
2019-705000T119-01基礎物理化学Ａ「TK-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・３時限　　試験時間割：後日発表　　

小柴　琢己

◎－－－　 概 要　－－－◎

原子あるいは分子が多数集合することで、それらは集団としてのあ
る性質を示すようになる。この性質を平衡状態での性質とするなら
ば、熱力学的な法則に基づいて理解することが可能である。基礎物
理化学Aでは、特に熱力学に関して、その基礎的なところを中心に
講義する。前半部は、物理化学を学ぶ上での基礎的な事項（例え
ば、単位や記号、有効数字など）からスタートし、その後に気体や
液体、また電磁波の基本的な性質へと発展していく。さらに、物質
を理解していく上で必須の化学結合に関しても学習する。後半部で
は、熱力学を中心にその理解を深め、最終的にはその知識を応用で
きる能力を身に着けることを目指す。本講義は高校での学習が基礎
となるため、講義で分らない箇所は高校の教科書等を再読するこ
と。各講義内での理解度を確認するために、毎回クイズ形式で問題
を出題し、出欠の確認として提出してもらう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

圧力、温度、体積の意味を理解し物質の状態変化について説明でき
る。(知識・理解)

モルの概念を理解し、濃度について説明できる。(知識・理解)

熱力学第一法則について理解し、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）　－－－◎

講義内で理解できなかった箇所をノートや教科書を基に再度、その
内容を確認する（復習）。また、関連した計算問題等も積極的に復
習すること。予習においては、教科書にあらかじめ目を通しておく
ことが望ましい。授業時間外の学習には一時間程度を費やしてほし
い

◎－－－　 成績評価基準 および方法　－－－◎

①　評価方法
定期試験、講義の出欠（クイズの出題）、及び講義内の質疑応答
②　評価基準
定期試験では、講義内で扱った内容の理解度を確認する。各講義内
ではその最後に内容の理解度をはかるためのクイズ形式の出題を行
う。また、講義内では適宜、質疑応答による基礎物理化学の理解度
も評価の基準とする。
③　割合
原則として、定期試験を8割、講義の出欠（出席表の提出）を2割と
した総合評価で行う。

◎－－－　 テキスト　－－－◎

特に指定しない。

◎－－－　 参考書　－－－◎

１．小池透著　「やさしい物理化学」（2010年：共立出版）ISBN
978-4-320-04394-7  価格2,300円

２．岡崎進著「物質の熱力学的ふるまいとその原理」（2016年：サ
イエンス社）ISBN 978-4-7819-1391-9  価格1,900円

◎－－－　 履修上の留意点　－－－◎

必ず授業に出席し、定期試験を受験すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.  基礎物理化学を学ぶ上で
2.  力と単位に関する考え方（モルの概念、濃度）
3.  電子（電気、電荷）について
4.  化学結合（共有結合、イオン結合、水素結合、金属結
合）
5～6.　溶液の化学（酸・塩基、イオン、PH）
7～8.  電磁波の科学（種類、回折、利用法）
9.  気体について（圧力、温度、体積、理想気体と実存気
体）
10～12.  熱力学について（熱力学第一法則、内部エネル
ギー、エンタルピー）
13.  生体内のエネルギーについて（ATP、リン酸化、酸化
還元電位）
14.  物質変化の速さについて（ゼロ次反応、一次反応、二
次反応）
15.　全体のまとめ



2019-705000T119-01基礎物理化学Ａ「TK-a」

小柴　琢己

◎化シ:A-1

1.圧力、温度、体積の意味を理解し物質の状態変化について説明できる。　
(A-1)

2.モルの概念を理解し、濃度について説明できる。　(A-1)

3.熱力学第一法則について理解し、応用することができる。　(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。



2019-705000T119-02基礎物理化学Ａ「TK-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：木・２時限　　試験時間割：後日発表　　

小柴　琢己

◎－－－　 概 要　－－－◎

原子あるいは分子が多数集合することで、それらは集団としてのあ
る性質を示すようになる。この性質を平衡状態での性質とするなら
ば、熱力学的な法則に基づいて理解することが可能である。基礎物
理化学Aでは、特に熱力学に関して、その基礎的なところを中心に
講義する。前半部は、物理化学を学ぶ上での基礎的な事項（例え
ば、単位や記号、有効数字など）からスタートし、その後に気体や
液体、また電磁波の基本的な性質へと発展していく。さらに、物質
を理解していく上で必須の化学結合に関しても学習する。後半部で
は、熱力学を中心にその理解を深め、最終的にはその知識を応用で
きる能力を身に着けることを目指す。本講義は高校での学習が基礎
となるため、講義で分らない箇所は高校の教科書等を再読するこ
と。各講義内での理解度を確認するために、毎回クイズ形式で問題
を出題し、出欠の確認として提出してもらう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

圧力、温度、体積の意味を理解し物質の状態変化について説明でき
る。(知識・理解)

モルの概念を理解し、濃度について説明できる。(知識・理解)

熱力学第一法則について理解し、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）　－－－◎

講義内で理解できなかった箇所をノートや教科書を基に再度、その
内容を確認する（復習）。また、関連した計算問題等も積極的に復
習すること。予習においては、教科書にあらかじめ目を通しておく
ことが望ましい。授業時間外の学習には一時間程度を費やしてほし
い。

◎－－－　 成績評価基準 および方法　－－－◎

①　評価方法
定期試験、講義の出欠（クイズの出題）、及び講義内の質疑応答
②　評価基準
定期試験では、講義内で扱った内容の理解度を確認する。各講義内
ではその最後に内容の理解度をはかるためのクイズ形式の出題を行
う。また、講義内では適宜、質疑応答による基礎物理化学の理解度
も評価の基準とする。
③　割合
原則として、定期試験を8割、講義の出欠（出席表の提出）を2割と
した総合評価で行う。

◎－－－　 テキスト　－－－◎

特に指定しない。

◎－－－　 参考書　－－－◎

１．小池透著　「やさしい物理化学」（2010年：共立出版）ISBN
978-4-320-04394-7 価格2,300円

２．岡崎進著「物質の熱力学的ふるまいとその原理」（2016年：サ
イエンス社）ISBN 978-4-7819-1391-9  価格1,900円

◎－－－　 履修上の留意点　－－－◎

必ず授業に出席し、定期試験を受験すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.  基礎物理化学を学ぶ上で
2.  力と単位に関する考え方（モルの概念、濃度）
3.  電子（電気、電荷）について
4.  化学結合（共有結合、イオン結合、水素結合、金属結
合）
5～6.　溶液の化学（酸・塩基、イオン、PH）
7～8.  電磁波の科学（種類、回折、利用法）
9.  気体について（圧力、温度、体積、理想気体と実存気
体）
10～12.  熱力学について（熱力学第一法則、内部エネル
ギー、エンタルピー）
13.  生体内のエネルギーについて（ATP、リン酸化、酸化
還元電位）
14.  物質変化の速さについて（ゼロ次反応、一次反応、二
次反応）
15.　全体のまとめ



2019-705000T119-02基礎物理化学Ａ「TK-b」

小柴　琢己

◎化シ:A-1

1.圧力、温度、体積の意味を理解し物質の状態変化について説明できる。　
(A-1)

2.モルの概念を理解し、濃度について説明できる。　(A-1)

3.熱力学第一法則について理解し、応用することができる。　(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。



2019-705000T121-01基礎物理化学Ｂ「TK-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・３時限　　試験時間割：後日発表　　

今任　稔彦

◎－－－　授業の概要　－－－◎

　物理化学は、個々の化学現象の法則性を明らかにし、その法則を理解することである。そ
の際重要な分野の一つが、授業の内容である熱力学である。授業は、第1法則(エネルギー保
存)、第2法則(可逆と不可逆、エントロピー)から出発して、自由エネルギーとは何かを学び、
論理的思考で物理化学関係のいくつかの重要法則が導かれる事を示す。前段は、仕事と熱の
出入りからエネルギー保存則である第1法則を復習する。そして熱の移動－カルノ-サイクル
を利用して第2法則の意味すなわち可逆と不可逆の関係とそれを表す熱力学量エントロピーを
理解する。中段は、熱力学第 1，第2法則を結合した自由エネルギーの概念を導入し、自由エ
ネルギー変化と化学現象の可逆(平衡)・不可逆の関係を知る。後段は、その関係を実際の平衡
現象に適用し、基礎物理化学Aで学んだ諸法則、化学平衡、ラウールの法則や分配の法則など
を論理的に証明する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

カルノーサイクルの学習を通して、熱力学的エントロピーの定義を説明できる。(知識・理解)

微視的状態の取り得る値から統計的エントロピーの定義を説明できる。(知識・理解)

種々の過程における状態変化に対してエントロピー変化を計算できる。(知識・理解)

熱力学第三法則により、物質のエントロピーを求めることができる。(知識・理解)

ギブズエネルギー変化から自発的変化の方向を予測することができる。(知識・理解)

化学ポテンシャルがギブズエネルギーの部分モル量であることを説明できる。(知識・理解)

化学反応の平衡定数をそのギブズエネルギー変化から計算し、平衡における反応物及び生成
物の組成を求めることができる。(知識・理解)

化学反応のギブズエネルギー変化の温度依存性や圧力依存性を説明し、ルシャトリエの原理
を説明することができる。(知識・理解)

温度や圧力の変化に伴う物質の相変化を化学ポテンシャルから説明することができる。(知
識・理解)

理想溶液や理想希薄溶液および実在溶液の性質を熱力学的に説明することができる。(知識・
理解)

気液、液液あるいは液固の二成分系相図をみて、その状態を説明できる。(知識・理解)

溶液の束一的性質、凝固点降下、沸点上昇あるいは浸透圧について熱力学的に説明できる。
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習は該当箇所に目を通しておくこと。事後学習としては、項目単位毎にノートを整理す
る。要点をメモしておくと、積み重ねの学習だけに分からない点が質問しやすい。予習には
30分程度、復習には１時間程度の時間をかけることが望ましい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　学習した事項から基本現象を正しく判断・評価できたか（説明、判定、計算など）を基準
として判断する。評価方法は定期試験の得点をもって評価する。
　具体的には（１）熱力学の基本法則(定義)を理解しているか。（２）各種条件でのエントロ
ピー変化、自由エネルギー変化を計算できるか。（３）過去に学習した物理化学の諸法則
を、熱力学の知識から説明できるか。（４）その諸法則の理解が進んでいるか、法則の活用
力を見る。これらが試験内容となる。

◎－－－　テキスト　－－－◎

「基礎物理化学」 改訂第３版　杉原剛介・井上亨・秋貞英雄共著（学術図書）2011年
ISBN978-4-7806-0232-6  3,500円

◎－－－　参考書　－－－◎

物理化学 上　ISBN 9784807906956
物理化学 下　ISBN 9784807906963
「物理化学 上」（アトキンス著、千原秀昭・中村亘男訳、東京化学同人）
出版年月日 2009/02/17
ISBN: 9784807906956
定価：本体5,700円＋税

「物理化学 下」（アトキンス著、千原秀昭・中村亘男訳、東京化学同人）
出版年月日 2009/03/27
ISBN：9784807906963
定価：本体5,800円＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　事前に教科書に目を通しておくことは望ましい。物理化学は積み重ねである。論理的展開
が多い。講義ノートは教科書の説明の間を埋めるものであるため十分な理解のために重要で
ある。例題は授業でやることもあるが、自己学習の一環として目を通しておくことを薦め
る。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1) 熱力学第1法則についての復習：仕事、熱、
　　　内部エネルギー、ジュールの法則
2) 6章　熱力学第2法則：カルノーサイクル、
　　　　 定温過程と断熱過程
3) 6章　熱力学第2法則：熱の仕事効率、
　　　　可逆過程および不可逆過程の仕事
4) 6章　熱力学第2法則：エントロピーと
　　　　熱力学第2法則
5) 6章　熱力学第2法則：エントロピーの意味、　　　　熱
力学第3法則
6) 6章　熱力学第2法則：エントロピーの計算
7)　中間試験
8) 6章　自由エネルギー：Helmholz、
　　　　Gibbsの自由エネルギー
9)　6章　化学ポテンシャル
10) 7章　熱力学の応用：化学平衡
11) 7章　熱力学の応用：van't Hoffの式
12) 8章　熱力学の応用：多相平衡
　　　　　（Gibbsの相律）
13) 8章　熱力学の応用：多相平衡
　　　　　（クラペイロンークラウジウスの式）
14) 8章　熱力学の応用：多相平衡
　　　　　（相平衡、ラウールの法則）
15) 8章　熱力学の応用：活量、フガシティ、　　　　　　
Gibbs-Duhemの式



2019-705000T121-01基礎物理化学Ｂ「TK-a」

今任　稔彦

◎化シ:A-1

1.カルノーサイクルの学習を通して、熱力学的エントロピーの定義を説明でき
る。　(A-1)

2.微視的状態の取り得る値から統計的エントロピーの定義を説明できる。　
(A-1)

3.種々の過程における状態変化に対してエントロピー変化を計算できる。　
(A-1)

4.熱力学第三法則により、物質のエントロピーを求めることができる。　(A-1)

5.ギブズエネルギー変化から自発的変化の方向を予測することができる。　
(A-1)

6.化学ポテンシャルがギブズエネルギーの部分モル量であることを説明でき
る。　(A-1)

7.化学反応の平衡定数をそのギブズエネルギー変化から計算し、平衡における
反応物及び生成物の組成を求めることができる。　(A-1)

