
2023-S000009514-01マクロの生物科学「MM」（遺伝と発生）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/25　１時限　　

景浦　宏

◎－－－　概要　－－－◎

　我々人間も１個の細胞である受精卵から出発し、成長し、子孫
を残し、ついには死んでしまう。このような生命の繰り返しが可
能なのは、世代から世代に遺伝子が受け継がれるからである。本
授業は講義形式で行い、毎時間1つの話題について、パワーポイ
ントでスライドを用いて説明する。以下に内容を示す。
（１）まず、遺伝子の正体とその働きについて、遺伝学の歴史を
追って解説する。遺伝学はグレゴア・メンデルが生殖細胞の中
に、１形質に対して１対２個の遺伝粒子（Element）を仮定した
ことに始まる。この仮定上の遺伝粒子の実証で遺伝学は発展し
た。遺伝子は核の染色体の一部分であり、DNAの一定区間を表
す。遺伝情報はDNAを構成するたった４塩基で書かれた暗号文
であり、連続する３塩基がタンパク質の１個のアミノ酸を指定す
る。タンパク質は体をつくり、また、化学反応を進める酵素とし
て働く。
（２）次に、転写と翻訳、遺伝子発現の調節、細胞分化について
説明する。原核生物と真核生物での転写と翻訳の相違点と共通点
を示し、真核生物の複雑な遺伝子発現調節機構がいかに進化して
きたかを推測する。
（３）次に、真核生物における遺伝子発現の調節機構の例とし
て、ショウジョウバエの体節形成と脊椎動物の体の繰り返し構
造、つまり脳、脊椎骨、神経堤、手足の形成について解説する。
発生を支配するツールキット遺伝子が胚の前後軸、背腹軸を決定
し、体の繰り返し構造をつくり、さらに各繰り返し構造を特殊化
する過程を説明する。特にこれらの過程で重要な役割を果たす転
写調節因子とシグナル伝達系について詳しく説明する。
（４）最後に、ツールキット遺伝子の重複と変異によって、いか
に脊椎動物が進化してきたかを解説する。
　また、授業時間内に、たぶん７回の4択で10問の簡単なミニテ
ストをする予定である。授業で用いたスライドは授業後にFU-box
に入れておくので、復習のために使ってほしい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

遺伝学、分子遺伝学、発生生物学、進化生物学に関する知識を身
につけ、正しく理解し、説明できる。(DP1-1)(知識・理解)

遺伝学、発生生物学、進化生物学の各分野を学び、広い視野を培
い、生物現象を多角的に見ることができる。(DP2-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習として、参考書として挙げた本などを事前に読み、授業の該
当項目についておおよその内容を知り、疑問点を明らかにしてお
く。(60分)

復習として、授業後に、スライドやノートを参考にして、もう一
度授業内容をまとめ、分からない所を参考書やインターネットで
調べ、内容を理解し、説明できるようにする。(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
　遺伝、分子遺伝学、発生生物学、進化生物学の知識を身につ
け、そこで起こる現象を正しく理解し、説明できるかを評価の基
準とする。
方法
授業中に実施するミニテスト4割、定期試験6割で評価し、60点以
上を合格とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

教科書は指定しない。授業後に、授業スライドをFU-boxに
置く。

◎－－－　参考書　－－－◎

細胞の分子生物学　ISBN 4315513318
ウォルパート発生生物学　ISBN 9784895927161

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

遺伝子概念の歴史的変遷についてよく理解すること。ま
た、遺伝子の発現の調節機構については、より機構の単純
な原核生物から、複雑な真核生物へと段階を追って理解を
進めること。キーワードとなる専門用語について、参考書
やインターネットなどで詳しく調べること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　イントロダクション：スタートアップ授業（メンデル
遺伝学）動画配信　
2　遺伝子の染色体説（遺伝子と染色体）
3　遺伝子の化学的正体（遺伝子はDNA)　
4　遺伝子の働きⅠ（酵素と遺伝子）
5　遺伝子の働きⅡ（タンパク質と遺伝子）　
6　遺伝子発現（遺伝子の転写と翻訳）
7　遺伝子発現の調節Ⅰ（原核生物の場合）
8　遺伝子発現の調節Ⅱ（真核生物の場合）
9　位置情報と位置価（肢の再生）
10　決定転換（決定型の転換）
11　ショウジョウバエの初期発生（背腹軸と両端の決定）
12　ショウジョウバエの体節数の決定（前後軸の決定）
13　ショウジョウバエの体節の特殊化（HOM遺伝子）
14　脊椎動物の分節構造の特殊化（Hox遺伝子）
15 　脊椎動物の祖先と進化（遺伝子重複による進化）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/22kdtpro93iit7v3evlt91tdfc72m54n)



2023-S000009514-02マクロの生物科学（人体の科学）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・１時限　　試験時間割：2024/01/25　１時限　　

中川　緑

◎－－－　概要　－－－◎

生命科学とは、生物学、生命工学、医学など複数の観点から生
命現象を総合的に理解しようとする研究分野です。ヒトがどの
ように生命を維持しているかを理解し、様々な情報や技術が
我々の生活とどのように関連しているかを理解することは、私
たちが現代社会を生きるうえで重要です。

私たち人間を含め多細胞生物は、細胞が集合して機能的な構造
である組織や器官を形成しています。そして構成するすべての
細胞が正しく機能することで、私たちの生命や健康が維持され
ています。体内では、常に生命維持のためのエネルギーや体を
作るもととなる物質が作り出され、様々な情報伝達が行われて
います。特定の状態にある細胞は死んでゆき、一方他の細胞は
細胞分裂によって増殖し、体細胞を一定の数に調節しながら生
命活動を維持しています。体全体は、体外の環境が変化しても
体内の状態を常に一定の範囲内に保つようなシステムによって
調節されていますが、うまく調節できない場合には健康が損な
われてしまうこともあります。さらにウイルスや細菌などの外
敵から体内の組織を保護する免疫作用なども含め、体内では
様々な反応が起こっています。

以上を踏まえ、本講義では、生命科学の分野の中でも特に生理
学を中心に学びます。生理学とは、健康の維持や病気の原因を
理解するために必要な分野です。ヒトの身体は非常に精巧で複
雑な仕組みによって作り上げられ、それぞれの器官系が協調し
て機能することによって個体が維持されています。世間では人
体や健康に関する情報が多々見られますが、全てが正確に伝え
られているとは限りません。その中から必要な情報を自らの判
断で正しく選択できるように、体の仕組みや機能を正しく理解
することを講義の目的としています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

人体の成り立ちと機能について理解している(DP1-1)(知識・理
解)

体内の恒常性維持の重要性を理解できる(DP1-1)(態度・志向性)

人体に関する情報の真偽を見極め、取捨選択できる(DP2-1)(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

テキストの該当箇所を確認し、内容を把握しておく(30分)

重要語句を確認し、授業中疑問に思った部分や理解できなかっ
た箇所を参考書などで調べる(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験で評価する。
ヒトの体の成り立ち、発生、機能、恒常性の維持などについて
正しく理解し、説明できるかを評価基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

新課程　視覚でとらえるフォトサイエンス生物図録　
数研出版
ISBN：978-4-410-28167-9

◎－－－　参考書　－－－◎

みんなの生命科学　ISBN 978-4759818116
新しい生物科学　ISBN 978-4563078249

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

教科書の図の説明が中心となるので、教科書を必ず携帯す
ること。
テキストは、古い版でも対応可。ただしページ数が異な
り、掲載されていない記事がある。
授業に集中し、私語など周囲に迷惑をかける行為は慎む。

◎－－－　授業計画　－－－◎

授業内容は順番が入れ変わる場合がある。

1.授業内容の説明、生命のしくみ　（スタートアップ授
業）
2.生命の基礎
3.遺伝情報と生命
4.動物の発生と遺伝子
5.神経伝達
6.感覚受容器
7.作動器
8.神経系
9.消化と吸収
10.循環系と排せつ系
11.内分泌系１
12.内分泌系2　
13.免疫系１
14.免疫系2
15.まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
as6ng811b9q0wtly2naksy5nago2fb32)



2023-S000009514-03マクロの生物科学（生命の出現から現代の気候変動までを知る）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/25　１時限　　

中川　裕之

◎－－－　概要　－－－◎

　生命の基本単位は細胞であることから、細胞の集団である組
織や個体さらには個体の集団で起こる生物科学的な現象は、
「マクロの生物科学」と言える。
　そこで本講義は、まず生命の出現に関する最新の知見から始
める。次に、多数の細胞で構成された個体を維持するしくみに
ついて、ホルモンを介して体内環境を一定に保つ内分泌系、外
的環境の変化に反応するための神経系、そして異物の体内への
侵入と増殖を防ぐ免疫系を例として紹介する。また、それらの
しくみをモデル化し原理の理解を試みるシステムバイオロジー
も紹介する。さらに、生物である人間の活動が環境に与えてい
る影響を、気候変動と生物多様性の関わりから紹介する。最後
に、生物のもつ様々な機能を模倣し、日常生活に役立つ製品を
開発する工学分野であるバイオミメティクスを紹介する。
　以上の講義を通して、受講学生が生物と環境の関わりの基礎
的な理解を得ることを目標としている。

◎－－－　到達目標　－－－◎

細胞間や個体間で起こる生物学的な現象について理解する基礎
的な知識を身につけている(DP1-1)(知識・理解)

細胞間や個体間で起こる現象についての生物学を学ぶことを通
じて広い視野を培い、物事を多角的に見ることができる
(DP2-1)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各回の講義に対応するテキストの章を講義までに読み、わから
ない箇所に印をつけておくこと(60分)

講義後も再び読んで、わからなかった箇所が理解できたことを
確認すること(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

生物個体内の細胞間相互作用および生物と環境の関わりについ
て基礎的な知識を身に付け、それに基づいて生物が関わる現象
を簡潔に説明できるかを、評価の基準とします。
成績は、講義各回での課題の評価を40%、定期試験の評価を
60%として評価します。
課題のフィードバックとして、講義の始めに前回講義課題の解
説を行います。

◎－－－　テキスト　－－－◎

木内一壽編著、生物と科学、培風館、2018年、2350円（税
抜）、ISBN978-4-563-07827-0

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　生物学の知識は問わないが、生命科学について興味を持
つ学生の受講を希望する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. シラバスの説明とイントロダクション（スタートアップ
授業）
2. 地球における生命誕生と進化のシナリオ：科学史
3. 地球における生命誕生と進化のシナリオ：生命を構成す
る有機低分子
4. 生命現象を読み解くシステムバイオロジー：科学史
5. 生命現象を読み解くシステムバイオロジー：生命現象の
解析
6. ホルモンによる生体機能の巧みな調節システム：科学史
7. ホルモンによる生体機能の巧みな調節システム：ホルモ
ンの調節機構
8. デジタル信号とアナログ信号を使い分ける神経系：科学
史
9. デジタル信号とアナログ信号を使い分ける神経系：神経
系の構造と機能
10. 無限の敵を打ち負かす免疫のからくり：科学史
11. 無限の敵を打ち負かす免疫のからくり：免疫のしくみ
12. 全地球的気候変動による生物多様性の危機：科学史
13. 全地球的気候変動による生物多様性の危機：気候変動
と物質循環
14. 生物から学ぶバイオミメティクス：科学史
15. 生物から学ぶバイオミメティクス：バイオミメティク
スの実例
（2̃15については、必要に応じて講義内容の順序が入れ替
わることがある。）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
nmhqddk35sq5kh4agriz69c62412ygyp)



2023-S000009514-04マクロの生物科学（脳と行動の生物学）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/25　１時限　　

伊東　綱男

◎－－－　概要　－－－◎

　どのような生物も、その生存のためには外界のさまざまな刺
激に反応する必要がある。単細胞に始まる進化の過程は、迅速
な反応のために動物において神経細胞を生み出した。さらに、
神経細胞の集中化により誕生した中枢神経系に、情報の伝達、
処理、記憶など、より複雑で高度な機能をもつ脳が誕生した。
脳の進化は、無脊椎動物では昆虫で、また脊椎動物では私たち
ヒトで極致に達した。
　私たちは、様々な感覚情報をもとに脳の中に世界を作り出
し、脳のはたらきで喜び、悲しみ、思考し、記憶し、そして行
動する。つまり私たちの日常は、脳の活動そのものであり、脳
を理解することは私たち自身を理解することに他ならない。
　本講義は、スライドを用いた講義形式で進め、神経細胞の機
能や脳の構造はたらき、感覚情報の処理の概略などを、ヒトを
中心に他の動物との比較やトピック的な事項を交えながら解説
をする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

神経細胞の働きの仕組みを理解し、説明できる(DP1-1)(知識・
理解)

感覚が生じる仕組みを理解し、説明できる(DP1-1)(知識・理解)

脳の構造とその働きを理解し、説明できる(DP1-1)(知識・理解)

身の回りの事象を、神経や脳の働きと関連付けて理解できる
(DP2-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習として授業予定の項目に関連する情報を収集する(60分)

復習として授業内容について資料や書籍、PCなどを利用して関
連情報を検索し、内容理解を深める(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価の基準：神経細胞、脳、感覚系に関する基本的な用語の意
味を理解し、関連する事象を説明できるかどうかを判断の基準
とする。
評価の方法：授業での課題(20%)と定期試験の成績（80％）を
総合して評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特定のテキストは使用しない。必要に応じて資料を配付す
る。

◎－－－　参考書　－－－◎

講義の中で、適宜紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義は主にスライドを用いて進め、重要なポイントについ
ては板書も併用する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　講義概要の説明とイントロダクション
　　スタートアップ授業(動画配信）
２　神経細胞の構造と興奮のしくみ
３　神経回路でのシナプスの役割
４　脳と化学物質１－神経伝達物質－
５　脳と化学物質２－病気との関わり－
６　感覚と脳－外界をどう受け取るか－
７　視覚－網膜の構造と光刺激の受容－
８　色覚と色覚異常
９　網膜と脳の連絡
10　脳での視覚情報処理－情報の抽出－
11　脳での視覚情報処理－情報の統合－
12　左右の脳のはたらきの違い
13　性に伴う脳の差異
14　学習と記憶のしくみ
15　まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/5s3tckd24zbdycukxrmbq8d7xqbcu0xm)



2023-S000009514-05マクロの生物科学（人体の科学）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・２時限　　試験時間割：2024/01/25　１時限　　

中川　緑

◎－－－　概要　－－－◎

生命科学とは、生物学、生命工学、医学など複数の観点から生
命現象を総合的に理解しようとする研究分野です。ヒトがどの
ように生命を維持しているかを理解し、様々な情報や技術が
我々の生活とどのように関連しているかを理解することは、私
たちが現代社会を生きるうえで重要です。

私たち人間を含め多細胞生物は、細胞が集合して機能的な構造
である組織や器官を形成しています。そして構成するすべての
細胞が正しく機能することで、私たちの生命や健康が維持され
ています。体内では、常に生命維持のためのエネルギーや体を
作るもととなる物質が作り出され、様々な情報伝達が行われて
います。特定の状態にある細胞は死んでゆき、一方他の細胞は
細胞分裂によって増殖し、体細胞を一定の数に調節しながら生
命活動を維持しています。体全体は、体外の環境が変化しても
体内の状態を常に一定の範囲内に保つようなシステムによって
調節されていますが、うまく調節できない場合には健康が損な
われてしまうこともあります。さらにウイルスや細菌などの外
敵から体内の組織を保護する免疫作用なども含め、体内では
様々な反応が起こっています。

以上を踏まえ、本講義では、生命科学の分野の中でも特に生理
学を中心に学びます。生理学とは、健康の維持や病気の原因を
理解するために必要な分野です。ヒトの身体は非常に精巧で複
雑な仕組みによって作り上げられ、それぞれの器官系が協調し
て機能することによって個体が維持されています。世間では人
体や健康に関する情報が多々見られますが、全てが正確に伝え
られているとは限りません。その中から必要な情報を自らの判
断で正しく選択できるように、体の仕組みや機能を正しく理解
することを講義の目的としています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

人体の成り立ちと機能について理解している(DP1-1)(知識・理
解)

体内の恒常性維持の重要性を理解できる(DP1-1)(態度・志向性)

人体に関する情報の真偽を見極め、取捨選択できる(DP2-1)(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

テキストの該当箇所を確認し、内容を把握しておく(30分)

重要語句を確認し、授業中疑問に思った部分や理解できなかっ
た箇所を参考書などで調べる(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験で評価する。
ヒトの体の成り立ち、発生、機能、恒常性の維持などについて
正しく理解し、説明できるかを評価基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

新課程　視覚でとらえるフォトサイエンス生物図録　
数研出版
ISBN：978-4-410-28167-9

◎－－－　参考書　－－－◎

みんなの生命科学　ISBN 978-4759818116
新しい生物科学　ISBN 978-4563078249

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

教科書の図の説明が中心となるので、教科書を必ず携帯す
ること。
テキストは、古い版でも対応可。ただしページ数が異な
り、掲載されていない記事がある。
授業に集中し、私語など周囲に迷惑をかける行為は慎む。

◎－－－　授業計画　－－－◎

授業内容は順番が入れ変わる場合がある。

1.授業内容の説明、生命のしくみ　（スタートアップ授
業）
2.生命の基礎
3.遺伝情報と生命
4.動物の発生と遺伝子
5.神経伝達
6.感覚受容器
7.作動器
8.神経系
9.消化と吸収
10.循環系と排せつ系
11.内分泌系１
12.内分泌系2　
13.免疫系１
14.免疫系2
15.まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
c7tzywrl5f6zk6d5r4t15ehyru7g5rzf)



2023-S000009514-06マクロの生物科学（生命の出現から現代の気候変動までを知る）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/25　１時限　　

中川　裕之

◎－－－　概要　－－－◎

　生命の基本単位は細胞であることから、細胞の集団である組
織や個体さらには個体の集団で起こる生物科学的な現象は、
「マクロの生物科学」と言える。
　そこで本講義は、まず生命の出現に関する最新の知見から始
める。次に、多数の細胞で構成された個体を維持するしくみに
ついて、ホルモンを介して体内環境を一定に保つ内分泌系、外
的環境の変化に反応するための神経系、そして異物の体内への
侵入と増殖を防ぐ免疫系を例として紹介する。また、それらの
しくみをモデル化し原理の理解を試みるシステムバイオロジー
も紹介する。さらに、生物である人間の活動が環境に与えてい
る影響を、気候変動と生物多様性の関わりから紹介する。最後
に、生物のもつ様々な機能を模倣し、日常生活に役立つ製品を
開発する工学分野であるバイオミメティクスを紹介する。
　以上の講義を通して、受講学生が生物と環境の関わりの基礎
的な理解を得ることを目標としている。

◎－－－　到達目標　－－－◎

細胞間や個体間で起こる生物学的な現象について理解する基礎
的な知識を身につけている(DP1-1)(知識・理解)

細胞間や個体間で起こる現象についての生物学を学ぶことを通
じて広い視野を培い、物事を多角的に見ることができる
(DP2-1)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各回の講義に対応するテキストの章を講義までに読み、わから
ない箇所に印をつけておくこと(60分)

講義後も再び読んで、わからなかった箇所が理解できたことを
確認すること(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

生物個体内の細胞間相互作用および生物と環境の関わりについ
て基礎的な知識を身に付け、それに基づいて生物が関わる現象
を簡潔に説明できるかを、評価の基準とします。
成績は、講義各回での課題の評価を40%、定期試験の評価を
60%として評価します。
課題のフィードバックとして、講義の始めに前回講義課題の解
説を行います。

◎－－－　テキスト　－－－◎

木内一壽編著、生物と科学、培風館、2018年、2350円（税
抜）、ISBN978-4-563-07827-0

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　生物学の知識は問わないが、生命科学について興味を持
つ学生の受講を希望する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. シラバスの説明とイントロダクション（スタートアップ
授業）
2. 地球における生命誕生と進化のシナリオ：科学史
3. 地球における生命誕生と進化のシナリオ：生命を構成す
る有機低分子
4. 生命現象を読み解くシステムバイオロジー：科学史
5. 生命現象を読み解くシステムバイオロジー：生命現象の
解析
6. ホルモンによる生体機能の巧みな調節システム：科学史
7. ホルモンによる生体機能の巧みな調節システム：ホルモ
ンの調節機構
8. デジタル信号とアナログ信号を使い分ける神経系：科学
史
9. デジタル信号とアナログ信号を使い分ける神経系：神経
系の構造と機能
10. 無限の敵を打ち負かす免疫のからくり：科学史
11. 無限の敵を打ち負かす免疫のからくり：免疫のしくみ
12. 全地球的気候変動による生物多様性の危機：科学史
13. 全地球的気候変動による生物多様性の危機：気候変動
と物質循環
14. 生物から学ぶバイオミメティクス：科学史
15. 生物から学ぶバイオミメティクス：バイオミメティク
スの実例
（2̃15については、必要に応じて講義内容の順序が入れ替
わることがある。）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
pch0lbt8g2pehran9twfjes5coprymee)



2023-S000009514-07マクロの生物科学（生命進化の産物＿社会性と脳）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・５時限　　試験時間割：2024/01/25　１時限　　

藍　浩之

◎－－－　概要　－－－◎

　人間社会はグルーバル資本主義の恩恵を受けて、豊かな生活
を手に入れた。しかし周りを見渡せば、格差社会、雇用不安、
国際紛争、そして地球規模の気候危機など、不安材料が山積し
ておりSDGsは我々人類の取り組まなければいけない緊急の課
題となっている。今後これらの課題が解決できなければ、食糧
危機を含む様々な困難が我々の生活を脅かす可能性すらある。
このような未来予測不能の現代に、皆さんは大学で何を学ぶべ
きか？
　その一つの答えは、我々自身にある。なぜなら、未曽有の社
会問題、環境問題、そして今後さらに加速化するであろう情報
化社会は、我々自身、つまり人間の脳が作り上げてきた産物で
あるからである。人間の脳がどのような原理でこれらの問題を
作り上げてきたのかを知れば、その問題を抜本的に解決する糸
口が見えてくる。
　本講義は講義形式で実施し、地球上の140万の生物種のう
ち、なぜヒトHomo sapiensが繁栄を遂げる半面、さまざまな問
題を引き起こすまでに至ったかを科学的に読み解く。この講義
を通して、人間社会の問題点と解決策を一緒に考える機会とし
たい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

生命の進化の歴史の概要を説明することができる(DP1-1)(知
識・理解)

進化の解析の仕方を説明することができる(DP2-1)(知識・理解)

新しい生物種が生まれる際に起こることを説明できる(DP1-1)
(知識・理解)

ヒトの社会の特徴を進化の側面で説明できる(DP2-1)(知識・理
解)

人間社会が直面している問題を解決するための知識を積極的に
学び、行動
する(DP4-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義資料を用いて復習し、わからないことは自分で調べること
（60分）。一連の講義はすべて関連しているので、復習をする
ことで次回の予習となる。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義内容をそれぞれ正確に理解し、説明できるかを、レポート
（1回：30％）および定期試験（70％）で評価する。なお、レ
ポートはパラグラフライティングで作成いただく。

◎－－－　テキスト　－－－◎

資料は、講義数日前までにFUboxで提供する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

FUboxで提供した資料を持参すること。講義では、この資
料に書かれていることだけでなく、様々な関連する内容も
講義するので、必ず出席してほしい。各自ノートを作成す
ると良い。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.ヒトが様々な問題を起こしている
（スタートアップ授業）
2.生命の誕生と歴史～生命の起源～
3.生命の誕生と歴史～真核生物から多細胞生物～
4.生命の誕生と歴史～脊椎動物の誕生と進化～
5.進化とは？
6.進化の解析法
7.種の起源～生殖的隔離～
8.レポートの書き方：パラグラフライティングとは？
9.霊長類の進化
10.類人猿からヒトへの進化
11.人間社会の起源
12.共感のしくみ
13.動機付けの生じるしくみ
14.絆形成のしくみ
15.マクロの生物科学のまとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
fgje80m65bukaffuk115hxc4u80kvuyk)



2023-S000009514-08マクロの生物科学「生物学B」（生物の進化と生き残り戦略）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・４時限　　試験時間割：2024/01/25　１時限　　

藍　浩之

◎－－－　概要　－－－◎

　約40億年前に海で誕生した生物は、長い時間をかけて複雑化
し、多様な種を生み出した。この過程で、生物は様々な地球環
境に適応するために、自身の形態を変化させ、機能を新たに作
り出し、進化を遂げてきた。その中で最も機能が複雑化した種
の一つが、我々ヒトHomo sapiensである。霊長類の一種から生
まれたヒトは、生活圏を広げるために二足歩行をするようにな
り、脳を巨大化する一方で、仲間と共同し、分業することで高
度な文明社会をつくり上げた。このヒトが生まれる過程は、
様々な生物が地球環境へ適応する過程で生じる現象を知る上で
良いモデルとなる。
　マクロの生物科学「生物学B」では、マクロな生命現象であ
る進化、そして新生代に哺乳動物が獲得した体内環境を最適に
維持するしくみを学ぶ。本講義は講義形式で実施し、前半では
生命の進化の歴史とそのしくみの概略を理解し、さらにヒトが
どのように大型類人猿から種分化し、ヒト特有の機能を持つよ
うになったのかを理解する。後半ではヒトを含む高等哺乳動物
が地球上で生き残りのために獲得した高度なシステム（内分泌
系、自律神経系、生体防御系）を理解する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地球の環境変化と生命の進化のしくみの関係を説明できる。
(DP1-1)(知識・理解)

