用反作
用の法則である。これらをもとに、質点にはたらく力を考え、運動方
程式をもとに質点の運動を記述する。質点の運動は、質点の位置の時
間的な変化を表すもので、位置を時間の関数として表す。また、速度
と加速度は、それぞれ変位の時間的変化の割合と速度の時間的変化の
割合で表されるため、時間に関する微分を用いて表される。変位、速
度、加速度は、大きさだけでなく、方向や向きを定義する必要があ
り、ベクトル量として表されるため、運動方程式は時間に関するベク
トル量の微分方程式として表される。質点にはたらく力の違いによ
り、微分方程式を解いた結果が、放物運動や単振動を表すようにな
り、運動を数学的に表現することができる。
　また、力がはたらく方向に物体が運動すると力は仕事をする。仕事
と運動エネルギー・位置エネルギーの関係から、力学的エネルギー保
存則について考える。さらに、直角座標系を極座標系に変換すること
による運動の表現、座標系が相対的に運動する場合について考慮す
る。
 力学を通して物理学の基本的な考え方を学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

速度・加速度を変位の時間微分として記述できる。(知識・理解)

運動方程式をたて、微分積分を用いて運動方程式を解くことができ
る。(知識・理解)

運動方程式から、力学的エネルギー保存則を導き、それを活用するこ
とができる。(知識・理解)

力学を通して物理学の考え方を理解し、具体的な問題に適用すること
ができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

授業計画を参照して、次回の授業範囲について教科書の該当箇所を十
分に読んで予習をしておくこと（90分程度）。毎回の授業後には、
ノートに記録した内容を見直し、必要に応じて補足し、教科書の問や
章末問題などを解いてよく復習を行うこと（90分程度）。演習問題や
宿題が与えられる場合には確実にそれらに取り組んでおくこと。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

評価基準：上記の到達目標に関する問題について、講義を通して習得
した数式や解法を用いて解くことができるかを評価基準とする。
評価方法：定期試験で評価し、授業中に行われる問題演習や小テス
ト、レポートなどの提出物の評価を加味する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

物理学(三訂版)、第1章　質点の力学、小出昭一郎著(裳華房)　
ISBN 978-4-7853-2074-4、定価2376円、1997年11月発行

◎－－－　参考書　－－－◎

特に定めないが、必要に応じて紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　講義には欠かさず出席し、自発的な態度で学習し、理解が不十分な
点は積極的に質問をすること。各学科で用意された学習プログラムが
ある場合は、それも含めて履修すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.概要
　物理学とはどんな学問か、力学Ａで学ぶこと等
2.質点、ベクトル
　並進運動、質量、自由度、束縛ベクトル、
　自由ベクトル、単位ベクトル、成分
3.変位、速度、加速度
　移動距離、瞬間の速さ、速度ベクトル、
　速度図、曲率半径
4.力と慣性、運動の法則
　運動の第１法則（慣性の法則）、
　運動の第２法則（運動方程式）、
　慣性質量、重力質量
5.放物運動
　重力、運動方程式、重力加速度、放物線
6.単振動、単振り子
　変位に比例する大きさの引力を受ける
　物体の運動、振幅、各振動数、位相、
　等時性
7.仕事と運動エネルギー
　軌道の接線方向・主法線方向、
　ベクトルのスカラー積(内積)、線積分
8.束縛運動
　斜面上の物体の運動、摩擦力、動摩擦係数
9.保存力とポテンシャル
　重力のする仕事、仕事の原理、偏微分、
　勾配
10.位置エネルギー
　場、力学的エネルギー保存則
11.平面運動の極座標表示
　座標変換、角速度、接線成分と動径成分、
　面積速度
12.万有引力と惑星の運動
　万有引力定数、中心力、
　ケプラーの第1法則～第3法則
13.慣性系とガリレイ変換
　座標系の相対運動、慣性力、見かけの力
14.回転座標系
　 コリオリの力、遠心力
15.まとめ
　 力学Aの講義内容について振り返り、
　必要に応じて問題演習を行う

（講義の進行状況により多少の変更が行われる場合があ
る）



2019-701000T109-12力学Ａ「TA-b」

大坪　慎一

◎建築:A-1

1.速度・加速度を変位の時間微分として記述できる。　(A-1)

2.運動方程式をたて、微分積分を用いて運動方程式を解くことができる。　
(A-1)

3.運動方程式から、力学的エネルギー保存則を導き、それを活用することがで
きる。　(A-1)

4.力学を通して物理学の考え方を理解し、具体的な問題に適用することができ
る。　(A-1)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。



2019-701000T111-11力学Ｂ「TA-a」

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

武末　尚久

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義では、力学Aで学んだ質点の集合体である質点系と剛体を対象
として、その運動について取り扱う。質点系と剛体では、質量が広がりを
もって分布しているため、並進運動と回転運動を考慮する必要がある。
　はじめに、2個の質点が互いに力を及ぼしながら運動する二体問題を対象
とし、2個の質点の重心の運動と2個の質点の相対的な運動について、それ
ぞれ運動方程式をたてて数学的に表現する。次にこれを3個以上の質点に拡
張する。この結果、質点系の全体としての運動(並進運動)は、重心の位置
に質点系の全質量に等しい質量の質点が存在しているとして、その質点の
運動に帰着されることが分かる。
　運動の状態を表す物理量として、質量と速度の積である運動量を導入す
る。質点系の個々の質点に外力がはたらかない、もしくは、はたらいてい
てもその和が０であるとき、運動量保存則が成り立つことが分かる。ま
た、力のモーメントと角運動量について学び、力のモーメントがはたらか
ない、もしくは、はたらいていてもその和が０であるとき、角運動量保存
則が成り立つことを導く。
　外部からはたらく力により変形の生じない物体を剛体という。剛体の回
転運動は慣性モーメントにより特徴付けられるため、基本的な形状の剛体
についての慣性モーメントを計算する手法を学ぶ。並進運動としての重心
の運動と相対運動としての回転運動を考慮することになり、剛体の運動を
数学的に記述する。
 力学を通して物理学の基本的な考え方を学び、具体的に問題を通して物理
学がどのように応用されるかを知ることができる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

２体問題について数学的に表現し、解くことができる。(知識・理解)

運動方程式から運動量保存則を導き、それを活用することができる。 (知
識・理解)

力のモーメントと角運動量の関係を説明・活用することができる。(知識・
理解)

基本的な形状の剛体について、慣性モーメントを計算することができる。
(知識・理解)

剛体の運動について、方程式をたて、解くことができる。 (知識・理解)

力学を通して物理学の考え方を理解し、具体的な問題に応用することがで
きる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　授業計画を参照して、次回の授業範囲について教科書の該当箇所を十分
に読んで予習をしておくこと（90分程度）。毎回の授業後には、ノートに
記録した内容を見直し、必要に応じて補足し、教科書の問や章末問題など
を解いてよく復習を行うこと（90分程度）。演習問題や宿題が与えられる
場合には確実にそれらに取り組んでおくこと。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