8.化学反応のギブズエネルギー変化の温度依存性や圧力依存性を説明し、ル
シャトリエの原理を説明することができる。　(A-1)

9.温度や圧力の変化に伴う物質の相変化を化学ポテンシャルから説明すること
ができる。　(A-1)

10.理想溶液や理想希薄溶液および実在溶液の性質を熱力学的に説明することが
できる。　(A-1)

11.気液、液液あるいは液固の二成分系相図をみて、その状態を説明できる。　
(A-1)

12.溶液の束一的性質、凝固点降下、沸点上昇あるいは浸透圧について熱力学的
に説明できる。　(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。



2019-705000T121-02基礎物理化学Ｂ「TK-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：木・２時限　　試験時間割：後日発表　　

今任　稔彦

◎－－－　授業の概要　－－－◎

　物理化学は、個々の化学現象の法則性を明らかにし、その法則を理解することである。そ
の際重要な分野の一つが、授業の内容である熱力学である。授業は、第1法則(エネルギー保
存)、第2法則(可逆と不可逆、エントロピー)から出発して、自由エネルギーとは何かを学び、
論理的思考で物理化学関係のいくつかの重要法則が導かれる事を示す。前段は、仕事と熱の
出入りからエネルギー保存則である第1法則を復習する。そして熱の移動－カルノ-サイクル
を利用して第2法則の意味すなわち可逆と不可逆の関係とそれを表す熱力学量エントロピーを
理解する。中段は、熱力学第 1，第2法則を結合した自由エネルギーの概念を導入し、自由エ
ネルギー変化と化学現象の可逆(平衡)・不可逆の関係を知る。後段は、その関係を実際の平衡
現象に適用し、基礎物理化学Aで学んだ諸法則、化学平衡、ラウールの法則や分配の法則など
を論理的に証明する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

カルノーサイクルの学習を通して、熱力学的エントロピーの定義を説明できる。(知識・理解)

微視的状態の取り得る値から統計的エントロピーの定義を説明できる。(知識・理解)

種々の過程における状態変化に対してエントロピー変化を計算できる。(知識・理解)

熱力学第三法則により、物質のエントロピーを求めることができる。(知識・理解)

ギブズエネルギー変化から自発的変化の方向を予測することができる。(知識・理解)

化学ポテンシャルがギブズエネルギーの部分モル量であることを説明できる。(知識・理解)

化学反応の平衡定数をそのギブズエネルギー変化から計算し、平衡における反応物及び生成
物の組成を求めることができる。(知識・理解)

化学反応のギブズエネルギー変化の温度依存性や圧力依存性を説明し、ルシャトリエの原理
を説明することができる。(知識・理解)

温度や圧力の変化に伴う物質の相変化を化学ポテンシャルから説明することができる。(知
識・理解)

理想溶液や理想希薄溶液および実在溶液の性質を熱力学的に説明することができる。(知識・
理解)

気液、液液あるいは液固の二成分系相図をみて、その状態を説明できる。(知識・理解)

溶液の束一的性質、凝固点降下、沸点上昇あるいは浸透圧について熱力学的に説明できる。
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習は該当箇所に目を通しておくこと。事後学習としては、項目単位毎にノートを整理す
る。要点をメモしておくと、積み重ねの学習だけに分からない点が質問しやすい。予習には
30分程度、復習には１時間程度の時間をかけることが望ましい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　学習した事項から基本現象を正しく判断・評価できたか（説明、判定、計算など）を基準
として判断する。評価方法は定期試験の得点をもって評価する。
　具体的には（１）熱力学の基本法則(定義)を理解しているか。（２）各種条件でのエントロ
ピー変化、自由エネルギー変化を計算できるか。（３）過去に学習した物理化学の諸法則
を、熱力学の知識から説明できるか。（４）その諸法則の理解が進んでいるか、法則の活用
力を見る。これらが試験内容となる。

◎－－－　テキスト　－－－◎

「基礎物理化学」 改訂第３版　杉原剛介・井上亨・秋貞英雄共著（学術図書）2011年
ISBN978-4-7806-0232-6  3,500円

◎－－－　参考書　－－－◎

物理化学 上　ISBN 9784807906956
物理化学 下　ISBN 9784807906963
「物理化学 上」（アトキンス著、千原秀昭・中村亘男訳、東京化学同人）
出版年月日 2009/02/17
ISBN: 9784807906956
定価：本体5,700円＋税

「物理化学 下」（アトキンス著、千原秀昭・中村亘男訳、東京化学同人）
出版年月日 2009/03/27
ISBN：9784807906963
定価：本体5,800円＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　事前に教科書に目を通しておくことは望ましい。物理化学は積み重ねである。論理的展開
が多い。講義ノートは教科書の説明の間を埋めるものであるため十分な理解のために重要で
ある。例題は授業でやることもあるが、自己学習の一環として目を通しておくことを薦め
る。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1) 熱力学第1法則についての復習：仕事、熱、
　　　内部エネルギー、ジュールの法則
2) 6章　熱力学第2法則：カルノーサイクル、
　　　　 定温過程と断熱過程
3) 6章　熱力学第2法則：熱の仕事効率、
　　　　可逆過程および不可逆過程の仕事
4) 6章　熱力学第2法則：エントロピーと
　　　　熱力学第2法則
5) 6章　熱力学第2法則：エントロピーの意味、　　　　熱
力学第3法則
6) 6章　熱力学第2法則：エントロピーの計算
7) 中間試験
8) 6章　自由エネルギー：Helmholz、
　　　　Gibbsの自由エネルギー
9) 6章　化学ポテンシャル
10) 7章　熱力学の応用：化学平衡
11) 7章　熱力学の応用：van't Hoffの式
12) 8章　熱力学の応用：多相平衡
　　　　　（Gibbsの相律）
13) 8章　熱力学の応用：多相平衡
　　　　　（クラペイロンークラウジウスの式）
14) 8章　熱力学の応用：多相平衡
　　　　　（相平衡、ラウールの法則）
15) 8章　熱力学の応用：活量、フガシティ、　　　　　　
Gibbs-Duhemの式



2019-705000T121-02基礎物理化学Ｂ「TK-b」

今任　稔彦

◎化シ:A-1

1.カルノーサイクルの学習を通して、熱力学的エントロピーの定義を説明でき
る。　(A-1)

2.微視的状態の取り得る値から統計的エントロピーの定義を説明できる。　
(A-1)

3.種々の過程における状態変化に対してエントロピー変化を計算できる。　
(A-1)

4.熱力学第三法則により、物質のエントロピーを求めることができる。　(A-1)

5.ギブズエネルギー変化から自発的変化の方向を予測することができる。　
(A-1)

6.化学ポテンシャルがギブズエネルギーの部分モル量であることを説明でき
る。　(A-1)

7.化学反応の平衡定数をそのギブズエネルギー変化から計算し、平衡における
反応物及び生成物の組成を求めることができる。　(A-1)

8.化学反応のギブズエネルギー変化の温度依存性や圧力依存性を説明し、ル
シャトリエの原理を説明することができる。　(A-1)

9.温度や圧力の変化に伴う物質の相変化を化学ポテンシャルから説明すること
ができる。　(A-1)

10.理想溶液や理想希薄溶液および実在溶液の性質を熱力学的に説明することが
できる。　(A-1)

11.気液、液液あるいは液固の二成分系相図をみて、その状態を説明できる。　
(A-1)

12.溶液の束一的性質、凝固点降下、沸点上昇あるいは浸透圧について熱力学的
に説明できる。　(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。



2019-701000T105-07行列と行列式Ⅰ「TK-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：水・３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



2019-701000T105-07行列と行列式Ⅰ「TK-a」

小田　信行

◎化シ: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)

◎　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。



2019-701000T105-08行列と行列式Ⅰ「TK-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：水・３時限　　試験時間割：後日発表　　

前田　定廣

◎－－－　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



2019-701000T105-08行列と行列式Ⅰ「TK-b」

前田　定廣

◎化シ: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)

◎　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。



2019-701000T105-13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。



2019-701000T105-13行列と行列式Ⅰ「（再）」

小田　信行

◎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。



2019-701000T105-13行列と行列式Ⅰ「（再）」

小田　信行

◎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。



2019-701000T107-07行列と行列式Ⅱ「TK-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：水・３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



2019-701000T107-07行列と行列式Ⅱ「TK-a」

小田　信行

◎化シ: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)

◎　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。



2019-701000T107-08行列と行列式Ⅱ「TK-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：水・３時限　　試験時間割：後日発表　　

前田　定廣

◎－－－　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



2019-701000T107-08行列と行列式Ⅱ「TK-b」

前田　定廣

◎化シ: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)

◎　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。



2019-701000T107-14行列と行列式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：水・５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　－－－◎

(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



2019-701000T107-14行列と行列式Ⅱ「（再）」

小田　信行

◎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。



2019-701000T101-07微分積分Ⅰ「TK-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・１時限　　試験時間割：後日発表　　

佐野　友二

◎－－－　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



2019-701000T101-07微分積分Ⅰ「TK-a」

佐野　友二

◎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。



2019-701000T101-08微分積分Ⅰ「TK-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・１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



2019-701000T101-08微分積分Ⅰ「TK-b」

坂田　繁洋

◎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）」

 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。



2019-701000T103-07微分積分Ⅱ「TK-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　　

佐野　友二

◎－－－　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



2019-701000T103-07微分積分Ⅱ「TK-a」

佐野　友二

◎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。



2019-701000T103-08微分積分Ⅱ「TK-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　　

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



2019-701000T103-08微分積分Ⅱ「TK-b」

坂田　繁洋

◎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）」

 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。



2019-701000T109-07力学Ａ「TK-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　　

御園　雅俊

◎－－－　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）



2019-701000T109-07力学Ａ「TK-a」

御園　雅俊

◎化シ: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)

◎　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。



2019-701000T109-08力学Ａ「TK-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　　

赤星　信

◎－－－　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）



2019-701000T109-08力学Ａ「TK-b」

赤星　信

◎化シ: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)

◎　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。



2019-701000T111-07力学Ｂ「TK-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　　

御園　雅俊

◎－－－　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）



2019-701000T111-07力学Ｂ「TK-a」

御園　雅俊

◎化シ: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)

◎　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。



2019-701000T111-08力学Ｂ「TK-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　　

赤星　信

◎－－－　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）



2019-701000T111-08力学Ｂ「TK-b」

赤星　信

◎化シ: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)

◎　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。



2019-701000T129-04化学実験「TK」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：実験　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
福田　将虎、竹立　新人、永留　重実、鈴木　久美子、田中　英彦、山田　啓二

◎－－－　概要　－－－◎

化学とは、物質の構造や性質および変化の仕組みをその構成単位である原子・分
子・イオンのレベルで明らかにし、さらには得られた知識を駆使して有用な物質
を自然界から取り出し、あるいは新たに合成することを目的とする学問である。
自然科学で物質を取り扱わない分野はないので、化学は基盤科学（base science）
と言われることもある。したがって、工学部の諸君も、学科によって多少の違い
はあろうが、主に材料や環境関係で化学の目で見たり、化学的センスで考えたり
する場面に遭遇するであろう。
　ところが受験勉強優先のため、ほとんどの高校では化学教育に実験を取り入れ
ていない。一方、化学は錬金術時代からの実験に基づく知識の集大成によって確
立された学問であるので、化学実験を通じてしかその本質に触れる、あるいは面
白さを実感することができない。例えば、金属イオンの沈殿反応や沈殿の色など
を暗記したと思うが、実際に実験してみて初めて身近に感じる。そのときの感動
を通じて、無味乾燥であった知識が質的に変化し、その歓びが新たな疑問へと展
開していく。
　本実験の教育目標は、実験を通して化学の、ひいては自然科学の面白さを体験
するように設定されているので、定性分析で取り扱う大半の金属イオンならびに
個別実験で採用したテーマは、いずれも高校の教科書に採り上げられているもの
ばかりである。各実験の背景や理論、種々の実験操作の意味と正しい手順、デー
タの処理法などをよく理解し、本実験を有意義なものにすることを強く望む。

◎－－－　到達目標　－－－◎

水溶液中の金属イオンを分離・同定する方法について説明できる。(知識・理解)

酸塩基滴定およびキレート滴定から、定量法の理論を説明できる。(知識・理解)

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

反応速度のデータをパソコンを用いて解析することができる。(知識・理解)

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

アセトアニリドを合成し、分離・精製することができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

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

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

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

◎－－－　テキスト　－－－◎

大学基礎化学教育研究会編、「21世紀の大学の基礎化学実験－指針とノート－
（改訂版）」、学術図書出版社の2016年版、ISBM 978-4-87361-368-0、2700円。
なお、レポート用紙は本実験専用のもの（学術図書出版社）を使用すること。な
お、テキストとレポート用紙は予め購入し、説明会当日に持参すること。

