
2019-701000T126-03物理学実験「TL-a」

 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　　
林　壮一、中村　航、寺下　裕俊、 田　哲夫

◎－－－　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



2019-701000T126-03物理学実験「TL-a」

林　壮一、中村　航、寺下　裕俊、 田　哲夫

◎電情: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。

◎　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。



2019-701000T126-04物理学実験「TL-b」

 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　　
平松　信康、高島　久洋、中村　航、 田　哲夫

◎－－－　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



2019-701000T126-04物理学実験「TL-b」

平松　信康、高島　久洋、中村　航、 田　哲夫

◎電情: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。

◎　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。



2019-701000T105-05行列と行列式Ⅰ「TL-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・１時限　　試験時間割：後日発表　　

渋谷　憲政

◎－－－　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



2019-701000T105-05行列と行列式Ⅰ「TL-a」

渋谷　憲政

◎電情: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)

◎　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。



2019-701000T105-06行列と行列式Ⅰ「TL-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・１時限　　試験時間割：後日発表　　

佐藤　拓

◎－－－　概要　－－－◎

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

◎－－－　到達目標　－－－◎

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

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

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

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

行列の計算ができること、連立１次方程式が解けること，行列
式の計算ができることを評価の基準とする。
定期試験100％として評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

秋山献之・他著「初めて学ぶ人のための 行列と行列式」（培風
館）
ISBN 978-4-563-00490-3 C3041, 2000円＋税，2014年発行

◎－－－　参考書　－－－◎

特にここではあげないが、必要と思うものは担当者にたずねて
みること。
また、必要に応じて各担当者が独自のプリントなどを用意して
テキストの補足を行うこともある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

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



2019-701000T105-06行列と行列式Ⅰ「TL-b」

佐藤　拓

◎電情: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)

◎　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。



2019-701000T105-13行列と行列式Ⅰ「（再）」

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

小田　信行

◎－－－　概要　－－－◎

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

◎－－－　到達目標　－－－◎

(TM)行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。 (知識・理
解)

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

(TE)行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。

(TE)行列を用いて連立１次方程式が解け、行列式の計算ができる。

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

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

(TC)行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。

(TC)行列を用いて連立１次方程式が解け、行列式の計算ができる

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

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

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

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

行列の計算ができること、連立１次方程式が解けること，行列式の
計算ができることを評価の基準とする。
定期試験100％として評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

秋山献之・他著「初めて学ぶ人のための 行列と行列式」（培風館）
ISBN 978-4-563-00490-3 C3041, 2000円＋税，2014年発行

◎－－－　参考書　－－－◎

特にここではあげないが、必要と思うものは担当者にたずねてみる
こと。
また、必要に応じて各担当者が独自のプリントなどを用意してテキ
ストの補足を行うこともある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

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



2019-701000T105-13行列と行列式Ⅰ「（再）」

小田　信行

◎機械:A-1,A-3

1.(TM)行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。 　(A-1)

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

3.(TE)行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。

4.(TE)行列を用いて連立１次方程式が解け、行列式の計算ができる。

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

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

7.(TC)行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。

8.(TC)行列を用いて連立１次方程式が解け、行列式の計算ができる

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

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

◎電気:A-1,B-1

1.(TM)行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。

2.(TM)行列を用いて連立1次方程式が解け、行列式の計算ができる。

3.(TE)行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。　(A-1)

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

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

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

7.(TC)行列と行列式に関する基礎的な知識を有している。

8.(TC)行列を用いて連立１次方程式が解け、行列式の計算ができる

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

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

渋谷　憲政

◎－－－　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
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渋谷　憲政

◎電情: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)

◎　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。



2019-701000T107-06行列と行列式Ⅱ「TL-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・１時限　　試験時間割：後日発表　　

佐藤　拓

◎－－－　概要　－－－◎

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

◎－－－　到達目標　－－－◎

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

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

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

◎－－－　評価基準および方法　－－－◎

部分空間の基底と次元が決定できること、行列の固有値、固有
ベクトル、固有空間の計算ができること、行列の対角化ができ
ることを評価の基準とする。
定期試験100％として評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

秋山献之・他著「初めて学ぶ人のための 行列と行列式」（培風
館）
ISBN 978-4-563-00490-3 C3041, 2000円＋税，2014年発行

◎－－－　参考書　－－－◎

特にここではあげないが、必要と思うものは担当者にたずねて
みること。
また、必要に応じて各担当者が独自のプリントなどを用意して
テキストの補足を行うこともある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

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



2019-701000T107-06行列と行列式Ⅱ「TL-b」

佐藤　拓

◎電情: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)

◎　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。



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。



2019-701000T107-14行列と行列式Ⅱ「（再）」

小田　信行

◎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。



2019-701000T107-14行列と行列式Ⅱ「（再）」

小田　信行

◎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。



2019-701000T098-05図学Ⅰ「TL-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・１時限　　試験時間割：後日発表　　

酒井　幸仁

◎－－－　概要　－－－◎

文化や科学は，形を表現することから育まれたということもでき
ます．今の時代，身の回りには，多くの有形のモノと無形の情報
が満ちあふれています．無形とはいえ，人間に伝達するための媒
体には，多種多様な形があります．人間の『考える，つくる，使
う，改める』等の知的能力は，人間を行動へといざなうための
様々な形を創造してきました．新しい形を求めたり，形に新しい
工夫を施したりし，機能や性能を進歩向上させる生産的な活動を
繰り返すことで，日々新しいモノが生まれ続けています．このよ
うな形による技術の発展は，生活を豊かにし，文化を形成してき
たといえます．
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，計算機との対話的な通信とい
う面から，人と機械・情報・電気系システムがインタラクティブ
な環境の中で相補的に作用することについて考え，人と計算機と
の関係理解に結びつく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について学
び，モノの形状を正確に読み取り，人間の視覚系の機能を踏まえ
て形を理解・把握できるようになる．(知識・理解)

2．図形・形状をディスプレイに表示する原理と手順について学
び，計算機がモノの形状を適切に処理するためのデータ表現・変
換理論・演算方法を理解・説明できるようになる．(知識・理解)

3．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，機械・情報・電気系システムにおいて図形・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．(知識・理
解)

4．キーボードやマウス，コントローラパッド，マイクロプロ
セッサに接続されたセンサ等の入力から図形・形状を操作するこ
とを例に，インタフェースデバイスの重要性を説明できるように
なる．(知識・理解)

◎－－－　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．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．インタラクティブな講義形式になるように，積極的な発言を
求めます．

◎－－－　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）．

◎－－－　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．

◎－－－　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．

◎－－－　テキスト　－－－◎

利用しません．講義毎に資料を配付します．

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

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．



2019-701000T098-05図学Ⅰ「TL-a」

酒井　幸仁

◎電情:A-1

1.1．道具を用いて図形・形状を図示する原則と手法について学び，モノの形状
を正確に読み取り，人間の視覚系の機能を踏まえて形を理解・把握できるよう
になる．　(A-1)

2.2．図形・形状をディスプレイに表示する原理と手順について学び，計算機が
モノの形状を適切に処理するためのデータ表現・変換理論・演算方法を理解・
説明できるようになる．　(A-1)

3.3．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，機械・情
報・電気系システムにおいて図形・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．　(A-1)

4.4．キーボードやマウス，コントローラパッド，マイクロプロセッサに接続さ
れたセンサ等の入力から図形・形状を操作することを例に，インタフェースデ
バイスの重要性を説明できるようになる．　(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。



2019-701000T098-06図学Ⅰ「TL-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・２時限　　試験時間割：後日発表　　

酒井　幸仁

◎－－－　概要　－－－◎

文化や科学は，形を表現することから育まれたということもでき
ます．今の時代，身の回りには，多くの有形のモノと無形の情報
が満ちあふれています．無形とはいえ，人間に伝達するための媒
体には，多種多様な形があります．人間の『考える，つくる，使
う，改める』等の知的能力は，人間を行動へといざなうための
様々な形を創造してきました．新しい形を求めたり，形に新しい
工夫を施したりし，機能や性能を進歩向上させる生産的な活動を
繰り返すことで，日々新しいモノが生まれ続けています．このよ
うな形による技術の発展は，生活を豊かにし，文化を形成してき
たといえます．
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，計算機との対話的な通信とい
う面から，人と機械・情報・電気系システムがインタラクティブ
な環境の中で相補的に作用することについて考え，人と計算機と
の関係理解に結びつく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について学
び，モノの形状を正確に読み取り，人間の視覚系の機能を踏まえ
て形を理解・把握できるようになる．(知識・理解)

2．図形・形状をディスプレイに表示する原理と手順について学
び，計算機がモノの形状を適切に処理するためのデータ表現・変
換理論・演算方法を理解・説明できるようになる．(知識・理解)

3．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，機械・情報・電気系システムにおいて図形・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．(知識・理
解)

4．キーボードやマウス，コントローラパッド，マイクロプロ
セッサに接続されたセンサ等の入力から図形・形状を操作するこ
とを例に，インタフェースデバイスの重要性を説明できるように
なる．(知識・理解)

◎－－－　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．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．インタラクティブな講義形式になるように，積極的な発言を
求めます．

◎－－－　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）．

◎－－－　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．

◎－－－　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．

◎－－－　テキスト　－－－◎

利用しません．講義毎に資料を配付します．

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

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．



2019-701000T098-06図学Ⅰ「TL-b」

酒井　幸仁

◎電情:A-1

1.1．道具を用いて図形・形状を図示する原則と手法について学び，モノの形状
を正確に読み取り，人間の視覚系の機能を踏まえて形を理解・把握できるよう
になる．　(A-1)

2.2．図形・形状をディスプレイに表示する原理と手順について学び，計算機が
モノの形状を適切に処理するためのデータ表現・変換理論・演算方法を理解・
説明できるようになる．　(A-1)

3.3．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，機械・情
報・電気系システムにおいて図形・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．　(A-1)

4.4．キーボードやマウス，コントローラパッド，マイクロプロセッサに接続さ
れたセンサ等の入力から図形・形状を操作することを例に，インタフェースデ
バイスの重要性を説明できるようになる．　(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。



2019-701000T098-16図学Ⅰ「（再）　TM･TE･TL」

 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　　

酒井　幸仁

◎－－－　概要　－－－◎

文化や科学は，形を表現することから育まれたということもでき
ます．今の時代，身の回りには，多くの有形のモノと無形の情報
が満ちあふれています．無形とはいえ，人間に伝達するための媒
体には，多種多様な形があります．人間の『考える，つくる，使
う，改める』等の知的能力は，人間を行動へといざなうための
様々な形を創造してきました．新しい形を求めたり，形に新しい
工夫を施したりし，機能や性能を進歩向上させる生産的な活動を
繰り返すことで，日々新しいモノが生まれ続けています．このよ
うな形による技術の発展は，生活を豊かにし，文化を形成してき
たといえます．
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，計算機との対話的な通信とい
う面から，人と機械・情報・電気系システムがインタラクティブ
な環境の中で相補的に作用することについて考え，人と計算機と
の関係理解に結びつく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について学
び，モノの形状を正確に読み取り，人間の視覚系の機能を踏まえ
て形を理解・把握できるようになる．(知識・理解)