評価基準：上記の到達目標に関する問題について、講義を通して習得した
数式や解法を用いて解くことができるかを評価基準とする。
評価方法：定期試験で評価し、授業中に行われる問題演習や小テスト、レ
ポートなどの提出物の評価を加味する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

物理学(三訂版)、第2章　質点系と剛体、小出昭一郎著(裳華房)　
SBN 978-4-7853-2074-4、定価2376円、1997年11月発行

◎－－－　参考書　－－－◎

特に定めないが、必要に応じて紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　講義には欠かさず出席し、自発的な態度で学習し、理解が不十分な点は
積極的に質問をすること。各学科で用意された学習プログラムがある場合
は、それも含めて履修すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.イントロダクション
　力学Ｂで学ぶこと、物理学について
2.作用反作用の法則と二体問題
　重心、換算質量、相対座標
3.質点系の重心
　体積積分、密度
4.重心の運動方程式
　多体問題、内力、外力
5.運動量と角運動量
　力のモーメント、
　ベクトルのベクトル積（外積）
6.運動量保存則と衝突Ⅰ
　質点系の全運動量、衝突、撃力、力積
7.運動量保存則と衝突Ⅱ
　弾性衝突、非弾性衝突
8.重心運動と相対運動
　質点系の運動と重心、相対速度、
　熱エネルギー
9.質点系の角運動量
　角運動量と力のモーメント、
　内力のモーメント、外力のモーメント、
　角運動量の保存則
10.剛体とそのつりあい
　 剛体と質点系、剛体のつりあい
　 剛体の並進運動と回転運動
11.固定軸のまわりの剛体の運動
　 角速度、剛体の角運動量
12.回転運動と慣性モーメント
　 質量と慣性モーメント、
　 直線運動と回転運動の対応関係
13.慣性モーメントの計算
　 体積積分、面密度
14.剛体の平面運動
　 円板の転落、重心運動
15.まとめ
　 力学Bの講義内容について振り返り、
　必要に応じて問題演習を行う

（講義の進行状況により多少の変更が行われる場合があ
る）



2019-701000T111-11力学Ｂ「TA-a」

武末　尚久

◎建築:A-1

1.２体問題について数学的に表現し、解くことができる。　(A-1)

2.運動方程式から運動量保存則を導き、それを活用することができる。 　(A-1)

3.力のモーメントと角運動量の関係を説明・活用することができる。　(A-1)

4.基本的な形状の剛体について、慣性モーメントを計算することができる。　
(A-1)

5.剛体の運動について、方程式をたて、解くことができる。 　(A-1)

6.力学を通して物理学の考え方を理解し、具体的な問題に応用することができ
る。　(A-1)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。



2019-701000T111-12力学Ｂ「TA-b」

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

大坪　慎一

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義では、力学Aで学んだ質点の集合体である質点系と剛体を対象
として、その運動について取り扱う。質点系と剛体では、質量が広がりを
もって分布しているため、並進運動と回転運動を考慮する必要がある。
　はじめに、2個の質点が互いに力を及ぼしながら運動する二体問題を対象
とし、2個の質点の重心の運動と2個の質点の相対的な運動について、それ
ぞれ運動方程式をたてて数学的に表現する。次にこれを3個以上の質点に拡
張する。この結果、質点系の全体としての運動(並進運動)は、重心の位置
に質点系の全質量に等しい質量の質点が存在しているとして、その質点の
運動に帰着されることが分かる。
　運動の状態を表す物理量として、質量と速度の積である運動量を導入す
る。質点系の個々の質点に外力がはたらかない、もしくは、はたらいてい
てもその和が０であるとき、運動量保存則が成り立つことが分かる。ま
た、力のモーメントと角運動量について学び、力のモーメントがはたらか
ない、もしくは、はたらいていてもその和が０であるとき、角運動量保存
則が成り立つことを導く。
　外部からはたらく力により変形の生じない物体を剛体という。剛体の回
転運動は慣性モーメントにより特徴付けられるため、基本的な形状の剛体
についての慣性モーメントを計算する手法を学ぶ。並進運動としての重心
の運動と相対運動としての回転運動を考慮することになり、剛体の運動を
数学的に記述する。
 力学を通して物理学の基本的な考え方を学び、具体的に問題を通して物理
学がどのように応用されるかを知ることができる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

２体問題について数学的に表現し、解くことができる。(知識・理解)

運動方程式から運動量保存則を導き、それを活用することができる。(知
識・理解)

力のモーメントと角運動量の関係を説明・活用することができる。(知識・
理解)

基本的な形状の剛体について、慣性モーメントを計算することができる。
(知識・理解)

剛体の運動について、方程式をたて、解くことができる。(知識・理解)

力学を通して物理学の考え方を理解し、具体的な問題に応用することがで
きる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　授業計画を参照して、次回の授業範囲について教科書の該当箇所を十分
に読んで予習をしておくこと（90分程度）。毎回の授業後には、ノートに
記録した内容を見直し、必要に応じて補足し、教科書の問や章末問題など
を解いてよく復習を行うこと（90分程度）。演習問題や宿題が与えられる
場合には確実にそれらに取り組んでおくこと。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

評価基準：上記の到達目標に関する問題について、講義を通して習得した
数式や解法を用いて解くことができるかを評価基準とする。
評価方法：定期試験で評価し、授業中に行われる問題演習や小テスト、レ
ポートなどの提出物の評価を加味する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

物理学(三訂版)、第2章　質点系と剛体、小出昭一郎著(裳華房)　
ISBN 978-4-7853-2074-4、定価2376円、1997年11月発行

◎－－－　参考書　－－－◎

特に定めないが、必要に応じて紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　講義には欠かさず出席し、自発的な態度で学習し、理解が不十分な点は
積極的に質問をすること。各学科で用意された学習プログラムがある場合
は、それも含めて履修すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.イントロダクション
　力学Ｂで学ぶこと、物理学について
2.作用反作用の法則と二体問題
　重心、換算質量、相対座標
3.質点系の重心
　体積積分、密度
4.重心の運動方程式
　多体問題、内力、外力
5.運動量と角運動量
　力のモーメント、
　ベクトルのベクトル積（外積）
6.運動量保存則と衝突Ⅰ
　質点系の全運動量、衝突、撃力、力積
7.運動量保存則と衝突Ⅱ
　弾性衝突、非弾性衝突
8.重心運動と相対運動
　質点系の運動と重心、相対速度、
　熱エネルギー
9.質点系の角運動量
　角運動量と力のモーメント、
　内力のモーメント、外力のモーメント、
　角運動量の保存則
10.剛体とそのつりあい
　 剛体と質点系、剛体のつりあい
　 剛体の並進運動と回転運動
11.固定軸のまわりの剛体の運動
　 角速度、剛体の角運動量
12.回転運動と慣性モーメント
　 質量と慣性モーメント、
　 直線運動と回転運動の対応関係
13.慣性モーメントの計算
　 体積積分、面密度
14.剛体の平面運動
　 円板の転落、重心運動
15.まとめ
　 力学Bの講義内容について振り返り、
　必要に応じて問題演習を行う