◎－－－　参考書　－－－◎

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

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

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

◎－－－　授業計画　－－－◎

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



2019-701000T129-04化学実験「TK」

福田　将虎、竹立　新人、永留　重実、鈴木　久美子、田中　英彦、山田　啓二

◎化シ:A-1

1.機械製作における加工法の種類を理解する。

2.金属の溶解と凝固について理解する。

3.応力・ひずみ曲線、降伏条件、変形抵抗などの塑性変形に関する基礎事項を
理解する。

4.塑性変形させた材料の組織や性質、冷間加工や熱間加工について理解する。

5.鋳型に溶融した金属を流し込み、製品を作る方法（鋳造）を理解する。

6.鋳鉄の種類と性質を理解する。

7.各種塑性加工（鍛造加工、圧延加工、引抜き加工、押出し加工、転造加工、
せん断加工、曲げ加工、絞り加工）の原理と作業について理解する。

8.溶接の特質や溶接継手の基本形式を理解する。

9.アーク溶接、ガス溶接、特殊溶接、圧接、抵抗溶接、ろう付けの原理と作業
について理解する。

◎　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。



2019-701000T139-04物理学Ａ「TK」

 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　　
田崎　茂

◎－－－　概要　－－－◎

　我々の身近で見られる振り子の運動や水面の波の伝播をはじめとする振
動・波動と呼ばれる現象は，物理学に関連する多くの分野，例えば力学，音
響学，光学，電磁気学等に関連する様々な現象の中に広く見出される物体・
物質の基本的な運動形態である。
　本講義では，質点の力学を基礎に振動・波動現象を数学的に取り扱うこと
を学習する。講義の流れは授業計画に示す通りである。先ずばねに取り付け
られたおもり（以下「ばね・おもり系」とよぶ）の単振動から始まり，ば
ね・おもり系に速度に比例する抵抗が加わった場合や，それに周期的な外力
が加わった場合のばね・おもり系の運動を学ぶ。さらに，複数の振動子が相
関を持つ系，弦の振動を経て，棒を伝わる縦波について学習する。そして波
動方程式を解くことと一般的な波動の特性を理解し，波動光学を学習する。
　一方，本講義では，初等関数，幾何学，微分方程式を解くこと等の数学を
物理学に応用するスタイルを習得することができる。
　学習には主体的に取り組み，振動・波動の物理現象を良く理解し，習得し
た考え方と数学的手法を講義の範囲内だけでなく他の様々な分野でも適応で
きるように講義内容を確実に理解してほしい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ばねに取り付けられたおもり（以後「ばね・おもり系」と呼ぶ）の振動など
に見られる単振動の運動方程式を立て，その方程式を解くことができる。
(知識・理解)

単振動の式における定数や変数の物理的意味を説明することができる。 (知
識・理解)

速度に比例する抵抗力が働くときのばね・おもりの系の振動の運動方程式を
立て，その方程式を解き，解の物理的な意味を説明することができる。 (知
識・理解)

周期的外力が働くときのばね・おもり系の振動の運動方程式を立て，その方
程式を解き，解の物理的な意味を説明することができる。(知識・理解)

２つの振動子が互いに力を及ぼしあうときの運動方程式を立て，その方程式
を解き，解の物理的な意味を説明することができる。(知識・理解)

弦や金属棒を伝わる波動の運動方程式（波動方程式）を立て，その方程式を
解くことができる。(知識・理解)

波動方程式の解を求め，その解における定数や変数の物理的意味を説明する
ことができる。 (知識・理解)

ホイヘンスの原理やフェルマーの原理を理解し，それに基づいて干渉や回折
現象を説明することができる。 (知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習･復習）　－－－◎

事前に，教科書を読んで内容を理解し，次回の講義に備えること（60分程
度）。内容の理解と共に，数式のチェックを行うこと。わからないことは授
業当日に質問すること。予習は講義の理解を飛躍的に高めます。復習では
ノートと教科書を読みなおし，理解を確かなものにする事（60分程度）。
その他，授業中に疑問に思ったことや，身近にある振動・波動の現象につい
て，ネットで調べたり，友人とディスカッションをすることを推奨する。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

上記の到達目標に関して設定した問題について，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する。
定期試験の結果を80%，講義期間中に課すレポートの評価を20%として総合
的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

物理学（三訂版）、小出昭一郎著（裳華房），ISBN 978-4-7853-2074-4，定
価 本体2200円＋税　第４章　振動・波動と光、

◎－－－　参考書　－－－◎

基礎演習シリーズ、物理学、小出昭一郎著（裳華房）
その他、振動・波動に関する書物が、理・工学部の図書室、中央図書室に多
数ある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　力学の復習
２　単振動１
　 　運動方程式とその解
３　単振動２
　　 単振動の力学的エネルギー
４　単振動の合成
　　 同一直線上の2つの単振動の合成とうなり
　　 リサージュの図形
５　減衰振動
　　 速度に比例する抵抗力が加わるとき
６　強制振動と共鳴
　　 周期的外力が働くとき
７　連成振動
　　 連成振動の運動方程式と基準振動
８　弦の振動
　　 波動方程式
９　棒を伝わる縦波
　　 運動方程式とその解
10　波動方程式
　　 波動方程式とその解，波の反射
11　平面波と球面波
　　 ３次元空間を伝わる波の表現
12　光の波
　　 ホイヘンスの原理
13　幾何光学
　　  フェルマーの原理，
　　　レンズや鏡による結像
14　光の干渉、回折
　　　ヤングの実験、回折格子
15　偏光
　　　偏光板、直線偏光、円偏光
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2019-701000T139-04物理学Ａ「TK」

田崎　茂

◎化シ:A-1

1.機械製作における加工法の種類を理解する。

2.金属の溶解と凝固について理解する。

3.応力・ひずみ曲線、降伏条件、変形抵抗などの塑性変形に関する基礎事項を
理解する。

4.塑性変形させた材料の組織や性質、冷間加工や熱間加工について理解する。

5.鋳型に溶融した金属を流し込み、製品を作る方法（鋳造）を理解する。

6.鋳鉄の種類と性質を理解する。

7.各種塑性加工（鍛造加工、圧延加工、引抜き加工、押出し加工、転造加工、
せん断加工、曲げ加工、絞り加工）の原理と作業について理解する。

8.溶接の特質や溶接継手の基本形式を理解する。

9.アーク溶接、ガス溶接、特殊溶接、圧接、抵抗溶接、ろう付けの原理と作業
について理解する。

◎　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。



2019-701000T126-05物理学実験「TK」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：実験　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
御園　雅俊、西田　昭彦、匠　正治、眞田　瑞穂、寺下　裕俊

◎－－－　概要　－－－◎

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

◎－－－　到達目標　－－－◎

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

ノギスや電流計などの基本的な道具や機器を正しく使用できる。(知識・理解)

測定値から測定量の最確値やその誤差（不確かさ）を算出できる。(知識・理解)

一定の要件を満たす報告書を期限内に仕上げて提出できる。(知識・理解)

◎－－－　テキスト　－－－◎

福岡大学理学部物理科学教室編「2019年度版 物理学実験」1000円
テキストの販売については、初回の１週間以上前に掲示される。

◎－－－　参考書　－－－◎

　物理学関係の科目で使われている教科書

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

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

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

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

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

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

◎－－－　授業計画　－－－◎

　第１回目に「物理学実験の概要と測定の基本事項」につ
いての講義及び諸注意、学期の中程の回に「誤差計算」に
ついての講義が行われる。講義日程や講義室は事前に掲示
される。他の１３回は１回に１テーマの実験で下記Ａ～Ｄ
の４群それぞれから数テーマずつが割り当てられる。実験
割当表は物理学実験専用の掲示板2箇所にそれぞれ掲示さ
れる。

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



2019-701000T126-05物理学実験「TK」

御園　雅俊、西田　昭彦、匠　正治、眞田　瑞穂、寺下　裕俊

◎化シ:A-1

1.機械製作における加工法の種類を理解する。

2.金属の溶解と凝固について理解する。

3.応力・ひずみ曲線、降伏条件、変形抵抗などの塑性変形に関する基礎事項を
理解する。

4.塑性変形させた材料の組織や性質、冷間加工や熱間加工について理解する。

5.鋳型に溶融した金属を流し込み、製品を作る方法（鋳造）を理解する。

6.鋳鉄の種類と性質を理解する。

7.各種塑性加工（鍛造加工、圧延加工、引抜き加工、押出し加工、転造加工、
せん断加工、曲げ加工、絞り加工）の原理と作業について理解する。

8.溶接の特質や溶接継手の基本形式を理解する。

9.アーク溶接、ガス溶接、特殊溶接、圧接、抵抗溶接、ろう付けの原理と作業
について理解する。

◎　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。



2019-7050000008-01化学工学計算法

 期別：後期　　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：後期：木・１時限　　試験時間割：後日発表　　

野田　賢、吉原直記、松永浩貴

◎－－－　概要　－－－◎

ケミカルエンジニアには、数学、物理、化学や物理化学などの諸原理を十分
に理解し、それらを物理化学現象の数値解析や化学プロセスの設計に活用で
きる能力が求められる。本講義では、一般化学や基礎物理化学を基礎知識と
して、様々な物理および化学量の計算法やプロセスの物質収支の計算法を学
ぶ。また、化学メーカーにおける実務経験を活かし、研究開発現場での科学
技術計算について解説する。講義では、学習内容の理解度を確認するための
演習を毎回実施する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・物理量や化学量の表し方とSI単位系について説明できる。(知識・理解)

・SI単位系の単位変換ができる。(知識・理解)

・測定精度を考慮した物理量や化学量の計算ができる。(技能)

・関数電卓を用いた科学技術計算ができる。(技能)

・対数グラフを用いて実験データの整理ができる。(技能)

・化学式に基づき反応物と生成物の量的関係について説明できる。(知識・理
解)

・溶液の濃度計算ができる。(知識・理解)

・混合気体の組成と分圧について説明できる。(知識・理解)

・混合溶液の蒸気圧について説明できる。(知識・理解)

・気体の溶液への溶解量が計算できる。(知識・理解)

・化学平衡について説明できる。(知識・理解)

・状態変化による平衡移動が推定できる。(知識・理解)

・内部エネルギーとエンタルピーについて説明できる。(知識・理解)

・反応エンタルピーが計算できる。(知識・理解)

・化学プロセスの物質収支式を定式化できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

講義内容に関連する基礎物理化学Aのテキストをあらかじめ復習しておくこ
と。（90分）
講義中の演習で間違った問題は、次回の講義までに見直しておくこと。（90
分）

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

化学工学に関連する計算法の基礎知識がどの程度理解できているか、中間試
験、定期試験および平常点（演習）により評価する。演習は毎回の講義中に
行い、学習の達成度を到達目標に照らして評価する。中間試験、定期試験お
よび平常点（演習）の評価の割合は以下の通りである。
中間試験１０％、定期試験７０％、平常点（演習）２０％

◎－－－　テキスト　－－－◎

必要なプリント資料を講義時に配付する。配付資料はすべて綴じて毎回持参
すること。

◎－－－　参考書　－－－◎

化学熱力学中心の基礎物理化学（学術図書出版社）　ISBN 4873619831
化学計算ー基礎から応用まで（三共出版）　ISBN 4782704267
化学工学の基礎　化学プロセスとその計算（培風館）　ISBN 4563041548

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

配布資料および関数電卓を毎回持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１．物理・化学量の単位系（野田）
　２．測定精度と計算精度（野田）
　３．関数電卓を用いた科学技術計算（吉原・野田）
　４．対数グラフによる実験データの整理（松永・野田）
　５．化学量論計算（野田）
　６．溶液の濃度計算（１）（野田）
　７．溶液の濃度計算（２）（野田）
　８．中間試験（野田・吉原・松永）
　９．気体の状態方程式・混合気体の組成と分圧（野田）
１０．気体の溶解度と溶液の蒸気圧（野田）
１１．化学平衡計算（野田）
１２．内部エネルギーとエンタルピー（野田）
１３．反応エンタルピー（野田）
１４．化学プロセスの物質収支計算（野田）
１５．まとめ（重要事項の整理）（野田）

◎－－－　科目の種類　－－－◎

化学工学コース：必修
分子工学コース：必修

◎－－－　JABEEプログラムの学習・教育到達目標　－－
－◎

プログラムの学習・教育到達目標（B）および（C）に該
当する。



2019-7050000008-01化学工学計算法

野田　賢、吉原直記、松永浩貴

◎化シ:A-1,A-2,B-1

1.・物理量や化学量の表し方とSI単位系について説明できる。　(A-1)

2.・SI単位系の単位変換ができる。　(A-1)

3.・測定精度を考慮した物理量や化学量の計算ができる。　(B-1)

4.・関数電卓を用いた科学技術計算ができる。　(B-1)

5.・対数グラフを用いて実験データの整理ができる。　(B-1)

6.・化学式に基づき反応物と生成物の量的関係について説明できる。　(A-1)

7.・溶液の濃度計算ができる。　(A-1)

8.・混合気体の組成と分圧について説明できる。　(A-1)

9.・混合溶液の蒸気圧について説明できる。　(A-1)

10.・気体の溶液への溶解量が計算できる。　(A-1)

11.・化学平衡について説明できる。　(A-1)

12.・状態変化による平衡移動が推定できる。　(A-1)

13.・内部エネルギーとエンタルピーについて説明できる。　(A-1)

14.・反応エンタルピーが計算できる。　(A-1)

15.・化学プロセスの物質収支式を定式化できる。　(A-2)

◎　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。



2019-7050000301-01化学工学と社会

 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：無し　　
 授業時間割：前期：金・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

加藤　貴史、久保田　純・重松　幹二・新戸　浩幸・鈴川　一己・野田　賢・松隈　洋介・三島　健司・八尾　滋・相田　卓・内山　弘規・江﨑　丈裕・金井　由悟・コウハクル　ワサナ・佐野　彰・シャーミン　タンジナ・瀬戸　弘一・永島　大・中野　涼子・東　英子・松永　浩貴・吉鶴　祐耶・吉原　直記・関口　博史・廣橋　由美子