ヒトがどのように類人猿から種分化し、ヒト特有の機能を持つ
ようになったか説明できる。(DP2-1)(知識・理解)

内分泌系、自律神経系、生体防御系のしくみを説明できる。
(DP2-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義資料を用いて復習し、わからないことは自分で調べること
（60分）。一連の講義はすべて関連しているので、復習をする
ことで次回の予習となる。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義内容をそれぞれ正確に理解し、説明できるかを、レポート
（1回：30％）および定期試験（70％）で評価する。なお、レ
ポートはパラグラフライティングで作成いただく。

◎－－－　テキスト　－－－◎

資料は、講義数日前までにFUboxで提供する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　FUboxで提供した資料を持参すること。講義では、この
資料に書かれていることだけでなく、様々な関連する内容
も講義するので、必ず出席してほしい。各自ノートを作成
すると良い。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.　マクロの生物科学「生物学B」で学んでほしいこと
（スタートアップ授業）
2.　生命の起源
3.　真核生物から多細胞生物への進化
4.　脊椎動物の進化　
5.　進化とは
6.　進化の解析法
7.　生殖的隔離
8.　レポートの書き方：パラグラフライティングとは？
9.　霊長類の進化
10.　類人猿からヒトへの進化
11.　内分泌系
12.　自律神経系
13.　生体防御～自然免疫～
14.　生体防御～獲得免疫～
15. マクロの生物科学「生物学B」のまとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
g9vzz0witwucu2z0ichxa2uitqs19224)



2023-S000009514-91マクロの生物科学「BB」（生命進化の産物＿社会性と脳）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・二部１時限　　試験時間割：2024/01/18　夜１限　　

藍　浩之

◎－－－　概要　－－－◎

　人間社会はグルーバル資本主義の恩恵を受けて、豊かな生活
を手に入れた。しかし周りを見渡せば、格差社会、雇用不安、
国際紛争、そして地球規模の気候危機など、不安材料が山積し
ておりSDGsは我々人類の取り組まなければいけない緊急の課
題となっている。今後これらの課題が解決できなければ、食糧
危機を含む様々な困難が我々の生活を脅かす可能性すらある。
このような未来予測不能の現代に、皆さんは大学で何を学ぶべ
きか？
　その一つの答えは、我々自身にある。なぜなら、未曽有の社
会問題、環境問題、そして今後さらに加速化するであろう情報
化社会は、我々自身、つまり人間の脳が作り上げてきた産物で
あるからである。人間の脳がどのような原理でこれらの問題を
作り上げてきたのかを知れば、その問題を抜本的に解決する糸
口が見えてくる。
　本講義は講義形式で実施し、地球上の140万の生物種のう
ち、なぜヒトHomo sapiensが繁栄を遂げる半面、さまざまな問
題を引き起こすまでに至ったかを科学的に読み解く。この講義
を通して、人間社会の問題点と解決策を一緒に考える機会とし
たい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

生命の進化の歴史の概要を説明することができる(DP1-1)(知
識・理解)

進化の解析の仕方を説明することができる(DP2-1)(知識・理解)

新しい生物種が生まれる際に起こることを説明できる(DP1-1)
(知識・理解)

ヒトの社会の特徴を進化の側面で説明できる(DP2-1)(知識・理
解)

人間社会が直面している問題を解決するための知識を積極的に
学び、行動
する(DP4-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義資料を用いて復習し、わからないことは自分で調べること
（60分）。一連の講義はすべて関連しているので、復習をする
ことで次回の予習となる。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義内容をそれぞれ正確に理解し、説明できるかを、レポート
（1回：30％）および定期試験（70％）で評価する。なお、レ
ポートはパラグラフライティングで作成いただく。

◎－－－　テキスト　－－－◎

資料は、講義数日前までにFUboxで提供する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

FUboxで提供した資料を持参すること。講義では、この資
料に書かれていることだけでなく、様々な関連する内容も
講義するので、必ず出席してほしい。各自ノートを作成す
ると良い。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.ヒトが様々な問題を起こしている
（スタートアップ授業）
2.生命の誕生と歴史～生命の起源～
3.生命の誕生と歴史～真核生物から多細胞生物～
4.生命の誕生と歴史～脊椎動物の誕生と進化～
5.進化とは？
6.進化の解析法
7.種の起源～生殖的隔離～
8.レポートの書き方：パラグラフライティングとは？
9.霊長類の進化
10.類人猿からヒトへの進化
11.人間社会の起源
12.共感のしくみ
13.動機付けの生じるしくみ
14.絆形成のしくみ
15.マクロの生物科学のまとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
hm4mfiefyu91qts4fabyiglqzlz3clqd)



2023-S000009513-01ミクロの生物科学「MM」（生物の進化と細胞）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・３時限　　試験時間割：2023/08/01　１時限　　

景浦　宏

◎－－－　概要　－－－◎

　生物学の基本である“進化生物学”、“細胞学”と“発生生物学”
について学ぶ。進化生物学では、①生命の起源と進化について、細胞
学では、①細胞の構造と機能，発生生物学では①有性生殖と細胞の寿
命と②発生現象について解説する。本授業は講義形式で行い、毎時間
1つの話題について、パワーポイントでスライドを用いて説明する。
以下に内容を示す。
（１）進化生物学
　　①生物の起源と進化
・地球上の全ての生物が共通の祖先から生まれたこと。
・生物が地球環境の劇的変動による大絶滅を繰り返しながらも、現
在、約１億種にまで多様化していること。
・生物がまず、３つのドメインに分けられ，さらに、そのうちの真核
生物ドメインは４つの界に分けられること。
・多様化の要因としてエネルギー生産系の進化が重要であったこと。
（２）細胞学
　　①細胞の構造と機能
・生物が生命の最小単位である細胞からできていること。
・細胞には真核細胞と原核細胞があること。
・真核細胞には、様々な細胞小器官があること。
・それぞれの細胞小器官には独自の構造と機能があること。
・真核細胞の細胞小器官には異なる２つの起源があること。
（３）発生生物学
　　①有性生殖と細胞の寿命
・ほぼ全ての生物に性があること
・多細胞生物では、体細胞に遺伝的な寿命が設定されたこと。
・有性生殖の意義を達成するために体細胞に寿命が設定されたこと。
・生殖細胞の精子や卵子の形成過程で寿命のリセットが起こること。
・iPS細胞では寿命のリセットと細胞分化のリセットが起こること
　　②発生現象
・発生生物学の歴史は決定子説で始まったこと
・減数分裂で個体間の遺伝子の交換が起こること
・精子形成と卵形成によって世代がリセットされること
以上の内容について説明する。
　また、授業時間内に、たぶん７回の4択で10問の簡単なミニテスト
をする予定である。授業で用いたスライドは授業後にFU-boxに入れて
おくので、復習のために使ってほしい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

生命の起原と進化、細胞の構造と機能、有性生殖と細胞の寿命、発生
に関する知識を身につけ、正しく理解し、説明できる。(DP1-1)(知
識・理解)

進化生物学、細胞生物学、発生生物学の各分野を学び、広い視野を培
い、生物現象を多角的に見ることができる。(DP2-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習として、参考書として挙げた本などを事前に読み、授業の該当項
目についておおよその内容を知り、疑問点を明らかにしておく。(60
分)

復習として、授業後に、スライドやノートを参考にして、もう一度授
業内容をまとめ、分からない所を参考書やインターネットで調べ、内
容を理解し、説明できるようにする。(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
　生命の起源と進化、細胞の構造と機能、有性生殖と細胞の寿命、発
生に関する知識を身につけ、正しく理解し、説明できるかを評価の基
準とする。
方法
　授業中に実施するミニテスト4割、定期試験6割で評価し、60点以上
を合格とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

教科書は指定しない。授業後に、授業スライドをFU-boxに
置く。

◎－－－　参考書　－－－◎

ウイルソン生物の多様性Ⅰ　ISBN 4000055682
細胞の分子生物学　ISBN 4315513318

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業に出席し、授業をよく聞くこと。“細胞”について
は、参考書やスライドを参考にして理解を深めること。重
要なキーワードについては、参考書やインターネットなど
で詳しく調べること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　イントロダクション：スタートアップ授業（生命の起
原）動画配信　
２　生物の進化と多様性（多様性の現状と保存）
３　生物の多様性の変遷（進化と大絶滅）
４　生物の系統と分類（５界説と３ドメイン説）
５　細胞の小区画化（細胞小器官の成立）
６　細胞小器官（役割分担）
７　ミトコンドリア（呼吸）
８　葉緑体（光合成）
９　エネルギー生産経路の進化（同化と異化）
10　有性生殖（遺伝子の組換え）
11　細胞の寿命（分裂回数の設定）
12　発生生物学の歴史（決定子説とその後）
13　減数分裂と精子形成（遺伝子の多様化）
14　卵形成（初期発生の準備）
15　受精（新ゲノムセットの形成）　　

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/4m0xn2jwm2aa85nq2csua423sk6lfpqx)



2023-S000009513-02ミクロの生物科学（分子細胞生物学入門）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・１時限　　試験時間割：2023/08/01　１時限　　

中川　緑

◎－－－　概要　－－－◎

多細胞生物の体は、多くの種類の細胞から作られています。そ
れぞれの細胞は形態や機能が細胞の種類によって異なります
が、基本的な構造は共通しています。ある個体を形成する細胞
の核の中には、少数の例外を除いてほぼ同じ遺伝子を持つ染色
体が含まれています。例えば肝細胞や神経細胞はどちらの細胞
も同じ遺伝子を持っていますが、肝臓の細胞は肝臓として機能
するために必要な遺伝子が働いており、神経細胞は神経として
働くために必要な遺伝子を使って神経組織を形成します。細胞
は、種類の種類ごとに異なる遺伝子を利用することによって独
特の形状や機能を持つようになり、それぞれの組織・器官を形
成し個体を作り上げています。このように細胞の中の遺伝情報
は、全てが同時に使われるのではなく、細胞の種類や発生段階
によって選択的に用いられています。その選択方法は非常に複
雑ですが、生体内で極めて正確に行われています。

以上のような細胞の中での分子の機能や遺伝子のふるまいなど
を研究する分野を分子生物学といいます。分子生物学は、細胞
の生命活動を構成する分子の相互作用に還元し、生物の構造や
機能を分子レベルで解明しようとする分野で、私たち人間が生
物として生きていくための基本原理を物理的、化学的な側面か
らの解明を目的としています。

本講義では、はじめに基本的な細胞の構造について、次に細胞
や生体を構成するタンパク質などの生体高分子の構造や機能を
学びます。後半では、分子生物学研究によって明らかにされた
遺伝子の構造と転写調節を中心に、細胞の種類や状況に応じた
遺伝子の発現の調節を学びます。また、バイオテクノロジー技
術のしくみについても触れ、新しい生命科学技術がどのように
私たちの生活に関わっているかを考えます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

生体を構成する分子がわかり、反応が理解できる(DP1-1)(知
識・理解)

遺伝子発現の調節が理解できる(DP1-1)(知識・理解)

バイオテクノロジーの情報に関連を持ち、理解できる(DP2-1)
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

テキストの該当箇所を確認し、内容を把握しておく(30分)

ノートを整理し、授業中にわからなかった箇所を参考書などで
調べる(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験で評価する。
授業中に説明された用語を正しく理解し、かつ細胞内で起こる
反応が理解できているかを評価基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

新課程　視覚でとらえるフォトサイエンス生物図録　
数研出版
ISBN：978-4-410-28167-9

◎－－－　参考書　－－－◎

ビギナーズ生物学　ISBN 978-4759819373
新しい生物科学　ISBN 978-4563078249

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

高校程度の生物の知識を持つことが望ましい。
テキストの説明が中心となるので、必ず携帯すること。
テキストは、旧版でも対応可だが、ページ数が異なる箇所
や、掲載されていない記事がある。
授業中は集中し、私語など他者の迷惑になる行為は慎む。

◎－－－　授業計画　－－－◎

授業の内容は順番が前後する場合がある。

1. 授業内容の説明、生命のしくみ（スタートアップ授業）
2. 細胞の構造と機能、細胞小器官
3. 細胞を構成する分子とその性質
4. 糖、脂質
5. タンパク質の基本的な構造
6. タンパク質の性質と機能
7. 細胞周期
8. 染色体の構造と複製のしくみ
9. 遺伝のしくみと遺伝子
10. 転写と翻訳
11. 細胞の分化と遺伝子
12. 遺伝子発現の調節
13. エピジェネティック制御
14. バイオテクノロジー
15. まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
zrxcfgxny1gmghldxn7uhsbpnkelshph)



2023-S000009513-03ミクロの生物科学（分子生物学入門）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/08/01　１時限　　

中川　裕之

◎－－－　概要　－－－◎

　生物科学の研究技術であった遺伝子や胚の操作技術は急速に
発展し、今日の製薬や農業などの産業分野において製品開発を
支える基盤技術となっています。これらの技術は、一般的には
バイオテクノロジーと総称されています。現在では、遺伝子組
換え作物が市場に流通し、クローン技術によって生産されたウ
シやブタの食肉の出荷も検討されています。今後は、バイオテ
クノロジーを利用して生産されたさまざまな製品が、市場に供
給されると予想されます。また、iPS細胞のようにバイオテク
ノロジーを利用した医療技術の臨床利用も目前です。そのよう
な製品や医療を有効に利用するためには、バイオテクノロジー
の基礎となっている生物科学の知識が必要です。
　バイオテクノロジーは分子遺伝子学と細胞生物学など、肉眼
では見ることの出来ないミクロな対象に関した生物科学を基礎
としています。そこで本講義では、それらの生物科学分野を関
係する科学史と共に紹介します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

細胞内で起こる生物学的な現象について理解する基礎的な知識
を身につけている(DP1-1)(知識・理解)

細胞内で起こる現象についての生物学を学ぶことを通じて広い
視野を培い、物事を多角的に見ることができる(DP2-1)(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各回の講義に対応するテキストの章を講義までに読み、わから
ない箇所に印をつけておく(60分)

講義後も再び読んで、わからなかった箇所が理解できたことを
確認する(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

細胞の機能と遺伝について基礎的な知識が身に付いているか、
およびそれに基づいて細胞の関わる現象を簡潔に説明できるか
を、評価の基準とする。
成績は、講義各回の課題の評価を40%、定期試験の評価を60%
として評価する。
課題のフィードバックとして、講義の始めに前回講義課題の解
説を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

木内一壽編著、生物と科学、培風館、2018年、2350円（税
抜）、ISBN978-4-563-07827-0

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　生物学の知識は問わないが、バイオテクノロジーに関連
した新聞などの記事を読み、それに対して興味を持つ学生
の受講を希望する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. シラバスの説明とイントロダクション（スタートアップ
授業）
2. 顕微鏡が明らかにした細胞のすがた：科学史
3. 顕微鏡が明らかにした細胞のすがた：細胞内構造
4. 生命を形づくる有機高分子の秘密：科学史
5. 生命を形づくる有機高分子の秘密：物質の構造と性質
6. 遺伝子の変異と進化の中立性：科学史
7. 遺伝子の変異と進化の中立性：遺伝子の発現機構と進化
8. 無限のエネルギーを生み出す光合成：科学史
9. 無限のエネルギーを生み出す光合成：光合成の分子機構
10. ミトコンドリアにひそむ二面性：科学史
11. ミトコンドリアにひそむ二面性：エネルギー産生機構
12. 遺伝子組換えがもたらす新しい世界：科学史
13. 遺伝子組換えがもたらす新しい世界：遺伝子組換え
14. がん化を防ぐ細胞周期の番人：科学史
15. がん化を防ぐ細胞周期の番人：細胞周期の制御機構
（2̃15については、必要に応じて講義内容の順序が入れ替
わることもある。）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/5o3b3d3rgp1qixhgxlr07arwori8uo1u)



2023-S000009513-04ミクロの生物科学（遺伝子の世界）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・２時限　　試験時間割：2023/08/01　１時限　　

伊東　綱男

◎－－－　概要　－－－◎

　今日の生物学は、自己増殖の仕組みを担う遺伝子（DNA）の
解明が発端となって、「生きている」という現象の基盤となる
物質分子を確認し、その機能を探るところまで進んでいる。ま
た、1970年代に組換えDNAの技術が開発されて以来、遺伝子工
学を基盤とするバイオテクノロジーは、医学、薬学、農学、工
学など広い分野で活用されるようになった。それとともに、遺
伝子が関係する事象は、我々の日常生活のあらゆる場面に登場
することとなった。ウィルスや細菌の遺伝子の変異がもたらす
病気、エイズ、遺伝子治療、遺伝子診断、ヒトゲノム計画、ク
ローン、胚性幹細胞（ES細胞）など、遺伝子が関わる事項の記
事が掲載されていない新聞や雑誌を目にすることがない程であ
る。一方で、遺伝子関連の技術の進歩が必ずしも肯定的な側面
ばかりでないことも、しばしば指摘されている。これからの社
会では、このような事項を正しく理解し、対処を自ら選択して
いくことも必要になってくる。
　本講義はスライドを用いた講義形式で進め、遺伝子に関する
基礎的な事項を解説するとともに、その応用と身のまわりで出
会うトピックを紹介する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

細胞の構造と働きの基礎的事項について理解し、説明できる
(DP1-1)(知識・理解)

遺伝子の構造とその働きの基礎を理解し、説明できる(DP1-1)
(知識・理解)

身のまわり事象を遺伝子の働きと関連付けて理解できる
(DP2-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習では授業予定の項目に関する情報を収集する(60分)

復習では授業で扱った事項を確認し、書籍やPCを利用して関連
情報を加えて理解を深める(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準：細胞の構造や遺伝子の構造に関する用語の意味
を理解し、それらの働きについて説明できかどうかを評価の基
準とする。
成績評価方法：授業での課題(20%)と定期試験の成績を総合し
て評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特定のテキストは使用しない。必要に応じて資料を配付す
る。

◎－－－　参考書　－－－◎

講義の中で、適宜紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義は主にスライドを用いて進め、。重要なポイントにつ
いては板書も併用する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　講義概要の説明とイントロダクション
　　スタートアップ授業（動画配信）
２　原核生物と真核生物
３　細胞の構造とはたらき
４　遺伝子の概念（メンデルの遺伝の法則）
５　遺伝子の本体（DNAの構造）
６　遺伝子情報とは何か
７　遺伝情報発現の仕組み
８　ヒトの遺伝形質と遺伝子
９　細菌と遺伝子
10　ウィルスと遺伝子
11　免疫（生体防御の仕組みとHIV）
12　遺伝子を調べてわかること
13　遺伝子を使ってできること
14　遺伝子が関わるトピック
15　まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/87cbzo9ggqprs2xa0jhphzq6smz8zny5)



2023-S000009513-05ミクロの生物科学（分子細胞生物学入門）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・２時限　　試験時間割：2023/08/01　１時限　　

中川　緑

◎－－－　概要　－－－◎

多細胞生物の体は、多くの種類の細胞から作られています。そ
れぞれの細胞は形態や機能が細胞の種類によって異なります
が、基本的な構造は共通しています。ある個体を形成する細胞
の核の中には、少数の例外を除いてほぼ同じ遺伝子を持つ染色
体が含まれています。例えば肝細胞や神経細胞はどちらの細胞
も同じ遺伝子を持っていますが、肝臓の細胞は肝臓として機能
するために必要な遺伝子が働いており、神経細胞は神経として
働くために必要な遺伝子を使って神経組織を形成します。細胞
は、種類の種類ごとに異なる遺伝子を利用することによって独
特の形状や機能を持つようになり、それぞれの組織・器官を形
成し個体を作り上げています。このように細胞の中の遺伝情報
は、全てが同時に使われるのではなく、細胞の種類や発生段階
によって選択的に用いられています。その選択方法は非常に複
雑ですが、生体内で極めて正確に行われています。

以上のような細胞の中での分子の機能や遺伝子のふるまいなど
を研究する分野を分子生物学といいます。分子生物学は、細胞
の生命活動を構成する分子の相互作用に還元し、生物の構造や
機能を分子レベルで解明しようとする分野で、私たち人間が生
物として生きていくための基本原理を物理的、化学的な側面か
らの解明を目的としています。

本講義では、はじめに基本的な細胞の構造について、次に細胞
や生体を構成するタンパク質などの生体高分子の構造や機能を
学びます。後半では、分子生物学研究によって明らかにされた
遺伝子の構造と転写調節を中心に、細胞の種類や状況に応じた
遺伝子の発現の調節を学びます。また、バイオテクノロジー技
術のしくみについても触れ、新しい生命科学技術がどのように
私たちの生活に関わっているかを考えます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

生体を構成する分子がわかり、反応が理解できる(DP1-1)(知
識・理解)

遺伝子発現の調節が理解できる(DP1-1)(知識・理解)

バイオテクノロジーの情報に関連を持ち、理解できる(DP2-1)
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

テキストの該当箇所を確認し、内容を把握しておく(30分)

ノートを整理し、授業中にわからなかった箇所を参考書などで
調べる(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験で評価する。
授業中に説明された用語を正しく理解し、かつ細胞内で起こる
反応が理解できているかを評価基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

新課程　視覚でとらえるフォトサイエンス生物図録　
数研出版
ISBN:978-4-410-28167-9

◎－－－　参考書　－－－◎

ビギナーズ生物学　ISBN 978-4759819373
新しい生物科学　ISBN 978-4563078249

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

高校程度の生物の知識を持つことが望ましい。
テキストの説明が中心となるので、必ず携帯すること。
テキストは、旧版でも対応可だが、ページ数が異なる箇所
や、掲載されていない記事がある。
授業中は集中し、私語など他者の迷惑になる行為は慎む。

◎－－－　授業計画　－－－◎

授業の内容は順番が前後する場合がある。

1. 授業内容の説明、生命のしくみ（スタートアップ授業）
2. 細胞の構造と機能、細胞小器官
3. 細胞を構成する分子とその性質
4. 糖、脂質
5. タンパク質の基本的な構造
6. タンパク質の性質と機能
7. 細胞周期
8. 染色体の構造と複製のしくみ
9. 遺伝のしくみと遺伝子
10. 転写と翻訳
11. 細胞の分化と遺伝子
12. 遺伝子発現の調節
13. エピジェネティック制御
14. バイオテクノロジー
15. まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/6p4pimcqkljt0709gf4s88f7lr1jc8da)



2023-S000009513-06ミクロの生物科学（分子生物学入門）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/08/01　１時限　　

中川　裕之

◎－－－　概要　－－－◎

　生物科学の研究技術であった遺伝子や胚の操作技術は急速に
発展し、今日の製薬や農業などの産業分野において製品開発を
支える基盤技術となっています。これらの技術は、一般的には
バイオテクノロジーと総称されています。現在では、遺伝子組
換え作物が市場に流通し、クローン技術によって生産されたウ
シやブタの食肉の出荷も検討されています。今後は、バイオテ
クノロジーを利用して生産されたさまざまな製品が、市場に供
給されると予想されます。また、iPS細胞のようにバイオテク
ノロジーを利用した医療技術の臨床利用も目前です。そのよう
な製品や医療を有効に利用するためには、バイオテクノロジー
の基礎となっている生物科学の知識が必要です。
　バイオテクノロジーは分子遺伝子学と細胞生物学など、肉眼
では見ることの出来ないミクロな対象に関した生物科学を基礎
としています。そこで本講義では、それらの生物科学分野を関
係する科学史と共に紹介します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

細胞内で起こる生物学的な現象について理解する基礎的な知識
を身につけている(DP1-1)(知識・理解)

細胞内で起こる現象についての生物学を学ぶことを通じて広い
視野を培い、物事を多角的に見ることができる(DP2-1)(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各回の講義に対応するテキストの章を講義までに読み、わから
ない箇所に印をつけておく(60分)

講義後も再び読んで、わからなかった箇所が理解できたことを
確認する(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

細胞の機能と遺伝について基礎的な知識が身に付いているか、
およびそれに基づいて細胞の関わる現象を簡潔に説明できるか
を、評価の基準とする。
成績は、講義各回の課題の評価を40%、定期試験の評価を60%
として評価する。
課題のフィードバックとして、講義の始めに前回講義課題の解
説を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

木内一壽編著、生物と科学、培風館、2018年、2350円（税
抜）、ISBN978-4-563-07827-0

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　生物学の知識は問わないが、バイオテクノロジーに関連
した新聞などの記事を読み、それに対して興味を持つ学生
の受講を希望する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. シラバスの説明とイントロダクション（スタートアップ
授業）
2. 顕微鏡が明らかにした細胞のすがた：科学史
3. 顕微鏡が明らかにした細胞のすがた：細胞内構造
4. 生命を形づくる有機高分子の秘密：科学史
5. 生命を形づくる有機高分子の秘密：物質の構造と性質
6. 遺伝子の変異と進化の中立性：科学史
7. 遺伝子の変異と進化の中立性：遺伝子の発現機構と進化
8. 無限のエネルギーを生み出す光合成：科学史
9. 無限のエネルギーを生み出す光合成：光合成の分子機構
10. ミトコンドリアにひそむ二面性：科学史
11. ミトコンドリアにひそむ二面性：エネルギー産生機構
12. 遺伝子組換えがもたらす新しい世界：科学史
13. 遺伝子組換えがもたらす新しい世界：遺伝子組換え
14. がん化を防ぐ細胞周期の番人：科学史
15. がん化を防ぐ細胞周期の番人：細胞周期の制御機構
（2̃15については、必要に応じて講義内容の順序が入れ替
わることもある。）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
n43s7nbliywwd0ey3w8ocq7e7havkokl)