（講義の進行状況により多少の変更が行われる場合があ
る）



2019-701000T111-12力学Ｂ「TA-b」

大坪　慎一

◎建築:A-1

1.２体問題について数学的に表現し、解くことができる。　(A-1)

2.運動方程式から運動量保存則を導き、それを活用することができる。　(A-1)

3.力のモーメントと角運動量の関係を説明・活用することができる。　(A-1)

4.基本的な形状の剛体について、慣性モーメントを計算することができる。　
(A-1)

5.剛体の運動について、方程式をたて、解くことができる。　(A-1)

6.力学を通して物理学の考え方を理解し、具体的な問題に応用することができ
る。　(A-1)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。



2019-701000T105-13行列と行列式Ⅰ「（再）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・５時限　　試験時間割：後日発表　　

小田　信行

◎－－－　概要　－－－◎

高等学校では、２次及び３次のベクトルを扱い、それらが平面・空
間図形と密接に関係していることを学んだ。 この授業では、より一
般のベクトル・行列について体系的に学ぶことを目標としている。
２次・３次の行列を中心に、演算（和・差・積）の性質、行列を用
いた一般の連立１次方程式の解法、行列式の定義と計算方法を学
ぶ。
学習の要点を述べる。行列を用いて連立１次方程式を表現すること
により、行列の基本変形を用いた連立１次方程式の解法について学
ぶ。連立１次方程式の解が１組だけの場合、無数にある場合、存在
しない場合を統一的に調べる。さらに、行列の階数を用いて解の形
が明確に記述できることを理解する。最後に行列式の基本性質を学
び、行列式が逆行列の存在や連立１次方程式の解法と密接に関係し
ていることを理解する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(TM)行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。 (知識・理
解)

(TM)行列を用いて連立1次方程式が解け、行列式の計算ができる。
(知識・理解)

(TE)行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。

(TE)行列を用いて連立１次方程式が解け、行列式の計算ができる。

(TL)行列と行列式に関する基礎的な知識を有し、行列を用いて連立
１次方程式が解け、行列式の計算ができる。

(TK)行列と行列式に関する基礎的な知識を有し、行列を用いて連立
１次方程式が解け、行列式の計算ができる。

(TC)行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。

(TC)行列を用いて連立１次方程式が解け、行列式の計算ができる

(TA)行列と行列式に関する基礎的な知識を有し、行列を用いて連立
１次方程式が解け、行列式の計算ができる。

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

前回の授業内容で学んだ定義と定理および応用例を確認し、教科書
の次回の授業範囲を読んでおくこと（60分）

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

行列の計算ができること、連立１次方程式が解けること，行列式の
計算ができることを評価の基準とする。
定期試験100％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）
ISBN 978-4-563-00490-3 C3041, 2000円＋税，2014年発行

◎－－－　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。
また、必要に応じて各担当者が独自のプリントなどを用意してテキ
ストの補足を行うこともある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　イントロダクション
　２　行列の定義と計算
　３　正則行列と逆行列
　４　行列の分割
　５　点の移動と２次の行列の性質
　６　n元連立１次方程式と行列
　７　掃き出し法
　８　逆行列
　９　階数と連立１次方程式
１０　斉次方程式と基本解
１１　２次と３次の行列式の性質
１２　３次の行列式の計算
１３　行列の正則判定と逆行列　
１４　クラメルの公式　
１５　まとめ



2019-701000T105-13行列と行列式Ⅰ「（再）」

小田　信行

◎機械:A-1,A-3

1.(TM)行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。 　(A-1)

2.(TM)行列を用いて連立1次方程式が解け、行列式の計算ができる。　(A-3)

3.(TE)行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。

4.(TE)行列を用いて連立１次方程式が解け、行列式の計算ができる。

5.(TL)行列と行列式に関する基礎的な知識を有し、行列を用いて連立１次方程
式が解け、行列式の計算ができる。

6.(TK)行列と行列式に関する基礎的な知識を有し、行列を用いて連立１次方程
式が解け、行列式の計算ができる。

7.(TC)行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。

8.(TC)行列を用いて連立１次方程式が解け、行列式の計算ができる

9.(TA)行列と行列式に関する基礎的な知識を有し、行列を用いて連立１次方程
式が解け、行列式の計算ができる。

◎　機械工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　ものづくり（機械の創造）に関する基礎学力と応用力を有してい
る。
A-2　健全な倫理観を支える知識と教養を機械工学と関連づけて身につけ
ている。
A-3　自然科学・人文科学・社会科学、語学などの教養にもとづいた工学
と社会のつながりを理解する能力を備えている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　機械工学の知識全般を有機的に活用する能力を備えている。
B-2　機械工学の基礎学問（材料力学、流体工学、熱工学、機械設計・工
作、機械力学・制御）の基本課題を理解し解決する能力を備えている。
B-3　論理的に記述、発表、討議できるコミュニケーション技術を有し、
自分の考えを伝えて意見交換ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会のニーズを捉え、機械工学を活かして社会へ貢献する志向性が
ある。
C-2　グローバルな視点で社会に貢献する志向性がある。
C-3　生涯にわたって工学全般を学び続ける態度を有する。

◎電気:A-1,B-1

1.(TM)行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。

2.(TM)行列を用いて連立1次方程式が解け、行列式の計算ができる。

3.(TE)行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。　(A-1)

4.(TE)行列を用いて連立１次方程式が解け、行列式の計算ができる。　(B-1)

5.(TL)行列と行列式に関する基礎的な知識を有し、行列を用いて連立１次方程
式が解け、行列式の計算ができる。

6.(TK)行列と行列式に関する基礎的な知識を有し、行列を用いて連立１次方程
式が解け、行列式の計算ができる。

7.(TC)行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。

8.(TC)行列を用いて連立１次方程式が解け、行列式の計算ができる

9.(TA)行列と行列式に関する基礎的な知識を有し、行列を用いて連立１次方程
式が解け、行列式の計算ができる。

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。
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◎電情:A-1

1.(TM)行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。

2.(TM)行列を用いて連立1次方程式が解け、行列式の計算ができる。

3.(TE)行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。

4.(TE)行列を用いて連立１次方程式が解け、行列式の計算ができる。

5.(TL)行列と行列式に関する基礎的な知識を有し、行列を用いて連立１次方程
式が解け、行列式の計算ができる。　(A-1)