◎－－－　 概要 　－－－◎

　社会で活躍できる化学工学技術者になるためには、化学工学の基
礎知識やシミュレーションなどの知識に加えて、化学工学の目的、
化学工学と社会との関わりなどの価値観をしっかりと持つことが大
切である。前半では、化学システム工学科で学ぶ主要な専門科目の
内容について平易に解説を行う。後半では、卒業研究中の化学シス
テム工学科４年次の学生と共同して、化学工学の専門分野と社会と
の関連性を調査し、社会の課題に対して実現可能な解を見出す演習
を行う。その際、企業での研究開発や工業生産などの実務に携わっ
た経験を有する教員(新戸、鈴川、八尾、永島、吉鶴、吉原)は、自ら
の経験にもとづき、化学工学を通じて社会に貢献するために必要な
知識や心構えを解説する。最後に、調査結果をレポートにまとめ、
ポスター発表を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

化学システム工学科で学ぶ主な専門科目について、その概要を具体
的にイメージできる。(知識・理解)

化学システム工学科で学ぶ主な専門科目について、その概要を具体
的にイメージできる。(技能)

化学工学と社会のかかわりについて、しっかりとした価値観をもつ
ことができる。(知識・理解)

化学工学と社会のかかわりについて、しっかりとした価値観をもつ
ことができる。(技能)

調査結果をレポートおよびポスターにまとめ、プレゼンテーション
ができる。(態度・志向性)

調査結果をレポートおよびポスターにまとめ、プレゼンテーション
ができる。(態度・志向性)

調査結果をレポートおよびポスターにまとめ、プレゼンテーション
ができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　講義終了後には、現在、化学工学が社会生活に果たしている役割
と、今後果たさなければならない新たな役割について、自分なりに
まとめておくこと。(60分)
　また、４年次生との共同作業前には、４年次生に対する質問事項
をあらかじめ整理しておくこと。(60分)

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　中間試験、演習課題（レポート）、ポスター発表、物理学の到達
度確認試験などにより総合的に評価する。定期試験は行わない。全
体に対する評価割合は、中間試験がおよそ20%、物理学の到達度確認
試験がおよそ５％、演習課題（レポート）およびポスター発表がお
よそ75%とする。

◎－－－　 科目の種類 　－－－◎

必修

◎－－－　 テキスト  　－－－◎

小菅人慈監修｢化学工学概論｣（2015 実教出版　
ISBN978-4-407-33741-9　本体2,700円＋税）

◎－－－　JABEEプログラムの学習・教育到達目標　－－－◎

(A)、(C)、(D)および(G)に該当する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．概要と専門科目の導入講義(1)：加藤(貴)
2．専門科目の導入講義(2)：八尾・三島
3．専門科目の導入講義(3)：野田・久保田
4．専門科目の導入講義(4)：鈴川・新戸
5．専門科目の導入講義(5)：松隈・重松
6．中間試験と担任面談（全教員）
7～15．担任教員による演習（全教員）

◎東　英子
化学プロセスには、事故や健康影響ひいては環境問題を引
き起こすリスクが存在する。これらの具体的な事例や化学
工学的解決方法に関する調査を行い、持続可能な社会に向
けたこれからの課題を考え、報告書にまとめる。
◎加藤貴史・佐野　彰
身のまわりに存在する様々な材料と技術がどのような社会
的要望のもとで生まれ、進化し、社会にどのような影響を
与えてきたかを調べ、工業化学のあり方と意義について考
える。
◎久保田純・永島　大
エネルギー問題に貢献するための触媒プロセスは化学工業
において重要である。触媒プロセスには多くの粉体工学が
応用されているがこれらについて調べ、社会における役割
を理解する。
◎重松幹二・コウハクル ワサナ
CO2排出抑制のため、再生資源であるバイオマスをエネル
ギーや化学原料として利用する技術開発が進められてい
る。この内容および最近の産業界の動向を調査し、化学系
技術者の将来像を考える。
◎新戸浩幸・瀬戸弘一・廣橋由美子
界面・コロイドは、日用品（洗剤、シャンプー、紙おむ
つ、化粧品など）、食品、医薬品を通じて、私たちの暮ら
しと密接に関わっている。このような製品が界面・コロイ
ドとどのように関係しているのか調査し、理解を深める。
◎鈴川一己・金井由悟・吉鶴祐耶
化学品製造プラントにおける心臓部は化学反応装置であ
る。国内の化学会社ではどのような製品を製造し、それぞ
れどのような反応装置を使っているかについて調査し、レ
ポートにまとめる。これにより化学工学の必要性について
理解を深める。
◎野田　賢・吉原直記・松永浩貴
エネルギー問題や環境問題などを解決するための最新の科
学技術をレビューし、化学システム工学科で学ぶ基礎・専
門科目との関連性について議論する。調査結果をポスター
プレゼンテーションにより報告する。
◎松隈洋介・内山弘規・江﨑丈裕
分離操作は多くの化学工業装置の設計の基礎となる重要事
項である。これら分離操作の基礎的な事項を学び適用事例
を調査する。これらの分離操作が社会に与えている影響を
調べ、その重要性について考える。　
◎三島健司 ・シャーミン タンジナ・相田　卓
化学・生命科学に関して、課題を決めて情報収集し、問題
点の発見、解決策の探索・提案能力の育成を行う。基礎技
術について解説と演習を行う。それらの結果をポスターに
て発表する。
◎八尾　滋・中野涼子・関口博史
様々な材料の利用されている機能や生産プロセス、さらに
はリサイクルなどについて調査し、現状の及び将来の課題
解決に化学工学的知見がどのように活かすことが出来るか
についてプレゼンテーション資料としてまとめる。



2019-7050000301-01化学工学と社会

加藤　貴史、久保田　純・重松　幹二・新戸　浩幸・鈴川　一己・野田　賢・松隈　洋介・三島　健司・八尾　滋・相田　卓・内山　弘規・江﨑　丈裕・金井　由悟・コウハクル　ワサナ・佐野　彰・シャーミン　タンジナ・瀬戸　弘一・永島　大・中野　涼子・東　英子・松永　浩貴・吉鶴　祐耶・吉原　直記・関口　博史・廣橋　由美子

◎化シ:A-2,A-3,B-1,B-3,C-1,C-2,C-3

1.化学システム工学科で学ぶ主な専門科目について、その概要を具体的にイ
メージできる。　(A-2)

2.化学システム工学科で学ぶ主な専門科目について、その概要を具体的にイ
メージできる。　(B-1)

3.化学工学と社会のかかわりについて、しっかりとした価値観をもつことがで
きる。　(A-3)

4.化学工学と社会のかかわりについて、しっかりとした価値観をもつことがで
きる。　(B-3)

5.調査結果をレポートおよびポスターにまとめ、プレゼンテーションができ
る。　(C-1)

6.調査結果をレポートおよびポスターにまとめ、プレゼンテーションができ
る。　(C-2)

7.調査結果をレポートおよびポスターにまとめ、プレゼンテーションができ
る。　(C-3)

◎　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。



2019-7050000006-01基礎無機化学「TK-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：木・２時限　　試験時間割：後日発表　　

栗崎　敏

◎－－－　概要　－－－◎

　近年、先端技術の目覚ましい進歩により、新しい磁気材料、
炭素繊維、ファインセラミックスなどの機能性無機材料が開発
されている。このような機能性材料の機能や特徴を理解するに
は原子の電子構造を始めとする無機化学の基礎理論、元素の性
質など幅広い知識が必要となる。また、地球規模で人類の将来
に大きな課題になっている地球温暖化や酸性雨を初めとした大
気汚染などの環境問題に関連する反応を理解するには無機化学
を含む様々な分野の化学的知識が必要である。一方、生体の分
野でも生物無機化学関連で典型元素や遷移元素の金属錯体など
の知識が必要となる。
　以上のように、化学工学の専門家を目指す学生諸君にとって
無機化学の基礎を学ぶことは重要なことと考えられる。本講義
では、無機化学の基礎理論、電気化学および錯体の化学につい
て学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

元素及び簡単な無機化合物について基礎的な性質と特徴を自分
の言葉で説明できる。 (知識・理解)

固体や溶液(特に水)の構造と特徴を自分の言葉で説明できる。
（プログラムの学習・教育到達目標の（Ｂ）に該当） (知識・
理解)

原子構造や化学結合について自分の言葉で説明できる。(知
識・理解)

電極電位や電極の種類について自分の言葉で説明できる。(知
識・理解)

錯体の命名法、構造や性質について自分の言葉で説明できる。
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

指定した教科書の講義部分について事前に読み、授業計画に示
している項目の意味等を理解しておくこと。（90分）理解しに
くい箇所はいつでも質問を受け付ける。
講義後、授業に関連する課題を出すのでレポートを作成するこ
と。（60分）レポートは次の講義開始時に提出しなければなら
ない。
講義の一貫として中間テストを実施する。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

元素や無機化合物の特徴ならびに固体や液体の構造などを自分
の言葉で説明できるかを評価の基準とする。
評価は定期試験、中間テスト、レポートによって行う。
定期試験の成績を6割、中間テストの成績を3割、レポートの評
価を1割で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

合原　眞編著、榎本尚也・馬 昌珍・村石治人共著『新しい基礎
無機化学』、三共出版、（2007年）、定価（本体2600円＋
税）、[ISBN 978-4-7827-0541-4]

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　原子構造(1):原子の構造、原子模型など
2　原子構造(2):原子の電子配置など
3　原子構造(3):周期表と原子の性質など
4　化学結合(1):混成軌道など
5　化学結合(2):分子軌道法など
6　化学結合(3):電気陰性度、分子間力など
7　固体化学(1):固体の結合など
8　固体化学(2):結晶構造と格子など
9　今までのまとめと中間テスト
10　溶液の化学:水に関する基本事項、
　　　　　　　　 水和エネルギーなど
11　電気化学(1):電池、電極電位と化学平衡
12　電気化学(2):ガラス電極、イオン化傾向など
13　錯体の化学(1):命名法、構造など
14　錯体の化学(2):磁性、結晶場理論など
15　まとめ



2019-7050000006-01基礎無機化学「TK-a」

栗崎　敏

◎化シ:A-1

1.元素及び簡単な無機化合物について基礎的な性質と特徴を自分の言葉で説明
できる。 　(A-1)

2.固体や溶液(特に水)の構造と特徴を自分の言葉で説明できる。
（プログラムの学習・教育到達目標の（Ｂ）に該当） 　(A-1)

3.原子構造や化学結合について自分の言葉で説明できる。　(A-1)

4.電極電位や電極の種類について自分の言葉で説明できる。　(A-1)

5.錯体の命名法、構造や性質について自分の言葉で説明できる。　(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。



2019-7050000006-02基礎無機化学「TK-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：木・３時限　　試験時間割：後日発表　　

栗崎　敏

◎－－－　概要　－－－◎

　近年、先端技術の目覚ましい進歩により、新しい磁気材料、
炭素繊維、ファインセラミックスなどの機能性無機材料が開発
されている。このような機能性材料の機能や特徴を理解するに
は原子の電子構造を始めとする無機化学の基礎理論、元素の性
質など幅広い知識が必要となる。また、地球規模で人類の将来
に大きな課題になっている地球温暖化や酸性雨を初めとした大
気汚染などの環境問題に関連する反応を理解するには無機化学
を含む様々な分野の化学的知識が必要である。一方、生体の分
野でも生物無機化学関連で典型元素や遷移元素の金属錯体など
の知識が必要となる。
　以上のように、化学工学の専門家を目指す学生諸君にとって
無機化学の基礎を学ぶことは重要なことと考えられる。本講義
では、無機化学の基礎理論、電気化学および錯体の化学につい
て学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

元素及び簡単な無機化合物について基礎的な性質と特徴を自分
の言葉で説明できる。 (知識・理解)

固体や溶液(特に水)の構造と特徴を自分の言葉で説明できる。
（プログラムの学習・教育到達目標の（Ｂ）に該当） (知識・
理解)

原子構造や化学結合について自分の言葉で説明できる。(知
識・理解)

電極電位や電極の種類について自分の言葉で説明できる。(知
識・理解)

錯体の命名法、構造や性質について自分の言葉で説明できる。
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

指定した教科書の講義部分について事前に読み、授業計画に示
している項目の意味等を理解しておくこと。（90分）理解しに
くい箇所はいつでも質問を受け付ける。
講義後、授業に関連する課題を出すのでレポートを作成するこ
と。（60分）レポートは次の講義開始時に提出しなければなら
ない。
講義の一貫として中間テストを実施する。

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

元素や無機化合物の特徴ならびに固体や液体の構造などを自分
の言葉で説明できるかを評価の基準とする。
評価は定期試験、中間テスト、レポートによって行う。
定期試験の成績を6割、中間テストの成績を3割、レポートの評
価を1割で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

合原　眞編著、榎本尚也・馬 昌珍・村石治人共著『新しい基礎
無機化学』、三共出版、（2007年）、定価（本体2600円＋
税）、[ISBN 978-4-7827-0541-4]

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　原子構造(1):原子の構造、原子模型など
2　原子構造(2):原子の電子配置など
3　原子構造(3):周期表と原子の性質など
4　化学結合(1):混成軌道など
5　化学結合(2):分子軌道法など
6　化学結合(3):電気陰性度、分子間力など
7　固体化学(1):固体の結合など
8　固体化学(2):結晶構造と格子など
9　今までのまとめと中間テスト
10　溶液の化学:水に関する基本事項、
　　　　　　　　 水和エネルギーなど
11　電気化学(1):電池、電極電位と化学平衡
12　電気化学(2):ガラス電極、イオン化傾向など
13　錯体の化学(1):命名法、構造など
14　錯体の化学(2):磁性、結晶場理論など
15　まとめ