2．図形・形状をディスプレイに表示する原理と手順について学
び，計算機がモノの形状を適切に処理するためのデータ表現・変
換理論・演算方法を理解・説明できるようになる．(知識・理解)

3．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，機械・情報・電気系システムにおいて図形・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．(知識・理
解)

4．キーボードやマウス，コントローラパッド，マイクロプロ
セッサに接続されたセンサ等の入力から図形・形状を操作するこ
とを例に，インタフェースデバイスの重要性を説明できるように
なる．(知識・理解)

◎－－－　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．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．インタラクティブな講義形式になるように，積極的な発言を
求めます．

◎－－－　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）．

◎－－－　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．

◎－－－　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．

◎－－－　テキスト　－－－◎

利用しません．講義毎に資料を配付します．

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

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．



2019-701000T098-16図学Ⅰ「（再）　TM･TE･TL」

酒井　幸仁

◎機械:A-1,A-3

1.1．道具を用いて図形・形状を図示する原則と手法について学び，モノの形状
を正確に読み取り，人間の視覚系の機能を踏まえて形を理解・把握できるよう
になる．　(A-1)

2.2．図形・形状をディスプレイに表示する原理と手順について学び，計算機が
モノの形状を適切に処理するためのデータ表現・変換理論・演算方法を理解・
説明できるようになる．　(A-1)

3.3．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，機械・情
報・電気系システムにおいて図形・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．　(A-3)

4.4．キーボードやマウス，コントローラパッド，マイクロプロセッサに接続さ
れたセンサ等の入力から図形・形状を操作することを例に，インタフェースデ
バイスの重要性を説明できるようになる．　(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

1.1．道具を用いて図形・形状を図示する原則と手法について学び，モノの形状
を正確に読み取り，人間の視覚系の機能を踏まえて形を理解・把握できるよう
になる．　(A-1)

2.2．図形・形状をディスプレイに表示する原理と手順について学び，計算機が
モノの形状を適切に処理するためのデータ表現・変換理論・演算方法を理解・
説明できるようになる．　(A-1)

3.3．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，機械・情
報・電気系システムにおいて図形・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．　(A-1)

4.4．キーボードやマウス，コントローラパッド，マイクロプロセッサに接続さ
れたセンサ等の入力から図形・形状を操作することを例に，インタフェースデ
バイスの重要性を説明できるようになる．　(A-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。



2019-701000T098-16図学Ⅰ「（再）　TM･TE･TL」

酒井　幸仁

◎電情:A-1

1.1．道具を用いて図形・形状を図示する原則と手法について学び，モノの形状
を正確に読み取り，人間の視覚系の機能を踏まえて形を理解・把握できるよう
になる．　(A-1)

2.2．図形・形状をディスプレイに表示する原理と手順について学び，計算機が
モノの形状を適切に処理するためのデータ表現・変換理論・演算方法を理解・
説明できるようになる．　(A-1)

3.3．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，機械・情
報・電気系システムにおいて図形・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．　(A-1)

4.4．キーボードやマウス，コントローラパッド，マイクロプロセッサに接続さ
れたセンサ等の入力から図形・形状を操作することを例に，インタフェースデ
バイスの重要性を説明できるようになる．　(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。



2019-701000T101-05微分積分Ⅰ「TL-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・３時限　　試験時間割：後日発表　　

井上　淳

◎－－－　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



2019-701000T101-05微分積分Ⅰ「TL-a」

井上　淳

◎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。



2019-701000T101-06微分積分Ⅰ「TL-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・３時限　　試験時間割：後日発表　　

福嶋　幸生

◎－－－　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



2019-701000T101-06微分積分Ⅰ「TL-b」

福嶋　幸生

◎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。



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。



2019-701000T103-05微分積分Ⅱ「TL-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・３時限　　試験時間割：後日発表　　

井上　淳

◎－－－　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



2019-701000T103-05微分積分Ⅱ「TL-a」

井上　淳

◎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。



2019-701000T103-06微分積分Ⅱ「TL-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・３時限　　試験時間割：後日発表　　

福嶋　幸生

◎－－－　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



2019-701000T103-06微分積分Ⅱ「TL-b」

福嶋　幸生

◎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。



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。



2019-701000T109-05力学Ａ「TL-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・４時限　　試験時間割：後日発表　　

平松　信康

◎－－－　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）



2019-701000T109-05力学Ａ「TL-a」

平松　信康

◎電情: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)

◎　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。



2019-701000T109-06力学Ａ「TL-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・４時限　　試験時間割：後日発表　　

橋本　正章

◎－－－　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）



2019-701000T109-06力学Ａ「TL-b」

橋本　正章

◎電情: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)

◎　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。



2019-701000T111-05力学Ｂ「TL-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・４時限　　試験時間割：後日発表　　

眞砂　卓史

◎－－－　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）



2019-701000T111-05力学Ｂ「TL-a」

眞砂　卓史

◎電情: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)

◎　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。



2019-701000T111-06力学Ｂ「TL-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・４時限　　試験時間割：後日発表　　

橋本　正章

◎－－－　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）



2019-701000T111-06力学Ｂ「TL-b」

橋本　正章

◎電情: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)

◎　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。



2019-7030000447-01基礎電気磁気学

 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・３時限　　試験時間割：後日発表　　

名倉　徹

◎－－－　概要　－－－◎

  電気磁気学は電気回路・電子回路とともに電気系の基本的な重
要科目であり、電気・電子機器の動作原理を理解するのに必須
の科目である。電荷、電界と電位、静電容量、誘電体、電流と
磁界、電磁誘導の法則などについて学習する。複雑な数式の利
用をなるべく避けながら、物理現象を理解することに主眼を置
く。マクスウェル方程式は2年次前半の「電気磁気学」にて学習
する。
  企業において研究開発に従事してきた実務経験を活かし、実際
に携わった事例等を参考に、講義内容を取捨選択して実践的な
講義を行う。講義スタイルはスライド講義を基本とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

電界や電位、静電容量などを計算できること。(知識・理解)

電流が作る磁界の強さ、インダクタンスなどを計算できるこ
と。(知識・理解)

電磁誘導の法則を理解して誘導起電力を計算できること。(知
識・理解)

◎－－－　成績評価の基準　－－－◎

1) 電荷、電界、電位の関係が理解できていること。(授業計画2
～3)
2) 静電容量、静電エネルギーが理解できていること。(授業計画
4～6)
3) 電流について理解できていること。(授業計画7)
4) 電流と磁界の関係が理解できていること。(授業計画8～10)
5) 電磁誘導の法則が理解できていること。(授業計画11)
6) インダクタと磁界エネルギーについて理解できていること。
(授業計画11～12)
7) 電磁界の過渡現象について理解できていること。(授業計画14)

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定はしないが、必要に応じて下記の参考書を参照するこ
と。

◎－－－　参考書　－－－◎

・大学受験に使用した高校物理の参考書・問題集
・「電気磁気学基礎論」 河野照哉・桂井誠・岡部洋一 (電気学
会) (2年次の「電気磁気学」にて教科書として使用する。)
・「6日でマスター 電磁気学の基本66」 土井 淳 (オーム社)

◎－－－　成績評価の方法　－－－◎

(毎回の小テスト 20%、定期試験 80%) と (定期試験 100%) の大
きい方を採用する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回の講義最初に資料を配布する。講義では資料に書き込みな
がら学習することを前提とする。配布資料は講義終了後 Moodle
に載せる。
毎回講義内容に関する演習と小テストを行うので解答を各自で
確認するとともに、講義資料で復習すること。
予習は必要ない。復習は 60 分程度を目安とする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 概要および電磁気の数学
2. クーロンの法則と電界
3. 帯電導体の電界と電位
4. 静電容量その１
5. 静電容量その２
6. 誘電体
7. 電流
8. 電流と磁界
9. 磁界で働く力
10. 磁性体
11. 電磁誘導の法則
12. インダクタンスその１
13. インダクタンスその２
14. 過渡現象
15. まとめ

この科目の授業時間数は、試験時間を含めて 23.5 時間で
ある。

◎－－－　JABEE 学習・教育到達目標　－－－◎

電子工学、通信工学、情報工学の基礎を幅広く理解するこ
と。(JABEE学習・教育到達目標の(B-2)に対応)



2019-7030000447-01基礎電気磁気学

名倉　徹

◎電情:A-2

1.電界や電位、静電容量などを計算できること。　(A-2)

2.電流が作る磁界の強さ、インダクタンスなどを計算できること。　(A-2)

3.電磁誘導の法則を理解して誘導起電力を計算できること。　(A-2)

◎　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。



2019-7030000447-02基礎電気磁気学「（再）」

 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・６時限　　試験時間割：後日発表　　

名倉　徹、西澤 真一

◎－－－　概要　－－－◎

電気磁気学は電気回路・電子回路とともに電気系の基本的な重要
科目であり、電気・電子機器の動作原理を理解するのに必須の科
目である。電荷、電界と電位、静電容量、誘電体、電流と磁界、
電磁誘導の法則などについて学習する。複雑な数式の利用をなる
べく避けながら、物理現象を理解することに主眼を置く。マクス
ウェル方程式は2年次前半の「電気磁気学」にて学習する。
企業において研究開発に従事してきた実務経験を活かし、実際に
携わった事例等を参考に、講義内容を取捨選択して実践的な講義
を行う。講義スタイルはスライド講義を基本とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

電界や電位、静電容量などを計算できること。(知識・理解)

電流が作る磁界の強さ、インダクタンスなどを計算できること。
(知識・理解)

電磁誘導の法則を理解して誘導起電力を計算できること。(知
識・理解)

◎－－－　成績評価の基準　－－－◎

1) 電荷、電界、電位の関係が理解できていること。(授業計画2～
3)
2) 静電容量、静電エネルギーが理解できていること。(授業計画4
～6)
3) 電流について理解できていること。(授業計画7)
4) 電流と磁界の関係が理解できていること。(授業計画8～10)
5) 電磁誘導の法則が理解できていること。(授業計画11)
6) インダクタと磁界エネルギーについて理解できていること。
(授業計画11～12)
7) 電磁界の過渡現象について理解できていること。(授業計画14)

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定はしないが、必要に応じて下記の参考書を参照するこ
と。

◎－－－　参考書　－－－◎

・大学受験に使用した高校物理の参考書・問題集
・「電気磁気学基礎論」 河野照哉・桂井誠・岡部洋一 (電気学
会) (2年次の「電気磁気学」にて教科書として使用する。)
・「6日でマスター 電磁気学の基本66」 土井 淳 (オーム社)