6.(TK)行列と行列式に関する基礎的な知識を有し、行列を用いて連立１次方程
式が解け、行列式の計算ができる。

7.(TC)行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。

8.(TC)行列を用いて連立１次方程式が解け、行列式の計算ができる

9.(TA)行列と行列式に関する基礎的な知識を有し、行列を用いて連立１次方程
式が解け、行列式の計算ができる。

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。

◎化シ:A-1

1.(TM)行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。

2.(TM)行列を用いて連立1次方程式が解け、行列式の計算ができる。

3.(TE)行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。

4.(TE)行列を用いて連立１次方程式が解け、行列式の計算ができる。

5.(TL)行列と行列式に関する基礎的な知識を有し、行列を用いて連立１次方程
式が解け、行列式の計算ができる。

6.(TK)行列と行列式に関する基礎的な知識を有し、行列を用いて連立１次方程
式が解け、行列式の計算ができる。　(A-1)

7.(TC)行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。

8.(TC)行列を用いて連立１次方程式が解け、行列式の計算ができる

9.(TA)行列と行列式に関する基礎的な知識を有し、行列を用いて連立１次方程
式が解け、行列式の計算ができる。

◎　化学システム工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　化学工学と分子工学を構成する主要要素である物理化学、有機・無
機化学、移動現象論、反応工学などの化学プロセスの基礎となる原理や
技術を説明できる。
A-2　化学プロセスにおける主要な物質の性質、および有用物質生産の基
本的な原理や技術を説明できる。
A-3　化学工学と分子工学のみならず、広く自然科学および人文・社会科
学などについても基本的な知識と理解をもっている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　化学工学と分子工学において広く用いられる器具や装置を正しく操
作できる。
B-2　化学プロセスに関わる基礎的な現象を、実験や数値計算により解析
できる。
B-3　自分の意見を明確に表現し、他者と建設的な意見交換をおこなうこ
とができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　自分から積極的に課題解決に取り組もうとする主体性をもつ。
C-2　他者と協力しながら課題解決に取り組もうとする協調性をもつ。
C-3　化学技術者として、関連分野の国際的動向や社会的意義に関心をも
ち、健全な倫理観に基づいて、課題解決に取り組もうとする。
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◎社デ:A-2,B-1

1.(TM)行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。

2.(TM)行列を用いて連立1次方程式が解け、行列式の計算ができる。

3.(TE)行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。

4.(TE)行列を用いて連立１次方程式が解け、行列式の計算ができる。

5.(TL)行列と行列式に関する基礎的な知識を有し、行列を用いて連立１次方程
式が解け、行列式の計算ができる。

6.(TK)行列と行列式に関する基礎的な知識を有し、行列を用いて連立１次方程
式が解け、行列式の計算ができる。

7.(TC)行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。　(A-2)

8.(TC)行列を用いて連立１次方程式が解け、行列式の計算ができる　(B-1)

9.(TA)行列と行列式に関する基礎的な知識を有し、行列を用いて連立１次方程
式が解け、行列式の計算ができる。

◎　社会デザイン工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　建設工学の構造系、水理系、地盤系、計画系、材料・施工系、環境
系のうち三分野以上に関する専門的な知識を持つ。
A-2　応用数学、物理または化学、情報技術に関する知識を持つ。
A-3　人文・社会科学関連科目に関する知識を持つ。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　応用数学、物理または化学、情報技術を修得し、それらを建設工学
の学習ならびに問題解決へ応用することができる。
B-2　実現可能な解をデザインし実行するために必要不可欠な、市民を含
む多様な関係者との間の円滑なコミュニケーションを行うことができ
る。また、国際的コミュニケーションの基礎能力を有する。
B-3　建設工学の専門的な知識を、建設分野の基本的問題の解決に応用す
ることができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　技術が社会や自然に及ぼす影響や効果を十分に理解し、技術者とし
ての責任感と倫理観を持つ。
C-2　人文・社会科学関連科目、建設工学を支える基礎科目と専門科目の
知識を活用して、社会の要求に対する実現可能な解を見出すことのでき
るデザイン能力を持つ。
C-3　社会の変化、要求に柔軟に対応する自立した技術者として常に成長
できるよう、自主的かつ継続的に学習を続ける習慣を持つ。
C-4　環境保全、経済合理性、自然との調和が課題となる九州の地域特性
などの種々の制約条件の下で、自立した一人の技術者、チーム力を有す
る技術者、さらには建設プロジェクトのリーダーとして、仕事をやり遂
げる姿勢を持つ。
C-5　社会・経済の環境変化に注意を払い、自らの仕事を客観的に評価
し、必要に応じて柔軟に軌道修正できる PDCA サイクルを実践する姿勢
を持つ。
C-6　地球規模で幅広く考え、自然との調和が課題となる九州という地域
に根ざしてグローカルに物事を考える姿勢を持つ。

◎建築:A-1

1.(TM)行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。

2.(TM)行列を用いて連立1次方程式が解け、行列式の計算ができる。

3.(TE)行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。

4.(TE)行列を用いて連立１次方程式が解け、行列式の計算ができる。

5.(TL)行列と行列式に関する基礎的な知識を有し、行列を用いて連立１次方程
式が解け、行列式の計算ができる。

6.(TK)行列と行列式に関する基礎的な知識を有し、行列を用いて連立１次方程
式が解け、行列式の計算ができる。

7.(TC)行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。

8.(TC)行列を用いて連立１次方程式が解け、行列式の計算ができる

9.(TA)行列と行列式に関する基礎的な知識を有し、行列を用いて連立１次方程
式が解け、行列式の計算ができる。　(A-1)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。
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◎－－－　概要　－－－◎

行列と行列式Ⅰ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性質について学ぶ。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　－－－◎

(TM)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有している。(知
識・理解)

(TM)行列の固有値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化が
できる。(知識・理解)

(TE)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有している。

(TE)行列の固有値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化が
できる。

(TL)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有し、行列の固有
値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができる。

(TK)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有し、行列の固有
値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができる。

(TC)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有している。

(TC)行列の固有値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化が
できる。

(TA)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有し、行列の固有
値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができる。

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

前回の授業内容で学んだ定義と定理および応用例を確認し、教科書の次
回の授業範囲を読んでおくこと（60分）

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

部分空間の基底と次元が決定できること、行列の固有値、固有ベクト
ル、固有空間の計算ができること、行列の対角化ができることを評価の
基準とする。
定期試験100％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）
ISBN 978-4-563-00490-3 C3041, 2000円＋税，2014年発行

◎－－－　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。
また、必要に応じて各担当者が独自のプリントなどを用意してテキスト
の補足を行うこともある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　イントロダクション
　２　ベクトルの性質
　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
　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　対角化可能性と固有ベクトルの条件
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
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◎機械:A-1,A-3

1.(TM)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有している。　(A-1)

2.(TM)行列の固有値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができ
る。　(A-3)