2019-7050000006-02基礎無機化学「TK-b」

栗崎　敏

◎化シ:A-1

1.元素及び簡単な無機化合物について基礎的な性質と特徴を自分の言葉で説明
できる。 　(A-1)

2.固体や溶液(特に水)の構造と特徴を自分の言葉で説明できる。
（プログラムの学習・教育到達目標の（Ｂ）に該当） 　(A-1)

3.原子構造や化学結合について自分の言葉で説明できる。　(A-1)

4.電極電位や電極の種類について自分の言葉で説明できる。　(A-1)

5.錯体の命名法、構造や性質について自分の言葉で説明できる。　(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。



2019-7050000007-01基礎有機化学Ⅰ「TK-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：木・３時限　　試験時間割：後日発表　　

松原　公紀

◎－－－　授業の概要　－－－◎

初めて有機化合物が人工的に合成されてから20世紀の初頭までに、有機化学は基
礎的な学問領域が確立され、その後の産業発展に大きな影響を及ぼした。現在
は、薬剤、化粧品、プラスチックや塗料、繊維など、人工的に合成された有機化
合物なしでは我々の生活が営めないほどの発展を見せており、最も重要な学問の
一つである。本講義では、まず炭素原子の電子配置と化学結合の種類と形を学
ぶ。続いて、化学結合の分極とそれらが化合物の性質に及ぼす影響を理解する。
これらの有機化学の基本的な考え方が理解できるようになれば、例えば導電性高
分子材料など、化合物の形からその性質をある程度、想像できるようになる。さ
らに、炭素と水素を持つ化合物（アルカン、アルケン、芳香族）の構造と特徴、
およびその化学反応の様式について学ぶ。反応様式（反応機構）は、電子のなが
れを曲がった矢印であらわすことにより理解できる。この表現方法は、反応機構
のいわゆる地図であり、今後の有機化学を学ぶ上でとても役に立つ。
　高校で学んだ有機化学は必ずしも必要としないが、講義において理解を助ける
上で非常に重要であるため、高校で履修していない場合は、復習の時間をしっか
り確保したり、担当教員に尋ねるなどしないと難解である。
　講義内容のほとんどは液晶プロジェクタを用いて解説する。講義時間の一部を
使い、演習問題を解く。ここでは友人と相談したりしながら、その日の講義内容
について振り返り、問題を解きながら理解を深めることができる。講義時間の最
後には簡単な小テストを行い、講義内容の理解度を確認することができる。ま
た、疑問点などをコメントして提出することにより、担当教員から回答を受け取
ることができる。
　講義中に有機化学の最新のトピックスを毎回紹介する。その中で、現代技術が
抱える問題点や、興味あるすばらしい発見を見つけ出して欲しい。　

◎－－－　到達目標　－－－◎

混成軌道の概念を理解し、説明できる。(知識・理解)

炭素の結合が混成軌道を使ってどのように形作られるかを理解し、説明できる。
(知識・理解)

有機化合物の構造の違いを区別できるとともに、簡単な有機化合物を命名でき
る。(知識・理解)

化学反応における分子の役割（求核と求電子）を理解し、曲がった矢印を使って
記述できる。(知識・理解)

アルケンと芳香族の反応様式を理解し、生成物を推測できるとともに、反応機構
を記述できる。(知識・理解)

有機化合物の電子構造（カルボカチオンや共鳴）を理解し、化学反応の選択性と
ともに説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

本講義内容には、「後で、自分で」処理しようとしてもできないほどの膨大な情
報量が含まれています。毎時間前の復習と予習および毎時間後の復習が非常に大
切です。
　予習では、講義の最後に次回の内容についてアナウンスしますので、講義前ま
でにテキストを見て、問題を解く中で、必ず分からない箇所、疑問点がどこか、
拾い上げておくことが必要です。これにより、講義中は分からない箇所のみに集
中して解説を聞くことができます。
　復習では、講義で行った演習問題を解き直してください。さらに出来なかった
ところも含め、もう一度配布された講義資料を読み直し、講義内容を確認してく
ださい。
　これらのため、復習にはその日のうちに最低限1時間弱、前の回の復習と予習は
必ず前日に1時間程度を確保すること。毎回の講義は、前の回の内容を使って理解
する必要があります。わからないことを積み残ししないように心がけて下さい。

◎－－－　テキスト　－－－◎

マクマリー著　有機化学概説　（東京化学同人）
基礎有機化学Ⅰ・Ⅱ共に同じテキストを使用する。
ISBN:978-4-8079-0927-8
￥5,200　2017年発行

◎－－－　参考書　－－－◎

入門書として、大野惇吉著「大学生の化学」や「大学生の有機化学」（ともに三
共出版）などを薦める。

◎－－－　成績評価の基準および方法　－－－◎

評価基準：有機化合物の構造および電子構造を理解しているか、化学反応および
その仕組みを正確に理解しているか、を評価の基準とする。
　評価方法：定期試験の結果を85％とし、中間テストの結果を10%、小テストへ
の取り組みを5％加味して評価する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　基礎有機化学で学ぶべき内容についての概説、原子の
軌道と電子配置：電子には住所が割り振られていて同じ番
地は２つない
2　電子構造と混成軌道の概念：炭素は結合のために電子
構造を作りかえることができる
3　アルケンの２重結合、有機化合物の構造：２重結合は
２種類の結合からなっている
4　アルカンとアルケンの構造、異性体、名称、立体配
座：有機化合物は命名して区別することができる
5 アルケンの異性体の区別、極性反応の仕組：有機化学反
応はプラスとマイナスが反応する
6 有機化学反応の考え方：化学反応の地図は曲がった矢印
で表現する
7　アルケンの付加反応とMarkovnikov則：Markovnikov則
はなぜ成立するのか
8　中間テスト
9　中間テストの見直し、前半のまとめ
10　アルケンへの水和反応と臭素の付加：立体障害が反応
生成物を決める
11　共役ジエンとアリル型カルボカチオン：共鳴を理解す
る
12　ベンゼンの構造、安定性、名称、反応：ベンゼン環が
特別に安定である理由
13　ベンゼンの臭素化、その他の置換反応：ベンゼンは安
定なためプラスイオンが付加してもベンゼン環が再生する
14　求電子置換反応の置換基効果：電子を与える置換基は
ベンゼンの反応性を増大させる
15　配向性の制御と有機合成、まとめ：配向性がわかる
と、多置換ベンゼンの合成法がわかる



2019-7050000007-01基礎有機化学Ⅰ「TK-a」

松原　公紀

◎化シ:A-1

1.混成軌道の概念を理解し、説明できる。　(A-1)

2.炭素の結合が混成軌道を使ってどのように形作られるかを理解し、説明でき
る。　(A-1)

3.有機化合物の構造の違いを区別できるとともに、簡単な有機化合物を命名で
きる。　(A-1)

4.化学反応における分子の役割（求核と求電子）を理解し、曲がった矢印を
使って記述できる。　(A-1)

5.アルケンと芳香族の反応様式を理解し、生成物を推測できるとともに、反応
機構を記述できる。　(A-1)

6.有機化合物の電子構造（カルボカチオンや共鳴）を理解し、化学反応の選択
性とともに説明できる。　(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。



2019-7050000007-02基礎有機化学Ⅰ「TK-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・３時限　　試験時間割：後日発表　　

松原　公紀

◎－－－　授業の概要　－－－◎

初めて有機化合物が人工的に合成されてから20世紀の初頭までに、有機化学は基
礎的な学問領域が確立され、その後の産業発展に大きな影響を及ぼした。現在
は、薬剤、化粧品、プラスチックや塗料、繊維など、人工的に合成された有機化
合物なしでは我々の生活が営めないほどの発展を見せており、最も重要な学問の
一つである。本講義では、まず炭素原子の電子配置と化学結合の種類と形を学
ぶ。続いて、化学結合の分極とそれらが化合物の性質に及ぼす影響を理解する。
これらの有機化学の基本的な考え方が理解できるようになれば、例えば導電性高
分子材料など、化合物の形からその性質をある程度、想像できるようになる。さ
らに、炭素と水素を持つ化合物（アルカン、アルケン、芳香族）の構造と特徴、
およびその化学反応の様式について学ぶ。反応様式（反応機構）は、電子のなが
れを曲がった矢印であらわすことにより理解できる。この表現方法は、反応機構
のいわゆる地図であり、今後の有機化学を学ぶ上でとても役に立つ。
　高校で学んだ有機化学は必ずしも必要としないが、講義において理解を助ける
上で非常に重要であるため、高校で履修していない場合は、復習の時間をしっか
り確保したり、担当教員に尋ねるなどしないと難解である。
　講義内容のほとんどは液晶プロジェクタを用いて解説する。講義時間の一部を
使い、演習問題を解く。ここでは友人と相談したりしながら、その日の講義内容
について振り返り、問題を解きながら理解を深めることができる。講義時間の最
後には簡単な小テストを行い、講義内容の理解度を確認することができる。ま
た、疑問点などをコメントして提出することにより、担当教員から回答を受け取
ることができる。
　講義中に有機化学の最新のトピックスを毎回紹介する。その中で、現代技術が
抱える問題点や、興味あるすばらしい発見を見つけ出して欲しい。　

◎－－－　到達目標　－－－◎

混成軌道の概念を理解し、説明できる。(知識・理解)

炭素の結合が混成軌道を使ってどのように形作られるかを理解し、説明できる。
(知識・理解)

有機化合物の構造の違いを区別できるとともに、簡単な有機化合物を命名でき
る。(知識・理解)

化学反応における分子の役割（求核と求電子）を理解し、曲がった矢印を使って
記述できる。(知識・理解)

アルケンと芳香族の反応様式を理解し、生成物を推測できるとともに、反応機構
を記述できる。(知識・理解)

有機化合物の電子構造（カルボカチオンや共鳴）を理解し、化学反応の選択性と
ともに説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

本講義内容には、「後で、自分で」処理しようとしてもできないほどの膨大な情
報量が含まれています。毎時間前の復習と予習および毎時間後の復習が非常に大
切です。
　予習では、講義の最後に次回の内容についてアナウンスしますので、講義前ま
でにテキストを見て、問題を解く中で、必ず分からない箇所、疑問点がどこか、
拾い上げておくことが必要です。これにより、講義中は分からない箇所のみに集
中して解説を聞くことができます。
　復習では、講義で行った演習問題を解き直してください。さらに出来なかった
ところも含め、もう一度配布された講義資料を読み直し、講義内容を確認してく
ださい。
　これらのため、復習にはその日のうちに最低限1時間弱、前の回の復習と予習は
必ず前日に1時間程度を確保すること。毎回の講義は、前の回の内容を使って理解
する必要があります。わからないことを積み残ししないように心がけて下さい。

◎－－－　テキスト　－－－◎

マクマリー著　有機化学概説　（東京化学同人）
基礎有機化学Ⅰ・Ⅱ共に同じテキストを使用する。
ISBN:978-4-8079-0927-8
￥5,200　2017年発行

◎－－－　参考書　－－－◎

入門書として、大野惇吉著「大学生の化学」や「大学生の有機化学」（ともに三
共出版）などを薦める。

◎－－－　成績評価の基準および方法　－－－◎

評価基準：有機化合物の構造および電子構造を理解しているか、化学反応および
その仕組みを正確に理解しているか、を評価の基準とする。
　評価方法：定期試験の結果を85％とし、中間テストの結果を10%、小テストへ
の取り組みを5％加味して評価する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　基礎有機化学で学ぶべき内容についての概説、原子の
軌道と電子配置：電子には住所が割り振られていて同じ番
地は２つない
2　電子構造と混成軌道の概念：炭素は結合のために電子
構造を作りかえることができる
3　アルケンの２重結合、有機化合物の構造：２重結合は
２種類の結合からなっている
4　アルカンとアルケンの構造、異性体、名称、立体配
座：有機化合物は命名して区別することができる
5 アルケンの異性体の区別、極性反応の仕組：有機化学反
応はプラスとマイナスが反応する
6 有機化学反応の考え方：化学反応の地図は曲がった矢印
で表現する
7　アルケンの付加反応とMarkovnikov則：Markovnikov則
はなぜ成立するのか
8　中間テスト
9　中間テストの見直し、前半のまとめ
10　アルケンへの水和反応と臭素の付加：立体障害が反応
生成物を決める
11　共役ジエンとアリル型カルボカチオン：共鳴を理解す
る
12　ベンゼンの構造、安定性、名称、反応：ベンゼン環が
特別に安定である理由
13　ベンゼンの臭素化、その他の置換反応：ベンゼンは安
定なためプラスイオンが付加してもベンゼン環が再生する
14　求電子置換反応の置換基効果：電子を与える置換基は
ベンゼンの反応性を増大させる
15　配向性の制御と有機合成、まとめ：配向性がわかる
と、多置換ベンゼンの合成法がわかる



2019-7050000007-02基礎有機化学Ⅰ「TK-b」

松原　公紀

◎化シ:A-1

1.混成軌道の概念を理解し、説明できる。　(A-1)

2.炭素の結合が混成軌道を使ってどのように形作られるかを理解し、説明でき
る。　(A-1)