◎－－－　成績評価の方法　－－－◎

(毎回の小テスト 20 %、定期試験 80%) と (定期試験 100%) の大き
い方を採用する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回の講義最初に資料を配布する。講義では資料に書き込みなが
ら学習することを前提とする。配布資料は講義終了後 Moodle に
載せる。
毎回講義内容に関する演習と小テストを行うので解答を各自で確
認するとともに、講義資料で復習すること。
予習は必要ない。復習は 60 分程度を目安とする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 概要および電磁気の数学
2. クーロンの法則と電界
3. 帯電導体の電界と電位
4. 静電容量その１
5. 静電容量その２
6. 誘電体
7. 電流
8. 電流と磁界
9. 磁界で働く力
10. 磁性体
11. 電磁誘導の法則
12. インダクタンスその１
13. インダクタンスその２
14. 過渡現象
15. まとめ

この科目の授業時間数は、試験時間を含めて 23.5 時間で
ある。

◎－－－　JABEE 学習・教育到達目標　－－－◎

電子工学、通信工学、情報工学の基礎を幅広く理解するこ
と。(JABEE学習・教育到達目標の(B-2)に対応)



2019-7030000447-02基礎電気磁気学「（再）」

名倉　徹、西澤 真一

◎電情:A-2

1.電界や電位、静電容量などを計算できること。　(A-2)

2.電流が作る磁界の強さ、インダクタンスなどを計算できること。　(A-2)

3.電磁誘導の法則を理解して誘導起電力を計算できること。　(A-2)

◎　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。



2019-7030000424-01情報処理概論「（再）　【14台以前】」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・６時限　　試験時間割：後日発表　　

廣重　法道

◎－－－　概要　－－－◎

　社会の情報化はますます進展している．一方，情報処理技術
は，ハードウェアやソフトウェア，通信技術など極めて幅広い
分野にまたがっている．そのため，情報処理の専門家を目指す
者は，これらの幅広い技術に関して充分な知識を有する必要が
ある．また，大規模システムの開発手法や，企業活動と情報処
理システムの役割などについても理解しておく必要がある．以
上のことは，4年間の各専門科目の学習で順次学習していくこ
とになるが，本科目はその入門となるものである．
　講義では、情報系企業でのシステム開発、ネットワーク構築
などの実務経験を通して得た知見や技術の事例を織り交ぜなが
ら進める．

◎－－－　到達目標　－－－◎

コンピュータのハードウェアやソフトウェア，ネットワーク・
インターネットなどに関する基礎的・基本的な内容を理解す
る．(知識・理解)

大規模システムの開発手法や企業における情報処理システムの
役割などについてその概要を理解する．(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

moodleより当日資料を事前に印刷しておき、一読しておくこ
と．（３０分）

◎－－－　成績評価の基準　－－－◎

  授業計画に記述したコンピュータやインターネットに関する
基礎的・基本的な内容や，大規模システムの開発手法や企業に
おける情報処理システムの役割などの概要を理解しているこ
と．

◎－－－　成績評価の方法　－－－◎

定期試験（60%)と平常点（40%)で評価する．講義時に定期的
に出題する小テストの結果を平常点とする．
小テストについては、講義内で解説したのちに回収する。小テ
スト用紙については後日返却する．

◎－－－　履修の条件・履修上の留意点　－－－◎

(1)本科目は2年次以降に受講する情報関係の諸専門科目の入門
となるものである．
(2)小テストは講義中に紙を配布し，その講義中に回収する．
(3)授業で用いるスライドはmoodleシステムで提供するので，適
宜参照して予習・復習を行うこと．

◎－－－　JABEE学習・教育到達目標　－－－◎

電子工学，通信工学，情報工学の基礎を幅広く理解すること．
（JABEE学習・教育到達目標の（B－２）に対応）

◎－－－　授業計画　－－－◎

授業計画学習目標

1
情報処理とコンピュータ　
コンピュータの基本機能，コンピュータの歴史，将来像などについて理解する．

2
コンピュータの動作原理　
CPU，メモリの役割，プログラムの実行，コンパイラの役割など，コンピュータ全体
としての大まかな動作原理を理解する．

3～4
情報の表現
コンピュータ内部における数字，文字，マルチメディア情報（画像・音声など）の
データの表現方法について理解する．

5
ハードウェア
コンピュータを構成する論理回路，CPU，記憶装置，補助記憶装置などの概要につい
て理解する．

6～7
ソフトウェア
OS,データベースシステムなどの概要について理解する．

8
ネットワーク
ネットワークアーキテクチャの必要性や概要，LAN，WANの概要などについて理解す
る．

9～10
インターネット
インターネットにおけるIPアドレス，ドメイン名などの概要を理解する．

11
アプリケーション・プログラム
アプリケーション・プログラムを作成・開発するために必要となる種々の技術や技法
について，その概要を知る．

12
情報システム
情報システムの処理形態，システムの信頼性などの概要について理解する．

13
情報セキュリティと情報倫理
セキュリティを確保するための種々の技法についてその概要を理解する．

14
開発管理
大規模システムの開発で採用されている種々のソフトウェア工学的手法の概要を理解
する．

15
企業における情報システム
企業における情報システムの役割について基礎的な事項を理解する．

この科目の授業時間数は定期試験を含めて23.5時間である．

◎－－－　URL　－－－◎

講義で使用するスライド
(http://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用しない。講義で使用するスライドをプリントアウトして持参するこ
と．

◎－－－　参考書　－－－◎

伊藤憲一：「コンピュータと情報処理」2008年，共立出版，2400円, ISBN
978-4-12214-7
平野允，丁井雅美編：「情報処理システム概論（第２版）」2004年，共立出版，2400
円，ISBN978-4-320-12233-8



2019-7030000424-01情報処理概論「（再）　【14台以前】」

廣重　法道

◎電情:A-3,A-4

1.コンピュータのハードウェアやソフトウェア，ネットワーク・インターネッ
トなどに関する基礎的・基本的な内容を理解する．　(A-3)

2.大規模システムの開発手法や企業における情報処理システムの役割などにつ
いてその概要を理解する．　(A-4)

◎　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。



2019-7030000445-01電気回路Ⅰ

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

末次　正

◎－－－　概要　－－－◎

　テレビ・オーディオなどの家電機器やコンピュータ・通信機
器など多くの電子機器内では電子回路が働いています。この電
子回路の動作を理解する基礎となるのが電気回路です。まず電
流と電圧についての復習から始めます。前半は直流に重きを置
きますが、後半は交流に入ります。交流を扱うには「複素数」
が大変便利な手段です。最初は戸惑うと思いますが練習問題を
多く解き、慣れる事が大事です。
1；テキストを事前に目を通し、疑問点を意識して授業に臨む
こと。
2；毎回の授業内容は次の授業で理解していることが欠かせま
せん。
授業後速やかに復習し練習問題を解いて理解を確認すること。
3；専門用語は定義内容をしっかり頭に入れること。

◎－－－　到達目標　－－－◎

抵抗の直・並列回路、及びその複合回路の電流電圧が計算でき
る。 (知識・理解)

重ね合わせの理とテブナンの定理を理解できる。(知識・理解)

交流を表現する各種のパラメータを理解できる。(知識・理解)

複素数を用いた交流の表現ができる。(知識・理解)

電流源と電圧源、電力について理解できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

随時宿題および予習を課す。講義前には講義に関連する項目の
事柄について1コマ90分予習を行い、また授業中良く分からな
かった点や演習の解答について1コマ90分復習を行うこと。

◎－－－　成績評価の基準　－－－◎

1；抵抗の直・並列回路、及びその複合回路の電流電圧が計算
できること。
2；重ね合わせの理とテブナンの定理を理解していること。
3；交流を表現する各種のパラメータの理解ができているこ
と。
4；複素数を用いた交流の表現ができること。
5；電流源と電圧源、電力について理解ができていること。

◎－－－　成績評価の方法　－－－◎

講義途中の演習１５％、宿題および予習５％、期末テスト８
０％の割合で評価します。

◎－－－　履修の条件　－－－◎

正弦波関数の理解と簡単な微分・積分が出来ること。

◎－－－　ＪＡＢＥＥ学習・教育到達目標　－－－◎

電子工学、通信工学、情報工学の基礎を幅広く理解すること
（B-２）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１:電圧と電流、オームの法則 　１章
２：抵抗の直並列接続、電圧源と電流源、電力と電力量
　２章
３：電源の変換 　２章
４:最大電力の伝達（電源の変換を用いる）　４章
５：直流回路網方程式、キルヒホッフの法則、枝電流法、
閉路電流法 　３章
６：重ね合わせの理 　４章
７：テブナンの定理（最大電力の伝達）　４章
８：正弦波電圧・電流（素子単体の演算） 　５章
９：正弦波電圧・電流（CR回路、LR回路の演算） 　５章
10：周期変化量の大きさ（実効値） ６章
11：複素数１（複素数の加算減算） 　７章
12：複素数２（オイラーの公式） 　７章
13：複素数による正弦波交流の取り扱い１ （正弦波の加
算を含む計算）　７章
14：複素数による正弦波交流の取り扱い２（正弦波の微分
積分を含む演算）　７章
15：複素数による正弦波交流の取り扱い３（LCR回路の
フェーザー演算）　７章

この科目の授業時間数は、試験時間を含めて２３．５時間
である。

◎－－－　テキスト　－－－◎

「第２版基礎電気回路」伊佐・谷口・岩井共著　森北出
版、2010年、2100円、（電子版または冊子版）
ISBN978-4-627-73292-2

◎－－－　参考書　－－－◎

・電気学会大学基礎講座「電気回路演習」電気学会
　ISBN4-88686-184-9

◎－－－　履修上・受講上の留意点　－－－◎

授業中の演習およびその提出に用いるためノートPCまたは
スマホを持参すること。



2019-7030000445-01電気回路Ⅰ

末次　正

◎電情:A-2

1.抵抗の直・並列回路、及びその複合回路の電流電圧が計算できる。 　(A-2)

2.重ね合わせの理とテブナンの定理を理解できる。　(A-2)

3.交流を表現する各種のパラメータを理解できる。　(A-2)

4.複素数を用いた交流の表現ができる。　(A-2)

5.電流源と電圧源、電力について理解できる。　(A-2)

◎　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。



2019-7030000446-01電気回路Ⅱ

 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：月・３時限　　試験時間割：後日発表　　

太郎丸　眞

◎－－－　概要　－－－◎

　本科目では電気回路Ⅰで学んだR（抵抗）に加え、C（キャパシタ）,L
（インダクタ）を含む交流回路の電流・電圧・電力の計算と設計を学習
する。交流は電源としてコンセントに来ている電力会社の電気（商用電
源）だけでなく、電車や電気自動車、ハイブリッド車のモータを駆動す
る可変周波数の電源（VVVFインバータ）にも使われる。また、マイ
ク、アンプ、スピーカーのオーディオ信号も交流であり、テレビ、ラジ
オ、携帯電話などの電波やアンテナの電流も、さらにはLANケーブルの
電流も交流電流である。このように交流に関する知識は、現代社会を支
える情報通信システムを理解する上で不可欠な基礎知識であり、電子工
学はもちろん，変復調や多重技術などの情報通信工学を学ぶ学生にとっ
て重要かつ必須な技術内容である。
　なお講義では，企業において携帯電話端末や無線通信機器の設計開発
を行った経験を踏まえ，実際の回路の具体例を交えて解説する．