3.(TE)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有している。

4.(TE)行列の固有値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができ
る。

5.(TL)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有し、行列の固有値、固
有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができる。

6.(TK)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有し、行列の固有値、固
有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができる。

7.(TC)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有している。

8.(TC)行列の固有値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができ
る。

9.(TA)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有し、行列の固有値、固
有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができる。

◎　機械工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　ものづくり（機械の創造）に関する基礎学力と応用力を有してい
る。
A-2　健全な倫理観を支える知識と教養を機械工学と関連づけて身につけ
ている。
A-3　自然科学・人文科学・社会科学、語学などの教養にもとづいた工学
と社会のつながりを理解する能力を備えている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　機械工学の知識全般を有機的に活用する能力を備えている。
B-2　機械工学の基礎学問（材料力学、流体工学、熱工学、機械設計・工
作、機械力学・制御）の基本課題を理解し解決する能力を備えている。
B-3　論理的に記述、発表、討議できるコミュニケーション技術を有し、
自分の考えを伝えて意見交換ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会のニーズを捉え、機械工学を活かして社会へ貢献する志向性が
ある。
C-2　グローバルな視点で社会に貢献する志向性がある。
C-3　生涯にわたって工学全般を学び続ける態度を有する。

◎電気:A-1,B-1

1.(TM)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有している。

2.(TM)行列の固有値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができ
る。

3.(TE)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有している。　(A-1)

4.(TE)行列の固有値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができ
る。　(B-1)

5.(TL)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有し、行列の固有値、固
有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができる。

6.(TK)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有し、行列の固有値、固
有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができる。

7.(TC)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有している。

8.(TC)行列の固有値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができ
る。

9.(TA)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有し、行列の固有値、固
有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができる。

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。
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◎電情:A-1

1.(TM)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有している。

2.(TM)行列の固有値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができ
る。

3.(TE)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有している。

4.(TE)行列の固有値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができ
る。

5.(TL)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有し、行列の固有値、固
有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができる。　(A-1)

6.(TK)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有し、行列の固有値、固
有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができる。

7.(TC)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有している。

8.(TC)行列の固有値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができ
る。

9.(TA)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有し、行列の固有値、固
有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができる。

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。

◎化シ:A-1

1.(TM)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有している。

2.(TM)行列の固有値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができ
る。

3.(TE)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有している。

4.(TE)行列の固有値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができ
る。

5.(TL)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有し、行列の固有値、固
有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができる。

6.(TK)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有し、行列の固有値、固
有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができる。　(A-1)

7.(TC)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有している。

8.(TC)行列の固有値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができ
る。

9.(TA)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有し、行列の固有値、固
有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができる。

◎　化学システム工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　化学工学と分子工学を構成する主要要素である物理化学、有機・無
機化学、移動現象論、反応工学などの化学プロセスの基礎となる原理や
技術を説明できる。
A-2　化学プロセスにおける主要な物質の性質、および有用物質生産の基
本的な原理や技術を説明できる。
A-3　化学工学と分子工学のみならず、広く自然科学および人文・社会科
学などについても基本的な知識と理解をもっている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　化学工学と分子工学において広く用いられる器具や装置を正しく操
作できる。
B-2　化学プロセスに関わる基礎的な現象を、実験や数値計算により解析
できる。
B-3　自分の意見を明確に表現し、他者と建設的な意見交換をおこなうこ
とができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　自分から積極的に課題解決に取り組もうとする主体性をもつ。
C-2　他者と協力しながら課題解決に取り組もうとする協調性をもつ。
C-3　化学技術者として、関連分野の国際的動向や社会的意義に関心をも
ち、健全な倫理観に基づいて、課題解決に取り組もうとする。
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◎社デ:A-2,B-1

1.(TM)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有している。

2.(TM)行列の固有値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができ
る。

3.(TE)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有している。

4.(TE)行列の固有値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができ
る。

5.(TL)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有し、行列の固有値、固
有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができる。

6.(TK)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有し、行列の固有値、固
有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができる。

7.(TC)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有している。　(A-2)

8.(TC)行列の固有値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができ
る。　(B-1)

9.(TA)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有し、行列の固有値、固
有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができる。

◎　社会デザイン工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　建設工学の構造系、水理系、地盤系、計画系、材料・施工系、環境
系のうち三分野以上に関する専門的な知識を持つ。
A-2　応用数学、物理または化学、情報技術に関する知識を持つ。
A-3　人文・社会科学関連科目に関する知識を持つ。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　応用数学、物理または化学、情報技術を修得し、それらを建設工学
の学習ならびに問題解決へ応用することができる。
B-2　実現可能な解をデザインし実行するために必要不可欠な、市民を含
む多様な関係者との間の円滑なコミュニケーションを行うことができ
る。また、国際的コミュニケーションの基礎能力を有する。
B-3　建設工学の専門的な知識を、建設分野の基本的問題の解決に応用す
ることができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　技術が社会や自然に及ぼす影響や効果を十分に理解し、技術者とし
ての責任感と倫理観を持つ。
C-2　人文・社会科学関連科目、建設工学を支える基礎科目と専門科目の
知識を活用して、社会の要求に対する実現可能な解を見出すことのでき
るデザイン能力を持つ。
C-3　社会の変化、要求に柔軟に対応する自立した技術者として常に成長
できるよう、自主的かつ継続的に学習を続ける習慣を持つ。
C-4　環境保全、経済合理性、自然との調和が課題となる九州の地域特性
などの種々の制約条件の下で、自立した一人の技術者、チーム力を有す
る技術者、さらには建設プロジェクトのリーダーとして、仕事をやり遂
げる姿勢を持つ。
C-5　社会・経済の環境変化に注意を払い、自らの仕事を客観的に評価
し、必要に応じて柔軟に軌道修正できる PDCA サイクルを実践する姿勢
を持つ。
C-6　地球規模で幅広く考え、自然との調和が課題となる九州という地域
に根ざしてグローカルに物事を考える姿勢を持つ。

◎建築:A-1

1.(TM)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有している。

2.(TM)行列の固有値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができ
る。

3.(TE)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有している。

4.(TE)行列の固有値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができ
る。

5.(TL)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有し、行列の固有値、固
有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができる。

6.(TK)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有し、行列の固有値、固
有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができる。

7.(TC)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有している。

8.(TC)行列の固有値、固有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができ
る。

9.(TA)部分空間の基底と次元に関する基礎的な知識を有し、行列の固有値、固
有ベクトル、固有空間を理解し、行列の対角化ができる。　(A-1)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。
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 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・５時限　　試験時間割：後日発表　　