2023-S000009513-07ミクロの生物科学（生物の進化と細胞）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・５時限　　試験時間割：2023/08/01　１時限　　

景浦　宏

◎－－－　概要　－－－◎

生物学の基本である“進化生物学”、“細胞学”と“発生生物学”に
ついて学ぶ。進化生物学では、①生命の起源と進化について、細胞学
では、①細胞の構造と機能，発生生物学では①有性生殖と細胞の寿命
と②発生現象について解説する。本授業は講義形式で行い、毎時間1
つの話題について、パワーポイントでスライドを用いて説明する。以
下に内容を示す。
（１）進化生物学
　　①生物の起源と進化
・地球上の全ての生物が共通の祖先から生まれたこと。
・生物が地球環境の劇的変動による大絶滅を繰り返しながらも、現
在、約１億種にまで多様化していること。
・生物がまず、３つのドメインに分けられ，さらに、そのうちの真核
生物ドメインは４つの界に分けられること。
・多様化の要因としてエネルギー生産系の進化が重要であったこと。
（２）細胞学
　　①細胞の構造と機能
・生物が生命の最小単位である細胞からできていること。
・細胞には真核細胞と原核細胞があること。
・真核細胞には、様々な細胞小器官があること。
・それぞれの細胞小器官には独自の構造と機能があること。
・真核細胞の細胞小器官には異なる２つの起源があること。
（３）発生生物学
　　①有性生殖と細胞の寿命
・ほぼ全ての生物に性があること。
・多細胞生物では、体細胞に遺伝的な寿命が設定されたこと。
・有性生殖の意義を達成するために体細胞に寿命が設定されたこと。
・生殖細胞の精子や卵子の形成過程で寿命のリセットが起こること。
・iPS細胞では寿命のリセットと細胞分化のリセットが起こること。
　　②発生現象。。
・発生生物学の歴史は決定子説で始まったこと。
・減数分裂で個体間の遺伝子の交換が起こること。
・精子形成と卵形成によって世代がリセットされること。
以上の内容について説明する。
　また、授業時間内に、4回の4択で10問の簡単なミニテストをする予
定である。授業で用いたスライドは授業後にFU-boxに入れておくの
で、復習のために使ってほしい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

生命の起原と進化、細胞の構造と機能、有性生殖と細胞の寿命、発生
に関する知識を身につけ、正しく理解し、説明できる。(DP1-1)(知
識・理解)

進化生物学、細胞生物学、発生生物学の各分野を学び、広い視野を培
い、生物現象を多角的に見ることができる。(DP2-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習として、参考書として挙げた本などを事前に読み、授業の該当項
目についておおよその内容を知り、疑問点を明らかにしておく。(60
分)

復習として、授業後に、スライドやノートを参考にして、もう一度授
業内容をまとめ、分からない所を参考書やインターネットで調べ、内
容を理解し、説明できるようにする。(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
　生命の起源と進化、細胞の構造と機能、有性生殖と細胞の寿命、発
生に関する知識を身につけ、正しく理解し、説明できるかを評価の基
準とする。
方法
　授業中に実施するミニテスト4割、定期試験6割で評価し、60点以上
を合格とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

教科書は指定しない。授業後に、授業スライドをFU-boxに
置く。

◎－－－　参考書　－－－◎

ウイルソン生物の多様性Ⅰ　ISBN 4000055682
細胞の分子生物学　ISBN 4315513318

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業に出席し、授業をよく聞くこと。“細胞”について
は参考書やスライドを参考にして理解を深めること。重要
なキーワードについては、参考書やインターネットなどで
詳しく調べること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　イントロダクション：スタートアップ授業（生命の起
原）動画配信　
２　生物の進化と多様性（多様性の現状と保存）
３　生物の多様性の変遷（進化と大絶滅）
４　生物の系統と分類（５界説と３ドメイン説）
５　細胞の小区画化（細胞小器官の成立）
６　細胞小器官（役割分担）
７　ミトコンドリア（呼吸）
８　葉緑体（光合成）
９　エネルギー生産経路の進化（同化と異化）
10　有性生殖（遺伝子の組換え）
11　細胞の寿命（分裂回数の設定）
12　発生生物学の歴史（決定子説とその後）
13　減数分裂と精子形成（遺伝子の多様化）
14　卵形成（初期発生の準備）
15　受精（新ゲノムセットの形成）　　

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
wac9dgs88lbhxt6rtfai2nkx20z7f610)



2023-S000009513-08ミクロの生物科学（生物の進化と細胞）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・４時限　　試験時間割：2023/08/01　１時限　　

景浦　宏

◎－－－　概要　－－－◎

生物学の基本である“進化生物学”、“細胞学”と“発生生物学”に
ついて学ぶ。進化生物学では、①生命の起源と進化について、細胞学
では、①細胞の構造と機能，発生生物学では①有性生殖と細胞の寿命
と②発生現象について解説する。本授業は講義形式で行い、毎時間1
つの話題について、パワーポイントでスライドを用いて説明する。以
下に内容を示す。
（１）進化生物学
　　①生物の起源と進化
・地球上の全ての生物が共通の祖先から生まれたこと。
・生物が地球環境の劇的変動による大絶滅を繰り返しながらも、現
在、約１億種にまで多様化していること。
・生物がまず、３つのドメインに分けられ，さらに、そのうちの真核
生物ドメインは４つの界に分けられること。
・多様化の要因としてエネルギー生産系の進化が重要であったこと。
（２）細胞学
　　①細胞の構造と機能
・生物が生命の最小単位である細胞からできていること。
・細胞には真核細胞と原核細胞があること。
・真核細胞には、様々な細胞小器官があること。
・それぞれの細胞小器官には独自の構造と機能があること。
・真核細胞の細胞小器官には異なる２つの起源があること。
（３）発生生物学
　　①有性生殖と細胞の寿命
・ほぼ全ての生物に性があること。
・多細胞生物では、体細胞に遺伝的な寿命が設定されたこと。
・有性生殖の意義を達成するために体細胞に寿命が設定されたこと。
・生殖細胞の精子や卵子の形成過程で寿命のリセットが起こること。
・iPS細胞では寿命のリセットと細胞分化のリセットが起こること。
　　②発生現象。。
・発生生物学の歴史は決定子説で始まったこと。
・減数分裂で個体間の遺伝子の交換が起こること。
・精子形成と卵形成によって世代がリセットされること。
以上の内容について説明する。
　また、授業時間内に、4回の4択で10問の簡単なミニテストをする予
定である。授業で用いたスライドは授業後にFU-boxに入れておくの
で、復習のために使ってほしい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

生命の起原と進化、細胞の構造と機能、有性生殖と細胞の寿命、発生
に関する知識を身につけ、正しく理解し、説明できる。(DP1-1)(知
識・理解)

進化生物学、細胞生物学、発生生物学の各分野を学び、広い視野を培
い、生物現象を多角的に見ることができる。(DP2-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習として、参考書として挙げた本などを事前に読み、授業の該当項
目についておおよその内容を知り、疑問点を明らかにしておく。(60
分)

復習として、授業後に、スライドやノートを参考にして、もう一度授
業内容をまとめ、分からない所を参考書やインターネットで調べ、内
容を理解し、説明できるようにする。(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
　生命の起源と進化、細胞の構造と機能、有性生殖と細胞の寿命、発
生に関する知識を身につけ、正しく理解し、説明できるかを評価の基
準とする。
方法
　授業中に実施するミニテスト4割、定期試験6割で評価し、60点以上
を合格とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

教科書は指定しない。授業後に、授業スライドをFU-boxに
置く。

◎－－－　参考書　－－－◎

ウイルソン生物の多様性Ⅰ　ISBN 4000055682
細胞の分子生物学　ISBN 4315513318

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業に出席し、授業をよく聞くこと。“細胞”について
は参考書やスライドを参考にして理解を深めること。重要
なキーワードについては、参考書やインターネットなどで
詳しく調べること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　イントロダクション：スタートアップ授業（生命の起
原）動画配信　
２　生物の進化と多様性（多様性の現状と保存）
３　生物の多様性の変遷（進化と大絶滅）
４　生物の系統と分類（５界説と３ドメイン説）
５　細胞の小区画化（細胞小器官の成立）
６　細胞小器官（役割分担）
７　ミトコンドリア（呼吸）
８　葉緑体（光合成）
９　エネルギー生産経路の進化（同化と異化）
10　有性生殖（遺伝子の組換え）
11　細胞の寿命（分裂回数の設定）
12　発生生物学の歴史（決定子説とその後）
13　減数分裂と精子形成（遺伝子の多様化）
14　卵形成（初期発生の準備）
15　受精（新ゲノムセットの形成）　　

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
lffk3q5xlhts24h7n3urno861iqpq91c)



2023-S000009513-91ミクロの生物科学「BB」（分子生物学入門）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・二部２時限　　試験時間割：2023/07/31　夜２限　　

信久　幾夫

◎－－－　概要　－－－◎

　生命とは何だろうか。栄養を得て、必要な物質を作り、いろ
んな困難にも耐えながら、自ら生きることが出来る、そして自
分の形質を次世代に引き継いでいける存在であろうか。
　ここ数十年の研究により、ミクロの視点で生命のメカニズム
がかなり明らかとなりつつある。その中心となるのが、細胞と
いう単位の中にある、4種類の核酸の組み合わせであるDNAで
あり、DNA上に書き込まれている情報を写し取るRNAであ
り、 20種類のアミノ酸の組み合わせであるタンパク質である。
これらは連携して、生きていく上で必要な物質を作り、場所や
周りの環境によって使う遺伝子・タンパク質を巧みに変えつつ
生き続けて、最後は子孫へ引き継いでいく。ただ、これらのシ
ステムが破綻するとあっという間に細胞、そして生物は消し去
られる、という危うさも持ち合わせている。また、DNAをヒト
が操作する技術が発展し、得られた多くの知見を用いてヒトに
役立てることが出来ているが、様々な考えを持つヒトが扱うと
いう怖さも共存している。
　本講義では、生命現象について、現在明らかとなっている生
命維持に関する基本事項について解説と行うと共に、ヒトがど
のように操作することができるのか、DNAの変異により生じる
病気、最近の話題について紹介し、生命についての理解を深
め、その存在について考えていくことを目標とする。
　授業は、教員が作成した講義資料（電子ファイルとして配
布）をもとに講義形式で行います。毎回の授業内容を確認する
ために、講義の最後に小テストを行い、小テストの解答および
解説は、次回の講義の冒頭に行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

細胞のDNA・RNA・タンパク質の関係性について理解を得る
(DP1-1)(知識・理解)

DNAが生命現象についてどのような影響を及ぼしているのかに
ついて理解を得る(DP2-1)(知識・理解)

新聞・テレビ・インターネットなどで接する生命科学系の内容
について、興味を持ち、考えることが出来るようになる
(DP3-1)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の講義内容について、気になることを自ら調べておく(60
分)

小テストで問われた項目で分からなかった箇所について、配布
した資料などを見返しながら、自ら考える(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

① 小テストの解答状況 (30%)
各講義の最後に講義内容についての小テストを行い、内容の理
解度を測ります。

② 定期試験 (70%)
講義全体の内容について出題し、到達目標の達成度を測りま
す。講義内容について、自らの言葉で説明出来るかについて、
特に重きをおきます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特になし。事前に講義資料を配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

特になし。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　高校で生物を学ばなかった人や受験科目として勉強しな
かった人も興味を持って学べるように、分かりやすい講義
を行うように配慮しますが、生物基礎・生物を履修してい
た方が理解はしやすいとは思います。
　テキストは指定せず、毎回の講義資料はFUポータルに
掲示するので、各自ダウンロードして下さい。各講義の最
後に行う小テストについては、次回の講義の最初に振り返
りの解説を行い、知識の定着を行います。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション̃生命とは何か：スタートアップ
授業（動画配信）
2. 体を作る～細胞
3. 情報を伝える～DNA
4. 情報を読み取る～RNA
5. 物質をつくる～タンパク質合成
6. DNAを操作する(1)̃DNAを増やし、切断し、くっつ
ける
7. DNAを操作する(2)̃目的のタンパク質をつくりたい
8. 生命をつなぐ～卵と精子、受精
9. 恐れつつ知る～ウイルス
10. DNAが傷つく̃がん
11. 自ら増やし、新たに生み出す～幹細胞、iPS細胞
12. DNAから情報を得る～遺伝子診断
13. DNAと産業～遺伝子改変作物および生物
14. 私達のDNA～生命倫理
15. まとめ～生命とは何か、改めて考えてみよう

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
i9t1pmftew0p5k7j4dkm783aexwvcf37)



2023-S000009520-01化学入門（医学生のための基礎化学）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・３時限　　試験時間割：2023/08/01　５時限　　

福田　将虎

◎－－－　概要　－－－◎

　医学部学生の化学に対する興味と期待は、精密な化学的定量
技術よりも、むしろ化学の原理を定性的に理解し、生命科学に
おける基礎的知識を深めることでしょう。生体はもちろんのこ
と、あらゆる自然界の物質を構成する原子・分子がどのような
構造や性質をもち、どのような振る舞いをするかを調べるのが
化学という学問です。それらの知識を基にして、新しい物質を
作り出したり、生命の神秘を解明することが可能になります。
人間の生理・病理の根底にも生体成分の分子レベルでの挙動が
折り込まれています。現在は、そのような生体分子の挙動に着
目した新しい治療法や診断法が次々に開発されています。生体
分子が織りなす生命現象や、新たな治療薬及び治療法の原理を
正しく理解するためには、化学的な視点で生命現象を見る目を
養うことが重要です。
　本授業は講義形式で行います。化学の基礎的な事項を正しく
かつ正確に理解する事を第一の目標としますが、「医学」や
「生化学」などの関連科目を少しでも理解しやすくなるよう
に、できる限り化学と生体が関連するトピックスを取り扱いま
す。また、化学をより深く学びたい人には、その手がかりとな
るような項目を多少付け加える事によって、将来どのような点
に留意して勉強していけば良いかを指導します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

生命科学における化学の基礎的な事項を正確に理解し、説明で
きる。(DP1-1)(知識・理解)

単純な分子の化学構造を正しく表記できる。(DP1-1)(技能)

分子または物質の性質を化学的に説明することができる。
(DP2-1)(知識・理解)

医学の諸問題に対して化学的な視点から考えることができる。
(DP2-1)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の授業範囲を予習し、大まかな内容と専門用語の意味を理
解しておくこと。(30分)

受講後には、テキスト及びノート等で重要事項を再度確認し、
理解を深めるよう努めること。必要に応じて、高校で用いた化
学の教科書中の該当部分を参照すること。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①平常点：30％
授業中に課した課題（15%）及び授業態度（15%）で評価しま
す。
また、遅刻・欠席などにより課題を提出できない場合は、減点
の対象となりますので注意してください
②期末試験：70％
到達目標の達成度をはかる問題を解くことができるかを評価の
基準とする

◎－－－　テキスト　－－－◎

ライフサイエンスの化学
安藤祥司 他（化学同人）
ISBN978-4-7598-1827-7

◎－－－　参考書　－－－◎

講義中に示す。また、適宜プリント資料を配布する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　化学の疾患と医療への関わり（スタートアップ授業）
２　生命の階層と分子・原子
３　原子の構造と性質① 原子の構造
４　原子の構造と性質② 電子軌道・電子配置
５　原子の構造と性質③ 周期表・元素の周期性
６　さまざまな化学結合
７　共有結合の考え方
８　分子の極性と水素結合
９　ファンデルワールス力とその他の分子間力
10　生体と分子間力
11　アミノ酸とタンパク質
12　核酸
13　生体の必須元素
14　水の性質
15　化学入門まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/2t91o7d65ujc2ns9b4lqhnbya6nzcssh)



2023-S000009521-01化学実験「MM」（化学実験の基礎を学ぶ）

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：実験　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・４時限～５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

長洞　記嘉、弟子丸　正伸、西本　悦子、檜枝　洋記、古賀　裕二、永留　重実

◎－－－　概要　－－－◎

化学とは、物質の構造や性質および変化の仕組みをその構成単位で
ある原子・分子・イオンのレベルで理解し、有用な物質を得ること
を目的とした学問である。これまでに蓄積された化学的知識や技術
に基づき、生命現象の本質を明らかにしようとするアプローチが最
近話題の生命化学である。この例を挙げれば、医学部の諸君にとっ
て化学がいかに重要であるかを素直に理解してもらえるであろう。
　ところが受験勉強を優先するため、ほとんどの高校では化学教育
に実験を取り入れていない。しかし化学という学問の成立の経緯か
ら明らかなように、実験を通じてしか化学の本質に触れることがで
きない。この経験がないと、将来必要に迫られて化学的情報を入手
しても、それを十分に理解し活きた使い方をするには難しい面があ
る。
　本実験で採用したテーマはいずれも高校の教科書に採り上げられ
ているものを題材としている。各実験の背景や理論、種々の実験操
作の意義と正しい操作法、データの処理法などをよく理解・習得
し、本実験を有意義なものにすることを強く望む。事前にテキスト
の各実験の項目を読んで実験のフローチャート（実験の流れ図）を
描き、全体像をつかんで実験に臨むこと。
　なお本授業は、個人で行う実験と２人で行う実験を組み合わせて
実施する。事前の予習は、オンデマンド教材を配信するので、教科
書を見ながら視聴すること。また、その日にどの実験を行うかは、
人によって異なるので、説明会のときに配信される予定表を確認す
ること。

◎－－－　到達目標　－－－◎

化学実験における基礎的な技能を身につけている。(DP1-1)(技能)

実験を通じて，中和，反応速度，有機合成，沈殿生成の理論を理解
している。(DP2-1)(知識・理解)

金属イオンの分離の実験に積極的に取り組み，さまざまな分離手法
があることを理解している。(DP2-2)(態度・志向性)

実験レポートは，他の人が読むことを踏まえ，わかりやすく記載し
ている。(DP3-1)(態度・志向性)

グループ実験には積極的に取り組み，課題の解決に向けて努力でき
る。(DP4-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

テキストを熟読し，実験の内容と手順を把握する。(60分)

実験結果をまとめてレポートを作成する。(120分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

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

◎－－－　テキスト　－－－◎

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

◎－－－　参考書　－－－◎

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

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

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

◎－－－　授業計画　－－－◎

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

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/9i0qohrba6dxegwbtfykrnhhcam2h6nq)



2023-S000009521-02化学実験「P-a」（薬学専門実験の基礎を学ぶ）

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：実験　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・４時限～５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

松岡　雅忠、安東　勢津子、田中　英彦、山田　啓二、岩下　秀文、永井　哲郎

◎－－－　概要　－－－◎

化学は過去の膨大な実験で得られた知識の集大成によって確立され
た学問であるので、実験を通じてしかその本質に触れることができ
ない。また、化学実験には長い歴史を通して培われたルールや特有
なやり方がある。それらは、実験を手際よくかつ安全に行うための
知恵として蓄積されたものである。
　これらの習得を目標とした本実験は、２年次以降の専門実習科目
における化学分野の入門的役割を担う。
　本実験で採用したテーマはいずれも高校の教科書に採り上げられ
ているものを題材としている。各実験の背景や理論、種々の実験操
作の意義と正しい操作法、データの処理法などをよく理解・習得
し、本実験を有意義なものにすることを強く望む。事前にテキスト
の各実験の項目を読んで実験のフローチャート（実験の流れ図）を
描き、全体像をつかんで実験に臨むこと。
　歴史的に重要な（古典的な）実験を行うが、事前の予習、レポー
トの作成などに時間を要する。そのため、あらかじめ各自の時間割
や履修科目をよく考え、特に化学に関心のある学生が履修するこ
と。
　本授業は、個人で行う実験と２人で行う実験を組み合わせて実施
する。事前の予習は、オンデマンド教材を配信するので、教科書を
見ながら視聴すること。

◎－－－　到達目標　－－－◎

化学実験における基礎的な技能を身につけている。(DP1-1)(技能)

実験を通じて，中和，反応速度，有機合成，沈殿生成の理論を理解
している。(DP2-1)(知識・理解)

金属イオンの分離の実験に積極的に取り組み，さまざまな分離手法
があることを理解している。(DP2-2)(知識・理解)

実験レポートは，他の人が読むことを踏まえ，わかりやすく記載し
ている。(DP3-1)(態度・志向性)

グループ実験には積極的に取り組み，課題の解決に向けて努力でき
る。(DP4-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

テキストをもとに、実験の原理，操作を予習する。(60分)

実験結果をまとめてレポートを作成する。(120分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

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

このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって再試
験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

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

◎－－－　参考書　－－－◎

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

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

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

◎－－－　授業計画　－－－◎

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

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
lw35sbqdd7d73x2njvyrz33ypeldbcsr)



2023-S000009521-03化学実験「P-b」（薬学専門実験の基礎を学ぶ）

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：実験　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・４時限～５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

松岡　雅忠、安東　勢津子、弟子丸　正伸、真田　雄介、永留　重実

◎－－－　概要　－－－◎

化学は過去の膨大な実験で得られた知識の集大成によって確立され
た学問であるので、実験を通じてしかその本質に触れることができ
ない。また、化学実験には長い歴史を通して培われたルールや特有
なやり方がある。それらは、実験を手際よくかつ安全に行うための
知恵として蓄積されたものである。
　これらの習得を目標とした本実験は、２年次以降の専門実習科目
における化学分野の入門的役割を担う。
　本実験で採用したテーマはいずれも高校の教科書に採り上げられ
ているものを題材としている。各実験の背景や理論、種々の実験操
作の意義と正しい操作法、データの処理法などをよく理解・習得
し、本実験を有意義なものにすることを強く望む。事前にテキスト
の各実験の項目を読んで実験のフローチャート（実験の流れ図）を
描き、全体像をつかんで実験に臨むこと。
　歴史的に重要な（古典的な）実験を行うが、事前の予習、レポー
トの作成などに時間を要する。そのため、あらかじめ各自の時間割
や履修科目をよく考え、特に化学に関心のある学生が履修するこ
と。
　本授業は、個人で行う実験と２人で行う実験を組み合わせて実施
する。事前の予習は、オンデマンド教材を配信するので、教科書を
見ながら視聴すること。

◎－－－　到達目標　－－－◎

化学実験における基礎的な技能を身につけている。(DP1-1)(技能)

実験を通じて，中和，反応速度，有機合成，沈殿生成の理論を理解
している。(DP2-1)(知識・理解)

金属イオンの分離の実験に積極的に取り組み，さまざまな分離手法
があることを理解している。(DP2-2)(知識・理解)

実験レポートは，他の人が読むことを踏まえ，わかりやすく記載し
ている。(DP3-1)(態度・志向性)

グループ実験には積極的に取り組み，課題の解決に向けて努力でき
る。(DP4-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

テキストをもとに、実験の原理，操作を予習する。(60分)

実験結果をまとめてレポートを作成する。(120分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

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

このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって再試
験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

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

◎－－－　参考書　－－－◎

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

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

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

◎－－－　授業計画　－－－◎

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

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
azbawy5z1kwsnh5gbapow9o2bned1u4w)



2023-S000009089-01化学Ａ（身近な現象から学ぶ化学）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/08/01　１時限　　

林田　修

◎－－－　概要　－－－◎

「身の回りの物質や現象」を題材にして、物質の化学という観
点からの講義を行います。はじめに、すべての物質の化学的性
質は，その物質の構成単位である微視的な粒子（原子・分子）
の性質によって決まるということを学びます。例えば、アサガ
オの花の色が部分的に変色する現象などは土壌が酸性か塩基性
かの化学的性質に関係していることを理解します。また、洗剤
やドライクリーニング溶剤を使った洗濯で汚れが落ちる理由を
化学の観点から理解し、環境にやさしい洗濯を実施するための
ヒントなどを学びます。その他にも、木の机、金属の鍋、陶器
やガラスの器、プラスチックの容器、紙のノート、天然繊維や
合成繊維の服など、多種類の材料がさまざまな用途に使われて
います。これら材料はすべて「原子・分子」から構成される物
質であり、材料の特徴を理解するためには、そのような原子や
分子がどのように結びついてできているかを化学の視点で考え
ることが大切です。化学の立場から身近な現象や身の回りの物
質を取り上げて、それらの本質に迫ることにより、疑問や不思
議を解き明かしていきます。 授業はテキストと教員が作成した
講義資料を用いて講義形式で行います。毎回授業の最後には講
義内容の理解を高めるためにクイズ形式のレポートも実施しま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

自然界を構成する物質を知り、構造や性質などを理解する
(DP1-1)(知識・理解)

講義内容に基づいて、自然界の物質に対して化学的な視点から
気付くようになる(DP1-1)(技能)