◎－－－　到達目標　－－－◎

R,C,Lを含む複合回路について、電流電圧と位相差を計算でき、簡単な
回路設計に応用できる。(知識・理解)

交流電圧・電流の複素表示と複素平面におけるフェーザ表示を理解し、
それらを用いて回路計算ができる。(知識・理解)

各種交流電力の名称を理解し、電力や力率などを計算でき、力率改善回
路の設計を理解し説明できる。(知識・理解)

変成器の動作に関する知識を有し、電圧・電流の関係について説明でき
る。(知識・理解)

重ね合わせの理やテブナンの定理を理解し、回路計算に応用できる。
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

・テキストに事前に目を通し、可能な範囲で理解し、不明点は自分なり
に想像・推測して授業に臨む事。
・授業内容が理解できないと次の授業でついて行けなくなる。授業後速
やかに復習し、練習問題や章末問題、moodleの課題を解いて理解を確認
する事。
上記予習・復習を授業1回あたりそれぞれ1時間および2時間程度は行う
必要がある。

◎－－－　成績評価の基準　－－－◎

・２～３の閉回路を含む交流回路の電流・電圧、位相差が計算できるこ
と
・交流の複素数表示を理解し、複素平面で表示できること
・複素電力および力率の計算ができること
・理想変成器における電流電圧の関係とインピーダンス変換を理解して
いること
・重ね合わせの理やテブナンの定理を使いこなせること

◎－－－　成績評価の方法　－－－◎

宿題などの平常点10%、定期試験90%で評価する。

◎－－－　履修の条件・履修上の留意点　－－－◎

　電気回路Ⅰおよび工学基礎科目（特に数学科目全般）の内容を理解し
ていることを前提に講義するので、前期のこれらの科目を十分理解する
こと。電気は目に見えないが、水の流れに例えて考えるとわかりやす
い。電流を水流、電圧を水圧に、電位を水路の高低差に置き換えてイ
メージする癖をつけると良い。

◎－－－　JABEE学習・教育到達目標　－－－◎

　電子工学、通信工学、情報工学の基礎を幅広く理解すること
（B-2）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 直流回路計算の復習
2. 交流電流・電圧の複素数表示と実効値，平均値
3. L, C, Rのインピーダンスと微分方程式
4. 複素平面とフェーザ
5. アドミッタンスとインピーダンス
6. 交流回路の解法、電流・電圧の計算(1)
7. 交流回路の解法、電流・電圧の計算(2)
8. 共振回路とQ
9. 交流回路の電力(1)
10. 交流回路の電力(2)
11. 相互誘導と変成器および理想変成器
12. 重ね合わせの理とテブナンの定理
13. 二端子対回路と行列による特性表現
14. インピーダンス変換
15. 例題演習

この科目の授業時間数は試験時間を含めて23.5時間であ
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

電気回路Ⅰと同じテキスト
伊佐、谷口、岩井著、基礎電気回路（第2版）新装版，森
北出版　ISBN978-4-627-73293-3

◎－－－　参考書　－－－◎

大野、西著、大学課程　電気回路(1)（第3版），オーム
社，ISBN978-4-27413166-X



2019-7030000446-01電気回路Ⅱ

太郎丸　眞

◎電情:A-2

1.R,C,Lを含む複合回路について、電流電圧と位相差を計算でき、簡単な回路設
計に応用できる。　(A-2)

2.交流電圧・電流の複素表示と複素平面におけるフェーザ表示を理解し、それ
らを用いて回路計算ができる。　(A-2)

3.各種交流電力の名称を理解し、電力や力率などを計算でき、力率改善回路の
設計を理解し説明できる。　(A-2)

4.変成器の動作に関する知識を有し、電圧・電流の関係について説明できる。
　(A-2)

5.重ね合わせの理やテブナンの定理を理解し、回路計算に応用できる。　(A-2)

◎　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。



2019-7030000446-02電気回路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：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・６時限　　試験時間割：後日発表　　

太郎丸　眞

◎－－－　概要　－－－◎

　本科目では電気回路Ⅰで学んだR（抵抗）に加え、C（キャパシタ）,
L（インダクタ）を含む交流回路の電流・電圧・電力の計算と設計を学
習する。交流は電源としてコンセントに来ている電力会社の電気（商
用電源）だけでなく、電車や電気自動車、ハイブリッド車のモータを
駆動する可変周波数の電源（VVVFインバータ）にも使われる。また、
マイク、アンプ、スピーカーのオーディオ信号も交流であり、テレ
ビ、ラジオ、携帯電話などの電波やアンテナの電流も、さらにはLAN
ケーブルの電流も交流電流である。このように交流に関する知識は、
現代社会を支える情報通信システムを理解する上で不可欠な基礎知識
であり、電子工学はもちろん，変復調や多重技術などの情報通信工学
を学ぶ学生にとって重要かつ必須な技術内容である。
　なお講義では，企業において携帯電話端末や無線通信機器の設計開
発を行った経験を踏まえ，実際の回路の具体例を交えて解説する．

◎－－－　到達目標　－－－◎

R,C,Lを含む複合回路について、電流電圧と位相差を計算でき、簡単な
回路設計に応用できる。(知識・理解)

交流電圧・電流の複素表示と複素平面におけるフェーザ表示を理解
し、それらを用いて回路計算ができる。(知識・理解)

各種交流電力の名称を理解し、電力や力率などを計算でき、力率改善
回路の設計を理解し説明できる。(知識・理解)

変成器の動作に関する知識を有し、電圧・電流の関係について説明で
きる。(知識・理解)

重ね合わせの理やテブナンの定理を理解し、回路計算に応用できる。
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

・テキストに事前に目を通し、不明点は自分なりに推測・想像してか
ら授業に臨む事。
・授業内容が理解できないと次の授業でついて行けなくなる。授業後
速やかに復習し、練習問題や章末問題を解いて理解を確認する事。
これらの予習・復習を授業1回あたりそれぞれ1時間および2時間程度は
行う必要がある。

◎－－－　成績評価の基準　－－－◎

・２～３の閉回路を含む交流回路の電流・電圧、位相差が計算できる
こと
・交流の複素数表示を理解し、複素平面で表示できること
・複素電力および力率の計算ができること
・理想変成器における電流電圧の関係とインピーダンス変換を理解し
ていること
・重ね合わせの理やテブナンの定理を使いこなせること

◎－－－　成績評価の方法　－－－◎

宿題などの平常点20%、定期試験80%で評価する。

◎－－－　履修の条件・履修上の留意点　－－－◎

　電気回路Ⅰおよび工学基礎科目（特に数学科目全般）の内容を理解
していることを前提に講義するので、前期のこれらの科目を十分理解
すること。電気は目に見えないが、水の流れに例えて考えるとわかり
やすい。電流を水流、電圧を水圧に、電位を水路の高低差に置き換え
てイメージする癖をつけると良い。

◎－－－　JABEE学習・教育到達目標　－－－◎

　電子工学、通信工学、情報工学の基礎を幅広く理解すること
（B-2）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 直流回路計算の復習
2. 交流電流・電圧の複素数表示と実効値，平均値
3. L, C, Rのインピーダンスと微分方程式
4. 複素平面とフェーザ
5. アドミッタンスとインピーダンス
6. 交流回路の解法、電流・電圧の計算(1)
7. 交流回路の解法、電流・電圧の計算(2)
8. 共振回路とQ
9. 交流回路の電力(1)
10. 交流回路の電力(2)
11. 相互誘導と変成器および理想変成器
12. 重ね合わせの理とテブナンの定理
13. 二端子対回路と行列による特性表現
14. インピーダンス変換
15. 例題演習

この科目の授業時間数は試験時間を含めて23.5時間であ
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

電気回路Ⅰと同じテキスト
伊佐、谷口、岩井著、基礎電気回路（第2版）新装版，森
北出版　ISBN978-4-627-73293-3

◎－－－　参考書　－－－◎

大野、西著、大学課程　電気回路(1)（第3版），オーム
社，ISBN978-4-27413166-X



2019-7030000446-02電気回路Ⅱ「（再）」

太郎丸　眞

◎電情:A-2

1.R,C,Lを含む複合回路について、電流電圧と位相差を計算でき、簡単な回路設
計に応用できる。　(A-2)

2.交流電圧・電流の複素表示と複素平面におけるフェーザ表示を理解し、それ
らを用いて回路計算ができる。　(A-2)

3.各種交流電力の名称を理解し、電力や力率などを計算でき、力率改善回路の
設計を理解し説明できる。　(A-2)

4.変成器の動作に関する知識を有し、電圧・電流の関係について説明できる。
　(A-2)

5.重ね合わせの理やテブナンの定理を理解し、回路計算に応用できる。　(A-2)

◎　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。



2019-7030002078-01電子回路素子「（再）　【14台以前】」

 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　　

鈴木　孝将

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では電子工学全般についての基礎知識を概論的に紹介
する。また、2年次以降に始まる専門科目への導入内容も含ま
れている。具体的には、スマートフォン、デジタルカメラ、パ
ソコン、カーナビといった日常生活で良く使われている様々な
電子機器や通信機器の内部構成や動作原理、それらの機器で使
用されているオペアンプ、マイコン、メモリー、撮像素子等の
主要な集積回路について紹介する。また、電気磁気学と電気通
信、電子計算機の歴史的な発展について紹介する。さらに、電
気磁気学とその数学的土台であるベクトル解析の基礎と、電子
回路の主要構成素子である受動素子、ダイオード、バイポーラ
トランジスタ、MOS-FETについての基礎的な解説を行う。数
学的な正確さは犠牲にしても概念のリアルなモデルを頭の中に
描けるように、直感的な理解に重点をおいて解説する。講義中
に新しい言葉や概念が出てくることは避けられないが、できる
だけ高校時代の物理の延長線上で理解できるように講義を行
う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ベクトル解析と電気磁気学の基礎を理解して、説明できる。
(知識・理解)

身近な電子機器、通信機器の動作原理を理解して、説明でき
る。(知識・理解)

各種受動素子、半導体ダイオード、バイポーラトランジスタ、
MOS-FET等の機能と基本的な構造と動作原理を理解して、説
明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

講義の1週間前に講義資料をWEBページから提供するので講義
前に予習をすること(90分)。また、講義終了後はFUポータルに
復習のための課題を出すので、その課題を1週間以内に行い理
解を深めて積み残しのないようにすること(60分)。

◎－－－　成績評価の基準　－－－◎

電子通信工学全般の基礎知識を理解しているかどうかを評価の
基準とする。

◎－－－　成績評価の方法　－－－◎

定期試験の成績を3/4程度、復習のための課題と講義内の質問
を1/4程度考慮して総合的に評価を行う。

◎－－－　JABEE学習・教育到達目標　－－－◎

電子工学、通信工学、情報工学の基礎を幅広く理解すること。
（JABEE学習・教育到達目標の（B-２）に対応）

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　電子通信工学の内容説明、身近な電子機器のしくみ
2　パソコンと周辺機器のしくみ、電子通信工学の様々な
計測器
3　電気磁気学の発展
4　ベクトル解析の基礎
5　電気磁気学の基礎I
6　電気磁気学の基礎II
7　通信技術の発展、国際単位系
8　様々な電気通信のしくみ
9　電気通信の基礎(電磁波と同軸ケーブル)
10　エレクトロニクスの発展
11　抵抗器、コンデンサ、コイルの基礎
12　半導体素子と様々な集積回路
13　半導体内の電子統計と半導体の電気伝導の基礎
14　pn接合(ダイオード)とバイポーラトランジスタの基礎
15　MOS－FETの基礎とナノエレクトロニクス