田中　尚人

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義では１変数の関数に対する微分法・積分法について
勉強する。諸君はこれらを高等学校である程度修得しており、
講義の一部はその復習ということになるが、同じ事柄でも、こ
の講義の説明は高校で受けたものとは異なることが多く、理解
もより深いものが求められる。高校の復習という意識を捨て
て、取り組んでほしい。もちろん３角関数の逆関数や、ある点
の近くで関数を多項式で近似するテイラーの定理など、高校で
は全く扱われなかった題材も数多く含まれる。
　将来専門教育を受ける際、微分・積分を道具として使いこな
すためには、これらの意味を深く理解する必要があることは言
うまでもないが、それと同じように計算練習を十分に行って微
分・積分に慣れ親しむことも大切である。繰り返し使っている
うちにその本質が見えてくることもある。使用されるテキスト
の各章末にはかなりの量の問題が用意されているが、これらの
すべてを講義でとり上げる時間的な余裕はなく、大半は諸君の
自習に委ねられることになる。自らの手を動かして計算し、と
きには試行錯誤を繰り返しながらも自力で正解にたどりつく、
という素晴らしいプロセスを受講者全員が体験して欲しい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

微分や積分の基本的な計算が出来るようになる。(知識・理解)

関数を多項式で近似出来るようになる。(知識・理解)

関数の１階導関数および２階導関数の意味を知り、曲線のグラ
フが描けるようになる。(知識・理解)

定積分の意味を知り、微分と積分の間の関係がわかるようにな
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：教科書の、次回の授業範囲を読んでおくこと。(30分)
復習：前回の講義ノートをよく読み、とりあげた例題の解き方
などをよく理解しておくこと。(30分)

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

定期試験 (100%) により評価する。

◎－－－　教科書　－－－◎

山田直記・他著　「理工系のための実践的微分積分」
学術図書(2007)(1,900円) ISBN978-4-87361-848-7

◎－－－　参考書 　－－－◎

　微分積分を解説した本は数多くあるが、なによりもまず教科
書をしっかり勉強することが大切である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　逆３角関数

２　関数のグラフと連続性、極限の概念

３　微分係数と導関数

４　導関数の公式

５　合成関数と逆関数の導関数

６　高次導関数、微分方程式の概念

７　関数の近似、テイラーの定理

８　関数の増減とグラフ

９　前半の演習

10　定積分、その意味と微分の関係

11　積分の計算

12　積分の計算―部分分数展開―

13　部分積分

14　後半の演習

15　全体の演習



2019-701000T101-15微分積分Ⅰ「（再）」

田中　尚人

◎機械:A-1,A-3

1.微分や積分の基本的な計算が出来るようになる。　(A-1)

2.関数を多項式で近似出来るようになる。　(A-1)

3.関数の１階導関数および２階導関数の意味を知り、曲線のグラフが描けるよ
うになる。　(A-1)

4.定積分の意味を知り、微分と積分の間の関係がわかるようになる。　(A-3)

◎　機械工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　ものづくり（機械の創造）に関する基礎学力と応用力を有してい
る。
A-2　健全な倫理観を支える知識と教養を機械工学と関連づけて身につけ
ている。
A-3　自然科学・人文科学・社会科学、語学などの教養にもとづいた工学
と社会のつながりを理解する能力を備えている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　機械工学の知識全般を有機的に活用する能力を備えている。
B-2　機械工学の基礎学問（材料力学、流体工学、熱工学、機械設計・工
作、機械力学・制御）の基本課題を理解し解決する能力を備えている。
B-3　論理的に記述、発表、討議できるコミュニケーション技術を有し、
自分の考えを伝えて意見交換ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会のニーズを捉え、機械工学を活かして社会へ貢献する志向性が
ある。
C-2　グローバルな視点で社会に貢献する志向性がある。
C-3　生涯にわたって工学全般を学び続ける態度を有する。

◎電気:A-1,B-1

1.微分や積分の基本的な計算が出来るようになる。　(A-1)

2.関数を多項式で近似出来るようになる。　(B-1)

3.関数の１階導関数および２階導関数の意味を知り、曲線のグラフが描けるよ
うになる。　(B-1)

4.定積分の意味を知り、微分と積分の間の関係がわかるようになる。　(B-1)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-701000T101-15微分積分Ⅰ「（再）」

田中　尚人

◎電情:A-1

1.微分や積分の基本的な計算が出来るようになる。　(A-1)

2.関数を多項式で近似出来るようになる。　(A-1)

3.関数の１階導関数および２階導関数の意味を知り、曲線のグラフが描けるよ
うになる。　(A-1)

4.定積分の意味を知り、微分と積分の間の関係がわかるようになる。　(A-1)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。

◎化シ:A-1

1.微分や積分の基本的な計算が出来るようになる。　(A-1)

2.関数を多項式で近似出来るようになる。　(A-1)

3.関数の１階導関数および２階導関数の意味を知り、曲線のグラフが描けるよ
うになる。　(A-1)

4.定積分の意味を知り、微分と積分の間の関係がわかるようになる。　(A-1)

◎　化学システム工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　化学工学と分子工学を構成する主要要素である物理化学、有機・無
機化学、移動現象論、反応工学などの化学プロセスの基礎となる原理や
技術を説明できる。
A-2　化学プロセスにおける主要な物質の性質、および有用物質生産の基
本的な原理や技術を説明できる。
A-3　化学工学と分子工学のみならず、広く自然科学および人文・社会科
学などについても基本的な知識と理解をもっている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　化学工学と分子工学において広く用いられる器具や装置を正しく操
作できる。
B-2　化学プロセスに関わる基礎的な現象を、実験や数値計算により解析
できる。
B-3　自分の意見を明確に表現し、他者と建設的な意見交換をおこなうこ
とができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　自分から積極的に課題解決に取り組もうとする主体性をもつ。
C-2　他者と協力しながら課題解決に取り組もうとする協調性をもつ。
C-3　化学技術者として、関連分野の国際的動向や社会的意義に関心をも
ち、健全な倫理観に基づいて、課題解決に取り組もうとする。



2019-701000T101-15微分積分Ⅰ「（再）」

田中　尚人

◎社デ:A-2,B-1

1.微分や積分の基本的な計算が出来るようになる。　(B-1)

2.関数を多項式で近似出来るようになる。　(B-1)

3.関数の１階導関数および２階導関数の意味を知り、曲線のグラフが描けるよ
うになる。　(B-1)

4.定積分の意味を知り、微分と積分の間の関係がわかるようになる。　(A-2)