自然界を構成する物質について興味を持ち、色々な角度から化
学的に理解できるようになる(DP2-1)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義内容をよく理解するために教科書の予習と復習を奨めま
す。次回の授業範囲を予習し、知らない用語の意味を理解して
おくこと(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

身の回りにみられる現象や暮らしの中の物質に関して、化学の
基本的なしくみについて理解し、説明できるかを評価の基準と
する。
＜評価方法＞
毎回のレポートと定期試験の結果をもとに、到達目標に照らし
て評価する。
＜割合＞
レポート（20%）と定期試験（80%）を原則として評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

日本化学会編「化学、身近な現象・物質から学ぶ化学のし
くみ」（化学同人）
ISBN-10  :  4759810919
ISBN-13  :  978-4759810912

◎－－－　参考書　－－－◎

日本化学会編「化学ってそういうこと！」（化学同人）

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション（スタートアップ授業）（動画配
信）
2. 物質を粒子として見る
物質を構成する粒子など
3. 身の回りの物質を見てみる
原子・分子など
4. 物質を特徴づける性質を調べる
密度、融点、沸点など
5. 物質の状態を決める要因
微粒子の運動を直接観察するなど
6. すべての物質は原子からできている
周期表の読み方など
7. 物質中の原子はどう結びついているか
身の回りの化合物など
8. 分子は原子の結合によってできている
共有結合によるいろいろな分子など
9. 身近な現象から溶液の性質を学ぶ
溶液のおもしろい現象など
10. 化学反応とはどのような変化か
身の回りの化学反応など
11. 化学反応式を使って化学反応を表す
化学反応式のなりたちなど
12. 身の回りの酸と塩基を考える
酸性、塩基性の考え方など
13. 酸化と還元のしくみを考える
電子の動きから酸化と還元を考えるなど
14. 光を化学エネルギーに変える
身の回りの花の色など
15. まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
kk1cziqmz4tj57uwlapsfh2dj6yquebu)



2023-S000009090-01化学Ｂ（くらしを支える化学）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・１時限　　試験時間割：2024/01/25　１時限　　

林田　修

◎－－－　概要　－－－◎

私たちの身の回りには、たくさんの物質があります。自然界に
ある物質、人工的につくられた物質、様々な物質に囲まれ、そ
れらを利用しながら私たちは生活しています。本講義では、こ
れらの物質の正体を調べるためにどのような見方をすればよい
のか、また物質がどのようなものからできているのかを探って
いきます。また、自然界に起こる様々な現象はすべて物質がか
かわっています。すべての物質を構成する粒子の考え方を使っ
て身近な現象を説明していきます。例えば、紙や木が燃えると
いう現象については、紙や木に含まれる炭素が空気中の酸素と
急激に化学反応を起こして、二酸化炭素や一酸化炭素という新
しい物質が生まれることを学びます。このように、化学反応と
は何か、化学反応を式で表す方法を含めて学ぶことにします。
また、地球上で起こる自然現象は、太陽からの光のエネルギー
によって影響を受けていることが多く、植物や人間を含めて動
物が生きていけるのも太陽のおかげです。そこで、光とは何か
を理解し、光をエネルギーの一つの形としてとらえることに
よって、光と物質の関係についても学んでいきます。授業はテ
キストと教員が作成した講義資料を用いて講義形式で行いま
す。毎回授業の最後には講義内容の理解を高めるためにクイズ
形式のレポートも実施します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

生活や環境に関わる物質を知り、構造や性質などを理解する
(DP1-1)(知識・理解)

講義内容に基づいて、生活や環境に関わる物質に対して化学的
な視点から気付くようになる(DP1-1)(技能)

生活や環境に関わる物質について興味を持ち、色々な角度から
化学的に理解できるようになる(DP2-1)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義内容をよく理解するために教科書の予習と復習を奨めま
す。次回の授業範囲を予習し、知らない用語の意味を理解して
おくこと(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

身の回りにみられる現象や暮らしの中の物質に関して、化学の
基本的なしくみについて理解し、説明できるかを評価の基準と
する。
＜評価方法＞
毎回のレポートと定期試験の結果をもとに、到達目標に照らし
て評価する。
＜割合＞
レポート（30%）と定期試験（70%）を原則として評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

齋藤勝裕「あなたと化学」（裳華房）
ISBN-10  :  478533505X
ISBN-13  :  978-4785335052

◎－－－　参考書　－－－◎

岡野光俊「化学のちから」（裳華房）

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション（スタートアップ授業）（動画
配信）
2.  原子と分子

原子の種類を表す元素記号など
3.  気体の状態と性質

空気の組成など
4. 水の特性と物質の状態

水の構造や水素結合など
5. 化学反応とエネルギー変化

酸・塩基や反応エネルギーなど
6. 金属の多彩な性質

金属元素の種類など
7. 有機化学

有機化合物の性質など
8. 生体分子の化学

糖類や脂質、たんぱく質など
9. 分子膜のはたらき

セッケンや細胞膜など
10. 食料品の化学

食品添加物など
11. 医薬品の化学

薬分子と生体分子の相互作用など
12. 高分子の化学

プラスチックと合成繊維など
13. 発光と化学エネルギー

化学電池や有機ELなど
14. 原子力と放射線の化学

放射能など
15. まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/tai37e22tchrx8hznnvletxgszvl1e2l)



2023-S000009095-01図形情報「SP」（図形科学による図的表現入門）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

奈尾　信英

◎－－－　概要　－－－◎

空間図形を理解するためには，そのものの立体形状（３次元）
を図面（２次元）という客観的で抽象的な手法を用いてあらわ
すことが有用である．そこで，本講義では立体に関する認識力
を深め，３次元空間中の立体図形・「かたち」を２次元平面上
に作図するための幾通りかの方法を習得する．図学は，設計学
を修めるための不可欠な基本知識ではあるが，３Ｄコンピュー
タグラフィックスが進歩した現代においては，「図（画像）」
を理解する「ちから」としての空間把握能力を養うためにも重
要な学問になっている．図学では，３次元立体形状の図的表現
および形状処理について，図《法幾何》学の知識を通して学
び，立体形状の把握・伝達・構想能力を養うことができる．な
お，図学には，数学や建築学などで用いるヨーロッパ型の「第
１角法」と機械工学や航空工学などで用いられるアメリカ型の
「第３角法」が存在する．本講義では，「第１角法」を用い
る．

図形情報では，第12回までを「複面投影」，それ以後を「単面
投影」の理論に基づいて，空間図形（点，線，平面，立体）を
表現する手法を習得する．

毎回の授業において，授業の前半部分は講義を行い，後半部分
を課題作成の時間にあてる．

課題には，提出が必要ではない「演習課題」と提出が必要な
「提出課題」に２種類がある．

◎－－－　到達目標　－－－◎

1) ３次元空間中の３次元の立体を，図《法幾何》学の知識をも
とに学び，空間認知力が向上する．それにより，基礎的な知識
を獲得し，数学的・幾何学的に立体を形状把握することができ
るようになる．(DP1-1)(知識・理解)

(2) 投影理論を学ぶことで，図的表現の手法を取得する．空間
や立体を多角的視野から把握し，それを図（スケッチや設計
図）として伝達し，さらにその幾何学的構成能力やデザインの
応用能力を養う．さまざまな分野におけるヴィジュアル・コ
ミュニケーションのツールとして，図形情報の知識を活用する
ことができる．(DP2-1)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業前には，moodle内の配布資料を確認し，授業内容を予習す
る．(60分)

授業に参加した後は，難しかった部分を復習し，もし課題が未
完成の場合は，課題を完成させ，次回の授業に備える.(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績は，授業で行う提出課題（10題×10点＝100点満点）をも
とに、提出課題のみ100%で評価する．このクラスは定期試験
期間中に試験を実施しません．したがって，再試験も実施しま
せん．
全ての提出課題が、到達目標⑴と⑵の双方に対応している．

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用しない．
予習のために，テキストはMoodleを用いて，先行配布す
る．課題用紙は，当日，配布する．

◎－－－　参考書　－－－◎

幸田彰『図学と製図（新版）』培風館 /
ISBN-13:978-4563030025
須藤利一『図学概論』東京大学出版会 / ISBN-13:
978-4130090636

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

課題作成にあたり，三角定規（60°と45°のセット），コ
ンパス，シャープペンシルなどが必要になる．シャープペ
ンシルは，0.3ｍｍの製図用が作図しやすい．第１回目の
ガイダンスで詳説するので，第２回目以降の授業には持参
すること．図学用の三角定規などは，第一売店で購入でき
る．

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：ガイダンス：図学を学ぶ目的と意義（スタート
アップ）
第２回：投影法の種類／図学における投影図
第３回：副投影法（１）：高次副投影（１）
第４回：副投影法（２）：直線の表現 （１）
第５回：副投影法（３）：直線の表現（２）ねじれ２直線
第６回：副投影法（４）：平面の実形（１）：跡線
第７回：回転法（１）：直線の表現（３）／平面の実形
（２）
第８回：回転法（２）：ラバットメント／平面の実形
（３）
第９回：切断法（１）平面と直線の関係
第10回：切断法（２）：２平面の関係（交線・交角）
第11回：切断法（３）：立体の切断
第12回：切断法＋副投影法：立体と立体の相貫線
第13回：直軸測投影と斜軸測投影による立体表現
第14回：透視投影による立体表現（１）透視図法の標準形
／直接法【平行透視】
第15回：透視投影による立体表現（２）消点法【成角透
視】

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
f7jgslveo33335rq2b08ejavwbbiebb8)



2023-S000009511-01地学Ａ（地球を作る物）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・１時限　　試験時間割：2023/07/25　１時限　　

上原　誠一郎

◎－－－　概要　－－－◎

　地球は約46億年前に太陽系の一つの惑星として誕生しまし
た。そして、40－35億年前に最初の生命が生まれました。非常
に長い時間スケールと広い空間スケールの中で地球圏は現在の
広く海と緑に覆われた地球表層を得ることができました。一見
平穏な地球環境に見えますが、地球は現在も活動的な惑星で、
世界中のいたるところで地震や火山噴火をおこしています。さ
らに、過去に数回大きな環境変動を経験しています。今から２
億５千年前には地上のほとんどの生物が絶滅する大きな環境の
悪化があり、また、６千５百万年前には隕石の衝突？によって
恐竜が絶滅しました。そして、現在、従来の生物ではなしえな
かった特異な人類活動は地球表層に大きな影響を与える事にな
りました。
　地球科学で取り扱う現象の多くは、数百万年から数億年と
いった、途方もなく長い時間をかけて進行します。「地学Ａ」
では現在、過去の地球で何が起こり、それがどのようなメカニ
ズムで起こっているかを理解するための基礎的な項目を中心に
やさしく解説します。特に広い空間スケールを構成している
“物質”について説明します。なお，本授業は講義形式で行い
ます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地球を作る基本的な構成物質（鉱物、岩石、大気、水など）を
理解し説明できる。(DP1-1)(知識・理解)

レポートは資料の理解，要約，意見ができる。(DP1-1)(技能)

地球規模の空間スケールを理解し、地球の構造を説明できる。
(DP2-1)(技能)

地球科学の知識を基に，活動的な地球で起こる地震，火山，豪
雨などの現象に興味を持ち，説明できる。(DP2-1)(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の授業回の項目について，シラバス，Moodleをみてわ
からない項目については調べること。(30分)

復習：授業中の専門用語で意味がわからない術語は各自復習す
ること。講義の後にスライドで示した内容や配布した資料につ
いて各自，復習し，さらに教科書等を読んで理解を深めるこ
と。また，自然史系の博物館や関連する催しものに参加し，地
球を作る岩石・鉱物・化石を直接観察する機会を作ること(60
分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

地球を作る基本的な構成物質を理解し，正しく説明できる知識
がどの程度身についているかを定期試験で評価する。また、レ
ポートの課題については資料の理解、要約、自分の意見を評価
基準とする。　原則として学期末定期試験の成績結果(40%)、
レポート(30%)、講義中のMoodleでの課題，小テストの回答状
況（30％）から評価を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特に教科書は使用しない。Moodleに掲載したプリントを
用いて講義を進める予定である。各自印刷すること。

◎－－－　参考書　－－－◎

地学大図鑑　ISBN 978-4-315-52388-1
新しい地球惑星科学　ISBN 978-4-563-02522-9
地球大図鑑 　ISBN 978-4-315-52373-7
ニューステージ 新地学図表　ISBN 978-4-8343-4012-9
地球のしくみ　ISBN 978-4-534-02346-9
地球学入門　第2版　ISBN 978-4-486-02099-8
Earth Science　ISBN 978-1292061313　
この他に関連分野の参考図書は講義中に紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

高校で地学を学ばなかった人を対象に，わかりやすい講義
を行う。なお，講義の後にスライドに示した内容について
各自，復習し，さらに参考書等を読んで理解を深めるこ
と。
　講義時間中に、情報基盤センターのMoodleを利用するの
で学内の無線LANに接続できるノートPC,タブレットまた
はスマートフォンを持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1 イントロダクション（スタートアップ授業）
 2 地球科学とは
 3 地球科学と地球を対象とする科学
 4 地球の形と内部構造（1：地殻、マントル、核）
 5 地球の形と内部構造（2：地震波、高圧実験、ダイヤモ
ンド）
 6 地球内部と高圧力
 7 地球の化学組成
 8 前半のまとめ
 9 大気圏（1）
10 大気圏（2）
11 地球と鉱物（1）
12 地球と鉱物（2）
13 岩石（1）
14 岩石（2）（マグマと結晶作用）
15 前期のまとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
m1643uv9ouy86nw87xp2h704otshx7fs)



2023-S000009512-01地学Ｂ（地球の時間）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・１時限　　試験時間割：2024/01/17　１時限　　

上原　誠一郎

◎－－－　概要　－－－◎

　地球は約46億年前に太陽系の一つの惑星として誕生しまし
た。そして、40－35億年前に最初の生命が生まれました。非常
に長い時間スケールと広い空間スケールの中で地球圏は現在の
広い海と緑に覆われた地球表層を得ることができました。一見
平穏な地球環境に見えますが、地球は現在も活動的な惑星で、
世界中のいたるところで地震や火山噴火をおこしています。さ
らに、過去に数回大きな環境変動を経験しています。今から２
億５千年前には地上のほとんどの生物が絶滅する大きな環境の
悪化があり、また、６千５百万年前には隕石の衝突？によって
恐竜が絶滅しました。そして、現在、従来の生物ではなしえな
かった特異な人類活動は地球表層に大きな影響を与える事にな
りました。
　地球科学で取り扱う現象の多くは、数百万年から数億年と
いった、途方もなく長い時間をかけて進行します。「地学Ｂ」
では時間スケールに重点をおいて、人類がどのようにして時間
軸を得ることができたのか。46億年の歴史を持つ地球環境の変
動、太陽系からみた地球の誕生・特徴、宇宙の誕生と元素の進
化をとりあげ紹介します。なお，本授業は講義形式で行いま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地球の時間を計る方法を理解し説明できる。(DP1-1)(知識・理
解)

地球の歴史の概略を説明できる。(DP1-1)(知識・理解)

太陽系における地球の特徴を理解し，説明できる。(DP2-1)(知
識・理解)

レポートは資料の理解，要約，意見ができる。(DP2-1)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の授業回の項目について，シラバス，Moodleをみてわ
からない項目について調べること(30分)

復習：授業中の専門用語で意味がわからない術語は各自復習す
ること。講義の後にスライドで示した内容について各自，復習
すること。また，自然史系の博物館や関連する催しものに参加
し，地球を作る岩石・鉱物・化石を直接観察する機会を作るこ
と。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　地球の時間を計る方法、地球の歴史、太陽系における地球の
特徴を理解できているか。それらを正しく説明できる知識がど
の程度身についているかを定期試験で評価する。また、レポー
トの課題については資料の理解、要約、自分の意見を評価基準
とする。原則として学期末定期試験の成績結果(40%)、レポー
ト(30%)、講義中のMoodleでの課題，小テストの回答状況
（30％）から評価を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特に教科書は使用しない。Moodleに掲載したプリントを
用いて講義を進める予定である。各自印刷すること。

◎－－－　参考書　－－－◎

地学大図鑑　ISBN 978-4-315-52388-1
新しい地球惑星科学　ISBN 978-4-563-02522-9
地球大図鑑　ISBN 978-4-315-52373-7
ニューステージ 新地学図表　ISBN 978-4-8343-4012-9
地球のしくみ ISBN 978-4-534-02346-9
地球学入門　第2版 ISBN 978-4-486-02099-8
この他に関連分野の参考図書は講義中に紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　高校で地学を学ばなかった人を対象に，わかりやすい講
義を行う。なお，講義の後にスライドに示した内容や配布
した資料について各自，復習し，さらに参考書等を読んで
理解を深めること。
　講義時間中に、情報基盤センターのMoodleを利用するの
で学内の無線LANに接続できるノートPC,タブレット、ス
マートフォンを持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1 イントロダクション（スタートアップ授業）
   地球科学入門(1)
 2 地球科学入門(2)
 3 地球科学入門(3)
 4 相対年代
 5 地球の歴史の復元
 6 地球の歴史の復元(2)
 7 放射能の発見と放射年代
 8 放射年代
 9 地球の年齢
10 宇宙の誕生と元素の進化
11 地球の起源と進化(1)
12 地球の起源と進化(2)
13 太陽系の惑星と原始太陽系の生成(1)
14 原始太陽系の生成(2)
15 後期のまとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/7oeuogi6fj2uzmcpovtywf0ooemcklqc)



2023-S000009509-01地球圏科学入門（地球を作る物）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・１時限　　試験時間割：2023/07/25　１時限　　

上原　誠一郎

◎－－－　概要　－－－◎

　地球は約46億年前に太陽系の一つの惑星として誕生しまし
た。そして、40－35億年前に最初の生命が生まれました。非常
に長い時間スケールと広い空間スケールの中で地球圏は現在の
広く海と緑に覆われた地球表層を得ることができました。一見
平穏な地球環境に見えますが、地球は現在も活動的な惑星で、
世界中のいたるところで地震や火山噴火をおこしています。さ
らに、過去に数回大きな環境変動を経験しています。今から２
億５千年前には地上のほとんどの生物が絶滅する大きな環境の
悪化があり、また、６千５百万年前には隕石の衝突？によって
恐竜が絶滅しました。そして、現在、従来の生物ではなしえな
かった特異な人類活動は地球表層に大きな影響を与える事にな
りました。
　地球圏科学で取り扱う現象の多くは、数百万年から数億年と
いった、途方もなく長い時間をかけて進行します。「地球圏科
学入門」では現在、過去の地球で何が起こり、それがどのよう
なメカニズムで起こっているかを理解するための基礎的な項目
を中心にやさしく解説します。特に広い空間スケールを構成し
ている“物質”について説明します。なお，本授業は講義形式
で行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地球を作る基本的な構成物質（鉱物、岩石、大気、水など）を
理解し説明できる。(DP1-1)(知識・理解)

レポートは資料の理解，要約，意見ができる(DP1-1)(技能)

地球規模の空間スケールを理解し、地球の構造を説明できる。
(DP2-1)(技能)

地球科学の知識を基に，活動的な地球で起こる地震，火山，豪
雨などの現象に興味を持ち，説明できる。(DP2-1)(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の授業回の項目について，シラバス，Moodleをみてわ
からない項目については調べること。(30分)

復習：授業中の専門用語で意味がわからない術語は各自復習す
ること。講義の後にスライドで示した内容や配布した資料につ
いて各自，復習し，さらに教科書等を読んで理解を深めるこ
と。また，自然史系の博物館や関連する催しものに参加し，地
球を作る岩石・鉱物・化石を直接観察する機会を作ること(60
分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　地球を作る基本的な構成物質を理解し、正しく説明できる知
識がどの程度身についているかを定期試験で評価する。また、
レポートの課題については資料の理解、要約、自分の意見を評
価基準とする。原則として学期末定期試験の成績結果(40%)、
レポート(30%)、講義中のMoodleでの課題，小テストの回答状
況（30％）から評価を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特に教科書は使用しない。Moodleに掲載したプリントを
用いて講義を進める。各自印刷すること。

◎－－－　参考書　－－－◎

地学大図鑑　ISBN 978-4-315-52388-1
新しい地球惑星科学　ISBN 978-4-563-02522-9
地球大図鑑　ISBN 978-4-315-52373-7
ニューステージ 新地学図表　ISBN 978-4-8343-4012-9
地球のしくみ　ISBN 978-4-534-02346-9　
地球学入門　第2版　ISBN 978-4-486-02099-8
Earth Science　ISBN 978-1292061313
この他に関連分野の参考図書は講義中に紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

高校で地学を学ばなかった人を対象に，わかりやすい講義
を行う。なお，講義の後にスライドに示した内容や配布し
た資料について各自，復習し，さらに教科書等を読んで理
解を深めること。
　講義時間中に、情報基盤センターのMoodleを利用するの
で学内の無線LANに接続できるノートPC,タブレットまた
はスマートフォンを持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1 イントロダクション（スタートアップ授業）
 2 地球科学とは
 3 地球科学と地球を対象とする科学
 4 地球の形と内部構造（1：地殻、マントル、核）
 5 地球の形と内部構造（2：地震波、高圧実験、ダイヤモ
ンド）
 6 地球内部と高圧力
 7 地球の化学組成
 8 前半のまとめ
 9 大気圏（1）
10 大気圏（2）
11 地球と鉱物（1）
12 地球と鉱物（2）
13 岩石（1）
14 岩石（2）（マグマと結晶作用）
15 前期のまとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
z3prhdci0hswxvz19x1bc6ss0xk73dcm)



2023-S000009509-03地球圏科学入門（私の地球は？）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・１時限　　試験時間割：2023/07/25　１時限　　

三好　雅也

◎－－－　概要　－－－◎

　我々が住んでいるこの地球は、太陽系の第3惑星として誕生
し、46億年かけて環境を変化させてきた。地球圏科学が他の自
然科学と異なる点は、不可逆の歴史が介在しているという点で
ある。そして、そこでおこる事象はヒトの一生という時間から
すると長い時間的感覚で起こるが、地球の歴史からするとそれ
は極めて短い時間内で起き、さらに再び前とまったく同じ場面
は再現されない。現代社会の地球規模的問題に向き合うために
は、この地球の現状、事象の不可逆の歴史性と相互関連性、起
こる事象の時間の感覚を正しく理解する必要がある。
この講義ではまず、宇宙のなかで地球がどのようにして誕生し
たかを考え、その後形成された地球環境の実態と、地球内部の
構造や構成物質、その調べ方などについて講義する。また、地
球を構成する物質と人間社会とのかかわりなどについても紹介
する。なお、講義後には、ノートの内容などを確認していくこ
とで理解を深める。

【授業の形式】講義

◎－－－　到達目標　－－－◎

地球誕生のストーリーや地球環境形成の特異性について理解を
深める。(DP1-1)(知識・理解)

地球の大きさや内部構造の調べ方や地球を構成する物質の特徴
などについて理解できる。(DP1-1)(知識・理解)

我々が住む地球の実態、地球を構成する物質と人間社会とのか
かわりについて理解することで，地球規模の環境問題等に興味
を持てるようになる。(DP2-1)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義の中で重要な語句等は板書の際に示すので、ノートの内容
を整理して復習し、理解しておくこと。また、講義中に興味が
持てた点やより知りたいと思った点、理解がよくできなかった
点や気になる点などは、図書館やインターネットなどを利用し
自ら調べ，次の授業までに明らかにしておくことが大切であ
る。(30分)

授業の終わりには，次の講義の重要なキーワードを示すので，
それについて事前に調べておくことが奨められる(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　地球の基本的な形成過程や構造・仕組みおよびその特徴の理
解がどの程度なされているかを評価する。
定期試験の結果を80％、各講義での提出物を20％として成績評
価を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特に教科書は使用しない。必要に応じて講義中に出席者
にプリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

「生命と地球の歴史」丸山茂徳・磯﨑行雄　岩波新書
なお、この他に関連分野の参考図書は講義中に適宜紹介の
予定である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　イントロダクション（スタートアップ授業）
２　太陽系と地球
３　地球の成り立ち
４　地球の概観：　地球観の変遷
５　地球の内部構造を探る
６　隕石から得られる情報
７　マントルと地殻を構成する岩石
８　岩石をつくる様々な鉱物
９　大気圏と水圏の特徴
10　地震と九州周辺の活断層
11　マグマの性質と火山
12　岩石と人間社会とのかかわり
13　地球圏科学のトピックス
14　地球の歴史は地層のなかに
15　前期のまとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
yq5fhh7xc5svmttveurot4n6l1vhzca5)



2023-S000009509-04地球圏科学入門（地球の成り立ちを知る）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/25　１時限　　