この科目の授業時間数は、試験時間を含めて23.5時間であ
る。

◎－－－　URL　－－－◎

Suzuki Lab.
(http://www.tl.fukuoka-u.ac.jp/̃suzuki/)

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし

◎－－－　参考書　－－－◎

1.「カラー版徹底図解、通信のしくみ」高作義明著、新星
出版社、ISBN-13:　978-4405106659
2.「絵で見る電気の歴史」、岩本洋著、オーム社、
ISBN-13:　978-4274943232
3.物理テキストシリーズ「電磁気学」、砂川重信著、岩波
書店、ISBN-13:　978-4000077446
4.トランジスタ技術SPECIAL for フレッシャーズNo.102、
徹底図解　抵抗＆コンデンサ活用ノート、ISBN-13:
978-4789849029
5.「電子回路がわかる本」、宇田川弘著、オーム社、
ISBN-13: 978-4274035623



2019-7030002078-01電子回路素子「（再）　【14台以前】」

鈴木　孝将

◎電情:A-1,A-2

1.ベクトル解析と電気磁気学の基礎を理解して、説明できる。　(A-1)

2.身近な電子機器、通信機器の動作原理を理解して、説明できる。　(A-2)

3.各種受動素子、半導体ダイオード、バイポーラトランジスタ、MOS-FET等の
機能と基本的な構造と動作原理を理解して、説明できる。　(A-2)

◎　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。



2019-7030002003-01電子情報工学特論

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

大橋　正良、荒牧重登、上山憲昭、佐藤寿倫、末次正、鈴木孝将、高橋伸弥、太郎丸眞、鶴田直之、中西恒夫、名倉徹、文仙正俊、モシニャガワシリー、吉村賢治、田辺利文、前田佐嘉志、橋本浩二、崔雲、乙武北斗、秋山英久、柳生数馬、三角真、太田真衣、廣重法道、森慎太郎、請園智玲、古庄裕貴、古川雄大、李玉潔、西澤真一

◎－－－　概要　－－－◎

　今後の社会では技術革新がさらに進み、我々の生活も格段に豊かで便利
になるであろう。電子情報工学は、そのような時代の中核をなす基幹分野
である。しかし一方では、次々に開発される新しい技術について行くこと
が求められ、これまで培った知識があっという間に古くなってしまう。グ
ローバル化や技術革新が、思いもよらなかった問題を引き起こす可能性も
十分にある。あるいはまた、想定外の自然災害や大事故も起こるかもしれ
ない（そのことをわれわれは2011年の3月11日に痛切に思い知らされた）。
このような時代は、「予測困難な時代」と呼ばれており、特に電子情報工
学の技術者には、常に現状を問い直し、みずから問題点を発見し、適切な
問題設定とその解決策を模索しながら、新しい技術に興味を持って主体的
に学び続けてゆくという姿勢が強く求められる。
　しかし、どうすれば大学に適応でき、そのような人材に成長できるの
か、という問いへの答えは必ずしも自明ではない。この科目は、その答え
を見つける一つのきっかけ作りを目的とする。具体的には、現代社会の問
題や身の回りの課題に対して、電子情報工学がどのように役立ち、我々電
子情報工学技術者に何ができるのか、という問いを立て、自分の現状を知
り、教員やOBの話を聞き、自ら調べ、自分の考えをまとめて発表すること
を通じて、大学での学修に必要な学問的技法を修得しつつ、主体的に継続
して学ぶ人材に成長するための基盤づくりをする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

学問的技法、すなわち問いを立て、授業を聞き、ノートを取り、調べ、問
いに対する自分の答とその根拠を示した資料をまとめ、口頭発表する能力
の基礎を修得する。
(技能)

グループ内で意見を交換し、電子情報工学の社会貢献についてまとめるこ
とができるようになる。(技能)

電子情報工学と社会や身の回りの技術とのかかわりを知り、電子情報工学
技術者として成長することの目的ややりがいを考えることができるように
なる。(態度・志向性)

電子情報工学と社会や身の回りの技術とのかかわりについて、文献や種々
の情報媒体を利用して情報を集め、大学での学習の意義を理解し、自主
的、継続的に学習に取り組む意欲を身につける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　適宜出題される課題に対し、そのレポートを作成し提出すること(60
分)。また、最終課題のプレゼンテーションに向け、課題に関する調査を
行ってそのまとめの作業を行うこと(150分)。

◎－－－　成績評価の基準　－－－◎

１．学問的技法を活用して、適切な形式および内容のレポートを作成し、
プレゼンテーションを行える
２．現時点での自己分析や知識に基づき、大学4年間での学習の目標と計
画、あるいは目標と計画の立て方について述べることができる

◎－－－　成績評価の方法　－－－◎

　成績評価の内訳は、授業中のグループワークでの活動状況（30％）、レ
ポート(30％)、プレゼンテーションの演習(40％)とする。

◎－－－　履修の条件・履修上の留意点　－－－◎

　普段から、身の回りで電子情報工学がどのように応用されているかに注
意し、電子情報工学に関する様々なトピックについて広く読書すること。
また、主体的に学ぶ人材へ成長するための基盤を形成することが目的であ
るから、受け身にならず積極的に質問や発言をすること。

◎－－－　JABEE学習・教育到達目標　－－－◎

　文献や種々の情報媒体を利用して情報を集め、自主的、継続的に学習で
きる能力。（JABEE学習・教育到達目標の（A－３）に対応）
　論理的な文章の記述や口頭発表により情報システムを説明する能力。
（JABEE学習・教育到達目標の（C－４）に対応）

◎－－－　授業計画　－－－◎

授業タイトル
授業内容

1,2
新入生研修（担当教員全員）　
一緒に切磋琢磨して学ぶ仲間を作る
 

3

学科ガイダンス（担当教員全員）
学科の人材養成の目的を知り、社会の変化や時代の要求についてグループで
考えてみる

4

学科ガイダンス（担当教員全員）
カリキュラムの体系を知り、時代の要求にこたえるために、大学で何を学ぶ
べきか、何が学べそうかをグループで考えてみる

5
コンピテンシーテスト（鈴木）
テストを受け、後日受け取る結果の見方、自己分析の仕方を知る

6
SPI模擬テスト（鈴木）
ＳＰＩの模擬テストを受験して、自分の基礎学力を認識する

7
日本語力テスト（上山）
授業一般や就職活動で重要な日本語力について自分の実力を知り、今後の学
修に役立てる

8
先輩と語る（太郎丸）
産業界で活躍されている本学科の卒業生の講演を聞き、電子情報工学と社会
との関わりや大学生活を有意義にする方法について考える

9
技術者倫理（太郎丸）
社会人として、技術者として守るべき技術者倫理について考える

10, 11
メディアリテラシー（吉村、鶴田）

図書館やICTを使って調べるリテラシーや、利用上のエチケットなどについて
理解し、最終プレゼンテーションのための準備を始める

12
プレゼンテーション技法（文仙）

プレゼンテーションの基本技術を理解し、自分の考えをまとめる準備をする

13
プレゼンテーションの準備（担当教員全員）
自分の考えをまとめ、最終プレゼンテーションの準備を行う

14, 15
最終プレゼンテーション（担当教員全員）
現時点での自己分析と知識に基づき、大学4年間での学習の目標と計画、ある
いは目標と計画の立て方について発表する

この科目の授業時間は22.5時間である。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。



2019-7030002003-01電子情報工学特論

大橋　正良、荒牧重登、上山憲昭、佐藤寿倫、末次正、鈴木孝将、高橋伸弥、太郎丸眞、鶴田直之、中西恒夫、名倉徹、文仙正俊、モシニャガワシリー、吉村賢治、田辺利文、前田佐嘉志、橋本浩二、崔雲、乙武北斗、秋山英久、柳生数馬、三角真、太田真衣、廣重法道、森慎太郎、請園智玲、古庄裕貴、古川雄大、李玉潔、西澤真一

◎電情:B-2,B-4,C-2,C-3

1.学問的技法、すなわち問いを立て、授業を聞き、ノートを取り、調べ、問い
に対する自分の答とその根拠を示した資料をまとめ、口頭発表する能力の基礎
を修得する。
　(B-2)

2.グループ内で意見を交換し、電子情報工学の社会貢献についてまとめること
ができるようになる。　(B-4)

3.電子情報工学と社会や身の回りの技術とのかかわりを知り、電子情報工学技
術者として成長することの目的ややりがいを考えることができるようになる。
　(C-2)

4.電子情報工学と社会や身の回りの技術とのかかわりについて、文献や種々の
情報媒体を利用して情報を集め、大学での学習の意義を理解し、自主的、継続
的に学習に取り組む意欲を身につける。　(C-3)

◎　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。



2019-7030002005-01プログラミングⅠ「TL-a」

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

吉村　賢治

◎－－－　概要　－－－◎

　今日、コンピュータは様々な分野において必要不可欠な道具になってい
る。しかし、現在のコンピュータはわれわれの望んでいることを自動的に
行ってくれるまでには進歩していない。コンピュータは与えられた作業手
順に従って、数値演算や論理演算を行う機械であり、コンピュータを便利
な道具として使いこなすためには、適切な作業手順の作り方を知っている
必要がある。このコンピュータに与えられる作業手順のことをプログラム
といい、プログラムの記述に用いられる言語をプログラミング言語とい
う。そして、プログラミング言語を用いてプログラムを作成する作業をプ
ログラミングという。
　この講義では、プログラミング言語の一つであるＣ言語を使用してプロ
グラミングの入門を行うとともに、プログラミングの学習を通じてコン
ピュータはどのように動いて、どんなことができるのかを学習し、オペ
レーティングシステムLINUX上でＣ言語による基本的なプログラムの作
成・実行が行えるようになることを目標とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) 2進数、8進数、16進数について理解し、利用できる。(知識・理解)

(2) コンピュータにおける整数、実数の表現方法について理解する。(知識・
理解)

(3) C言語によるプログラムの作成・実行方法の基本を修得する。(知識・理
解)

(4) C言語における基本的な演算について理解し、演算を利用したプログラ
ムを書くことができる。(知識・理解)

(5) C言語における判断文（if文）について理解し、判断文を利用したプログ
ラムを書くことができる。(知識・理解)

(6) C言語における繰返し（while文、do while文、for文）について理解し、
繰返しを利用したプログラムを書くことができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　講義の1週間前に講義資料をFUポータルから提供するので事前に予習し
（90分）、講義終了後は1週間以内に復習のための課題を行うこと（90
分）。