3.有機化合物の構造の違いを区別できるとともに、簡単な有機化合物を命名で
きる。　(A-1)

4.化学反応における分子の役割（求核と求電子）を理解し、曲がった矢印を
使って記述できる。　(A-1)

5.アルケンと芳香族の反応様式を理解し、生成物を推測できるとともに、反応
機構を記述できる。　(A-1)

6.有機化合物の電子構造（カルボカチオンや共鳴）を理解し、化学反応の選択
性とともに説明できる。　(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。



2019-7050000025-01基礎有機化学Ⅱ「TK-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：木・３時限　　試験時間割：後日発表　　

塩路　幸生

◎－－－　授業の概要　－－－◎

基礎有機化学Ⅰでは単純な有機化合物、すなわち炭素と水素の
みを持つアルカン、アルケン、芳香族の構造と特徴、それらの
起こす化学反応の基礎について考えた。そこで基礎有機化学Ⅱ
では炭素、水素以外の元素を含む有機化合物の合成、構造、反
応様式について詳しく触れる。すなわちハロゲン化物、アル
コール、エーテル、ケトン、アルデヒド、カルボン酸、エステ
ル、アミンなどを対象にする。本講義を通じて有機化合物の性
質、および反応様式を覚えることで有機化学の基礎をマスター
することが可能である。これらの化合物の特徴、および反応を
理解することは、実際に様々な工業生産プロセスに触れる際に
おいて非常に重要である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

立体異性体の概念を理解し、立体異性体を区別できる。 (知
識・理解)

求核試薬、求電子試薬の役割と、有機化学の各化学反応の反応
機構を説明できる。(知識・理解)

ハロゲン化アルキルやアルコール、カルボニル化合物の反応性
を説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各講義終了時に講義の要点を解説し、理解度をチェックするた
めの演習問題を課する。それらにしたがってノートを整理し、
演習問題の解き直しを行うこと。また、次回の講義内容を予告
するので、教科書のそれらに関する部分をあらかじめ読んで予
習しておくことが望ましい。予習・復習を合わせて90分程度か
けることが望ましい。

◎－－－　成績評価の基準および方法　－－－◎

評価は定期試験（60％）を主とし、中間テスト（20％）、毎回
の課題およびレポート（20％）を用いて行う。　

◎－－－　テキスト　－－－◎

マクマリー著　有機化学概説　第７版（東京化学同人）（定価
￥5,200）
2017年発行　ISBN 978-4-8079-0927-8

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

基礎有機化学Ⅰと同様に反復学習を重視するが、Ⅰの基礎知識
が必ず必要になるため、通年の受講が望ましい。内容的には基
礎有機化学Ⅰよりも難しくなることが予想され、さらに限られ
た時間の中で多くの情報を扱う講義となるため、毎回の講義内
容の予習、復習（宿題）はどちらも決して欠かしてはならな
い。聞き逃したり疑問に思った点についてはいつでも（講義中
でも）遠慮なく質問して欲しい。後で自身が損をしないために
必要なことである。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　立体化学、光学活性とラセミ体
2　ジアステレオマーとエナンチオマー
ハロゲン化アルキルの構造、名称
3　ハロゲン化アルキルの合成法と求核置換反応（SN2と
SN1）
4　ハロゲン化アルキルの求核置換反応（反応機構と反応
速度、立体化学）
5　ハロゲン化アルキルの脱離反応（E2とE1、反応機構）
6　アルコール・エーテルの名称と合成法、アルコールの
縮合反応、脱水反応
7　アルコールの合成法（求電子付加とヒドロホウ素化）
8　中間テスト
9　アルデヒド・ケトンの構造・還元反応と求核付加反応
（反応機構）
10　アルデヒド・ケトンの求核付加反応の種類
11　カルボン酸と誘導体の構造、求核アシル置換反応
12　カルボン酸と誘導体の求核アシル置換反応と脱離基の
安定性、Fischerエステル合成法
13　エノールとエノラートイオン、カルボニル化合物のα
置換反応
14　アルドール反応
15　クライゼン縮合反応



2019-7050000025-01基礎有機化学Ⅱ「TK-a」

塩路　幸生

◎化シ:A-1

1.立体異性体の概念を理解し、立体異性体を区別できる。 　(A-1)

2.求核試薬、求電子試薬の役割と、有機化学の各化学反応の反応機構を説明で
きる。　(A-1)

3.ハロゲン化アルキルやアルコール、カルボニル化合物の反応性を説明でき
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。



2019-7050000025-02基礎有機化学Ⅱ「TK-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・３時限　　試験時間割：後日発表　　

塩路　幸生

◎－－－　授業の概要　－－－◎

基礎有機化学Ⅰでは単純な有機化合物、すなわち炭素と水素の
みを持つアルカン、アルケン、芳香族の構造と特徴、それらの
起こす化学反応の基礎について考えた。そこで基礎有機化学Ⅱ
では炭素、水素以外の元素を含む有機化合物の合成、構造、反
応様式について詳しく触れる。すなわちハロゲン化物、アル
コール、エーテル、ケトン、アルデヒド、カルボン酸、エステ
ル、アミンなどを対象にする。本講義を通じて有機化合物の性
質、および反応様式を覚えることで有機化学の基礎をマスター
することが可能である。これらの化合物の特徴、および反応を
理解することは、実際に様々な工業生産プロセスに触れる際に
おいて非常に重要である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

立体異性体の概念を理解し、立体異性体を区別できる。 (知
識・理解)

求核試薬、求電子試薬の役割と、有機化学の各化学反応の反応
機構を説明できる。(知識・理解)

ハロゲン化アルキルやアルコール、カルボニル化合物の反応性
を説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各講義終了時に講義の要点を解説し、理解度をチェックするた
めの演習問題を課する。それらにしたがってノートを整理し、
演習問題の解き直しを行うこと。また、次回の講義内容を予告
するので、教科書のそれらに関する部分をあらかじめ読んで予
習しておくことが望ましい。予習・復習を合わせて90分程度か
けることが望ましい。

◎－－－　成績評価の基準および方法　－－－◎

評価は定期試験（60％）を主とし、中間テスト（20％）、毎回
の課題およびレポート（20％）を用いて行う。　

◎－－－　テキスト　－－－◎

マクマリー著　有機化学概説　第７版（東京化学同人）（定価
￥5,200）
2017年発行　ISBN 978-4-8079-0927-8

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

基礎有機化学Ⅰと同様に反復学習を重視するが、Ⅰの基礎知識
が必ず必要になるため、通年の受講が望ましい。内容的には基
礎有機化学Ⅰよりも難しくなることが予想され、さらに限られ
た時間の中で多くの情報を扱う講義となるため、毎回の講義内
容の予習、復習（宿題）はどちらも決して欠かしてはならな
い。聞き逃したり疑問に思った点についてはいつでも（講義中
でも）遠慮なく質問して欲しい。後で自身が損をしないために
必要なことである。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　立体化学、光学活性とラセミ体
2　ジアステレオマーとエナンチオマー
ハロゲン化アルキルの構造、名称
3　ハロゲン化アルキルの合成法と求核置換反応（SN2と
SN1）
4　ハロゲン化アルキルの求核置換反応（反応機構と反応
速度、立体化学）
5　ハロゲン化アルキルの脱離反応（E2とE1、反応機構）
6　アルコール・エーテルの名称と合成法、アルコールの
縮合反応、脱水反応
7　アルコールの合成法（求電子付加とヒドロホウ素化）
8　中間テスト
9　アルデヒド・ケトンの構造・還元反応と求核付加反応
（反応機構）
10　アルデヒド・ケトンの求核付加反応の種類
11　カルボン酸と誘導体の構造、求核アシル置換反応
12　カルボン酸と誘導体の求核アシル置換反応と脱離基の
安定性、Fischerエステル合成法
13　エノールとエノラートイオン、カルボニル化合物のα
置換反応
14　アルドール反応
15　クライゼン縮合反応



2019-7050000025-02基礎有機化学Ⅱ「TK-b」

塩路　幸生

◎化シ:A-1

1.立体異性体の概念を理解し、立体異性体を区別できる。

2.求核試薬、求電子試薬の役割と、有機化学の各化学反応の反応機構を説明で
きる。

3.ハロゲン化アルキルやアルコール、カルボニル化合物の反応性を説明でき
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。



2019-7050001001-01グラフィックデザイン「TK-a」（図形・形状処理）

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

酒井　幸仁

◎－－－　概要　－－－◎

機械・機構による運動の変換，駆動するためのエネルギーの変換，
情報を伝達するための手段の変換等，どれも無機的・有機的な形を
組み合わせたり，変形・変化させたり，合成・反応させたりするこ
とで，目的に応じたシステムとして機能しています．一見直接関係
ないようにみえる形が，動的な作用を通してシステムの根幹的な役
割を果たすことも多くあります．また，人間は，モノをみただけ
で，その機能を直感的に理解できる場合があります．形そのものに
コミュニケーションとしての言語的な表現が含まれ，その意味の伝
達が人間に暗黙的な行動を誘発させているのです．
コンピュータグラフィックスは，機械によって人間の創造的な活動
を支援する技術といえます．例えば，図形・形状を扱う設計では，
人間と機械による作業が調和することで，人間の創造的な能力を高
めるための働き合いが生み出されることが期待できます．これに
は，人と機械との対話的な通信が相補的に作用し合えるシステムに
なっていなければならないと考えられます．
この講義では，図形・形状処理工学（CAD工学），機械工学，情報
工学，メディア工学の立場から，図形科学，コンピュータグラ
フィックスを中心に，理工学的理解に基づく図形の空間構造，計測
情報等について，できるだけ幅広く話題提供し，形の理解に深く結
びつくように学習していきます．空間の中の形の要素，道具を用い
た形の図示，計算機による形の提示等，身の回りにあるモノの形状
を記録・表現・伝達するための知識・方法・技術を相互に学べたら
と考えています．また，図示するという伝達手法は，理解を容易に
する，概念を示す，行動へといざなうといった働きをもちます．視
聴覚教材をもとに，それらがどのように文化と科学を育んだのか考
えられるようにもできたらと思います．

◎－－－　到達目標　－－－◎

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

2．自ら主体的に，道具を用いて図形・形状を図示する実習・演
習，または，図形・形状をディスプレイに表示する実習・演習に取
り組むことができる．(態度・志向性)

3．他者と協力しながら，道具を用いて図形・形状を図示する実
習・演習，または，図形・形状をディスプレイに表示する実習・演
習に取り組むことができる．(態度・志向性)

◎－－－　到達目標（つづき）　－－－◎

機械設備・情報処理等をデザインする場合，安全性・信頼性の立場
から，形状を正確に読み取り図示する方法，計算機が形状を適切に
処理し提示する方法等の知識を有した問題解決能力が必要となる．
情報伝達のための図法，形状表現のための演算等を学ぶことで，理
工学的理解に基づくデザイン能力を身につける．　（プログラムの
学習・教育目標（D）に該当）

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

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

◎－－－　テキスト　－－－◎

利用しません．講義毎に資料を配付します．

◎－－－　授業計画　－－－◎

【第1回　ガイダンス】
【第2－7回　構造と形　空間の中の形の要素】
形と次元（講義・実習）／幾何要素（講義・演習）／幾何
判定（講義・演習）
【第8－11回　計測と形　道具を用いた形の図示】
3次元から2次元（講義・実習・宿題）／2次元から3次元
（講義・実習・演習）
【第12－14回　計測と形　計算機による形の提示】
図形・形状の記述（講義・演習）／図形・形状の演算（講
義）／図形・形状の表示（講義）
【第15回　まとめ】
以上は予定です．興味・関心や討論によるフィードバック
をもとに変更されます．
受講者数に対して教室のPCの台数が足り，授業運営上可能
であれば，授業の4回程度を目安にプログラミングによる
コンピュータグラフィックスの実習・演習に変更する場合
があります．計算機による形の提示だけでなく，計算機と
の対話的な通信も含めた内容にしたいと考えています．

◎－－－　指導方法　－－－◎

1．講義科目なので，基本的にPowerPointと書画カメラを
使って授業をします．視聴覚教材を利用します．テーマに
よって実習・演習・宿題も取り入れます．作図をするので
三角定規・定規・コンパスを用意して下さい．
2．講義毎に資料を配付します．PowerPointの補足や板書の
内容を書き込み，適切にまとめる工夫をして下さい．
3．受講者数に対して教室のPCの台数が足り，授業運営上
可能であれば，プログラミングによるコンピュータグラ
フィックスの実習・演習を取り入れる場合もあります．実
習演習資料の他，参考書籍を貸し出します．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

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

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

1．代数幾何に関連する基礎的な知識を有していることが
望ましいです．
2．プログラミングに興味をもっていることが望ましいで
す．



2019-7050001001-01グラフィックデザイン「TK-a」（図形・形状処理）

酒井　幸仁

◎化シ:B-3,C-1,C-2

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

2.2．自ら主体的に，道具を用いて図形・形状を図示する実習・演習，または，
図形・形状をディスプレイに表示する実習・演習に取り組むことができる．　
(C-1)

3.3．他者と協力しながら，道具を用いて図形・形状を図示する実習・演習，ま
たは，図形・形状をディスプレイに表示する実習・演習に取り組むことができ
る．　(C-2)