上野　勝美

◎－－－　概要　－－－◎

　地球は、大気圏、水圏、固体地球圏（岩石圏）、生物圏とい
う相互作用する４つのサブシステムから構成されており、それ
らが一つのシームレス・システム（継ぎ目のない系）である地
球圏を作り出している。そのため、我々のまわりで起こる自然
現象のほとんどは、複数のサブシステムにまたがるさまざまな
時間・空間スケールの現象が複雑に関連しあって発生している
ことがわかる。この、複合した地球システムの全体像を理解す
るためには、まず第一に地球圏を構成しているそれぞれのサブ
システムがどのような物質からできあがっており、どのような
内部構造を持つのか、そして各構成要素がどのような成因を
持っているのかについて知る必要がある。
　地球圏科学入門では、はじめに地球圏の成り立ちと各サブシ
ステムについて概説し、さらに固体地球圏を構成している物質
（鉱物、岩石）と、地球史を理解する上で必要な時間スケール
（地質年代）に焦点を当て講義する。これらを通じて、地球シ
ステムがもつ空間や時間のスケールを理解する。本講義で学ぶ
地球圏の構成や事象のうち、大気圏や水圏の特徴、固体地球圏
の活動の中でも地震や火山噴火などは、特に我々の生活に身近
なトピックであり、同時に人類が今後どのように社会を持続し
ていくかというSDGsとも関連した話題である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地球圏の成り立ちについて理解を深める。(DP1-1)(知識・理解)

地球の大きさや形について理解を深める。(DP1-1)(知識・理解)

地球の層構造について理解を深める。(DP2-1)(知識・理解)

固体地球圏を構成する物質について理解を深める。(DP2-1)(知
識・理解)

地質時代について理解を深める。(DP2-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：参考書に挙げた本を1冊選定し通読すると、講義の理解
の助けとなる。(60分)

復習：ノートおよび配布プリントをもとに、各自で授業内容を
毎回まとめ，復習する。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験を８割、レポート提出あるいは講義時間内に行うミ
ニテストの結果を２割として評価する。定期試験、ミニテスト
とも、到達目標に挙げた各項目で扱う概念や現象、用語につい
て、それらの理解度を成績評価の基準とする．

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは使用しない。講義の進行に合わせ、講義時間
中あるいはFU_Boxを通じて、適宜プリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

基礎地球科学 / 西村祐二郎編著　ISBN 9784254160741
地球学入門 : 惑星地球と大気・海洋のシステム / 酒井治孝
著　ISBN 9784924523180
地球惑星システム科学入門 / 鹿園直建著　ISBN
9784130627146

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本科目は講義形式で行う．

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　「スタートアップ授業（動画配信）」
　　ガイダンス，地球圏科学とは:システムとしての地球
２　太陽系の中の地球
３　地球の大きさ，かたち，はたらく力
４　大気圏
５　水圏
６　地球内部の探査法と固体地球圏の層構造
７　固体地球圏を構成する物質:鉱物
８　固体地球圏を構成する物質:岩石
９　火成岩:マグマと火山
10　変成岩と変成作用
11　堆積岩と堆積作用、岩石サイクル
12　地層と化石
13　地球年代学（その１）:相対年代
14　地球年代学（その２）:絶対年代　
15　まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/4amx88dyrvzex9lc4xezvux9l7qrnz8a)



2023-S000009509-05地球圏科学入門

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/25　１時限　　

赤木　右

◎－－－　概要　－－－◎

私たちの住む地球の環境はどのようにして決まるのでしょう
か?この講義ではこの問題に正面から取り組みます。

まず、地球を構成する、物質、生物の絡み合いから生まれる姿
を探求します。
次に炭素に焦点を絞って、どのようなことが地球上で起こって
いるか学びます。
そして最後には、自分で炭素の循環の問題を解決するために何
ができるか、自分なりの答えが見出せるようになることを期待
しています。

講義は4部に分かれます。
1部では　　地球の物質と生物と環境の絡み合い
2部では　　岩石と生物の関わり
3部では　海はなぜ重要か
4部では　身近な氷河期を考える

授業はパワーポイントと板書による解説によって進めます。

授業では、毎回最後に、各自の端末を用いて、ミニッツペー
パーを記入、提出してもらいます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地球の環境がどのようにして形成されるか説明できるようにな
る。(DP1-1)(知識・理解)

地球の環境は、物理、生物、化学など様々な化学が重要である
ことを理解している。(DP2-1)(知識・理解)

地球環境に合った人間の生き方を自分なりに考られるようにな
る。(DP2-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義ノートの内容を整理して復習し、理解しておくこと(30分)

授業中に示す次の講義の重要なキーワードについて事前に調べ
ておくこと(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験の結果を70％、各講義での提出物（ミニッツペー
パー）を30％として成績評価を行います。6割以上の得点を
もって合格とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特にありません。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

特にありません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. スタートアップ授業　この講義で何を伝えたいか

2. 環境問題の性質を決めるもの
3. 大気の二酸化炭素問題
4. 岩石と生物の関係

5. 生物と環境の絡み合い
6. 石を食べる生物?

7. 海の姿と動き
8. 二酸化炭素と海との深い関係
9. 海洋の酸とアルカリ

10. 海のプランクトン
11. 海洋のケイ素

12. 身近な氷期
13. 氷期の炭素の行方
14. 海洋の炭素の吸い方、吐き方

15. 地球を救う提案

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
o5wl07l9fj45gaz3g09u0gh7067kqlzd)



2023-S000009509-06地球圏科学入門（地球を作る物）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・２時限　　試験時間割：2023/07/25　１時限　　

上原　誠一郎

◎－－－　概要　－－－◎

　地球は約46億年前に太陽系の一つの惑星として誕生しまし
た。そして、40－35億年前に最初の生命が生まれました。非常
に長い時間スケールと広い空間スケールの中で地球圏は現在の
広く海と緑に覆われた地球表層を得ることができました。一見
平穏な地球環境に見えますが、地球は現在も活動的な惑星で、
世界中のいたるところで地震や火山噴火をおこしています。さ
らに、過去に数回大きな環境変動を経験しています。今から２
億５千年前には地上のほとんどの生物が絶滅する大きな環境の
悪化があり、また、６千５百万年前には隕石の衝突？によって
恐竜が絶滅しました。そして、現在、従来の生物ではなしえな
かった特異な人類活動は地球表層に大きな影響を与える事にな
りました。
　地球科学で取り扱う現象の多くは、数百万年から数億年と
いった、途方もなく長い時間をかけて進行します。「地球圏科
学入門」では現在、過去の地球で何が起こり、それがどのよう
なメカニズムで起こっているかを理解するための基礎的な項目
を中心にやさしく解説します。特に広い空間スケールを構成し
ている“物質”について説明します。なお，本授業は講義形式
で行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地球を作る基本的な構成物質（鉱物、岩石、大気、水など）を
理解し説明できる(DP1-1)(知識・理解)

レポートは資料の理解，要約，意見ができる。(DP1-1)(技能)

地球規模の空間スケールを理解し、地球の構造を説明できる。
(DP2-1)(技能)

地球科学の知識を基に，活動的な地球で起こる地震，火山，豪
雨などの現象に興味を持ち，説明できる(DP2-1)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の授業回の項目について，シラバス，Moodleをみてわ
からない項目については調べること。(30分)

復習：授業中の専門用語で意味がわからない術語は各自復習す
ること。講義の後にスライドで示した内容や配布した資料につ
いて各自，復習し，さらに教科書等を読んで理解を深めるこ
と。また，自然史系の博物館や関連する催しものに参加し，地
球を作る岩石・鉱物・化石を直接観察する機会を作ること。
(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　地球を作る基本的な構成物質を理解し、正しく説明できる知
識がどの程度身についているかを定期試験で評価する。また、
レポートの課題については資料の理解、要約、自分の意見を評
価基準とする。原則として学期末定期試験の成績結果(40%)、
レポート(30%)、講義中のMoodleでの課題，小テストの回答状
況（30％）から評価を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特に教科書は使用しない。Moodleに掲載したプリントを
用いて講義を進める予定である。各自印刷すること。

◎－－－　参考書　－－－◎

地学大図鑑　ISBN 978-4-315-52388-1
新しい地球惑星科学　ISBN 978-4-563-02522-9
地球大図鑑　ISBN 978-4-315-52373-7
ニューステージ 新地学図表　ISBN 978-4-8343-4012-9　
地球のしくみ　ISBN 978-4-534-02346-9
地球学入門　第2版　ISBN 978-4-486-02099-8
Earth Science　ISBN 978-1292061313　
この他に関連分野の参考図書は講義中に紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

高校で地学を学ばなかった人を対象に，わかりやすい講義
を行う。なお，講義の後にスライドに示した内容について
各自，復習し，さらに参考書等を読んで理解を深めるこ
と。
　講義時間中に、情報基盤センターのMoodleを利用するの
で学内の無線LANに接続できるノートPC,タブレットまた
はスマートフォンを持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1 イントロダクション（スタートアップ授業）
 2 地球科学とは
 3 地球科学と地球を対象とする科学
 4 地球の形と内部構造（1：地殻、マントル、核）
 5 地球の形と内部構造（2：地震波、高圧実験、ダイヤモ
ンド）
 6 地球内部と高圧力
 7 地球の化学組成
 8 前半のまとめ
 9 大気圏（1）
10 大気圏（2）
11 地球と鉱物（1）
12 地球と鉱物（2）
13 岩石（1）
14 岩石（2）（マグマと結晶作用）
15 前期のまとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
q7jy0lsjjlmno1hln6gsrssa4q2o9rax)



2023-S000009509-07地球圏科学入門（地球圏の構成と成り立ち）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/25　１時限　　

田上　響

◎－－－　概要　－－－◎

　地球圏は「気圏」、「水圏」、「岩石圏」、「生物圏」によ
り構成される。これらはそれぞれ独立した要素ではなく、互い
に作用し合っている。地球圏は複雑なしくみで成り立っている
が、まず要素ごとに探求し、次いで要素間の相互作用を知るこ
とで、理解しやすくなる。
　この科目は主として講義形式で授業を進め、適宜教員と受講
者によるディスカッションを実施する。主として地球圏を成す
気圏、水圏、岩石圏、生物圏の各要素の構成ならびに歴史を概
説し、その上で要素間の相互作用とその結果についても解説す
る。最後に人間活動の地球圏に与える影響を紹介し、受講者が
持続可能な社会の形成に必要な情報を提供する。受講者には、
各自で理解を深めたい点を明らかにした上で授業に臨む主体的
な姿勢が求められる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地球圏科学に関する基礎的な知識を身につけ、それらを説明す
ることができる。(DP1-1)(知識・理解)

地球圏の各要素の相互作用を理解し、それらを説明することが
できる。(DP2-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：各授業の前に提示するキーワードに関する情報収集を行
い、事前に理解しづらい点を確認しておく。(60分)

復習：授業で解説した内容に関して、予習で確認した不明点を
理解できたか講義ノートを見直しつつ確かめる。また、授業の
内容で興味を持った点や、十分理解できなかった点に関して、
自身で情報収集を行い、理解を深めること。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験（80%）および授業時間内の小テスト（20%）によっ
て行い、授業の到達目標への到達度を確認する。成績評価の基
準は学則に従い、60点以上を合格、59点以下を不合格とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

本科目では指定しない。授業の際に資料を配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

特に指定しないが、本学中央図書館および図書館理学部分
室に地球科学関連の書籍が収蔵されている。本科目で引用
する文献を含め、適宜参照することを勧める。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業に関する案内を「学籍番号@cis.fukuoka-u.ac.jp」の
メールアドレス宛に送信するため、 Eメールの自動転送設
定を含め、本科目に関する案内を確実に読めるようにして
おくこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 イントロダクション（スタートアップ授業）
2 岩石圏の構成：地殻・マントル・核
3 岩石圏の形成：「地球型惑星」の誕生
4 岩石圏の変遷：プレートテクトニクス
5 水圏の構成：海・淡水・氷河
6 水圏の変遷：海の誕生・海水循環・氷河期
7 気圏の構成：現在の姿
8 気圏の変遷：原始大気から現在の大気へ
9 生物圏の構成：生物分類
10 生物圏の形成：生命誕生と初期生命の進化
11 生物圏の変遷：顕生代の生物進化
12 地球圏の水循環
13 地球圏の炭素循環
14 人間活動の影響
15 まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
vmeaay9ekhbgqceqtzxfqp1koq4vjlo3)



2023-S000009509-08地球圏科学入門

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/25　１時限　　

赤木　右

◎－－－　概要　－－－◎

私たちの住む地球の環境はどのようにして決まるのでしょう
か?この講義ではこの問題に正面から取り組みます。

まず、地球を構成する、物質、生物の絡み合いから生まれる姿
を探求します。
次に炭素に焦点を絞って、どのようなことが地球上で起こって
いるか学びます。
そして最後には、自分で炭素の循環の問題を解決するために何
ができるか、自分なりの答えが見出せるようになることを期待
しています。

講義は4部に分かれます。
1部では　　地球の物質と生物と環境の絡み合い
2部では　　岩石と生物の関わり
3部では　海はなぜ重要か
4部では　身近な氷河期を考える

授業はパワーポイントと板書による解説によって進めます。

授業では、毎回最後に、各自の端末を用いて、ミニッツペー
パーを記入、提出してもらいます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地球の環境がどのようにして形成されるか説明できるようにな
る。(DP1-1)(知識・理解)

地球の環境は、物理、生物、化学など様々な化学が重要である
ことを理解している。(DP2-1)(知識・理解)

地球環境に合った人間の生き方を自分なりに考えられるように
なる。(DP2-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義ノートの内容を整理して復習し、理解しておくこと(30分)

授業中に示す次の講義の重要なキーワードについて事前に調べ
ておくこと(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験の結果を70％、各講義での提出物（ミニッツペー
パー）を30％として成績評価を行います。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特にありません。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

特にありません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. スタートアップ授業　この講義で何を伝えたいか

2. 環境問題の性質を決めるもの
3. 大気の二酸化炭素問題
4. 岩石と生物の関係

5. 生物と環境の絡み合い
6. 石を食べる生物?

7. 海の姿と動き
8. 二酸化炭素と海との深い関係
9. 海洋の酸とアルカリ

10. 海のプランクトン
11. 海洋のケイ素

12. 身近な氷期
13. 氷期の炭素の行方
14. 海洋の炭素の吸い方、吐き方

15. 地球を救う提案

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
x660130cd0tkb55euu44ggsbgv2dvpf3)



2023-S000009509-91地球圏科学入門「BB」（地球の成り立ちを知る）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・二部２時限　　試験時間割：2023/07/26　夜２限　　

上野　勝美

◎－－－　概要　－－－◎

　地球は、大気圏、水圏、固体地球圏（岩石圏）、生物圏とい
う相互作用する４つのサブシステムから構成されており、それ
らが一つのシームレス・システム（継ぎ目のない系）である地
球圏を作り出している。そのため、我々のまわりで起こる自然
現象のほとんどは、複数のサブシステムにまたがるさまざまな
時間・空間スケールの現象が複雑に関連しあって発生している
ことがわかる。この、複合した地球システムの全体像を理解す
るためには、まず第一に地球圏を構成しているそれぞれのサブ
システムがどのような物質からできあがっており、どのような
内部構造を持つのか、そして各構成要素がどのような成因を
持っているのかについて知る必要がある。
　地球圏科学入門では、はじめに地球圏の成り立ちと各サブシ
ステムについて概説し、さらに固体地球圏を構成している物質
（鉱物、岩石）と、地球史を理解する上で必要な時間スケール
（地質年代）に焦点を当て講義する。これらを通じて、地球シ
ステムがもつ空間や時間のスケールを理解する。本講義で学ぶ
地球圏の構成や事象のうち、大気圏や水圏の特徴、固体地球圏
の活動の中でも地震や火山噴火などは、特に我々の生活に身近
なトピックであり、同時に人類が今後どのように社会を持続し
ていくかというSDGsとも関連した話題である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地球圏の成り立ちについて理解を深める。(DP1-1)(知識・理解)

地球の大きさや形について理解を深める。(DP1-1)(知識・理解)

地球の層構造について理解を深める。(DP2-1)(知識・理解)

固体地球圏を構成する物質について理解を深める。(DP2-1)(知
識・理解)

地質時代について理解を深める。(DP2-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：参考書に挙げた本を1冊選定し通読すると、講義の理解
の助けとなる。(60分)

復習：ノートおよび配布プリントをもとに、各自で授業内容を
毎回まとめ，復習する。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験を８割、レポート提出あるいは講義時間内に行うミ
ニテストの結果を２割として評価する。定期試験、ミニテスト
とも、到達目標に挙げた各項目で扱う概念や現象、用語につい
て、それらの理解度を成績評価の基準とする．

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは使用しない。講義の進行に合わせ、講義時間
中あるいはFU_Boxを通じて、適宜プリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

基礎地球科学 / 西村祐二郎編著　ISBN 9784254160741
地球学入門 : 惑星地球と大気・海洋のシステム / 酒井治孝
著　ISBN 9784924523180
地球惑星システム科学入門 / 鹿園直建著　ISBN
9784130627146

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本科目は講義形式で行う．

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　「スタートアップ授業（動画配信）」
　　ガイダンス，地球圏科学とは:システムとしての地球
２　太陽系の中の地球
３　地球の大きさ，かたち，はたらく力
４　大気圏
５　水圏
６　地球内部の探査法と固体地球圏の層構造
７　固体地球圏を構成する物質:鉱物
８　固体地球圏を構成する物質:岩石
９　火成岩:マグマと火山
10　変成岩と変成作用
11　堆積岩と堆積作用、岩石サイクル
12　地層と化石
13　地球年代学（その１）:相対年代
14　地球年代学（その２）:絶対年代　
15　まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/sd5zrxlphecrq85aalzers5i1bssf98x)



2023-S000009502-01基礎数学（数学の理論と応用）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・４時限　　試験時間割：2023/07/25　１時限　　

石黒　賢士

◎－－－　概要　－－－◎

「基礎数学」は高校で培かわれた数学的思考力を応用する場を
与えるという役割を担う。その内容は幾何学、群論、グラフ理
論等の初等的基礎であり、理論を中心とした授業であるため、
計算問題は最小限に留める。具体的には次のようになる。まず
幾何学はユークリッド原論により公理論的体系が確立された。
その中で第五公準を否定しても無矛盾な幾何学が成立すること
が示され、新しい幾何学の誕生など公理論的再構成について思
考する場を与える。また位相幾何学（トポロジー）についても
触れるつもりである。群論は回転・鏡映などの幾何学的対称性
の問題を代数的方法で理解する。この概念は数学や物理などで
広く応用されている。また一般社会では、たとえば郵便物の仕
分け作業にもその影響が窺える。さらに20世紀の偉業とされる
単純有限群の分類について説明したい。最後にグラフ理論につ
いて述べる。我々のまわりには、様々なコミュニケーション空
間が広がっており、いろいろなメディアを通じて情報ネット
ワークを形成している。社会的事象や物理的事象全般の、いろ
いろな問題を解決するには離散数学の一分野であるグラフ理論
の考え方がひとつの有力な方法となる。なお、本授業は講義形
式で行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

数学理論の初等的なことを自分の言葉で正確に説明できる。
(DP1-1)(知識・理解)

数学理論の基礎・公式等が計算や証明に応用できる。(DP2-1)
(技能)

数学理論の一般社会での応用について考えるようになる。
(DP4-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業内容に関する指定課題について、レポ-トを作成するこ
と。
各回の事前・事後学習は、60分を目安とする。
(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

数学理論の初等的なことを自分の言葉で正確に説明でき、関連
する基礎的計算問題が解けるかを評価の基準とし、定期試験の
成績を80%　提出されたレポートを20% で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし。　必要に応じてプリントを配付します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション(スタートアップ授業)
2. ユークリッド幾何学と平行線公理
3. 有限幾何のモデル
4. 非ユークリッド幾何学
5. 位相幾何学（トポロジー）
6. 群論の基礎
7. 演算とその性質
8. 群の例と応用
9. 行列と群
10. グラフ理論の基礎
11. ハミルトン・グラフ
12. 暗号理論の基礎
13. オイラー関数とRSA暗号
14. ゲーム理論
15. まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
be9s7sc3cl7ejqovdwdlwve6alonwuav)



2023-S000009502-02基礎数学（行列と連立1次方程式）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・４時限　　試験時間割：2024/01/17　１時限　　

小田　信行

◎－－－　概要　－－－◎

本授業は講義形式により進めるが、途中で学生に質問をし、ま
た、黒板やノートで学生が具体的な問題を解くことにより実際
の計算方法を授業中に確認しながら進める。
授業で学ぶことを以下に述べよう。
２次の行列で具体的に計算をしながら、２次の行列により平面
上の点の対称移動や回転移動などを表すことができることを考
察する。２次の行列式を用いて連立２元１次方程式の解を表す
ことができることを証明する。さらに、２次の行列式の図形的
な意味と様々な応用を考える。次に、一般の行列の和と積に習
熟した後、行列を用いて連立1次方程式を表現することを学
ぶ。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詳
しく考察する。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。解が存在する場
合は、連立１次方程式の解がベクトルの形で表現できることが
分る。一般の場合の掃き出し法を理解することにより、連立１
次方程式の完全な解法が理解できることになり、高校までに考
えた連立１次方程式が特別の場合であることが認識できる。さ
らに、連立１次方程式の解法の応用として、行列の逆行列を決
定する。
いくつかの関連する話題についても考察する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

行列に関する基礎的な知識を身につけ、それらを説明すること
ができる。(DP1-1)(知識・理解)

行列を用いて連立１次方程式を解くとこを理解し、それらを説
明することができる。(DP2-1)(技能)

◎－－－　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。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

２次の行列の性質を理解し、行列の和、差、積が計算できるこ
と（到達目標，DP1-1 知識・理解）と、行列を用いて様々な形
の連立１次方程式が解け、応用として逆行列が計算できること
（到達目標，DP2-1 技能）を評価の基準とする。
定期試験100％により評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特にもうけない。資料を配布（配信）する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

予備知識なしで理解できるが、授業中に具体的な問題を解
きながら進むので、遅刻せずに必ず出席して、自分の力で
問題を解くことを心がけて授業を受けること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　イントロダクション（スタートアップ授業）
　２　2次の行列と点の移動
　３　2次の行列式と連立１次方程式
　４　行列
　５　行列の和と積
　６　様々な計算
　７　正則行列と逆行列
　８　連立１次方程式と行列
　９　連立１次方程式の解法
１０　連立１次方程式の解法の例
１１　掃き出し法
１２　掃き出し法（一般の場合）
１３　逆行列
１４　いくつかの話題
１５　まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
dzf7lqirqax2pvls4kb238znb5ds6lzi)



2023-S000009502-03基礎数学（分析や判断に数学を生かす。）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・１時限　　試験時間割：2023/07/25　１時限　　

杉万　郁夫

◎－－－　概要　－－－◎

　高校まで学んできた数学を振り返って、自分にとっては余り役に立たな
いものと決めつけていませんか。この講義の目標は、いろいろな数学の生
かし方を見ることです。もちろん、本格的に用いるためには、コンピュー
タを使った大量の計算が必要になることもあるのですが、そのアイデアを
理解するには、工夫した表や図を作り、簡単な計算をすることで十分で
しょう。

　さて、講義で扱う内容の中から、数回をかけて講義で説明する主なもの
を紹介しましょう。日常生活のどんなときに数学が使えそうに感じます
か。おそらく、一つは状況を理解するために数字を読むときでしょう。こ
こでは「分析の数理」と呼ぶことにします。また、何かをする方法が幾つ
かあって、その中からどれか良い方法をを選ばなければならないときがも
う一つではないでしょうか。このような問題は、「判断の数理」というこ
とにします。

　講義の最初に、「分析の数理」入門として、若い皆さんにとって大切な
日本の人口データを一緒に読んでみましょう。最近、人口は減少し始め
た。地方の過疎化が一段と進み限界集落が生まれ、少子高齢化も深刻で
す。よく知っているつもりでもデータから自分の力で読んでみると、新し
い認識ができると思います。数学を生かすことの基本は、数字を読むこと
から始まります。
　「判断の数理」でとりあげるのは判断における「中庸（偏らないこ
と）」の大切さです。バランス感覚の大切さといってもいいでしょう。数
学を使って行う判断では、良し悪しが明瞭なことが多いのですが、日常出
会う状況では、偏りのない中位の判断が良いこともしばしばあります。ど
のような場面がそうなのかについて紹介していきます。
　最後に、人が集まって形成する社会としての判断について考えます。も
ちろん、全員の意見を反映した判断が望まれますが、普通、使われている
多数決でよいのでしょうか。最近、様々な組織で使われてきているちょっ
と目新しい投票システムとその良さを紹介しようと思っています。ここで
は、コンピュータを用いたシミュレーションを生かして考えていきます。
また、全体にとっては良い判断も、ある人の犠牲のもとにしか成り立たな
いとしたらといった個人を尊重した近代的価値観に基づく判断についても
考えてみましょう。

　ともかく、様々な方法の中にあるアイデアを楽しんでください。方法を
知ること以上に、目的に向かって使われている数学の姿を見てもらうこと
が大切です。世の中の仕組みにも多くの数学が使われていることが分かっ
てもらえると思いますし、皆さんの日常の思考にも変化が起こるかもしれ
ません。

授業の進め方
　授業は講義形式で行います。個人の演習作業やグループでの意見交換や
討論も組み込みます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

数学を生かした分析や判断が役立つことを理解し説明できる。(DP1-1)(知
識・理解)

問題解決に数学的な表現を活用できる。(DP2-1)(技能)

日常の問題解決を数学的に考えてみようと思っている。(DP1-1)(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