◎－－－　成績評価の基準　－－－◎

(1)　コンピュータにおけるデータの表現方法について理解していること。
（到達目標の(1)(2)に対応）
(2)　LINUX上で、プログラムを作成して実行できること。（到達目標の(3)
に対応）
(3)　Ｃ言語を用いて、判断、繰返しを使う基本的なプログラムを記述でき
ること。（到達目標の(4)(5)(6)に対応）

◎－－－　成績評価の方法　－－－◎

　中間テストと期末テストの結果と復習として行うmoodle上の小テスト、
プログラミング課題、毎回の授業態度（授業中のノートテーキングを
チェックする）により評価する。評価の割合は中間テスト10％、期末テス
トを60％、moodleによる小テストを10％、プログラミング課題を10％、毎
回の授業態度を10％とする。プログラミング課題については翌週にフィー
ドバックとして解説を行います。

◎－－－　履修の条件と履修上の留意点　－－－◎

　本科目は必修科目であり、履修の条件は特にない。全般的な注意とし
て、プログラミング技術を習得するためには実際に自分の手と頭を使って
実習することが重要であることを強調しておく。また、この授業用のノー
トを用意し、授業の要点をノートすることを義務付ける。毎回の授業中に
ノートをチェックし、授業態度の評価点を付ける。

◎－－－　JABEE学習・教育到達目標　－－－◎

　電子工学、通信工学、情報工学の基礎を幅広く理解すること。（JABEE
学習・教育到達目標の（B－２）に対応）

◎－－－　授業計画　－－－◎

 
授業内容
学習目標

1
プログラミング　
プログラミングに関係する諸概念を知る

2
コンピュータの構成
コンピュータの基本構成を知り、２進数、８進数、16進数について理解する

3
データの表現
コンピュータにおける整数と実数、文字の表現について理解する

4
アルゴリズムの表現
フローチャートとPADについて理解する

5
基本的なＣの規則
簡単なＣ言語のプログラムを入力し、コンパイルして実行することができる

6
データの入出力(1)
変数とデータ型について理解する

7
データの入出力(2)
printf,とscanf を使って簡単な入出力ができる

8
中間テスト
１～７の内容に対する理解度の確認

9
簡単な計算
定数と変数、演算子と代入について理解する

10
Ｃプリプロセッサ
Ｃプリプロセッサの基本的な機能について理解する

11
条件判断
if文と条件式の書き方について理解する

12
繰返し１
while文を使った繰返しの記述について理解する

13
繰返し２
for文を使った繰返しの記述について理解する

14
繰返し３
do while文を使った繰返しの記述について理解する

15
if文と繰返しの復習
if文と繰り返しを使ったプログラムの記述について理解する

この科目の授業時間数は、試験時間を含めて23.5時間である。

◎－－－　URL　－－－◎

講義で使用するスライド
(http://www.tl.fukuoka-u.ac.jp/̃yosimura//c1ppt/index.html)

◎－－－　テキスト　－－－◎

吉村賢治著:「Ｃ言語によるプログラミング入門」（朝倉書店）、2200円、2014年、
ISBN978-4-254-12205-3

◎－－－　参考文献　－－－◎

(1)　L. Hancock, M. Krieger, S. Zamir著、倉骨彰、三浦明美訳:「改定第3版Ｃ言語入門」（アス
キー出版局）、ISBN4-7561-0270-0
(2)　B. W. Kernighan, D. M. Ritchie著、石田晴久訳:「プログラミング言語Ｃ第２版」（共立出
版）、ISBN4-3200-2692-6



2019-7030002005-01プログラミングⅠ「TL-a」

吉村　賢治

◎電情:A-2

1.(1) 2進数、8進数、16進数について理解し、利用できる。　(A-2)

2.(2) コンピュータにおける整数、実数の表現方法について理解する。　(A-2)

3.(3) C言語によるプログラムの作成・実行方法の基本を修得する。　(A-2)

4.(4) C言語における基本的な演算について理解し、演算を利用したプログラム
を書くことができる。　(A-2)

5.(5) C言語における判断文（if文）について理解し、判断文を利用したプログ
ラムを書くことができる。　(A-2)

6.(6) C言語における繰返し（while文、do while文、for文）について理解し、繰
返しを利用したプログラムを書くことができる。　(A-2)

◎　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。



2019-7030002005-02プログラミングⅠ「TL-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　　

吉村　賢治

◎－－－　概要　－－－◎

　今日、コンピュータは様々な分野において必要不可欠な道具になってい
る。しかし、現在のコンピュータはわれわれの望んでいることを自動的に
行ってくれるまでには進歩していない。コンピュータは与えられた作業手
順に従って、数値演算や論理演算を行う機械であり、コンピュータを便利
な道具として使いこなすためには、適切な作業手順の作り方を知っている
必要がある。このコンピュータに与えられる作業手順のことをプログラム
といい、プログラムの記述に用いられる言語をプログラミング言語とい
う。そして、プログラミング言語を用いてプログラムを作成する作業をプ
ログラミングという。
　この講義では、プログラミング言語の一つであるＣ言語を使用してプロ
グラミングの入門を行うとともに、プログラミングの学習を通じてコン
ピュータはどのように動いて、どんなことができるのかを学習し、オペ
レーティングシステムLINUX上でＣ言語による基本的なプログラムの作
成・実行が行えるようになることを目標とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) 2進数、8進数、16進数について理解し、利用できる。(知識・理解)

(2) コンピュータにおける整数、実数の表現方法について理解する。(知識・
理解)

(3) C言語によるプログラムの作成・実行方法の基本を修得する。(知識・理
解)

(4) C言語における基本的な演算について理解し、演算を利用したプログラ
ムを書くことができる。(知識・理解)

(5) C言語における判断文（if文）について理解し、判断文を利用したプログ
ラムを書くことができる。(知識・理解)

(6) C言語における繰返し（while文、do while文、for文）について理解し、
繰返しを利用したプログラムを書くことができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　講義の1週間前に講義資料をFUポータルから提供するので事前に予習し
（90分）、講義終了後は1週間以内に復習のための課題を行うこと（90
分）。

◎－－－　成績評価の基準　－－－◎

(1)　コンピュータにおけるデータの表現方法について理解していること。
（到達目標の(1)(2)に対応）
(2)　LINUX上で、プログラムを作成して実行できること。（到達目標の(3)
に対応）
(3)　Ｃ言語を用いて、判断、繰返しを使う基本的なプログラムを記述でき
ること。（到達目標の(4)(5)(6)に対応）

◎－－－　成績評価の方法　－－－◎

　中間テストと期末テストの結果と復習として行うmoodle上の小テスト、
プログラミング課題、毎回の授業態度（授業中のノートテーキングを
チェックする）により評価する。評価の割合は中間テスト10％、期末テス
トを60％、moodleによる小テストを10％、プログラミング課題を10％、毎
回の授業態度を10％とする。プログラミング課題については翌週にフィー
ドバックとして解説を行います。

◎－－－　履修の条件と履修上の留意点　－－－◎

　本科目は必修科目であり、履修の条件は特にない。全般的な注意とし
て、プログラミング技術を習得するためには実際に自分の手と頭を使って
実習することが重要であることを強調しておく。また、この授業用のノー
トを用意し、授業の要点をノートすることを義務付ける。毎回の授業中に
ノートをチェックし、授業態度の評価点を付ける。

◎－－－　JABEE学習・教育到達目標　－－－◎

　電子工学、通信工学、情報工学の基礎を幅広く理解すること。（JABEE
学習・教育到達目標の（B－２）に対応）

◎－－－　授業計画　－－－◎

 
授業内容
学習目標

1
プログラミング　
プログラミングに関係する諸概念を知る

2
コンピュータの構成
コンピュータの基本構成を知り、２進数、８進数、16進数について理解する

3
データの表現
コンピュータにおける整数と実数、文字の表現について理解する

4
アルゴリズムの表現
フローチャートとPADについて理解する

5
基本的なＣの規則
簡単なＣ言語のプログラムを入力し、コンパイルして実行することができる

6
データの入出力(1)
変数とデータ型について理解する

7
データの入出力(2)
printf,とscanf を使って簡単な入出力ができる

8
中間テスト
１～７の内容に対する理解度の確認

9
簡単な計算
定数と変数、演算子と代入について理解する

10
Ｃプリプロセッサ
Ｃプリプロセッサの基本的な機能について理解する

11
条件判断
if文と条件式の書き方について理解する

12
繰返し１
while文を使った繰返しの記述について理解する

13
繰返し２
for文を使った繰返しの記述について理解する

14
繰返し３
do while文を使った繰返しの記述について理解する

15
if文と繰返しの復習
if文と繰り返しを使ったプログラムの記述について理解する

この科目の授業時間数は、試験時間を含めて23.5時間である。

◎－－－　URL　－－－◎

講義で使用するスライド
(http://www.tl.fukuoka-u.ac.jp/̃yosimura//c1ppt/index.html)

◎－－－　テキスト　－－－◎

吉村賢治著:「Ｃ言語によるプログラミング入門」（朝倉書店）、2200円、2014年、
ISBN978-4-254-12205-3

◎－－－　参考文献　－－－◎

(1)　L. Hancock, M. Krieger, S. Zamir著、倉骨彰、三浦明美訳:「改定第3版Ｃ言語入門」（アス
キー出版局）、ISBN4-7561-0270-0
(2)　B. W. Kernighan, D. M. Ritchie著、石田晴久訳:「プログラミング言語Ｃ第２版」（共立出
版）、ISBN4-3200-2692-6



2019-7030002005-02プログラミングⅠ「TL-b」

吉村　賢治

◎電情:A-2

1.(1) 2進数、8進数、16進数について理解し、利用できる。　(A-2)

2.(2) コンピュータにおける整数、実数の表現方法について理解する。　(A-2)

3.(3) C言語によるプログラムの作成・実行方法の基本を修得する。　(A-2)

4.(4) C言語における基本的な演算について理解し、演算を利用したプログラム
を書くことができる。　(A-2)

5.(5) C言語における判断文（if文）について理解し、判断文を利用したプログ
ラムを書くことができる。　(A-2)

6.(6) C言語における繰返し（while文、do while文、for文）について理解し、繰
返しを利用したプログラムを書くことができる。　(A-2)

◎　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。



2019-7030002005-03プログラミングⅠ「（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：火・５時限　　試験時間割：後日発表　　

請園　智玲

◎－－－　概要　－－－◎

　今日、コンピュータは様々な分野において必要不可欠な道具になってい
る。しかし、現在のコンピュータはわれわれの望んでいることを自動的に
行ってくれるまでには進歩していない。コンピュータは与えられた作業手
順に従って、数値演算や論理演算を行う機械であり、コンピュータを便利
な道具として使いこなすためには、適切な作業手順の作り方を知っている
必要がある。このコンピュータに与えられる作業手順のことをプログラム
といい、プログラムの記述に用いられる言語をプログラミング言語とい
う。そして、プログラミング言語を用いてプログラムを作成する作業をプ
ログラミングという。
　この講義では、プログラミング言語の一つであるＣ言語を使用してプロ
グラミングの入門を行うとともに、プログラミングの学習を通じてコン
ピュータはどのように動いて、どんなことができるのかを学習し、オペ
レーティングシステムLINUX上でＣ言語による基本的なプログラムの作
成・実行が行えるようになることを目標とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) 2進数、8進数、16進数について理解し、利用できる。(知識・理解)