◎　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。



2019-7050001001-02グラフィックデザイン「TK-b」（図形・形状処理）

 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・４時限　　試験時間割：後日発表　　

酒井　幸仁

◎－－－　概要　－－－◎

機械・機構による運動の変換，駆動するためのエネルギーの変換，
情報を伝達するための手段の変換等，どれも無機的・有機的な形を
組み合わせたり，変形・変化させたり，合成・反応させたりするこ
とで，目的に応じたシステムとして機能しています．一見直接関係
ないようにみえる形が，動的な作用を通してシステムの根幹的な役
割を果たすことも多くあります．また，人間は，モノをみただけ
で，その機能を直感的に理解できる場合があります．形そのものに
コミュニケーションとしての言語的な表現が含まれ，その意味の伝
達が人間に暗黙的な行動を誘発させているのです．
コンピュータグラフィックスは，機械によって人間の創造的な活動
を支援する技術といえます．例えば，図形・形状を扱う設計では，
人間と機械による作業が調和することで，人間の創造的な能力を高
めるための働き合いが生み出されることが期待できます．これに
は，人と機械との対話的な通信が相補的に作用し合えるシステムに
なっていなければならないと考えられます．
この講義では，図形・形状処理工学（CAD工学），機械工学，情報
工学，メディア工学の立場から，図形科学，コンピュータグラ
フィックスを中心に，理工学的理解に基づく図形の空間構造，計測
情報等について，できるだけ幅広く話題提供し，形の理解に深く結
びつくように学習していきます．空間の中の形の要素，道具を用い
た形の図示，計算機による形の提示等，身の回りにあるモノの形状
を記録・表現・伝達するための知識・方法・技術を相互に学べたら
と考えています．また，図示するという伝達手法は，理解を容易に
する，概念を示す，行動へといざなうといった働きをもちます．視
聴覚教材をもとに，それらがどのように文化と科学を育んだのか考
えられるようにもできたらと思います．

◎－－－　到達目標　－－－◎

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

2．自ら主体的に，道具を用いて図形・形状を図示する実習・演
習，または，図形・形状をディスプレイに表示する実習・演習に取
り組むことができる．(態度・志向性)

3．他者と協力しながら，道具を用いて図形・形状を図示する実
習・演習，または，図形・形状をディスプレイに表示する実習・演
習に取り組むことができる．(態度・志向性)

◎－－－　到達目標（つづき）　－－－◎

機械設備・情報処理等をデザインする場合，安全性・信頼性の立場
から，形状を正確に読み取り図示する方法，計算機が形状を適切に
処理し提示する方法等の知識を有した問題解決能力が必要となる．
情報伝達のための図法，形状表現のための演算等を学ぶことで，理
工学的理解に基づくデザイン能力を身につける．　（プログラムの
学習・教育目標（D）に該当）

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

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

◎－－－　テキスト　－－－◎

利用しません．講義毎に資料を配付します．

◎－－－　授業計画　－－－◎

【第1回　ガイダンス】
【第2－7回　構造と形　空間の中の形の要素】
形と次元（講義・実習）／幾何要素（講義・演習）／幾何
判定（講義・演習）
【第8－11回　計測と形　道具を用いた形の図示】
3次元から2次元（講義・実習・宿題）／2次元から3次元
（講義・実習・演習）
【第12－14回　計測と形　計算機による形の提示】
図形・形状の記述（講義・演習）／図形・形状の演算（講
義）／図形・形状の表示（講義）
【第15回　まとめ】
以上は予定です．興味・関心や討論によるフィードバック
をもとに変更されます．
受講者数に対して教室のPCの台数が足り，授業運営上可能
であれば，授業の4回程度を目安にプログラミングによる
コンピュータグラフィックスの実習・演習に変更する場合
があります．計算機による形の提示だけでなく，計算機と
の対話的な通信も含めた内容にしたいと考えています．

◎－－－　指導方法　－－－◎

1．講義科目なので，基本的にPowerPointと書画カメラを
使って授業をします．視聴覚教材を利用します．テーマに
よって実習・演習・宿題も取り入れます．作図をするので
三角定規・定規・コンパスを用意して下さい．
2．講義毎に資料を配付します．PowerPointの補足や板書の
内容を書き込み，適切にまとめる工夫をして下さい．
3．受講者数に対して教室のPCの台数が足り，授業運営上
可能であれば，プログラミングによるコンピュータグラ
フィックスの実習・演習を取り入れる場合もあります．実
習演習資料の他，参考書籍を貸し出します．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

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

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

1．代数幾何に関連する基礎的な知識を有していることが
望ましいです．
2．プログラミングに興味をもっていることが望ましいで
す．



2019-7050001001-02グラフィックデザイン「TK-b」（図形・形状処理）

酒井　幸仁

◎化シ:B-3,C-1,C-2

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

2.2．自ら主体的に，道具を用いて図形・形状を図示する実習・演習，または，
図形・形状をディスプレイに表示する実習・演習に取り組むことができる．　
(C-1)

3.3．他者と協力しながら，道具を用いて図形・形状を図示する実習・演習，ま
たは，図形・形状をディスプレイに表示する実習・演習に取り組むことができ
る．　(C-2)

◎　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。



2019-7050000027-01工業無機材料

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

加藤　貴史

◎－－－　概要　－－－◎

　近年の華やかなハイテクノロジーの進展には、各種の材料が大きく貢献して
いる。普段は気にとめない身近なところにも多種多様な無機材料が存在し、素
晴らしい機能を発揮している。材料は多くの産業を支え、社会の高度化と生活
水準の向上をもたらしてきた。
　このような材料では、自然界に存在する原料または人工の原料を原子、分
子、あるいはイオンのレベルで考えながら組み合わせて機能を設計し、用途に
合わせた最適な形態を付与する必要がある。本講義では身近にある重要な材
料、例えばセラミックス、ガラス、カーボン、複合材料について、原料、合成
技術、機能と応用例（用途）などを学習する。
　原則として毎回、講義時間の最後10分程度を利用して、その日の学習内容の
ポイントに関する簡単な演習を実施する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

［到達目標1-1］無機材料の発展と社会との関わりを知ると共に、陶磁器などの
伝統的セラミックスの原料と、セラミックス製造の基礎となる原理を理解す
る。(知識・理解)

［到達目標1-2］伝統的なセラミックスの製造工程の概要を知り、各工程の技術
的な意味と製品の用途を説明できる。(知識・理解)

［到達目標1-3］セラミックスの焼成に使用される窯炉の形式と特徴を理解し、
セラミックス製造の基本技術を習得する。(技能)

［到達目標2-1］ニューセラミックスが誕生した背景を理解し、伝統的なセラ
ミックスとニューセラミックスとの相違を説明できる。(知識・理解)

［到達目標2-2］身の回りで活躍する様々なニューセラミックスやニューガラス
の事例を知り、それらの特性と機能を説明できる。(知識・理解)

［到達目標３］ダイヤモンドや炭素繊維の製法と工業的な用途を説明できる。
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　講義に臨むにあたっては、予めテキストの該当部分に目を通しておくこと。
(30分)
　また、講義終了後は、配布プリントを熟読し、テキストも参照しながら、そ
の日の重要ポイントを整理しておくこと。(60分)
　さらに、講義の最初には前回の演習課題の解説を行うので、関連する事項も
含め、よく復習して理解を深めるよう努めること。(30分)

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

　成績は期末試験と講義時間中に行う演習の成績とで評価する。評価点に占め
る演習成績の割合は、最大で２０％までとする。
［到達目標１］
　全体に対する評価割合をおよそ３０％とする。
［到達目標２］
　全体に対する評価割合をおよそ５０％とする。
［到達目標３］
　全体に対する評価割合をおよそ２０％とする。

評価点の算出には次式を用いる。
　評価点＝演習得点＋期末試験得点×(100－演習得点)/100

◎－－－　テキスト　－－－◎

塩川二朗「入門無機材料」化学同人（2016） 定価（本体2300円＋税）
ISBN978-4-7598-0795-0

◎－－－　参考書　－－－◎

　例えば、荒川 剛・江頭 誠・鮫島宗一郎・平田好洋、松本泰道・村石治人「無
機材料化学 第２版」三共出版（2005）ISBN4-7827-0507-7、合原 眞 編著「新し
い基礎無機化学」三共出版（2007）ISBN978-4-7827-0541-4など。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　教科書記載の材料の中から身近なものを幾つか抜粋し、それについて解説す
る。補助資料として、毎回、プリントを配布する。また、材料の開発と利用に
関する背景を知り、理解を深めるために、特に授業計画２～５回目では教科書
に記述がない内容を取り扱う。講義は関連項目ごとに進行するため、教科書の
目次の順とは異なる。さらに、講義中に行う演習は時間内に解答の提出を求め
る。

◎－－－　授業計画　－－－◎

［到達目標１の関連項目］
１．　工業無機材料の概要
２．　セラミックス工業の原料と基礎
３．　陶磁器の分類と製造工程
４．　特殊磁器と耐火物

［到達目標２の関連項目］
５．　ニューセラミックスの特徴と用途
６．　セラミックス超伝導体
７．　安定化ジルコニア固体電解質
８．　強誘電性セラミックス
９．　圧電性セラミックス
１０．磁性セラミックス
１１．ニューガラス（光ファイバー）
１２．様々な機能性ニューガラス

［到達目標３の関連項目］
１３．ダイヤモンドと炭素繊維
１４．複合材料とは

１５．重要事項の整理と総括

◎－－－　科目間の関連　－－－◎

　工業無機材料を理解し、修得するためには化学、物理学
の基礎知識が必要である。工業無機材料では主に材料の観
点から無機化学工業を理解し、これは工業無機化学（２年
次後期）および無機製造化学（３年次前期）の講義内容と
も関連する。

◎－－－　科目の種類　－－－◎

　選択

◎－－－　JABEEプログラムの学習・教育到達目標　－－
－◎

　(B)および(C)に該当する。



2019-7050000027-01工業無機材料

加藤　貴史

◎化シ:A-1,A-2,B-1

1.［到達目標1-1］無機材料の発展と社会との関わりを知ると共に、陶磁器など
の伝統的セラミックスの原料と、セラミックス製造の基礎となる原理を理解す
る。　(A-1)

2.［到達目標1-2］伝統的なセラミックスの製造工程の概要を知り、各工程の技
術的な意味と製品の用途を説明できる。　(A-2)

3.［到達目標1-3］セラミックスの焼成に使用される窯炉の形式と特徴を理解
し、セラミックス製造の基本技術を習得する。　(B-1)

4.［到達目標2-1］ニューセラミックスが誕生した背景を理解し、伝統的なセラ
ミックスとニューセラミックスとの相違を説明できる。　(A-2)

5.［到達目標2-2］身の回りで活躍する様々なニューセラミックスやニューガラ
スの事例を知り、それらの特性と機能を説明できる。　(A-2)

6.［到達目標３］ダイヤモンドや炭素繊維の製法と工業的な用途を説明でき
る。　(A-2)

◎　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。



2019-7050000381-01修学基礎演習「【14台以前】」

 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：金・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

加藤　貴史、加藤　勝美・久保田　純・重松　幹二・新戸　浩幸・鈴川　一己・野田　賢・松隈　洋介・三島　健司・八尾　滋

◎－－－　 概要 　－－－◎

　大学１年次は、大学での学習の目標、計画的な修学習慣、将来
をみすえた人生設計法を身につける最良の期間である。前期に
は、専門分野と社会の関連性を調査し、社会が必要とする問題解
決の方向を考察する｢化学工学と社会｣を受講した。ここで学んだ
課題発見能力と問題解決能力を各自の修学習慣と人生設計に実践
的に応用するために、本演習では次の１）および２）に関して学
習する。
１）将来、社会で活躍するために必要となる人間力（記述力、読
解力、コミュニケーション能力などを含む）・技術力（資格試験
を含む）・一般常識などの必要性を認識し、基本学習スキル（読
む・書く・聞く・話す・考える・行動する）と生活習慣を計画的
に身につける。
２）進路・将来計画書、履歴書、修学ポートフォリオの作成、作
文を通じて、計画的かつ継続的な学習の重要性と、修学生活にお
ける「計画－実践－反省－改善」サイクルの必要性を認識する。
さらに、社会で必要とされる一般常識、演算能力や思考力に関す
る演習を行い、修学習慣の問題点を継続的に改善する実力を養
う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

進路・将来計画書、履歴書、修学ポートフォリオなどの計画的・
継続的作成能力を修得し、資格試験勉強や大学での学習を計画的
に行う能力をもつ。(態度・志向性)

読解力と記述力の必要性について理解し、読み書きする基礎的な
能力をもつ。(技能)

化学工学に関する基礎的な計算力・思考力をもつ。(知識・理解)

化学工学に関する基礎的な計算力・思考力をもつ。(技能)

一般常識と人間力の必要性について理解し、社会人として社会で
活躍するための基礎的能力をもつ。(知識・理解)

一般常識と人間力の必要性について理解し、社会人として社会で
活躍するための基礎的能力をもつ。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　毎回の授業について、重要なポイントを整理してまとめ、計画
的に復習する。わからないことがあれば、積極的に質問する。
(60分)

◎－－－　成績評価の方法と基準　－－－◎

　レポート、講義・演習中の提出課題および期末試験より総合的
に評価する。定期試験は行わない。全体に対する評価の割合は、
レポートと講義・演習中の提出課題がおよそ60%、期末試験がお
よそ40%とする。

◎－－－　 テキスト　－－－◎

小菅人慈監修｢化学工学概論｣（2015 実教出版　
ISBN978-4-407-33741-9　本体2,700円＋税）。また、必要に応じ
てプリント等を配布する。