復習：毎回、新しい分析や判断の方法が登場します。学んだ方法を見直す
ことで、目的意識にどう応えようとしているものかを理解する復習が重要
になります。(30分)

復習：アイデアや方法論への理解を確認する演習に取り組むことも必要で
す。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準：上記の到達目標の達成度です。
評価方法：定期試験（60％）とFUポータルから提出する課題レポート
（40％）で行います。課題提出だけでなく、資料の配布にもFUポータルを
使いますので、確認する習慣をつけておくよう心掛けてください。

◎－－－　テキスト　－－－◎

内容が多岐にわたるため、それらを網羅するテキストがあ
りません。講義の中で必要に応じ、資料等を配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

いろいろな方法を紹介します。それらの内容の先を学ぶ参
考書は数多いので、講義の中で紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

数学を生かして考える習慣をつけましょう。きっと、あな
たの思考法の個性になっていくと思います。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1) イントロダクション（スタートアップ授業）
2) 数字を読もう（分析の数理１）
（変化を見るには、折れ線グラフ？）
3) 変化を読むと見えてくる（分析の数理２）
（大きい変化と小さい変化）
4) 更なる分析を重ねるには（分析の数理３）
（分析結果の除去）
5) 今の変化の先にあるもの（分析の数理４）
（未来予測から今を知る）
6) 「分析の数理」のまとめ（分析の数理５）
（いろいろな方法を併せて使う）
7）数理モデルを使って考える。
（文系の世界の数理モデル）
8) あいまいな判断の良さ（判断の数理１）
（選択肢を確率的に組み合わせる良さ）
9) あいまいな判断の良さ（判断の数理２）
（社会におけるあいまいな選択の意味）
10) 社会の判断方法（その１）
（皆が納得する決定とは？）
11) 社会の判断方法（その２）
（身近な決定方法を考える）
12) 数学を生かす楽しさを知る。
（コンピュータ・シミュレーションを使ってみよう。）
13) 多数決を考える（その１）
（みんなの意思をまとめるには）
14) 多数決を考える（その２）
（いろいろな決定方法）
15) 多数決を考える（その３）
（多数決に替わる決め方を考える）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/4r94m8inoc6me0bvgm123hi8clfag0p3)



2023-S000009502-04基礎数学（あらためて数学）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・４時限　　試験時間割：2024/01/17　１時限　　

仙葉　隆

◎－－－　概要　－－－◎

　大学生である皆さんの多くは、受験科目として数学を勉強し
てきたと思います。大学生となって、大学受験のための数学の
勉強は必要なくなりました。
　この状況であらためて数学を勉強してみましょう。大学受験
から解放され余裕をもって数学と向き合えるのではないでしょ
うか。
　また、小学校を卒業してから6年以上、中学校を卒業してか
ら3年以上たっている君たちは、小学生だった君たちや中学生
だった君たちに比べて社会的な経験が豊富です。そのような君
たちが、あらためて算数・数学を学びなおすことによって今ま
での勉強の中で見逃してしまったことや、あらためて納得する
事柄があると思います。
　本講義では上記で述べた様な高等学校までの内容と関連した
算数・数学に関する内容についてあらためて学びます。本講義
で扱う題材のいくつかは容易に納得できると思いますが、いく
つかの題材は過去に学んだ考え方や方法とは異なる説明をする
のでそれほど容易に納得できないものもあると思いますが、ク
イズを解く程度の集中力と時間を使えば納得できるのではない
かと思っています。
　本授業は講義形式で行います。また本講義では、おおよそ参
考書に挙げた二つの図書の内容について説明を行うが、二つの
図書の必要な個所のみを説明し、加えて二つの図書には記載さ
れていない補足事項について説明する場合もあるので、毎回の
講義に参加することを希望します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

講義で説明した基本的な数学的な事項についての説明できる。
(DP1-1)(知識・理解)

講義で説明した基本的な計算ができる。(DP2-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の講義内容について、関連図書やネットなどをで内容を確
認する。(30分)

前回の講義ノートを再度確認し、課された課題に取り組む。
(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　スタートアップ授業も含めて、ほぼ毎回の講義において課題
を課しMoodleの本コースにその解答をアップロードする形で提
出してもらうので、それら課題の解答提出状況を40%、定期試
験を60%として成績評価を行う。
　各講義で課す課題、ならびに定期試験は上記達成目標にある
通り、講義で述べた考え方を理解しているか、講義で説明した
計算ができているかを確認するために行うので、それらを上記
達成目標の達成度を基準として行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは指定しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

知ってうれしい数学の基本 電卓片手にとことん掘り下げ
よう！　ISBN 978-4-535-78951-7
大人の算数・数学　ISBN 978-4-563-00486-6

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.イントロダクション(スタートアップ授業)
2.当たりの数と単位
3.割合
4.文字式
5.方程式
6.三角形の外心
7.ピタゴラスの定理
8.円周率
9.有理数と無理数(1)
10.有理数と無理数(2)
11.べき乗
12.無限大
13.複素数
14.場合の数
15.まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
ew842856w0elbyzfbauj8wx2fnx4tqxr)



2023-S000009502-05基礎数学（あらためて数学）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/17　１時限　　

仙葉　隆

◎－－－　概要　－－－◎

　大学生である皆さんの多くは、受験科目として数学を勉強し
てきたと思います。大学生となって、大学受験のための数学の
勉強は必要なくなりました。
　この状況であらためて数学を勉強してみましょう。大学受験
から解放され余裕をもって数学と向き合えるのではないでしょ
うか。
　また、小学校を卒業してから6年以上、中学校を卒業してか
ら3年以上たっている君たちは、小学生だった君たちや中学生
だった君たちに比べて社会的な経験が豊富です。そのような君
たちが、あらためて算数・数学を学びなおすことによって今ま
での勉強の中で見逃してしまったことや、あらためて納得する
事柄があると思います。
　本講義では上記で述べた様な高等学校までの内容と関連した
算数・数学に関する内容についてあらためて学びます。本講義
で扱う題材のいくつかは容易に納得できると思いますが、いく
つかの題材は過去に学んだ考え方や方法とは異なる説明をする
のでそれほど容易に納得できないものもあると思いますが、ク
イズを解く程度の集中力と時間を使えば納得できるのではない
かと思っています。
　本授業は講義形式で行います。また本講義では、おおよそ参
考書に挙げた二つの図書の内容について説明を行うが、二つの
図書の必要な個所のみを説明し、加えて二つの図書には記載さ
れていない補足事項について説明する場合もあるので、毎回の
講義に参加することを希望します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

講義で説明した基本的な数学的な事項についての説明できる。
(DP1-1)(知識・理解)

講義で説明した基本的な計算ができる。(DP2-1)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の講義内容について、関連図書やネットなどをで内容を確
認する。(30分)

前回の講義ノートを再度確認し、課された課題に取り組む。
(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　スタートアップ授業も含めて、ほぼ毎回の講義において課題
を課しMoodleの本コースにその解答をアップロードする形で提
出してもらうので、それら課題の解答提出状況を40%、定期試
験を60%として成績評価を行う。
　各講義で課す課題、ならびに定期試験は上記達成目標にある
通り、講義で述べた考え方を理解しているか、講義で説明した
計算ができているかを確認するために行うので、それらを上記
達成目標の達成度を基準として行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは指定しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

知ってうれしい数学の基本 電卓片手にとことん掘り下げ
よう！　ISBN 978-4-535-78951-7
大人の算数・数学　ISBN 978-4-563-00486-6

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.イントロダクション(スタートアップ授業)
2.当たりの数と単位
3.割合
4.文字式
5.方程式
6.三角形の外心
7.ピタゴラスの定理
8.円周率
9.有理数と無理数(1)
10.有理数と無理数(2)
11.べき乗
12.無限大
13.複素数
14.場合の数
15.まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
z3cik46l1uxvfgtutgwl6b3b50t0ndiv)



2023-S000009501-01数学入門「MM」（数学的な考え方）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/25　１時限　　

石黒　賢士

◎－－－　概要　－－－◎

理論を中心に、歴史的な視点も含め現代数学の基礎を解説する
ことが本講義の目的である。できるだけ多くの具体例・演習問
題等を用いて数学的考え方の方向を論ずる。授業では主にプリ
ントの内容を説明するので、しっかり理解してほしい。

現代数学は数多くの分野に分かれているが、英文でネット上に
公開されているものも含め幾つかのトピックスについて学ぶ。
具体的には数学基礎論、整数論、集合論、そして代数学・幾何
学・解析学などを総合的に、時には細部に亘って紹介すること
になる。加えて数学英語表現については対面・オンラインでの
演習の機会を可能な範囲で提供したい。また数学上の未解決問
題および解決不可能性についても少し触れる予定である。主な
ものとしてはリーマン予想やP対NP問題、角の３等分不可能
性・５次以上の方程式の解法公式の非存在などが挙げられる。
なお、本授業は講義形式で行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

歴史的にどの様であったかも含め数学の発展についての概略が
説明できる。(DP1-1)(知識・理解)

数学的な考え方に繋がる基礎知識を計算や証明に活用できる。
(DP2-1)(技能)

現代数学の現状について学び、一般社会での応用について考え
るようになる。(DP4-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業内容に関する指定課題について、レポ-トを作成するこ
と。
各回の事前・事後学習は、60分を目安とする。
(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験では計算を含む数学基礎理論の理解度を基準として評
価し、レポートでは基盤となる考え方・証明等を的確に表現で
きているかを基準として評価する。定期試験の成績を85%、レ
ポート（3回：各5%）で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

プリントを配付する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション(スタートアップ授業)
2. デカルトの「方法」
3. 数学と無限
4. フィボナッチ数列と黄金比
5. 素数定理とリーマン予想
6. メルセンヌ数
7. オイラー関数とRSA暗号
8. オイラーの公式と複素数
9. フェルマーの定理
10. グラフ理論の基礎
11. ハミルトン・グラフ
12. P対NP問題
13. フラクタル幾何学
14. 位相幾何学（トポロジー）
15. 正多面体の分類

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
udba39oxi2szxte1yrrp0l0nrm12zucv)



2023-S000009501-02数学入門（数学的な考え方）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・１時限　　試験時間割：2024/01/17　１時限　　

石黒　賢士

◎－－－　概要　－－－◎

数学的考え方を中心に、歴史的な話を織り混ぜながらていねい
に解説することが本講義の目的である。予備知識としては高校
数学Ⅰ,Ⅱ程度を想定しているが、細かい計算は必要ではない。
できるだけ多くの具体例を用いて考え方の方向を論ずる。授業
では主にプリントの内容を説明するので、しっかり理解してほ
しい。

現代数学は数多くの分野に分かれているが、ネット上に公開さ
れているものなどから幾つかのトピックスについて学ぶ。具体
的には数学基礎論、整数論、集合論、そして幾何学などを初等
的に紹介することになる。そうすることによって数学的常識の
範囲というものが、ある程度はっきりしてくると思われる。な
お、本授業は講義形式で行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

歴史的にどの様であったかも含め数学の発展についての概略が
説明できる。(DP1-1)(知識・理解)

数学的な考え方に繋がる基礎知識を計算や証明に活用できる。
(DP2-1)(技能)

現代数学の現状について学び、一般社会での応用について考え
るようになる。(DP4-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業内容に関する指定課題について、レポ-トを作成するこ
と。
各回の事前・事後学習は、60分を目安とする。
(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

数学的な考え方を理解し自分の言葉で正確に説明できるか、そ
して解を求めることに繋げられるかを評価の基準とし、定期試
験の成績を80%　提出されたレポートを20% で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし。　必要に応じてプリントを配付します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション(スタートアップ授業)
2. ユークリッド原論と無限
3. 自然数の性質と数の体系
4. フィボナッチ数列と黄金比
5. 素数定理とリーマン予想
6. 倍数と約数
7. 最大公約数とオイラー関数
8. オイラーの公式
9. フェルマーの定理
10. 集合論の基礎
11. 補集合とド・モルガンの法則
12. 条件と集合
13. 三段論法とパラドックス
14. フラクタル幾何学
15. 位相幾何学（トポロジー）の誕生

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/589n94w1yvxpzcrk5m28cyfw2f79p0x6)



2023-S000009501-03数学入門（数の世界）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/17　１時限　　

日比野　雄嗣

◎－－－　概要　－－－◎

本授業は、主に初等整数論を講義形式で解説する。
この分野は「数学Ａ」の内容にもあるが、その単元の知識を前
提とはしない。プリントを配布し、それに沿って進める。

「初等整数論は早期の数学教育にとってもっともよい教材の一
つであろう。
それは予備知識をほとんど必要としない。その主題は確実で親
しみやすく、用いられる推論の過程は単純で、一般的で、また
新しい。そして人間の自然な好奇心に訴える点では、数学的な
学問のなかでは独自のものがある。整数論を一ヶ月うまく教え
ると、微積分学を一ヶ月教えたよりは2倍も教育的で2倍も役に
立ち、10倍も面白い。(Hardy,1877-1947)」

◎－－－　到達目標　－－－◎

数字に対する興味を持ち，論理的に考えられるようになる
(DP1-1)(知識・理解)

初等整数論における様々な定理の意味を理解する(DP2-1)(知
識・理解)

具体的な数字で定理を確かめることができる(DP2-1)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

復習としてmoodleの問題を解いておくこと(120分)

予習する必要はない(1分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標に沿って出題される定期試験の点数(100%)に基づいて
評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用しない。
プリントを配布し，それに沿って授業を進める。

◎－－－　参考書　－－－◎

初等整数論講義　ISBN 9784320010017
初等整数論　ISBN 9784535601093
数学とは何か : 考え方と方法への初等的接近　ISBN
9784000055239

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 イントロダクション（スタートアップ授業）
2 約数と倍数・Euclidの互除法
3 素因数分解
4 素数定理
5 完全数・Mersenne数・Fermat数
6 黄金比とFibonacci数列
7 Diophantos方程式
8 合同式・九去法
9 一次合同式
10 中国剰余定理
11 Fermatの小定理
12 Eulerの定理
13 Wilsonの定理・平方剰余
14 循環連分数
15 無理数の連分数近似

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
n6nbyuu2cz7vchb1xubzefq4aifvsp0l)



2023-S000009501-04数学入門（複素数と幾何学）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・３時限　　試験時間割：2023/07/25　１時限　　

柳下　剛広

◎－－－　概要　－－－◎

授業の内容
複素数というと、すべての２次方程式の解を存在させるために
突如として現れる副次的な対象、と捉えられることが多い。本
授業ではその複素数を主役にして、複素数がどのようなことに
応用されているかを、主に幾何学的観点から述べていく。

授業の進め方や学習の方法
本授業は板書やプロジェクタによるスライドを用いた対面形式
での講義を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 複素数に関する基礎的な知識およびその幾何学的な見方を身
につけ、それらを説明することができる。(DP1-1)(知識・理解)

2. 複素数の歴史について学び、当時の社会的背景との関連を理
解し、横断的な歴史の広がりを感じる。(DP2-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の授業回の内容について、資料をよく読み、分からな
い用語や概念をあらかじめ調べておく。(20分)

復習：授業で理解できなかった点がないか授業ノートをよく確
認する。もしあれば授業の資料などを見返して自己解決に努め
る。解決できない場合は次回の授業内で円滑に質問できるよう
疑問点を簡潔に整理しておく。(40分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準：複素数の基本的性質を理解し、それらを応用して幾
何学的な図形の表現、および複素初等関数の幾何学的な意味を
自分の言葉で説明できているかを評価の基準とする。

評価方法：定期試験100％で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用しません。必要に応じて資料を配布しま
す。

◎－－－　参考書　－－－◎

虚数iの不思議ー数の生いたちから複素数まで　ISBN
978-4061328334
オイラーの公式がわかる　ISBN 978-4062578189
志田晶の複素数平面・式と曲線が面白いほどわかる本　
ISBN 978-4046002167

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義ノートをしっかり取りましょう。また、疑問点がある
ときは後回しにせず積極的に質問してその回のうちに理解
するように心掛けてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．スタートアップ授業（動画配信）
２．複素数の基本的性質
３．複素数の歴史
４．複素数平面
５．複素数の極形式
６．複素数の四則演算の幾何学的表現
７．ド・モアブルの定理
８．オイラーの公式
９．複素数平面上の図形（１）
１０．複素数平面上の図形（２）
１１．２次曲線（１）
１２．２次曲線（２）
１３．複素関数としての多項式
１４．複素関数としての指数関数
１５．複素関数としての三角関数

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/tzrpbvid8vuctx2jqejel5cnnfkysnjg)



2023-S000009501-05数学入門（数学的な考え方）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・３時限　　試験時間割：2023/07/25　１時限　　

石黒　賢士

◎－－－　概要　－－－◎

数学的考え方を中心に、歴史的な話を織り混ぜながらていねい
に解説することが本講義の目的である。予備知識としては高校
数学Ⅰ,Ⅱ程度を想定しているが、細かい計算は必要ではない。
できるだけ多くの具体例を用いて考え方の方向を論ずる。授業
では主にプリントの内容を説明するので、しっかり理解してほ
しい。

現代数学は数多くの分野に分かれているが、ネット上に公開さ
れているものなどから幾つかのトピックスについて学ぶ。具体
的には数学基礎論、整数論、集合論、そして幾何学などを初等
的に紹介することになる。そうすることによって数学的常識の
範囲というものが、ある程度はっきりしてくると思われる。な
お、本授業は講義形式で行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

歴史的にどの様であったかも含め数学の発展についての概略が
説明できる。(DP1-1)(知識・理解)

数学的な考え方に繋がる基礎知識を計算や証明に活用できる。
(DP2-1)(技能)

現代数学の現状について学び、一般社会での応用について考え
るようになる。(DP4-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業内容に関する指定課題について、レポ-トを作成するこ
と。
各回の事前・事後学習は、60分を目安とする。
(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

数学的な考え方を理解し自分の言葉で正確に説明できるか、そ
して解を求めることに繋げられるかを評価の基準とし、定期試
験の成績を80%　提出されたレポートを20% で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし。　必要に応じてプリントを配付します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション(スタートアップ授業)
2. ユークリッド原論と無限
3. 自然数の性質と数の体系
4. フィボナッチ数列と黄金比
5. 素数定理とリーマン予想
6. 倍数と約数
7. 最大公約数とオイラー関数
8. オイラーの公式
9. フェルマーの定理
10. 集合論の基礎
11. 補集合とド・モルガンの法則
12. 条件と集合
13. 三段論法とパラドックス
14. フラクタル幾何学
15. 位相幾何学（トポロジー）の誕生

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/89rb6lanwbm78hno8cr6n4ag0j55a636)



2023-S000009501-06数学入門（論理的な考え方を身につけよう）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・４時限　　試験時間割：2023/07/25　１時限　　

田中　尚人

◎－－－　概要　－－－◎

この講義では、公務員試験の問題を題材にして、数学の基本的な
考え方を学びます。なぜ、数学を勉強しなくてはいけないのか？
社会に出てから、2次方程式の解の公式を使う場面や定理を知ら
ないと困る場面があるのか？と思うかもしれません。確かに、学
校で勉強した数学の定理や公式を、そのまま生かせる仕事に就く
人は、理系でもごく一握りだと思います。みんなはどう思います
か？ちょっと質問を変えてみます。それでは、なぜ、公務員試験
でこんなにたくさん数的推理や判断推理といった数学の問題が出
題されるのでしょうか。それは、論理的な考え方、もう少しかみ
くだいて言えば、物事を筋道立てて考える力、あるいは、いろい
ろな側面から物事を見ることが出来る柔軟な考え方、わかってい
ることは何で、それを使ってどのように問題にアプローチして、
解決していくのか、という力を養うのには、数学的な考え方が欠
かせない、からです。これらが、社会に出てから直面する、様々
な困難な問題を解決する能力を養うことにつながる、と言えま
す。ですから、講義では、ただ単に答えを出す、だけではなく、
むしろ答えが出るまでのプロセスを大切にします。最終的に公式
と呼ぶものはありますが、それは必ず、講義で導きます。何より
も考え方を重視します。もちろん、そんなややっこしいことを言
わずに、数学を楽しんでもらえたら、と思います。もともと数学
は、日常生活や科学技術の必要性に迫られて、発展してきていま
す。公務員試験の問題は、日常生活にありそうな、具体的な問題
が多いので、考えていても面白いです。数学は嫌いじゃなかった
けど、でも、いつも時間が足りなくて、試験ではあまりいい点が
取れなかった、という人もいると思います。折角、大学に入った
んだから（？）時間など気にせずに、考えることを楽しみません
か？本授業は講義形式で行いますが、私からの一方通行にならな
いように、みなさんが考える時間、計算（演習）する時間を十分
に設けるようにします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

約数・倍数、余りについての様々な整数の性質を知り、比や割
合、平均などの日常生活で必要な考え方を身につける。
(DP1-1)(知識・理解)

数学の考え方が、日常生活のどのような場面で役に立つのかを知
る。(DP2-1)(知識・理解)

与えられた状況を理解し、そのことをどのようにして問題解決に
結びつけるのかを考えられるようになる。(DP3-2)(技能)

他者が理解できる解答を書けるようになる。(DP4-1)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

あらかじめ問題をアップロードしておくので、（解けなくてもい
いので）問題分の内容をよく理解し、アプローチの仕方を考えて
みる。（予習）(60分)

前回講義で解いた問題の解き方の流れを理解し、何も見ないでも
解答を再現できるように練習する。（復習）(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標に掲げた項目について理解しているかを評価基準としま
す。
初回のスタートアップ授業の課題が10％、（締め切り後に解答を
アップロードしますのでよく確認しておいてください。）定期試
験を90％で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

教科書は使用しません。問題演習など必要なプリントは、
Fuboxにアップロードします。
講義で取り上げる問題は、主として

畑中敦子　著
畑中敦子の数的推理の大革命！令和版　
LEC東京リーガルマインド　2019年

より採りました。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

黒板に（式だけではなく）説明も書いていきますので、み
んなもノートに写して、余白を十分に取って、僕が話した
ことで、あっ、そうか、と思ったことなどを書き込んで
いって、自分だけのノートを作ってください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 約数と倍数
  次に同じメンバーで掃除当番になるのは？
（スタートアップ授業）
2 比と割合 (1)
  本棚に並べることが出来なかった本の冊数は？
3 比と割合 (2)
  新たに採用した従業員は何人？
4 整数 (1)
  デザートは何食売れた？
5 整数 (2)
  5人の合計点は？
6 集合
  山と遊園地の両方に遊びに行ったのは何人？
7 平均の考え方 (1)
  食塩水はてんびんで！
8 平均の考え方 (2)
  A組とB組の人数の比は？
9 不等式
  不等式＋整数 で決まっちゃう！
10 余りの規則性 (1)
   テニスボールの個数は？
11 余りの規則性 (2)
   1年後の今日は何曜日？
12 数列 (1)
   次々と加えていく等差数列と次々とかけていく等比数列
13 数列 (2)
   こぼしたヨーグルトの重さは？
14 最大と最小
   月間売上額が最大となる販売価格は？
15 まとめの演習

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
giwbbxsxd165exvbhq9faygq1qqiboti)



2023-S000009094-01数学Ａ「SP（物理科学コース）」（微分積分学とその応用）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

藤木　淳

◎－－－　概要　－－－◎

微分積分は数学の中でもっとも応用範囲が広く、どの専門分野を
学ぶ上でも手本となる技法と考え方を修得できる絶好の基礎科目
である。この授業で微分積分の基本知識を学習する。主に微分積
分の感覚的理解と計算の習熟を目標とし，実数の連続性などの厳
密な議論は行わない．

前半は1変数の微分積分を中心に学ぶ。理論的な内容は高校課程
の数IIIに近い内容であるが，逆三角関数や双曲線関数，ガンマ関
数などの新しい関数について習熟することを目標とする．新しい
関数を学ぶことによって，今迄積分が難しかった関数のいくつか
を実際に積分できるようにする。

後半は2変数の微分積分についての概略について学習する。偏微
分や全微分を学び、多変数関数の極値を求めたり，重積分を用い
て体積や表面積を求めることができるようにする。

到達目標の授業の内容を理解するため、積極的に課題に取り組む
ようになる。(DP3-1)(態度・志向性)に関して、到達目標の授業の
内容を理解するために積極的に課題に取り組んでいるかどうかは
定期試験で確認することができることと、講義形式で行うことに
なっているため、演習や小テストなどは一切行わない。

講義形式

◎－－－　到達目標　－－－◎

関数の微分に関する基礎的知識を理解できる。(DP1-1)(知識・理
解)

微分に関する基本的な公式を理解できる。(DP1-1)(知識・理解)

関数の極大・極小が正確に説明できる。(DP2-1)(知識・理解)

積分の計算ができるようになる。(DP2-1)(技能)

偏微分と全微分について説明できる。(DP2-2)(技能)

重積分の計算ができるようになる。(DP2-2)(技能)

授業の内容を理解するため、積極的に課題に取り組むようにな
る。(DP3-1)(態度・志向性)

授業の内容を理解するため、積極的に質問ができるようになる。
(DP4-2)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

テキストの予習(60分)

講義の復習(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標に対する評価基準として、定期試験の成績100%で評価す
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

宮本雲平，
微分積分とその応用: ベクトル解析・微分方程式まで，共
立出版，2022
ISBN 978-4-320-11049-6

◎－－－　参考書　－－－◎

笠原晧司，微分積分学　ISBN 978-4781901084
野村隆昭，微分積分学講義，共立出版，2013　ISBN
978-4-320-11049-6

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

テキストで予習、復習をしっかりやる事をすすめる。毎回
の授業で勉強した内容をしっかり理解すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回 関数と微分、ベクトル代数、複素数（スタートアッ
プ授業）

第2回 微分

第3回 逆三角関数，双曲線関数

第4回 微分積分学の基本定理

第5回 部分積分と置換積分

第6回 置換積分

第7回 ベクトルの微分積分

第8回 平均値の定理とテイラー展開

第9回 広義積分，ガンマ関数とベータ関数

第10回 常微分方程式

第11回 偏微分と全微分

第12回 テイラーの展開

第13回 極値問題

第14回 かんたんな重積分

第15回 まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
g975u4l5o3ydbyf2yx19itz7xj7vwj8c)



2023-S000009094-02数学Ａ「SC，SP（ﾅﾉｻｲｴﾝｽ・ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄｺｰｽ）」（微分積分）

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

柳下　剛広

◎－－－　概要　－－－◎

授業の内容
１変数関数の微分の定義とその基本的性質を学び、具体的な関
数（三角 関数、逆三角関数、指数関数、対数関数等）の微分の
計算法を習得する。次に、２変数関数の微分（偏微分）の定義
を学び、具体的な関数の計算ができるようにする。さらに、１
変数関数の積分の定義を理解し、計算ができるようにする。

授業の進め方や学習の方法
本授業は指定した教科書を元に板書を交えながらの対面形式で
の講義を行う.