(2) コンピュータにおける整数、実数の表現方法について理解する。(知識・
理解)

(3) C言語によるプログラムの作成・実行方法の基本を修得する。(知識・理
解)

(4) C言語における基本的な演算について理解し、演算を利用したプログラ
ムを書くことができる。(知識・理解)

(5) C言語における判断文（if文）について理解し、判断文を利用したプログ
ラムを書くことができる。(知識・理解)

(6) C言語における繰返し（while文、do while文、for文）について理解し、
繰返しを利用したプログラムを書くことができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　講義の1週間前に講義資料をFUポータルから提供するので事前に予習し
（90分）、講義終了後は1週間以内に復習のための課題を行うこと（90
分）。

◎－－－　成績評価の基準　－－－◎

(1)　コンピュータにおけるデータの表現方法について理解していること。
（到達目標の(1)(2)に対応）
(2)　LINUX上で、プログラムを作成して実行できること。（到達目標の(3)
に対応）
(3)　Ｃ言語を用いて、判断、繰返しを使う基本的なプログラムを記述でき
ること。（到達目標の(4)(5)(6)に対応）

◎－－－　成績評価の方法　－－－◎

　中間テストと期末テストの結果と復習として行うmoodle上の小テスト、
プログラミング課題、毎回の授業態度（授業中のノートテーキングを
チェックする）により評価する。評価の割合は中間テスト10％、期末テス
トを60％、moodleによる小テストを10％、プログラミング課題を10％、毎
回の授業態度を10％とする。プログラミング課題については翌週にフィー
ドバックとして解説を行います。

◎－－－　履修の条件と履修上の留意点　－－－◎

　本科目は必修科目であり、履修の条件は特にない。全般的な注意とし
て、プログラミング技術を習得するためには実際に自分の手と頭を使って
実習することが重要であることを強調しておく。また、この授業用のノー
トを用意し、授業の要点をノートすることを義務付ける。毎回の授業中に
ノートをチェックし、授業態度の評価点を付ける。

◎－－－　JABEE学習・教育到達目標　－－－◎

　電子工学、通信工学、情報工学の基礎を幅広く理解すること。（JABEE
学習・教育到達目標の（B－２）に対応）

◎－－－　授業計画　－－－◎

 
授業内容
学習目標

1
プログラミング　
プログラミングに関係する諸概念を知る

2
コンピュータの構成
コンピュータの基本構成を知り、２進数、８進数、16進数について理解する

3
データの表現
コンピュータにおける整数と実数、文字の表現について理解する

4
アルゴリズムの表現
フローチャートとPADについて理解する

5
基本的なＣの規則
簡単なＣ言語のプログラムを入力し、コンパイルして実行することができる

6
データの入出力(1)
変数とデータ型について理解する

7
データの入出力(2)
printf,とscanf を使って簡単な入出力ができる

8
中間テスト
１～７の内容に対する理解度の確認

9
簡単な計算
定数と変数、演算子と代入について理解する

10
Ｃプリプロセッサ
Ｃプリプロセッサの基本的な機能について理解する

11
条件判断
if文と条件式の書き方について理解する

12
繰返し１
while文を使った繰返しの記述について理解する

13
繰返し２
for文を使った繰返しの記述について理解する

14
繰返し３
do while文を使った繰返しの記述について理解する

15
if文と繰返しの復習
if文と繰り返しを使ったプログラムの記述について理解する

この科目の授業時間数は、試験時間を含めて23.5時間である。

◎－－－　URL　－－－◎

講義で使用するスライド
(http://www.tl.fukuoka-u.ac.jp/̃yosimura//c1ppt/index.html)

◎－－－　テキスト　－－－◎

吉村賢治著:「Ｃ言語によるプログラミング入門」（朝倉書店）、2200円、2014年、
ISBN978-4-254-12205-3

◎－－－　参考文献　－－－◎

(1)　L. Hancock, M. Krieger, S. Zamir著、倉骨彰、三浦明美訳:「改定第3版Ｃ言語入門」（アス
キー出版局）、ISBN4-7561-0270-0
(2)　B. W. Kernighan, D. M. Ritchie著、石田晴久訳:「プログラミング言語Ｃ第２版」（共立出
版）、ISBN4-3200-2692-6



2019-7030002005-03プログラミングⅠ「（再）」

請園　智玲

◎電情:A-2

1.(1) 2進数、8進数、16進数について理解し、利用できる。　(A-2)

2.(2) コンピュータにおける整数、実数の表現方法について理解する。　(A-2)

3.(3) C言語によるプログラムの作成・実行方法の基本を修得する。　(A-2)

4.(4) C言語における基本的な演算について理解し、演算を利用したプログラム
を書くことができる。　(A-2)

5.(5) C言語における判断文（if文）について理解し、判断文を利用したプログ
ラムを書くことができる。　(A-2)

6.(6) C言語における繰返し（while文、do while文、for文）について理解し、繰
返しを利用したプログラムを書くことができる。　(A-2)

◎　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。



2019-7030002006-01プログラミングⅡ「TL-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　　

吉村　賢治

◎－－－　概要　－－－◎

　今日、コンピュータは様々な分野において必要不可欠な道具になってい
る。しかし、現在のコンピュータはわれわれの望んでいることを自動的に
行ってくれるまでには進歩していない。コンピュータは与えられた作業手
順に従って、数値演算や論理演算を行う機械であり、コンピュータを便利
な道具として使いこなすためには、適切な作業手順の作り方を知っている
必要がある。このコンピュータに与えられる作業手順のことをプログラム
といい、プログラムの記述に用いられる言語をプログラミング言語とい
う。そして、プログラミング言語を用いてプログラムを作成する作業をプ
ログラミングという。
　この講義では、プログラミング言語の一つであるＣ言語を使用してプロ
グラミングの入門を行うとともに、プログラミングの学習を通じてコン
ピュータはどのように動いて、どんなことができるのかを学習し、オペ
レーティングシステムLINUX上でＣ言語による基本的なプログラムの作
成・実行が行えるようになることを目標とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) C言語の配列について理解し、配列を利用したプログラムを書くことが
できる。(知識・理解)

(2) C言語の関数定義について理解し、関数を利用したプログラムを書くこ
とができる。(知識・理解)

(3) C言語のポインタについて理解し、ポインタを利用したプログラムを書
くことができる。(知識・理解)

(4) C言語の構造体について理解し、構造体を利用したプログラムを書くこ
とができる。(知識・理解)

(5) C言語のファイル入出力について理解し、ファイル入出力を利用したプ
ログラムを書くことができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　講義の1週間前に講義資料をFUポータルから提供するので事前に予習し
（90分）、講義終了後は1週間以内に復習のための課題を行うこと（90
分）。

◎－－－　成績評価の基準　－－－◎

(1)　Ｃ言語における配列、ポインタ、構造体について理解していること。
（到達目標の(1)(2)(4)に対応）
(2)　Ｃ言語における関数定義を使った基本的なプログラムを記述できるこ
と。（到達目標の(3)に対応）
(3) Ｃ言語でファイルの入出力を行う基本的なプログラムを記述できるこ
と。（到達目標の(5)に対応）

◎－－－　成績評価の方法　－－－◎

　中間テストと期末テストの結果と復習として行うmoodle上の小テスト、
プログラミング課題、毎回の授業態度（授業中のノートテーキングを
チェックする）により評価する。評価の割合は中間テスト10％、期末テス
トを60％、moodleによる小テストを10％、プログラミング課題を10％、毎
回の授業態度を10％とする。プログラミング課題については翌週にフィー
ドバックとして解説を行います。

◎－－－　履修の条件と履修上の留意点　－－－◎

　本科目は必修科目であり、履修の条件は特にない。全般的な注意とし
て、プログラミング技術を習得するためには実際に自分の手と頭を使って
実習することが重要であることを強調しておく。また、この授業用のノー
トを用意し、授業の要点をノートすることを義務付ける。毎回の授業中に
ノートをチェックし、授業態度の評価点を付ける。

◎－－－　JABEE学習・教育到達目標　－－－◎

　電子工学、通信工学、情報工学の基礎を幅広く理解すること。（JABEE
学習・教育到達目標の（B－２）に対応）

◎－－－　授業計画　－－－◎

 
授業内容
学習目標

1
一次元配列　
一次元配列について理解する

2
多次元配列
多次元配列について理解する

3
多次元配列の利用例
連立一次方程式の解法を行うプログラムを例に多次元配列の利用方法について理解する

4
関数と変数の有効範囲
関数と変数の有効範囲の関係について理解する

5
関数と変数の記憶クラス
関数と変数の記憶クラスの関係について理解する

6,7
関数と分割コンパイル
分割コンパイルとLINUXのmakeコマンドの使い方を知る

8
再帰呼出し
再帰呼出しについて理解する

9
中間テスト
１～７の内容に対する理解度の確認

10
ポインタ
ポインタの概念と利用方法について理解する

11
ポインタの利用
配列、関数とポインタの関係について理解する

12
文字と文字列
文字と文字列を処理するプログラムについて理解する

13
構造体
構造体について理解する

14
ビット処理
ビット演算子とその利用について理解する

15
ファイルの入出力
ファイル入出力について理解する

この科目の授業時間数は、試験時間を含めて23.5時間である。

◎－－－　URL　－－－◎

講義で使用するスライド
(http://www.tl.fukuoka-u.ac.jp/̃yosimura//c2ppt/index.html)

◎－－－　テキスト　－－－◎

吉村賢治著:「Ｃ言語によるプログラミング入門」（朝倉書店）、2200円、2014年、
ISBN978-4-254-12205-3

◎－－－　参考文献　－－－◎

(1)　L. Hancock, M. Krieger, S. Zamir著、倉骨彰、三浦明美訳:「改定第3版Ｃ言語入門」
（アスキー出版局）、ISBN4-7561-0270-0
(2)　B. W. Kernighan, D. M. Ritchie著、石田晴久訳:「プログラミング言語Ｃ第２版」（共立
出版）、ISBN4-3200-2692-6



2019-7030002006-01プログラミングⅡ「TL-a」

吉村　賢治

◎電情:A-2

1.(1) C言語の配列について理解し、配列を利用したプログラムを書くことがで
きる。　(A-2)

2.(2) C言語の関数定義について理解し、関数を利用したプログラムを書くこと
ができる。　(A-2)

3.(3) C言語のポインタについて理解し、ポインタを利用したプログラムを書く
ことができる。　(A-2)

4.(4) C言語の構造体について理解し、構造体を利用したプログラムを書くこと
ができる。　(A-2)

5.(5) C言語のファイル入出力について理解し、ファイル入出力を利用したプロ
グラムを書くことができる。　(A-2)