◎－－－　JABEEプログラムの学習・教育到達目標　－－－◎

(A)、(C)、(D)および(G)に該当する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

【キャリアデザイン力の育成】
1. 学習と将来計画、社会人基礎力（加藤貴）
2. 学生生活を通じたスキルアップ（加藤貴）
3. SPI模擬試験（松隈）

【読解力と記述力の育成】
4. 日本語能力基礎調査（加藤貴）

【一般常識と人間力の育成】
5. JABEEプログラムの紹介と担任面談（全教員）

【演算力・思考力の育成】
6. 高分子・機能性材料設計（八尾）
7. 資格の活用（三島）
8. 物質収支（新戸）
9. プロセスシステム工学（野田）
10. 流体輸送と熱移動（鈴川）
11. 粉体（久保田）
12. 物質移動（松隈）
13. 反応を伴う物質収支（重松）
14. 反応速度（加藤勝）
15. 第6～14回の内容に関する期末試験、担任面談（全教
員）

◎－－－　 科目の種類　－－－◎

必修



2019-7050000381-01修学基礎演習「【14台以前】」

加藤　貴史、加藤　勝美・久保田　純・重松　幹二・新戸　浩幸・鈴川　一己・野田　賢・松隈　洋介・三島　健司・八尾　滋

◎化シ:A-2,A-3,B-1,B-3,C-1,C-2

1.進路・将来計画書、履歴書、修学ポートフォリオなどの計画的・継続的作成
能力を修得し、資格試験勉強や大学での学習を計画的に行う能力をもつ。　
(C-1)

2.読解力と記述力の必要性について理解し、読み書きする基礎的な能力をも
つ。　(B-3)

3.化学工学に関する基礎的な計算力・思考力をもつ。　(A-2)

4.化学工学に関する基礎的な計算力・思考力をもつ。　(B-1)

5.一般常識と人間力の必要性について理解し、社会人として社会で活躍するた
めの基礎的能力をもつ。　(A-3)

6.一般常識と人間力の必要性について理解し、社会人として社会で活躍するた
めの基礎的能力をもつ。　(C-2)

◎　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。



2019-7050000382-01修学基礎演習「【15台以降】」

 期別：後期　　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：後期：金・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

加藤　貴史、加藤　勝美・久保田　純・重松　幹二・新戸　浩幸・鈴川　一己・野田　賢・松隈　洋介・三島　健司・八尾　滋

◎－－－　 概要 　－－－◎

　大学１年次は、大学での学習の目標、計画的な修学習慣、将来
をみすえた人生設計法を身につける最良の期間である。前期に
は、専門分野と社会の関連性を調査し、社会が必要とする問題解
決の方向を考察する｢化学工学と社会｣を受講した。ここで学んだ
課題発見能力と問題解決能力を各自の修学習慣と人生設計に実践
的に応用するために、本演習では次の１）および２）に関して学
習する。
１）将来、社会で活躍するために必要となる人間力（記述力、読
解力、コミュニケーション能力などを含む）・技術力（資格試験
を含む）・一般常識などの必要性を認識し、基本学習スキル（読
む・書く・聞く・話す・考える・行動する）と生活習慣を計画的
に身につける。
２）進路・将来計画書、履歴書、修学ポートフォリオの作成、作
文を通じて、計画的かつ継続的な学習の重要性と、修学生活にお
ける「計画－実践－反省－改善」サイクルの必要性を認識する。
さらに、社会で必要とされる一般常識、演算能力や思考力に関す
る演習を行い、修学習慣の問題点を継続的に改善する実力を養
う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

進路・将来計画書、履歴書、修学ポートフォリオなどの計画的・
継続的作成能力を修得し、資格試験勉強や大学での学習を計画的
に行う能力をもつ。(態度・志向性)

読解力と記述力の必要性について理解し、読み書きする基礎的な
能力をもつ。(技能)

化学工学に関する基礎的な計算力・思考力をもつ。(知識・理解)

化学工学に関する基礎的な計算力・思考力をもつ。(技能)

一般常識と人間力の必要性について理解し、社会人として社会で
活躍するための基礎的能力をもつ。(知識・理解)

一般常識と人間力の必要性について理解し、社会人として社会で
活躍するための基礎的能力をもつ。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　毎回の授業について、重要なポイントを整理してまとめ、計画
的に復習する。わからないことがあれば、積極的に質問する。
(60分)

◎－－－　成績評価の方法と基準　－－－◎

　レポート、講義・演習中の提出課題および期末試験より総合的
に評価する。定期試験は行わない。全体に対する評価の割合は、
レポートと講義・演習中の提出課題がおよそ60%、期末試験がお
よそ40%とする。

◎－－－　 テキスト　－－－◎

小菅人慈監修｢化学工学概論｣（2015 実教出版　
ISBN978-4-407-33741-9　本体2,700円＋税）。また、必要に応じ
てプリント等を配布する。

◎－－－　JABEEプログラムの学習・教育到達目標　－－－◎

(A)、(C)、(D)および(G)に該当する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

【キャリアデザイン力の育成】
1. 学習と将来計画、社会人基礎力（加藤貴）
2. 学生生活を通じたスキルアップ（加藤貴）
3. SPI模擬試験（松隈）

【読解力と記述力の育成】
4. 日本語能力基礎調査（加藤貴）

【一般常識と人間力の育成】
5. JABEEプログラムの紹介と担任面談（全教員）

【演算力・思考力の育成】
6. 高分子・機能性材料設計（八尾）
7. 資格の活用（三島）
8. 物質収支（新戸）
9. プロセスシステム工学（野田）
10. 流体輸送と熱移動（鈴川）
11. 粉体（久保田）
12. 物質移動（松隈）
13. 反応を伴う物質収支（重松）
14. 反応速度（加藤勝）
15. 第6～14回の内容に関する期末試験、担任面談（全教
員）

◎－－－　 科目の種類　－－－◎

必修



2019-7050000382-01修学基礎演習「【15台以降】」

加藤　貴史、加藤　勝美・久保田　純・重松　幹二・新戸　浩幸・鈴川　一己・野田　賢・松隈　洋介・三島　健司・八尾　滋

◎化シ:A-2,A-3,B-1,B-3,C-1,C-2

1.進路・将来計画書、履歴書、修学ポートフォリオなどの計画的・継続的作成
能力を修得し、資格試験勉強や大学での学習を計画的に行う能力をもつ。　
(C-1)

2.読解力と記述力の必要性について理解し、読み書きする基礎的な能力をも
つ。　(B-3)

3.化学工学に関する基礎的な計算力・思考力をもつ。　(A-2)

4.化学工学に関する基礎的な計算力・思考力をもつ。　(B-1)

5.一般常識と人間力の必要性について理解し、社会人として社会で活躍するた
めの基礎的能力をもつ。　(A-3)

6.一般常識と人間力の必要性について理解し、社会人として社会で活躍するた
めの基礎的能力をもつ。　(C-2)

◎　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。



2019-7050000024-01分析化学「TK-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：木・２時限　　試験時間割：後日発表　　

横山　拓史

◎－－－　概要　－－－◎

　最近の分析機器は、科学技術の進歩によって目覚ましい発展
をとげている。しかし、機器の使用プロセスはパソコン制御と
なっておりブラックボックス化してきている。分析化学の基礎
知識がなくても多くの機器は説明書通りに操作すればデータ
（測定値）が得られるようになってきている。しかし、高度な
機器も、しっかりした分析化学の基礎知識があってはじめて信
頼できる分析結果を得ることができる。さらに、試料のサンプ
リング、調製、抽出、沈殿、濃縮といった基本操作やデータ処
理などは、高度な機器を使用する前や跡に欠かせない重要な事
柄である。
　本講義では分析化学の基礎的な原理や理論を理解することを
目的とする。しかし、段階的に理解しやすいように講義はま
ず、定性分析から始まり、定量分析と標準物質、容量分析、定
量分析データの取り扱い方とデータの持つ意味、分離分析化
学、分析化学における化学平衡を含む。最後にpHの測定と原理
を学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

定性分析の考え方が身に付いている(知識・理解)

定量分析の考え方が身に付いている(知識・理解)

定量分析におけるデータの取り扱い方が身に付いている(知
識・理解)

混合物から目的物を分離する原理や技術を説明できる(知識・
理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

その日の講義の重要ポイントについて、毎回小テストを行う。
その内容についてしっかり復習し、理解すること。理解しにく
い場合はいつでも質問を受け付ける。基礎事項の理解を確認す
る目的で、中間テストを実施する。

◎－－－　成績評価の基準および方法　－－－◎

定期試験50%、演習問題および小テストを25%ずつとして評価
する。毎回の小テストは計算問題を中心に行うので、講義には
必ず「関数電卓」を持参すること。

◎－－－　テキスト　－－－◎

脇田久伸・横山拓史編著「コンパクト分析化学」三共出版

◎－－－　授業計画　－－－◎

(1)定性分析（その1）金属イオンの系統分離分析の基礎理
論
(2)定性分析（その2）沈殿生成と分離
(3)容量分析用標準試薬とその役割
(4)容量分析（その1）酸・塩基平衡と酸・塩基滴定
(5)容量分析（その2）沈殿平衡と沈殿滴定
(6)容量分析（その3）酸化・還元平衡
(7)容量分析（その4）酸化・還元滴定
(8)容量分析（その5）錯生成平衡
(9)容量分析（その6）キレート滴定
(10)定量分析データの取り扱い方・データの持つ意味（そ
の1）
(11)定量分析データの取り扱い方・データの持つ意味（そ
の2）
(12)分離分析（その1）溶媒抽出と分配係数
(13)分離分析（その2）溶媒抽出の応用
(14)イオン交換クロマトグラフィー、分配クロマトグラ
フィー、分子ふるいクロマトグラフィーの原理
(15)オフィスアワー（演習問題について）



2019-7050000024-01分析化学「TK-a」

横山　拓史

◎化シ:A-1

1.定性分析の考え方が身に付いている　(A-1)

2.定量分析の考え方が身に付いている　(A-1)

3.定量分析におけるデータの取り扱い方が身に付いている　(A-1)

4.混合物から目的物を分離する原理や技術を説明できる　(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。



2019-7050000024-02分析化学「TK-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：木・３時限　　試験時間割：後日発表　　

横山　拓史

◎－－－　概要　－－－◎

　最近の分析機器は、科学技術の進歩によって目覚ましい発展
をとげている。しかし、機器の使用プロセスはパソコン制御と
なっておりブラックボックス化してきている。分析化学の基礎
知識がなくても多くの機器は説明書通りに操作すればデータ
（測定値）が得られるようになってきている。しかし、高度な
機器も、しっかりした分析化学の基礎知識があってはじめて信
頼できる分析結果を得ることができる。さらに、試料のサンプ
リング、調製、抽出、沈殿、濃縮といった基本操作やデータ処
理などは、高度な機器を使用する前や跡に欠かせない重要な事
柄である。
　本講義では分析化学の基礎的な原理や理論を理解することを
目的とする。しかし、段階的に理解しやすいように講義はま
ず、定性分析から始まり、定量分析と標準物質、容量分析、定
量分析データの取り扱い方とデータの持つ意味、分離分析化
学、分析化学における化学平衡を含む。最後にpHの測定と原理
を学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

定性分析の考え方が身に付いている(知識・理解)

定量分析の考え方が身に付いている(知識・理解)

定量分析におけるデータの取り扱い方が身に付いている(知
識・理解)

混合物から目的物を分離する原理や技術を説明できる(知識・
理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

その日の講義の重要ポイントについて、毎回小テストを行う。
その内容についてしっかり復習し、理解すること。理解しにく
い場合はいつでも質問を受け付ける。基礎事項の理解を確認す
る目的で、中間テストを実施する。

◎－－－　成績評価の基準および方法　－－－◎

定期試験50%、中間テストおよび小テストを25%ずつとして評
価する。毎回の小テストは計算問題を中心に行うので、講義に
は必ず「関数電卓」を持参すること。

◎－－－　テキスト　－－－◎

脇田久伸・横山拓史編著「コンパクト分析化学」三共出版

◎－－－　授業計画　－－－◎

(1)定性分析（その1）金属イオンの系統分離分析の基礎理
論
(2)定性分析（その2）沈殿生成と分離
(3)容量分析用標準試薬とその役割
(4)容量分析（その1）酸・塩基平衡と酸・塩基滴定
(5)容量分析（その2）沈殿平衡と沈殿滴定
(6)容量分析（その3）酸化・還元平衡
(7)容量分析（その4）酸化・還元滴定
(8)容量分析（その5）錯生成平衡
(9)容量分析（その6）キレート滴定
(10)定量分析データの取り扱い方・データの持つ意味（そ
の1）
(11)定量分析データの取り扱い方・データの持つ意味（そ
の2）
(12)分離分析（その1）溶媒抽出と分配係数
(13)分離分析（その2）溶媒抽出の応用
(14)イオン交換クロマトグラフィー、分配クロマトグイラ
フィー、分子ふるいクロマトグラフィーの原理
(15)オフィスアワー（演習問題について）



2019-7050000024-02分析化学「TK-b」

横山　拓史

◎化シ:A-1

1.定性分析の考え方が身に付いている　(A-1)

2.定量分析の考え方が身に付いている　(A-1)

3.定量分析におけるデータの取り扱い方が身に付いている　(A-1)

4.混合物から目的物を分離する原理や技術を説明できる　(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。