◎－－－　到達目標　－－－◎

大学レベルの理学の計算に必要な微分積分の基礎知識を身に着
け、それらを説明することができる。(DP1-1)(知識・理解)

講義中に扱った微分積分の基本概念や公式について理解し、そ
れらを説明することができる。(DP2-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の授業回の内容について、教科書の該当箇所をよく読
み、分からない用語および計算についてあらかじめ調べてお
く。(20分)

復習：授業で理解できなかった点がないか授業ノートをよく確
認し、その回の内容に関する問題を自分で解き理解を深めてい
く。(40分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準：微分積分学の基本を理解し、与えられた関数の微分
や積分が計算およびそれらを応用した計算ができることを評価
の基準とする。

評価方法：定期試験100%で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

山田直記・吉田守・福嶋幸生・田中尚人「理工 系のため
の実践的微分積分」学術図書　1,900円 978-4-87361-848-7
　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

微分、積分とは何かをしっかり理解し、具体的な関数の微
分、積分の計算ができるようにすることが大切です。この
ことにより、理解力、計算力を身につけることを期待しま
す。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．スタートアップ授業（動画配信）
２．１変数関数の連続性と微分の定義
３．逆三角関数
４．具体的な関数の微分
５．２変数関数の微分の定義
６．具体的な関数の偏微分
７．連鎖定理
８．変数変換
９．１変数関数の積分の定義
１０．不定積分の求め方
１１．立体の体積
１２．２変数関数の積分の定義
１３．累次積分
１４．縦線集合上の関数の定積分
１５．積分変数の変換

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
htka2y3vcafj86sqlvh56yrqqpoe2i5b)



2023-S000009096-02数学Ｂ「SC，SP（ﾅﾉｻｲｴﾝｽ・ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄｺｰｽ）」（行列と行列式）

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

石黒　賢士

◎－－－　概要　－－－◎

行列とはベクトルの考え方を一般化したもので、いくつかの数
を正方形または長方形に並べたものを括弧で囲ったものであ
る。
　本講義では、最初にベクトル・行列に関する基本的な用語と
計算について学ぶ。次に行列の基本変形を学び、それを用いた
連立1次方程式の解法を学ぶ。ここで学ぶのは掃き出し法と呼
ばれる方法であり、連立1次方程式の解を決まった手順で求め
る方法である。この手法は種々の数値解析を行う際に使用され
る方法であり、方程式や未知数が多くある場合に有効である。
さらに、行列式と呼ばれる行列と関連する数を用いた連立1次
方程式の解の公式を学ぶ。
　また、行列はベクトルを別のベクトルに移す変換とみること
ができる。行列がどのようにベクトルを移すかを理解するため
に、固有値と固有ベクトルについて学び、それらを用いて行列
を対角化する方法を学ぶ。なお、本授業は講義形式で行いま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

行列に関する用語の意味と基本的な計算方法を理解している。
(DP1-1)(知識・理解)

行列の基本変形を用いて、連立１次方程式の解を求め、さらに
行列式の値を求めることができる。
(DP2-1)(技能)

行列の固有値、固有ベクトルを求め、広く応用できる。
(DP4-2)(態度・志向性)

◎－－－　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等を確認し、教
科書の次回の授業範囲を読んでおくこと。各回の事前・事後学
習は、60分を目安とする。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

 定期試験では行列と行列式に関する計算ができるかを基準とし
て評価し、小テストでは行列の基礎理論の理解度を基準として
評価する。
定期試験の成績を90%、小テスト（2回：各5%）で評価しま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

石黒賢士・他著「初めて学ぶ人のための 行列と行列式」
改訂版 （培風館）
価格2200円　ISBN番号　978-4-563-01243-4

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．イントロダクション(スタートアップ授業）
2．ベクトル・行列の基礎的な計算
3．正則行列と逆行列
4．平面上の点の移動と2次の行列
5．連立1次方程式の解法（掃き出し法）(1)
6．連立1次方程式の解法（掃き出し法）(2)
7．逆行列（掃き出し法）
8．演習(1)
9．行列式の性質(1)
10.行列式の性質(2)
11.逆行列(クラメルの公式)
12.ベクトルの性質と1次独立性
13.固有値と固有ベクトル
14.行列の対角化可能性
15.演習(2)

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
jevcwbirqf5l2khd5tk6ds9d7z0a2a5l)



2023-S000009226-01数理情報（データ処理入門）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

西　憲敬

◎－－－　概要　－－－◎

授業の内容
　
自然科学の諸分野におけるコンピュータの有用性はいうまでも
ない。Web、メール、プレゼンテーションなどのような一般的
なアプリケーションの利用は、多くの学生にとって当たり前に
使える技術になっている。一方、大量のデータ処理や数値計算
のような、科学や技術に特化したテクニックについては、なか
なか親しみにくくて習得がためらわれているのもまた事実であ
る。
　この講義では、どのような場面で計算や解析にどんなツール
を使えばよいかを判断できるような基礎的な知識を伝えるとと
もに、主にC言語を用いてデータ処理やプログラミングの技能
を習得してもらう。Pythonなどの他のプログラミング言語も紹
介することによって、広い視野からプログラミングを把握でき
るようにも配慮する。実習時間を十分にとるが、時間割りの空
き時間を利用して自覚的に復習に努めてほしい。あらかじめ指
示した時間にノートPC等の持ちこみ端末を活用する。

授業の進め方や学習の方法
授業は、講義形式で進める部分と、プログラミング実習を中心
とする演習形態とで構成される。

◎－－－　到達目標　－－－◎

計算機処理の基本がわかる(DP1-1)(知識・理解)

プログラミングの基本が身につく(DP1-1)(技能)

データ処理が、学問や社会の中でどのように活かされているの
かが理解できる(DP2-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業中に指示するプログラミングを中心とする課題を行うこと
(120分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準: 講義内容の理解度を評価する。
評価方法: 定期試験の成績によって評価を行う。(ただし、評価
最大を10としたとき、試験の成績が4-6であれば、通常の提出
物による評価を最大2となるように加算して、それが6に達して
いる場合、評価を6とする。)

◎－－－　テキスト　－－－◎

新訂 明快入門C スーパービギナー編  林晴比古著 Softbank
Creative ISBN 978-4-7973-7461-2

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

実際に端末の前で実習する部分も重要な授業である。
持ち込み端末は、学科で推奨されたスペックのものが望ま
しい。持ち込みが難しい場合は、教員に事前に相談のこ
と。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.      イントロダクション(スタートアップ授業)

Excelによるデータ処理実習
2. Excelによるデータ処理

C言語によるプログラミング基礎
3. プログラミング環境の習得
4. C言語文法習得(I) 基本
5. C言語文法習得(II) 変数など
6. C言語文法習得(III) 演算など
7. C言語文法習得(IV) 入出力
8.      C言語文法取得(V) 選択処理
9.      C言語文法取得(VI) 繰り返し処理
10.     C言語文法取得(VII) 復習と演習
11. C言語文法習得(VIII) 関数
12.     C言語文法取得(IX) 標準ライブラリ
13. C言語文法習得(X) ファイル処理など

まとめと総合演習
14.     Pythonなど他言語の紹介
15. 総合課題演習 確実なコーディング

授業補助 演習指導 竹内覚

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
wmt8ylwfaw9zmgs57jwkgat4b1u6o8p6)



2023-S000009510-01新しい地球観（地球の時間）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・１時限　　試験時間割：2024/01/17　１時限　　

上原　誠一郎

◎－－－　概要　－－－◎

　地球は約46億年前に太陽系の一つの惑星として誕生しまし
た。そして、40－35億年前に最初の生命が生まれました。非常
に長い時間スケールと広い空間スケールの中で地球圏は現在の
広い海と緑に覆われた地球表層を得ることができました。一見
平穏な地球環境に見えますが、地球は現在も活動的な惑星で、
世界中のいたるところで地震や火山噴火をおこしています。さ
らに、過去に数回大きな環境変動を経験しています。今から２
億５千年前には地上のほとんどの生物が絶滅する大きな環境の
悪化があり、また、６千５百万年前には隕石の衝突？によって
恐竜が絶滅しました。そして、現在、従来の生物ではなしえな
かった特異な人類活動は地球表層に大きな影響を与える事にな
りました。
　地球科学で取り扱う現象の多くは、数百万年から数億年と
いった、途方もなく長い時間をかけて進行します。「新しい地
球観」では時間スケールに重点をおいて、人類がどのようにし
て時間軸を得ることができたのか。46億年の歴史を持つ地球環
境の変動、太陽系からみた地球の誕生・特徴、宇宙の誕生と元
素の進化をとりあげ紹介します。なお，本授業は講義形式で行
います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地球の時間を計る方法を理解し説明できる。(DP1-1)(知識・理
解)

地球の歴史の概略を説明できる。(DP1-1)(知識・理解)

太陽系における地球の特徴を理解し，説明できる。(DP1-1)(知
識・理解)

レポートは資料の理解，要約，意見ができる。(DP2-1)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の授業回の項目について，シラバス，Moodleをみてわ
からない項目については調べること(30分)

復習：授業中の専門用語で意味がわからない術語は各自復習す
ること。講義の後にスライドで示した内容や配布した資料につ
いて各自，復習すること。また，自然史系の博物館や関連する
催しものに参加し，地球を作る岩石・鉱物・化石を直接観察す
る機会を作ること(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　地球の時間を計る方法、地球の歴史、太陽系における地球の
特徴を理解できているか。それらを正しく説明できる知識がど
の程度身についているかを定期試験で評価する。また、レポー
トの課題については資料の理解、要約、自分の意見を評価基準
とする。原則として学期末定期試験の成績結果(40%)、レポー
ト(30%)、講義中のMoodleでの課題，小テストの回答状況
（30％）から評価を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特に教科書は使用しない。Moodleに掲載したプリントを
用いて講義を進める予定である。各自印刷すること。

◎－－－　参考書　－－－◎

地学大図鑑　ISBN 978-4-315-52388-1
新しい地球惑星科学　ISBN 978-4-563-02522-9
地球大図鑑　ISBN 978-4-315-52373-7
ニューステージ 新地学図表 ISBN 978-4-8343-4012-9
地球のしくみ ISBN 978-4-534-02346-9
地球学入門　第2版 ISBN 978-4-486-02099-8
Earth Science　ISBN 978-1292061313
この他に関連分野の参考図書は講義中に紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　高校で地学を学ばなかった人を対象に，わかりやすい講
義を行う。なお，講義の後にスライドに示した内容や配布
した資料について各自，復習し，さらに参考書等を読んで
理解を深めること。
　講義時間中に、情報基盤センターのMoodleを利用するの
で学内の無線LANに接続できるノートPC,タブレットまた
はスマートフォンを持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1 イントロダクション（スタートアップ授業）
   地球科学入門(1)
 2 地球科学入門(2)
 3 地球科学入門(3)
 4 相対年代
 5 地球の歴史の復元
 6 地球の歴史の復元(2)
 7 放射能の発見と放射年代
 8 放射年代
 9 地球の年齢
10 宇宙の誕生と元素の進化
11 地球の起源と進化
12 地球の起源と進化(2)
13 太陽系の惑星と原始太陽系の生成(1)
14 原始太陽系の生成(2)
15 後期のまとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
txu84sp1cipatxgxpwbpzmj9inxrmpsd)



2023-S000009510-03新しい地球観（地球の変動と環境）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・１時限　　試験時間割：2024/01/17　１時限　　

三好　雅也

◎－－－　概要　－－－◎

　我々が住んでいるこの地球は、太陽系の第3惑星として誕生
し、46億年かけて環境を変化させてきた。地球圏科学が他の自
然科学と異なる点は、不可逆の歴史が介在しているという点で
ある。そして、そこでおこる事象はヒトの一生という時間から
すると長い時間的感覚で起こるが、地球の歴史からするとそれ
は極めて短い時間内で起き、さらに再び前とまったく同じ場面
は再現されない。現代社会の地球規模的問題に向き合うために
は、この地球の現状、事象の不可逆の歴史性と相互関連性、起
こる事象の時間の感覚を正しく理解する必要がある。
　この講義ではまず大陸移動がどのような根拠により提案さ
れ、受け入れられてきたかを理解する。その後、大陸が動くこ
とでどのような環境の変化がおきるのか、また実際にはどのよ
うなことが起きたかを理解する。その後、環境の変化に対応し
進化してきた生命がこの世から突然姿を消してしまうことがあ
り、このようなことの原因について述べる。さらに、火山活動
等と人間社会とのかかわりについて紹介し、地球の変動がどの
ように環境に影響を及ぼしてきたのかについて理解を深める。
講義後には、ノートの内容を確認して理解を深めることが重要
である。

【授業の形式】講義

◎－－－　到達目標　－－－◎

大陸移動の概念がどのようにして構築されてきたかの背景が理
解できる。(DP1-1)(知識・理解)

プレートテクトニクスによる地球変動の基本的な仕組みがわか
る。(DP1-1)(知識・理解)

地球の形成過程と環境の変遷，火山活動について理解できる。
(DP1-1)(知識・理解)

地球の変動と人間社会とのかかわりについて深く理解できる。
(DP1-2)(知識・理解)

マグマの活動がもたらす環境変動への関心がより持てるように
なる。(DP2-1)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義の中で重要な語句等は板書の際に示すので、ノートの内容
を整理して復習し、理解しておくこと。また、講義中に興味が
持てた点やより知りたいと思った点、理解がよくできなかった
点や気になる点などは、図書館やインターネットなどを利用し
自ら調べ，次の授業までに明らかにしておくことが大切であ
る。(30分)

授業の終わりには，次の講義の重要なキーワードを示すので，
それについて事前に調べておくことが奨められる（30分）。
(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

地球の変動である大陸移動や火山活動に関する理解の程度を評
価する。
定期試験の結果を80％、各講義での提出物を20％として成績評
価を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に教科書は使用しない。必要に応じて講義中に出席者に
プリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

「生命と地球の歴史」丸山茂徳・磯﨑行雄　岩波新書
なお、この他に関連分野の参考図書は講義中に適宜紹介の
予定である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　イントロダクション（スタートアップ授業）
２　大陸移動説（1）
３　大陸移動説（2）
４　プレートテクニクス（1）　プレート境界
５　プレートテクニクス（2）　地殻変動
６　プレートテクニクス（3）　大陸と海洋
７　プレートテクニクス（4）　資源
８　中間模擬テストとその解説
９　地球の歴史と環境（1）　地球の成り立ち
10　地球の歴史と環境（2）　大量絶滅
11　地球の変動とマグマの活動
12　地球の変動と災害（1）
13　地球の変動と災害（2）
14　地球の変動と災害（3）
15　地球の変動と災害（4）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/7pvxu2xleqp7gnt54el678n23ocge3pc)



2023-S000009510-04新しい地球観（地球の変動とその歴史を知る）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・１時限　　試験時間割：2024/01/17　１時限　　

上野　勝美

◎－－－　概要　－－－◎

　約46億年前に太陽系の一惑星として誕生した地球は、その後
絶え間なく変化し続けてきた。しかも、変化の多くは一方向に
のみプロセスが進行する不可逆的なものであるため、地球史の
中のその時々の地球の姿は、46億年にわたる地球進化史の中で
唯一その時にのみ存在した固有の状態を表していると言える。
したがって、現在の地球の姿を理解するためにも、46億年にわ
たる地球の歴史を知ることが不可欠である。地球に対するこの
ような見方は同時に、我々人類が現在直面している様々な地球
環境の変化を理解する上でも重要であり、広い意味でSDGsを
考える際の手掛かりとなるだろう。
　新しい地球観では、まず地球表層およびマントル内部で起
こっている変動とそのメカニズムを理解し、さらに太陽系の形
成/地球の誕生以来46億年にわたる固体地球および生命の歴史
について、両者の相互作用という観点から解説する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地球表層と地球内部で起こる変動について理解を深める。
(DP1-1)(知識・理解)

地球と生命の歴史について理解を深める。(DP1-1)(知識・理解)

地球変動と生命進化の関連について理解を深める。(DP2-1)(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：参考書に挙げた本を1冊選定し通読すると、講義の理解
の助けとなる。(60分)

復習：ノートおよび配布プリントをもとに、各自で授業内容を
毎回まとめ，復習する。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験を８割、レポート提出あるいは講義時間内に行うミ
ニテストの結果を２割として評価する。定期試験、ミニテスト
とも、到達目標に挙げた各項目で扱う概念や現象、用語につい
て、それらの理解度を成績評価の基準とする．

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは使用しない。講義の進行に合わせ、講義時間
中あるいはFU_Boxを通じて、適宜プリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

生命と地球の歴史 / 丸山茂徳, 磯崎行雄著　ISBN
4004305438
失われた化石記録 : 光合成の謎を解く / J. ウィリアム・
ショップ著　ISBN 4061493442
地球46億年全史 / リチャード・フォーティ著　ISBN
9784794216908

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本科目は講義形式で行う．

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　「スタートアップ授業（動画配信）」
　　ガイダンス，大陸移動説
２　海洋底拡大説
３　プレートテクトニクスの誕生
４　プレートテクトニクスと地球表層の変動
５　マントル内部の運動
６　プルームテクトニクスと地球内部の変動
７　太陽系の形成と地球の誕生
８　原始海洋の形成
９　地球生命の誕生
10　固体地球と地球大気の進化
11　真核生物の出現:生命の複雑化
12　原生代の地球変動
13　多細胞生物の誕生とカンブリア爆発
14　生物進化と大量絶滅
15　まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
yr111vs9ferdrthfdxqv0bytm98d6b7s)



2023-S000009510-05新しい地球観（地球史と環境変動）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/17　１時限　　

小山内　康人

◎－－－　概要　－－－◎

地球は46億年前の誕生以降、様々な変化・変動を繰り返しなが
ら現在の姿となった。生命の誕生以降、地球上で起こった大規
模な変動は，その劇的な変化にともない順応する生物種の繁栄
と、適応できずに絶滅する種をもたらした。人類は現在の地球
環境に最も順応している生命体のひとつであるが、今後の地球
環境の変化の中では、地球の長い歴史に刻まれてきた多様な絶
滅生物種と比較して例外とは言えない。本講義では、惑星地球
が誕生して以降46億年間の地球の表層・内部変動や環境変化を
学ぶとともに、現在の地球の構造や運動像に関する理解を深め
る。また、地震や火山噴火などにともなう自然災害等に関する
基礎知識を習得して防災意識を向上させるとともに、社会生活
を送る上での必要な地球科学的素養を身につける。

【授業の形式】講義

◎－－－　到達目標　－－－◎

太陽系惑星の中で地球の特殊性について基本的な知識を習得
し、地球環境や地球の構造について理解を深める。(DP1-1)(知
識・理解)

46億年におよぶ地球の歴史と生命進化について理解を深める。
(DP1-1)(知識・理解)

プレートテクトニクスやプルームテクトニクスについて理解を
深める。(DP1-1)(知識・理解)

地震や火山噴火などにともなう自然災害等に関する基礎知識の
習得し、防災意識が向上するとともに、日常の地球科学的現象
への関心が高まる。(DP2-1)(態度・志向性)

エネルギー資源や鉱物資源、ジオパークなど市民生活に密接な
地球科学的素養が身につく。(DP1-2)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：授業の終わりに、次回講義の理解に必要なキーワードを
提示するので、事前に学習しておくことが望ましい。(60分)

復習：配布プリントおよびノート内容をもとに、各自で授業内
容をまとめて復習する。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験（中間試験、期末試験）の結果を８割，各講義でのレ
ポート提出を２割として成績評価を行う。定期試験、レポート
は到達目標に示す内容についての理解度を成績評価の基準とす
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用しない。毎時間、講義内容に沿った資料プ
リントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

関連分野の参考図書は講義中に適宜紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

特にないが、本講義を受講する中で日常的に発生する様々
な地球科学的現象について、興味を持って接して欲しい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１ イントロダクション（スタートアップ授業）
２ 地球の構造とその調べ方
３ 地球の誕生と進化
４ 地球の歴史と年代測定法
５ 生命の誕生と進化
６ 大規模地球変動I（プレートテクトニクスとプルームテ
クトニクス）
７ 大規模地球変動II（地球環境変動と生物の大量絶滅）
８ 中間テストと解説
９ 大規模地球変動III（超大陸変動史）
10 地球を構成する物質（岩石と鉱物）
11 地震と火山の地球科学I（火山活動と災害）
12 地震と火山の地球科学II（地震活動と災害）
13 地震と火山の地球科学III（活断層地震）
14 社会の中の地球科学（エネルギー資源と市民生活）
15 講義のまとめ（南極地球科学の最前線）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
nxw74hc5lmw4cbmvhhwrersn1w19x5dy)



2023-S000009510-06新しい地球観（地球の時間）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・２時限　　試験時間割：2024/01/17　１時限　　

上原　誠一郎

◎－－－　概要　－－－◎

　地球は約46億年前に太陽系の一つの惑星として誕生しまし
た。そして、40－35億年前に最初の生命が生まれました。非常
に長い時間スケールと広い空間スケールの中で地球圏は現在の
広い海と緑に覆われた地球表層を得ることができました。一見
平穏な地球環境に見えますが、地球は現在も活動的な惑星で、
世界中のいたるところで地震や火山噴火をおこしています。さ
らに、過去に数回大きな環境変動を経験しています。今から２
億５千年前には地上のほとんどの生物が絶滅する大きな環境の
悪化があり、また、６千５百万年前には隕石の衝突？によって
恐竜が絶滅しました。そして、現在、従来の生物ではなしえな
かった特異な人類活動は地球表層に大きな影響を与える事にな
りました。
　地球科学で取り扱う現象の多くは、数百万年から数億年と
いった、途方もなく長い時間をかけて進行します。「新しい地
球観」では時間スケールに重点をおいて、人類がどのようにし
て時間軸を得ることができたのか。46億年の歴史を持つ地球環
境の変動、太陽系からみた地球の誕生・特徴、宇宙の誕生と元
素の進化をとりあげ紹介します。なお，本授業は講義形式で行
います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地球の時間を計る方法を理解し説明できる。(DP1-1)(知識・理
解)

地球の歴史の概略を説明できる。(DP1-1)(知識・理解)

太陽系における地球の特徴を理解し，説明できる。(DP1-1)(知
識・理解)

レポートは資料の理解，要約，意見ができる。(DP2-1)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の授業回の項目について，シラバス，Moodleをみてわ
からない項目については調べること(30分)

復習：授業中の専門用語で意味がわからない術語は各自復習す
ること。講義の後にスライドで示した内容や配布した資料につ
いて各自，復習すること。また，自然史系の博物館や関連する
催しものに参加し，地球を作る岩石・鉱物・化石を直接観察す
る機会を作ること。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　地球の時間を計る方法、地球の歴史、太陽系における地球の
特徴を理解できているか。それらを正しく説明できる知識がど
の程度身についているかを定期試験で評価する。また、レポー
トの課題については資料の理解、要約、自分の意見を評価基準
とする。原則として学期末定期試験の成績結果(40%)、レポー
ト(30%)、講義中のMoodleでの課題，小テストの回答状況
（30％）から評価を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特に教科書は使用しない。Moodleに掲載したプリントを
用いて講義を進める。各自印刷すること。