◎　社会デザイン工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　建設工学の構造系、水理系、地盤系、計画系、材料・施工系、環境
系のうち三分野以上に関する専門的な知識を持つ。
A-2　応用数学、物理または化学、情報技術に関する知識を持つ。
A-3　人文・社会科学関連科目に関する知識を持つ。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　応用数学、物理または化学、情報技術を修得し、それらを建設工学
の学習ならびに問題解決へ応用することができる。
B-2　実現可能な解をデザインし実行するために必要不可欠な、市民を含
む多様な関係者との間の円滑なコミュニケーションを行うことができ
る。また、国際的コミュニケーションの基礎能力を有する。
B-3　建設工学の専門的な知識を、建設分野の基本的問題の解決に応用す
ることができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　技術が社会や自然に及ぼす影響や効果を十分に理解し、技術者とし
ての責任感と倫理観を持つ。
C-2　人文・社会科学関連科目、建設工学を支える基礎科目と専門科目の
知識を活用して、社会の要求に対する実現可能な解を見出すことのでき
るデザイン能力を持つ。
C-3　社会の変化、要求に柔軟に対応する自立した技術者として常に成長
できるよう、自主的かつ継続的に学習を続ける習慣を持つ。
C-4　環境保全、経済合理性、自然との調和が課題となる九州の地域特性
などの種々の制約条件の下で、自立した一人の技術者、チーム力を有す
る技術者、さらには建設プロジェクトのリーダーとして、仕事をやり遂
げる姿勢を持つ。
C-5　社会・経済の環境変化に注意を払い、自らの仕事を客観的に評価
し、必要に応じて柔軟に軌道修正できる PDCA サイクルを実践する姿勢
を持つ。
C-6　地球規模で幅広く考え、自然との調和が課題となる九州という地域
に根ざしてグローカルに物事を考える姿勢を持つ。

◎建築:A-1

1.微分や積分の基本的な計算が出来るようになる。　(A-1)

2.関数を多項式で近似出来るようになる。　(A-1)

3.関数の１階導関数および２階導関数の意味を知り、曲線のグラフが描けるよ
うになる。　(A-1)

4.定積分の意味を知り、微分と積分の間の関係がわかるようになる。　(A-1)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。



2019-701000T103-13微分積分Ⅱ「（再）」

 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・５時限　　試験時間割：後日発表　　

田中　尚人

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義では前期の微分積分Ⅰに引き続いて１変数の関数の
置換積分法を確認した後、簡単な微分方程式について勉強す
る。微分方程式とはある関数とその導関数の間に成り立つ関係
式のことで、たとえば物体の運動に関するニュートンの運動方
程式や回路を流れる電流に関するキルヒホッフの法則を数式で
表現すると、いずれも数学的には同じタイプの微分方程式がえ
られる。微分方程式の本格的な勉強は微分積分Ⅳにゆずるとし
て、ここでは微分方程式とはどのようなものなのか？というこ
とから始め、応用上よくあらわれる線形の方程式の解き方につ
いて学ぶ。
　この講義のもう一つのテーマは２変数の関数の微分法（偏微
分）である。１変数の関数のグラフが平面上の曲線を表わした
のに対して、２変数関数のグラフは空間内の曲面を表す。１変
数関数の場合にすでに勉強している合成関数の微分やテイラー
の定理を２変数関数の場合にも考える。１変数関数との類推で
同じように議論できる部分と、２変数の関数に特有のことを区
別しながら先生の説明を聞くことが大切である。１変数の話を
２変数に拡張する作業を楽しんで欲しい。２変数関数のグラフ
（曲面）の極値問題が解けるようになることをこの講義の最終
的な目標とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

簡単な微分方程式の解法を学び、工学へ応用できるようにな
る。(知識・理解)

偏微分の計算が出来るようになる。(知識・理解)

偏導関数の意味を理解し、２変数関数の極値問題が解けるよう
になる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習) 　－－－◎

予習：教科書の、次回の授業範囲を読んでおくこと。(30分)
復習：前回の講義ノートをよく読み、とりあげた例題の解き方
などをよく理解しておくこと。(30分)

◎－－－　評価基準および方法 　－－－◎

定期試験 (100%) により評価する。

◎－－－　教科書 　－－－◎

山田直記・他著　「理工系のための実践的微分積分」
学術図書(2007)(1,900円) ISBN978-4-87361-848-7

◎－－－　参考書　－－－◎

　微分積分を解説した本は数多くあるが、なによりもまず教科
書をしっかり勉強することが大切である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　置換積分

２　置換積分の演習

３　１階線形微分方程式

４　２階定数係数線形方程式

５　微分方程式の演習

６　空間内の直線と平面

７　２変数関数のグラフと曲面、連続性

８　偏微分係数と接線、接平面

９　高次偏導関数

10　合成関数の偏導関数

11　偏微分方程式の紹介

12　テイラーの定理

13　極大値と極小値

14　２変数関数とその微分（偏微分）の演習

15　全体の演習



2019-701000T103-13微分積分Ⅱ「（再）」

田中　尚人

◎機械:A-1,A-3

1.簡単な微分方程式の解法を学び、工学へ応用できるようになる。　(A-3)

2.偏微分の計算が出来るようになる。　(A-1)

3.偏導関数の意味を理解し、２変数関数の極値問題が解けるようになる。　
(A-1)

◎　機械工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　ものづくり（機械の創造）に関する基礎学力と応用力を有してい
る。
A-2　健全な倫理観を支える知識と教養を機械工学と関連づけて身につけ
ている。
A-3　自然科学・人文科学・社会科学、語学などの教養にもとづいた工学
と社会のつながりを理解する能力を備えている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　機械工学の知識全般を有機的に活用する能力を備えている。
B-2　機械工学の基礎学問（材料力学、流体工学、熱工学、機械設計・工
作、機械力学・制御）の基本課題を理解し解決する能力を備えている。
B-3　論理的に記述、発表、討議できるコミュニケーション技術を有し、
自分の考えを伝えて意見交換ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会のニーズを捉え、機械工学を活かして社会へ貢献する志向性が
ある。
C-2　グローバルな視点で社会に貢献する志向性がある。
C-3　生涯にわたって工学全般を学び続ける態度を有する。

◎電気:A-1,B-1

1.簡単な微分方程式の解法を学び、工学へ応用できるようになる。　(A-1)

2.偏微分の計算が出来るようになる。　(A-1)

3.偏導関数の意味を理解し、２変数関数の極値問題が解けるようになる。　
(B-1)

◎　電気工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学・物理学の自然科学関係の基礎知識を持ち、電気磁気学・電気
回路の概念と基本法則を理解して電気的及び磁気的挙動を説明できる。
A-2　電力機器・半導体の動作原理、使用材料、効率向上の方法を説明で
きる。
A-3　電気工学の典型的な現象に関する実験を行い、各種法則及び現象に
基づき実験結果を説明できる。
A-4　人文科学・社会科学・自然科学の基本的知識を有し、電気工学の役
割を理解できる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学を用いて電気の典型的問題を解析できる。
B-2　基本的な実験装置の原理を理解して操作でき、不確かさを考慮して
実験結果を定量的に分析できる。
B-3　実験データについて、理論的見地から整理・解釈することができ、
他人との意見   交換を通して、自らの考えや意見を的確に伝えることがで
きる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題に取り組む積極性や持続力を持っている。
C-2　自ら課題解決に取り組む行動力を持っている。