◎　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。



2019-7030002006-02プログラミングⅡ「TL-b」

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

吉村　賢治

◎－－－　概要　－－－◎

　今日、コンピュータは様々な分野において必要不可欠な道具になってい
る。しかし、現在のコンピュータはわれわれの望んでいることを自動的に
行ってくれるまでには進歩していない。コンピュータは与えられた作業手
順に従って、数値演算や論理演算を行う機械であり、コンピュータを便利
な道具として使いこなすためには、適切な作業手順の作り方を知っている
必要がある。このコンピュータに与えられる作業手順のことをプログラム
といい、プログラムの記述に用いられる言語をプログラミング言語とい
う。そして、プログラミング言語を用いてプログラムを作成する作業をプ
ログラミングという。
　この講義では、プログラミング言語の一つであるＣ言語を使用してプロ
グラミングの入門を行うとともに、プログラミングの学習を通じてコン
ピュータはどのように動いて、どんなことができるのかを学習し、オペ
レーティングシステムLINUX上でＣ言語による基本的なプログラムの作
成・実行が行えるようになることを目標とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) C言語の配列について理解し、配列を利用したプログラムを書くことが
できる。(知識・理解)

(2) C言語の関数定義について理解し、関数を利用したプログラムを書くこ
とができる。(知識・理解)

(3) C言語のポインタについて理解し、ポインタを利用したプログラムを書
くことができる。(知識・理解)

(4) C言語の構造体について理解し、構造体を利用したプログラムを書くこ
とができる。(知識・理解)

(5) C言語のファイル入出力について理解し、ファイル入出力を利用したプ
ログラムを書くことができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　講義の1週間前に講義資料をFUポータルから提供するので事前に予習し
（90分）、講義終了後は1週間以内に復習のための課題を行うこと（90
分）。

◎－－－　成績評価の基準　－－－◎

(1)　C言語における配列、ポインタ、構造体について理解していること。
（到達目標の(1)(2)(4)に対応）
(2)　C言語における関数定義を使った基本的なプログラムを記述できるこ
と。（到達目標の(3)に対応）
(3) C言語でファイルの入出力を行う基本的なプログラムを記述できるこ
と。（到達目標の(5)に対応）

◎－－－　成績評価の方法　－－－◎

　中間テストと期末テストの結果と復習として行うmoodle上の小テスト、
プログラミング課題、毎回の授業態度（授業中のノートテーキングを
チェックする）により評価する。評価の割合は中間テスト10％、期末テス
トを60％、moodleによる小テストを10％、プログラミング課題を10％、毎
回の授業態度を10％とする。プログラミング課題については翌週にフィー
ドバックとして解説を行います。

◎－－－　履修の条件と履修上の留意点　－－－◎

　本科目は必修科目であり、履修の条件は特にない。全般的な注意とし
て、プログラミング技術を習得するためには実際に自分の手と頭を使って
実習することが重要であることを強調しておく。また、この授業用のノー
トを用意し、授業の要点をノートすることを義務付ける。毎回の授業中に
ノートをチェックし、授業態度の評価点を付ける。

◎－－－　JABEE学習・教育到達目標　－－－◎

　電子工学、通信工学、情報工学の基礎を幅広く理解すること。（JABEE
学習・教育到達目標の（B－２）に対応）

◎－－－　授業計画　－－－◎

 
授業内容
学習目標

1
一次元配列　
一次元配列について理解する

2
多次元配列
多次元配列について理解する

3
多次元配列の利用例
連立一次方程式の解法を行うプログラムを例に多次元配列の利用方法について理解する

4
関数と変数の有効範囲
関数と変数の有効範囲の関係について理解する

5
関数と変数の記憶クラス
関数と変数の記憶クラスの関係について理解する

6,7
関数と分割コンパイル
分割コンパイルとLINUXのmakeコマンドの使い方を知る

8
再帰呼出し
再帰呼出しについて理解する

9
中間テスト
１～７の内容に対する理解度の確認

10
ポインタ
ポインタの概念と利用方法について理解する

11
ポインタの利用
配列、関数とポインタの関係について理解する

12
文字と文字列
文字と文字列を処理するプログラムについて理解する

13
構造体
構造体について理解する

14
ビット処理
ビット演算子とその利用について理解する

15
ファイルの入出力
ファイル入出力について理解する

この科目の授業時間数は、試験時間を含めて23.5時間である。

◎－－－　URL　－－－◎

講義で使用するスライド
(http://www.tl.fukuoka-u.ac.jp/̃yosimura//c2ppt/index.html)

◎－－－　テキスト　－－－◎

吉村賢治著:「Ｃ言語によるプログラミング入門」（朝倉書店）、2200円、2014年、
ISBN978-4-254-12205-3

◎－－－　参考文献　－－－◎

(1)　L. Hancock, M. Krieger, S. Zamir著、倉骨彰、三浦明美訳:「改定第3版Ｃ言語入門」
（アスキー出版局）、ISBN4-7561-0270-0
(2)　B. W. Kernighan, D. M. Ritchie著、石田晴久訳:「プログラミング言語Ｃ第２版」（共立
出版）、ISBN4-3200-2692-6



2019-7030002006-02プログラミングⅡ「TL-b」

吉村　賢治

◎電情:A-2

1.(1) C言語の配列について理解し、配列を利用したプログラムを書くことがで
きる。　(A-2)

2.(2) C言語の関数定義について理解し、関数を利用したプログラムを書くこと
ができる。　(A-2)

3.(3) C言語のポインタについて理解し、ポインタを利用したプログラムを書く
ことができる。　(A-2)

4.(4) C言語の構造体について理解し、構造体を利用したプログラムを書くこと
ができる。　(A-2)

5.(5) C言語のファイル入出力について理解し、ファイル入出力を利用したプロ
グラムを書くことができる。　(A-2)

◎　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。



2019-7030002006-03プログラミングⅡ「（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：火・５時限　　試験時間割：後日発表　　

乙武　北斗

◎－－－　概要　－－－◎

　今日、コンピュータは様々な分野において必要不可欠な道具になっ
ている。しかし、現在のコンピュータはわれわれの望んでいることを
自動的に行ってくれるまでには進歩していない。コンピュータは与え
られた作業手順に従って、数値演算や論理演算を行う機械であり、コ
ンピュータを便利な道具として使いこなすためには、適切な作業手順
の作り方を知っている必要がある。このコンピュータに与えられる作
業手順のことをプログラムといい、プログラムの記述に用いられる言
語をプログラミング言語という。そして、プログラミング言語を用い
てプログラムを作成する作業をプログラミングという。
　この講義では、プログラミング言語の一つであるＣ言語を使用して
プログラミングの入門を行うとともに、プログラミングの学習を通じ
てコンピュータはどのように動いて、どんなことができるのかを学習
し、オペレーティングシステムLINUX上でＣ言語による基本的なプロ
グラムの作成・実行が行えるようになることを目標とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) C言語の配列について理解し、配列を利用したプログラムを書くこ
とができる。(知識・理解)

(2) C言語の関数定義について理解し、関数を利用したプログラムを書
くことができる。(知識・理解)

(3) C言語のポインタについて理解し、ポインタを利用したプログラム
を書くことができる。(知識・理解)

(4) C言語の構造体について理解し、構造体を利用したプログラムを書
くことができる。(知識・理解)

(5) C言語のファイル入出力について理解し、ファイル入出力を利用し
たプログラムを書くことができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習（予習・復習）　－－－◎

　講義の1週間前に講義資料をFUポータルから提供するので事前に予習
し（90分）、講義終了後は1週間以内に復習のための課題を行うこと
（90分）。

◎－－－　成績評価の基準　－－－◎

(1)　Ｃ言語における配列、ポインタ、構造体について理解しているこ
と。（到達目標の(1)(2)(4)に対応）
(2)　Ｃ言語における関数定義を使った基本的なプログラムを記述でき
ること。（到達目標の(3)に対応）
(3) Ｃ言語でファイルの入出力を行う基本的なプログラムを記述できる
こと。（到達目標の(5)に対応）

◎－－－　成績評価の方法　－－－◎

　中間テストと期末テストの結果と復習として行うmoodle上の小テス
ト、プログラミング課題により評価する。評価の割合は中間テスト
10％、期末テストを80％、moodleによる小テスト・プログラミング課
題を10％、毎回の授業態度を10％とする。プログラミング課題につい
ては翌週にフィードバックとして解説を行います。

◎－－－　履修の条件と履修上の留意点　－－－◎

　本科目は必修科目であり、履修の条件は特にない。全般的な注意と
して、プログラミング技術を習得するためには実際に自分の手と頭を
使って実習することが重要であることを強調しておく。

◎－－－　JABEE学習・教育到達目標　－－－◎

　電子工学、通信工学、情報工学の基礎を幅広く理解すること。
（JABEE学習・教育到達目標の（B－２）に対応）

◎－－－　授業計画　－－－◎

 
授業内容
学習目標

1
一次元配列　
一次元配列について理解する

2
多次元配列
多次元配列について理解する

3
多次元配列の利用例
連立一次方程式の解法を行うプログラムを例に多次元配列の利用方法について理解す
る

4
関数と変数の有効範囲
関数と変数の有効範囲の関係について理解する

5
関数と変数の記憶クラス
関数と変数の記憶クラスの関係について理解する

6,7
関数と分割コンパイル
分割コンパイルとLINUXのmakeコマンドの使い方を知る

8
再帰呼出し
再帰呼出しについて理解する

9
中間テスト
１～７の内容に対する理解度の確認

10
ポインタ
ポインタの概念と利用方法について理解する

11
ポインタの利用
配列、関数とポインタの関係について理解する

12
文字と文字列
文字と文字列を処理するプログラムについて理解する

13
構造体
構造体について理解する

14
ビット処理
ビット演算子とその利用について理解する

15
ファイルの入出力
ファイル入出力について理解する

この科目の授業時間数は、試験時間を含めて23.5時間である。

◎－－－　テキスト　－－－◎

吉村賢治著:「Ｃ言語によるプログラミング入門」（朝倉書店）、2200円、2014年、
ISBN978-4-254-12205-3

◎－－－　参考文献　－－－◎

(1)　L. Hancock, M. Krieger, S. Zamir著、倉骨彰、三浦明美訳:「改定第3版Ｃ言語入門」
（アスキー出版局）、ISBN4-7561-0270-0
(2)　B. W. Kernighan, D. M. Ritchie著、石田晴久訳:「プログラミング言語Ｃ第２版」
（共立出版）、ISBN4-3200-2692-6



2019-7030002006-03プログラミングⅡ「（再）」

乙武　北斗

◎電情:A-2

1.(1) C言語の配列について理解し、配列を利用したプログラムを書くことがで
きる。　(A-2)

2.(2) C言語の関数定義について理解し、関数を利用したプログラムを書くこと
ができる。　(A-2)

3.(3) C言語のポインタについて理解し、ポインタを利用したプログラムを書く
ことができる。　(A-2)

4.(4) C言語の構造体について理解し、構造体を利用したプログラムを書くこと
ができる。　(A-2)

5.(5) C言語のファイル入出力について理解し、ファイル入出力を利用したプロ
グラムを書くことができる。　(A-2)

◎　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。