2019-701000T103-13微分積分Ⅱ「（再）」

田中　尚人

◎電情:A-1

1.簡単な微分方程式の解法を学び、工学へ応用できるようになる。　(A-1)

2.偏微分の計算が出来るようになる。　(A-1)

3.偏導関数の意味を理解し、２変数関数の極値問題が解けるようになる。　
(A-1)

◎　電子情報工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学と物理学を中心とする自然科学についての基礎知識を持ち、実
際の問題に応用できる。
A-2　電子工学、通信工学、情報工学を学ぶうえで必須の基礎知識を持
ち、説明することができる。
A-3　電子工学ならびに通信工学の基礎知識、または情報工学の基礎知識
を理解し、説明することができる。
A-4　電子工学、通信工学、情報工学のそれぞれを応用したシステムまた
は複合的に応用したシステムの基礎知識を持ち、説明することができ
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　社会の要求を解決する電子情報システムをデザインすることができ
る。
B-2　論理的な文章の記述や発表の資料作成ができ、口頭発表により電子
情報システムを説明できる技能を有する。
B-3　与えられた制約の下で電子情報システムを構築するために計画的に
仕事を進め、ま とめることができる。
B-4　チームで相互評価と相互支援を行い、計画的に目標を達成すること
ができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　歴史や文化、経済、価値観などに関する知識に基づき、自分自身の
文化や価値観、利益だけではなく、他者の立場から物事を考える姿勢を
持っている。
C-2　電子情報技術が自然および社会に及ぼす影響や効果を理解し、情報
処理技術者が社会に負っている責任を自覚している。
C-3　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学
習に取り組む意欲をもっている。

◎化シ:A-1

1.簡単な微分方程式の解法を学び、工学へ応用できるようになる。　(A-1)

2.偏微分の計算が出来るようになる。　(A-1)

3.偏導関数の意味を理解し、２変数関数の極値問題が解けるようになる。　
(A-1)

◎　化学システム工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　化学工学と分子工学を構成する主要要素である物理化学、有機・無
機化学、移動現象論、反応工学などの化学プロセスの基礎となる原理や
技術を説明できる。
A-2　化学プロセスにおける主要な物質の性質、および有用物質生産の基
本的な原理や技術を説明できる。
A-3　化学工学と分子工学のみならず、広く自然科学および人文・社会科
学などについても基本的な知識と理解をもっている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　化学工学と分子工学において広く用いられる器具や装置を正しく操
作できる。
B-2　化学プロセスに関わる基礎的な現象を、実験や数値計算により解析
できる。
B-3　自分の意見を明確に表現し、他者と建設的な意見交換をおこなうこ
とができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　自分から積極的に課題解決に取り組もうとする主体性をもつ。
C-2　他者と協力しながら課題解決に取り組もうとする協調性をもつ。
C-3　化学技術者として、関連分野の国際的動向や社会的意義に関心をも
ち、健全な倫理観に基づいて、課題解決に取り組もうとする。



2019-701000T103-13微分積分Ⅱ「（再）」

田中　尚人

◎社デ:A-2,B-1

1.簡単な微分方程式の解法を学び、工学へ応用できるようになる。　(A-2)

2.偏微分の計算が出来るようになる。　(B-1)

3.偏導関数の意味を理解し、２変数関数の極値問題が解けるようになる。　
(B-1)

◎　社会デザイン工学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　建設工学の構造系、水理系、地盤系、計画系、材料・施工系、環境
系のうち三分野以上に関する専門的な知識を持つ。
A-2　応用数学、物理または化学、情報技術に関する知識を持つ。
A-3　人文・社会科学関連科目に関する知識を持つ。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　応用数学、物理または化学、情報技術を修得し、それらを建設工学
の学習ならびに問題解決へ応用することができる。
B-2　実現可能な解をデザインし実行するために必要不可欠な、市民を含
む多様な関係者との間の円滑なコミュニケーションを行うことができ
る。また、国際的コミュニケーションの基礎能力を有する。
B-3　建設工学の専門的な知識を、建設分野の基本的問題の解決に応用す
ることができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　技術が社会や自然に及ぼす影響や効果を十分に理解し、技術者とし
ての責任感と倫理観を持つ。
C-2　人文・社会科学関連科目、建設工学を支える基礎科目と専門科目の
知識を活用して、社会の要求に対する実現可能な解を見出すことのでき
るデザイン能力を持つ。
C-3　社会の変化、要求に柔軟に対応する自立した技術者として常に成長
できるよう、自主的かつ継続的に学習を続ける習慣を持つ。
C-4　環境保全、経済合理性、自然との調和が課題となる九州の地域特性
などの種々の制約条件の下で、自立した一人の技術者、チーム力を有す
る技術者、さらには建設プロジェクトのリーダーとして、仕事をやり遂
げる姿勢を持つ。
C-5　社会・経済の環境変化に注意を払い、自らの仕事を客観的に評価
し、必要に応じて柔軟に軌道修正できる PDCA サイクルを実践する姿勢
を持つ。
C-6　地球規模で幅広く考え、自然との調和が課題となる九州という地域
に根ざしてグローカルに物事を考える姿勢を持つ。

◎建築:A-1

1.簡単な微分方程式の解法を学び、工学へ応用できるようになる。　(A-1)

2.偏微分の計算が出来るようになる。　(A-1)

3.偏導関数の意味を理解し、２変数関数の極値問題が解けるようになる。　
(A-1)

◎　建築学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　工学技術の基礎となる数学や自然科学の知識を身につけ、建築学の
理解に活かすことができる。
A-2　建築学と関連する文科系学問の基礎的な教養を身につけ、建築を社
会・文化・芸術などとの関連で考えることができる。
A-3　材料・施工、建築構造、環境設備、建築・都市計画、歴史・意匠な
どの各分野において体系的な知識を身につけ、基礎的な理論を説明でき
る。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を理解し、実際の建築にあてはめて
説明することができる。
B-2　建築における専門的な分野（材料・施工、建築構造、環境設備、建
築・都市計画、歴史・意匠）の知識を複合的に応用し、現実の建築に関
する問題を考えることができる。
B-3　建築に関連する問題を発見し、それを解決するための作業計画を立
案することができる。
B-4　自分の立案した作業計画にしたがい、学習・調査・実験・制作など
必要な活動を効率よく制御し、計画的に推進することができる。
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　建築技術者として、地球環境問題を意識するとともに、地域の伝統
的な風土・景観・文化等の特性を生かして建築を考える意識をもってい
る。
C-2　社会における建築技術者の役割を的確に認識した上で、建築技術者
としての倫理感と責任感を持って、自分の職務に自律的かつ継続的に取
り組む意志をもっている。
C-3　建築技術者として求められる他者との協働において、自己のなすべ
き行動を的確に判断・実行し、かつ協働する他者の取るべき行動を判断
し働きかける意志をもっている。