◎－－－　参考書　－－－◎

地学大図鑑　ISBN 978-4-315-52388-1
新しい地球惑星科学　ISBN 978-4-563-02522-9
地球大図鑑　ISBN 978-4-315-52373-7
ニューステージ新地学図表 ISBN 978-4-8343-4012-9
地球のしくみ　ISBN 978-4-534-02346-9
地球学入門　第2版 ISBN 978-4-486-02099-8
Earth Science　ISBN 978-1292061313
この他に関連分野の参考図書は講義中に紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　高校で地学を学ばなかった人を対象に，わかりやすい講
義を行う。なお，講義の後にスライドに示した内容や配布
した資料について各自，復習し，さらに教科書等を読んで
理解を深めること。
　講義時間中に、情報基盤センターのMoodleを利用するの
で学内の無線LANに接続できるノートPC,タブレットまた
はスマートフォンを持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1 イントロダクション（スタートアップ授業）
   地球科学入門(1)
 2 地球科学入門(2)
 3 地球科学入門(3)
 4 相対年代
 5 地球の歴史の復元
 6 地球の歴史の復元(2)
 7 放射能の発見と放射年代
 8 放射年代
 9 地球の年齢
10 宇宙の誕生と元素の進化
11 地球の起源と進化(1)
12 地球の起源と進化(2)
13 太陽系の惑星と原始太陽系の生成(1)
14 原始太陽系の生成(2)
15 後期のまとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
mjuk5ucvrn6cva33hhyg7fk90jut3q1r)



2023-S000009510-07新しい地球観（地球の捉え方）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・２時限　　試験時間割：2024/01/17　１時限　　

田上　響

◎－－－　概要　－－－◎

　わたしたちは「地球」に棲んでいることを知っているが、こ
の世界（地球）がどのような形と広がりをもち、いつから存在
し、どのような環境であるのかという理解は、人類の歴史の時
代ごとに大きく異なる。つまり、地球の捉え方は絶えず変化し
てきた。特に20世紀以降は自然科学全般の発展が目覚ましく、
人類は環境を急激に変えつつ、地球に対する理解をかつてない
ほど深めてきた。社会の維持・発展を目指すためにも、今後も
改められるであろう地球像を正確に理解するには、最新の地球
の捉え方を学んでおく必要がある。
　この科目は主として講義形式で授業を進め、適宜教員と受講
者によるディスカッションを実施する。まず地質学的現象を空
間的・時間的に理解するために用いられた手法を紹介し、その
成果を解説する。後半では生物に焦点を当て、環境の影響下で
進んだ生物進化とともに、人間活動が環境に与えた影響につい
て解説する。また、地球で見られる現象が他の天体でも確認さ
れたことを紹介し、地球がこの宇宙で特別な惑星であるか否か
を考察するための一助とする。受講者には、各自で理解を深め
たい点を明らかにした上で授業に臨む主体的な姿勢が求められ
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地球の大きさや地球史の時間のスケールに関する基礎的な知識
を身につけ、それらを説明することができる。(DP1-1)(知識・
理解)

地球特有の特徴を理解し、それらを説明することができる。
(DP2-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：各授業の前に提示するキーワードに関する情報収集を行
い、事前に理解しづらい点を確認しておく。(60分)

復習：授業で解説した内容に関して、予習で確認した不明点を
理解できたか講義ノートを見直しつつ確かめる。また、授業の
内容で興味を持った点や、十分理解できなかった点に関して、
自身で情報収集を行い、理解を深めること。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験（80%）および授業時間内の小テスト（20%）によっ
て行い、授業の到達目標への到達度を確認する。成績評価の基
準は学則に従い、60点以上を合格、59点以下を不合格とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

本科目では指定しない。授業の際に資料を配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

特に指定しないが、本学中央図書館および図書館理学部分
室に地球科学関連の書籍が収蔵されている。本科目で引用
する文献を含め、適宜参照することを勧める。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業に関する案内を「学籍番号@cis.fukuoka-u.ac.jp」の
メールアドレス宛に送信するため、 Eメールの自動転送設
定を含め、本科目に関する案内を確実に読めるようにして
おくこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 イントロダクション（スタートアップ授業）
2 地球を測る：地球の形・大きさの測定
3 時間を計る1：相対年代と絶対年代
4 時間を計る2：年縞（年輪、氷床コアの活用）
5 時間を計る3：放射年代測定
6 火山活動
7 地震
8 プレートテクトニクス
9 プルームテクトニクス
10 生物進化1：進化論の発展
11 生物進化2：遺伝のメカニズム
12 ヒトの影響1：ヒトの分布拡大と生態系の変化
13 ヒトの影響2：植生の改変（伐採、農業）
14 ヒトの影響3：近代化と環境破壊
15 まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
eh1qlzsxuj86zo3u0qml1imygu63hnva)



2023-S000009510-08新しい地球観（地球史と環境変動）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/17　１時限　　

小山内　康人

◎－－－　概要　－－－◎

地球は46億年前の誕生以降、様々な変化・変動を繰り返しなが
ら現在の姿となった。生命の誕生以降、地球上で起こった大規
模な変動は，その劇的な変化にともない順応する生物種の繁栄
と、適応できずに絶滅する種をもたらした。人類は現在の地球
環境に最も順応している生命体のひとつであるが、今後の地球
環境の変化の中では、地球の長い歴史に刻まれてきた多様な絶
滅生物種と比較して例外とは言えない。本講義では、惑星地球
が誕生して以降46億年間の地球の表層・内部変動や環境変化を
学ぶとともに、現在の地球の構造や運動像に関する理解を深め
る。また、地震や火山噴火などにともなう自然災害等に関する
基礎知識を習得して防災意識を向上させるとともに、社会生活
を送る上での必要な地球科学的素養を身につける。

【授業の形式】講義

◎－－－　到達目標　－－－◎

太陽系惑星の中で地球の特殊性について基本的な知識を習得
し、地球環境や地球の構造について理解を深める。(DP1-1)(知
識・理解)

46億年におよぶ地球の歴史と生命進化について理解を深める。
(DP1-1)(知識・理解)

プレートテクトニクスやプルームテクトニクスについて理解を
深める。(DP1-1)(知識・理解)

地震や火山噴火などにともなう自然災害等に関する基礎知識の
習得し、防災意識が向上するとともに、日常の地球科学的現象
への関心が高まる。(DP2-1)(態度・志向性)

エネルギー資源や鉱物資源、ジオパークなど市民生活に密接な
地球科学的素養が身につく。(DP1-2)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：授業の終わりに、次回講義の理解に必要なキーワードを
提示するので、事前に学習しておくことが望ましい。(60分)

復習：配布プリントおよびノート内容をもとに、各自で授業内
容をまとめて復習する。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験（中間試験、期末試験）の結果を８割，各講義でのレ
ポート提出を２割として成績評価を行う。定期試験、レポート
は到達目標に示す内容についての理解度を成績評価の基準とす
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用しない。毎時間、講義内容に沿った資料プ
リントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

関連分野の参考図書は講義中に適宜紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

特にないが、本講義を受講する中で日常的に発生する様々
な地球科学的現象について、興味を持って接して欲しい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１ イントロダクション（スタートアップ授業）
２ 地球の構造とその調べ方
３ 地球の誕生と進化
４ 地球の歴史と年代測定法
５ 生命の誕生と進化
６ 大規模地球変動I（プレートテクトニクスとプルームテ
クトニクス）
７ 大規模地球変動II（地球環境変動と生物の大量絶滅）
８ 中間テストと解説
９ 大規模地球変動III（超大陸変動史）
10 地球を構成する物質（岩石と鉱物）
11 地震と火山の地球科学I（火山活動と災害）
12 地震と火山の地球科学II（地震活動と災害）
13 地震と火山の地球科学III（活断層地震）
14 社会の中の地球科学（エネルギー資源と市民生活）
15 講義のまとめ（南極地球科学の最前線）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
eg76czzzi9ds7liqe8lb8wzhev0hhjxr)



2023-S000009510-91新しい地球観「BB」（地球の変動と環境）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・二部２時限　　試験時間割：2024/01/24　夜２限　　

三好　雅也

◎－－－　概要　－－－◎

　我々が住んでいるこの地球は、太陽系の第3惑星として誕生
し、46億年かけて環境を変化させてきた。地球圏科学が他の自
然科学と異なる点は、不可逆の歴史が介在しているという点で
ある。そして、そこでおこる事象はヒトの一生という時間から
すると長い時間的感覚で起こるが、地球の歴史からするとそれ
は極めて短い時間内で起き、さらに再び前とまったく同じ場面
は再現されない。現代社会の地球規模的問題に向き合うために
は、この地球の現状、事象の不可逆の歴史性と相互関連性、起
こる事象の時間の感覚を正しく理解する必要がある。
　この講義ではまず大陸移動がどのような根拠により提案さ
れ、受け入れられてきたかを理解する。その後、大陸が動くこ
とでどのような環境の変化がおきるのか、また実際にはどのよ
うなことが起きたかを理解する。その後、環境の変化に対応し
進化してきた生命がこの世から突然姿を消してしまうことがあ
り、このようなことの原因について述べる。さらに、火山活動
等と人間社会とのかかわりについて紹介し、地球の変動がどの
ように環境に影響を及ぼしてきたのかについて理解を深める。
講義後には、ノートの内容を確認して理解を深めることが重要
である。

【授業の形式】講義

◎－－－　到達目標　－－－◎

大陸移動の概念がどのようにして構築されてきたかの背景が理
解できる。(DP1-1)(知識・理解)

プレートテクトニクスによる地球変動の基本的な仕組みがわか
る。(DP1-1)(知識・理解)

地球の形成過程と環境の変遷，火山活動について理解できる。
(DP1-1)(知識・理解)

地球の変動と人間社会とのかかわりについて深く理解できる。
(DP1-2)(知識・理解)

マグマの活動がもたらす環境変動への関心がより持てるように
なる。(DP2-1)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義の中で重要な語句等は板書の際に示すので、ノートの内容
を整理して復習し、理解しておくこと。また、講義中に興味が
持てた点やより知りたいと思った点、理解がよくできなかった
点や気になる点などは、図書館やインターネットなどを利用し
自ら調べ，次の授業までに明らかにしておくことが大切であ
る。(30分)

授業の終わりには，次の講義の重要なキーワードを示すので，
それについて事前に調べておくことが奨められる（30分）。
(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

地球の変動である大陸移動や火山活動に関する理解の程度を評
価する。
定期試験の結果を80％、各講義での提出物を20％として成績評
価を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に教科書は使用しない。必要に応じて講義中に出席者に
プリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

「生命と地球の歴史」丸山茂徳・磯﨑行雄　岩波新書
なお、この他に関連分野の参考図書は講義中に適宜紹介の
予定である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　イントロダクション（スタートアップ授業）
２　大陸移動説（1）
３　大陸移動説（2）
４　プレートテクニクス（1）　プレート境界
５　プレートテクニクス（2）　地殻変動
６　プレートテクニクス（3）　大陸と海洋
７　プレートテクニクス（4）　資源
８　中間模擬テストとその解説
９　地球の歴史と環境（1）　地球の成り立ち
10　地球の歴史と環境（2）　大量絶滅
11　地球の変動とマグマの活動
12　地球の変動と災害（1）
13　地球の変動と災害（2）
14　地球の変動と災害（3）
15　地球の変動と災害（4）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
k4hfxpmaxxnf789xs2c92bwqeicbm8nf)



2023-S000009505-01物理の世界「MM」（様々な現象への物理的アプローチ）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・２時限　　試験時間割：2024/01/19　１時限　　

原　一広

◎－－－　概要　－－－◎

前期開講の「物理科学入門」では、主に｢質点の運動と力学｣に
関する物理学の基本法則を学んだ。
本講義では、「物理学入門」において「質点の運動と力学」に
ついて学んだ考え方を拡張し、大きさを持つ「剛体」、多くの
要素からなる「流体」の運動と力学の概要について学習する。
また、私達の日常生活にも大きく関わりを持つ、「熱」、「光
と音」、「電気と磁気」等の概要についても学ぶ。

本授業は講義形式で行う。
授業に関する連絡や情報交換については、電子メールやMoodle
で行う予定である。
また授業内容をMoodleを用いて復習ができるようにする準備す
る予定である。

Moodle登録については、Moodleが使用可能になったら連絡を行
うので登録する事。

◎－－－　到達目標　－－－◎

身近な所で起きている物理現象を理解する為の初歩を学ぶこと
を通じて、広い視野と深い考察力を培い、物事を総合的にとら
えることができる。(DP2-1)(知識・理解)

回転や波動現象、温度や光や電磁気にかかわる現象を理解する
為の基礎的な知識を身につける。(DP1-1)(知識・理解)

自らの専門とは異なる分野であるが、その基盤となる物理的考
え方が理解できる。(DP2-2)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業内容をMoodleを用いて復習ができるようにする準備する予
定であるのでMoodleを活用して復習を行う事。(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価は、学期末の試験の成績により行う。
「剛体」、「流体」、「熱」、「光と音」、「電気と磁気」等
の概要について具体的定量的に説明できる事を評価基準とす
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

教科書は前期開講の「物理科学入門」で使った次の教科書
の後半を用いる。「楽しみながら学ぶ物理入門」山﨑 耕
造（共立出版）ISBN 978-4-320-03597-3

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

学生諸君は、以下の事項に留意してください。
・遅刻をしない。
・授業中の私語を厳に慎む。
・対処療法的な記憶だけに頼る試験対策はせず、
　自分で思考し講義内容を追って行くこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

教科書の後半の｢剛体｣、｢流体｣、｢熱力学｣、｢波動｣、｢電
磁気学｣の概要についての講義を行う。

第1回目ののタートアップ授業「１．イントロダクション
　剛体と質量中心」は動画配信で、それ以降は、対面によ
る講義を予定している。

　１．イントロダクション　剛体と質量中心：スタート
アップ授業
　２．角運動量と力のモーメント
　３．流体と圧カ
　４．温度と熱平衡
　５．理想気体の状態方程式
　６．エネルギー保存の法則・エントロピー増大の法則
　７．熱機関のサイクル
　８．波の基本特性
　９．波の伝播の原理と反射・屈折の法則
１０．超音波とレーザー
１１．ドップラー効果
１２．静電力と電荷保存の法則・クーロンの法則
１３．電流と電気回路の法則
１４．磁石と電流の作る磁場
１５．電磁誘導と電磁エネルギー

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
tc6u0rtgepojq2ev9pwwxzw05d02s6it)



2023-S000009505-02物理の世界（物理の考え方の歴史）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/19　１時限　　

林　壮一

◎－－－　概要　－－－◎

物理分野の学習は，階段を上るように一段ずつ積み上げていく
ことが基本となるため，先端の物理分野を一足飛びに理解する
ことは難しい。そのため，物理を専門としていない者にとっ
て，コンピュータやスマートフォンなど，身のまわりの機器で
利用されている応用的な物理学や，ノーベル物理学賞などの最
先端の物理学を正攻法で理解することは非常に困難であると言
わざるを得ない。
しかし，日常生活では，そのような先端の物理学に基づいた科
学技術が利用されており，そこで使われている原理や理屈を全
く知らないでは済ませられない状況も生じてきている。
そこで，本講義では，自然科学の基礎である物理学の諸分野が
どのように発展してきたかを，科学史上有名な人物を中心に，
歴史的に意味のある考え方などを紹介しながら，古典力学から
原子の世界である量子力学や相対性理論などの現在の物理学ま
での発展の歴史を概観する。また，講義の後半には，その講義
のトピックスの中心的な人物の動画を見て，わかりにくかった
点や講義で触れられなかった点などの確認を行う。
なお，本講義の目的は，現象をどのように理解し説明できるの
か（説明していたのか）という考え方の理解であるため，計算
や式の展開，式の暗記などの数学的な知識や技能は必要ない。
講義の最後に、ミニッツペーパーとして、Google formsに回答
する。Google formsは、授業終了までに提出することとし、授
業終了後の提出は認めない。

なお，本授業は講義形式で行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

自然や自然現象を理解するために必要な，科学や物理学におけ
る基礎的な知識や考え方について，理解し，説明することがで
きる。(DP1-1)(知識・理解)

身のまわりのさまざまな自然現象の背景にある科学や物理学
や，身のまわりの機器や道具に応用されている技術や物理学に
興味や関心を持ち，自ら調べたり考えたりすることを通じて，
学ぶ姿勢を身につけている。(DP1-2)(態度・志向性)

物理学の考え方に基づいて思考することで、身のまわりの自然
現象や技術に関連した様々な分野の学問に対しても関心や興味
が広がり，物事を多角的に見ることができる。(DP2-1)(知識・
理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

テキストを読んで，関連のある事項（キーワード）や，人物な
どについて調べる。また，時代に起こっている世界史や日本史
上の出来事などをしらべ，その関連性などについても考察す
る。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

物理学の考え方や物理学の法則の理解など、科学的な見方がで
きているかを評価の基準とし、授業時に提出するミニッツペー
パー（Google forms）や課題，レポートなど（50％）と定期試
験（50％）の結果により、総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

おはなし物理学史，小山慶太，講談社ブルーバックス，
1080円＋税，ISBN 9784065279124

※初回授業で説明する。

◎－－－　参考書　－－－◎

物理学史，小山慶太著（裳華房フィジックスライブラ
リー），裳華房，2700円（税込）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

遅刻や欠席をしないこと。
講義では、スマートフォン、タブレット端末またはノート
PCを使って、振り返りテスト（ミニッツペーパー：Google
forms）を実施するので，いずれかを持参すること。なお、
教室では大学の無線LAN（FU-WiFi）を使ってインターネッ
トに接続することができる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　スタートアップ授業
　＜資料と音声：授業の進め方や取り組み＞　　　　　　
　　
２　自然学
　＜ギリシャ時代の賢人達＞
３　古典力学（１）
　　＜ガリレオからニュートン＞
４　古典力学（２）
　＜ガリレオからニュートン＞
５　熱力学（１）
　＜ランフォードからケルヴィン＞
６　熱力学（２）
　＜ランフォードからケルヴィン＞
７　光学
　＜ホイヘンスからフレネル＞
８　電磁気学（１）
　＜ガルヴァーニからヘルツ＞
９　電磁気学（２）
　＜ガルヴァーニからヘルツ＞
１０　量子力学（１）
　＜プランクからシュレーディンガー＞
１１　量子力学（２）
　＜プランクからシュレーディンガー＞
１２　相対性理論
　＜アインシュタイン＞
１３　素粒子研究
　＜新しい素粒子＞
１４　ノーベル賞（１）
　＜日本における物理学の発展＞
１５　ノーベル賞（２）
　＜物理学とテクノロジー＞

※授業の進度は，状況に応じて変更する可能性がある。

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
i50fwf5zyvvnxu94e4yv0otyvfg41dsk)



2023-S000009505-03物理の世界（物理学を通してみる世界）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・３時限　　試験時間割：2024/01/19　１時限　　

香野　淳

◎－－－　概要　－－－◎

　物理学は自然界の諸現象やその奥に潜む謎の解明に挑み、簡潔かつ普遍的な
見方を見出す学問で、広大な宇宙から原子よりもはるかに小さな素粒子に至る
まで様々な研究が行われています。一方で、すでに知られている原理や法則等
を応用して新しい技術、便利な製品を次々と開発することによって、私たちの
生活は急速に変化してきました。しかし、その反面、自然環境の破壊などによ
り人類の存続にも関わる地球規模の問題が顕在化してきています。
　この授業の目的は、自らの人生をより豊かにするために、また社会や仕事に
おいて活躍するために、さらには現在起こっている地球規模の問題や社会課題
を自らの問題として考えていくために、身の回りの自然現象、生活に欠かせな
い道具や機器の仕組みやその基礎となっている原理を学び、物理学における物
事の見方・とらえ方、思考力などを身につけることです。毎回の授業では「な
ぜ」「どうして」の問い大切にし、問題意識を共有しながら、一緒に考え、物
事を物理学・自然科学を通して視る力・考える力の基礎を身に付け、卒業後も
自分で学び・考えられるようになることを目指します。
　この「物理の世界」では、運動、熱、電気、磁気、光に関連した身近な現象
や機器を取り上げて、その基礎となる法則やそれらに共通するエネルギーにつ
いて考えていきます。また、簡単な計算を通して数量的な取り扱いについても
学びます。なお、高校の文系で学ぶ数学を用いることを想定しますが、数式の
取り扱いは必要最低限にとどめ（法則を表す式等）、数式が意味する内容やそ
こから何が導き出されるか等を重視して学んでいきます。
　授業は、教員が作成した講義資料（電子ファイルの閲覧あるいは配布）や実
験動画をもとに講義形式で行います。毎回の授業内容を確認するためにMoodle
を用いた小テストや論述課題に取り組んでいただきます。また、数回の授業で
は簡単な実験を行い、その内容、方法、結果について考え、質疑等を通して理
解を深めていきます（実験、質疑、ディスカッションの形式は受講人数によっ
て変わります）。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) 物理学を主とする自然科学の基本概念や諸法則、物事をとらえる視点や思
考法を理解し、授業で取り上げた例を参考として自らの言葉で説明できる．
(DP1-1)(知識・理解)(DP1-1)(知識・理解)

(2) 日常生活で目にする諸現象に潜む物理学の法則や、身のまわりの機器や道
具に応用されている物理学の法則に関心を持ち、自ら調べ、学ぶ姿勢をもつ．
(DP1-2)(態度・志向性)(DP1-2)(態度・志向性)

(3) 物理学に基づき、運動、熱、電気、磁気、光に関連した現象や法則を理解
し、具体的な例を挙げて説明できる．(DP2-1)(知識・理解)(DP2-1)(知識・理解)

(4) 運動、熱、電気、磁気、光など身の回りの諸現象に関連する物理量（力、
熱量、温度、電流、消費電力など）を理解し、簡単な計算ができる．(DP2-1)
(技能)(DP2-1)(技能)

(5) 物理学の知識や思考法を基に、身のまわりの機器・道具の機能やエネル
ギー問題などの社会課題について考え、自らの言葉で説明できる．(DP2-1)(技
能)(DP2-1)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業前：次の授業回の内容について、資料をよく読み、分からない用語などに
ついてあらかじめ調べておき、事前学習課題が与えられた場合はそれに取り組
んでおく．(60分)

授業後：授業で理解できなかった点がないかよく確認し、その回の内容を振り
返って理解を深めていく．また、与えられた課題に取り組み、期日までに提出
する．(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

●評価基準：物理学における基本概念や諸法則、物事をとらえる視点や思考法
を理解しているか（到達目標１）、自然現象や機器・道具の機能に係る物理学
について調べ、自らの言葉で説明できるか（到達目標２）、運動、熱、電気、
磁気、光に関連した現象や法則を理解し、具体例を挙げて説明できるか（到達
目標３）、運動、熱、電気、磁気、光など身の回りの諸現象に関連する物理量
について計算ができるか（到達目標４）、物理学の知識や思考法を基に、身の
まわりの機器・道具の機能やエネルギー問題などの社会課題について考え、自
らの言葉で説明できるか（到達目標５）について、それぞれの達成度を評価の
基準とする。
●評価方法：毎回の課題・小テスト・ミニッツペーパー・レポート・授業中の
質疑への取り組みを合わせて50％（到達目標１～５の達成度）、定期試験の解
答内容を50％（到達目標１、３～５の達成度）として、総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特にもうけない。必要に応じて、電子ファイルを閲覧できるようにする、あるい
は配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

日常の「なぜ」に答える物理学　ISBN 978-4627156111

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

(1) 質疑、ディスカッションには積極的に取り組むこと。
(2) 分からない点や疑問点は積極的に質問する姿勢が大切です。質問の内容によっ
ては、全体で共有して、学びを深めていきます。取り組みの姿勢・態度も評価し
ます。
(3) 授業時間外学習および講義時間中の取り組みに、情報基盤センターのe-
LearningシステムであるMoodleを利用します。
(4) 講義では、スマートフォン、タブレット端末またはノートPCを使って、簡単
な計算やクイズに解答してもらうことがありますので、いずれかを持参してくだ
さい。なお、教室では大学の無線LAN（FU_WiFi）を使ってインターネットに接
続することができます。
(5) 講義を聴いているだけでは理解は進みません。自分の知らない用語をインター
ネットで調べたり、授業中に行う簡単な実験や数値計算等には集中して取り組ん
で、理解を深めてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第01回　スタートアップ授業
　・授業の進め方、取り組み等について
　・物理学とはどんな学問か．
　・SDGsと物理学を学ぶ意義．
第02回　物理の言葉、エネルギーについて考える
　・道具立て（数学、言葉、グラフ、単位）
　・持続可能な社会、SDGs、エネルギー問題
第03回　運動とエネルギー、
　・運動とは（表し方、位置、速度、加速度）
　・力学的エネルギーと保存則（エネルギーを利用）
第04回　熱とエネルギー(1)：
　・温度、熱とは何か、熱の移動
第05回　熱とエネルギー(2)：
　・熱平衡状態
　・熱と仕事：ジュールの実験　
　・熱力学の第一法則
第06回　熱とエネルギー(3)：
　・気体の状態（ボイル・シャルルの法則）
　・熱機関とその効率（蒸気機関、エンジン、冷蔵庫）　
第07回　熱とエネルギー(4)：
　・熱力学の第二法則：永久機関は可能か
　・エントロピー
第08回　電気と磁気(1)：
　・電荷、原子、電気の正体、静電気
　・電気の流れやすさ、導体と絶縁体
　・電荷の間にはたらく力（クーロン力）
第09回　電気と磁気(2)：
　・電流と電圧
　・抵抗と電気回路、電力の消費、電気を蓄える
第10回　電気と磁気(3)：
　・磁石と磁場、電流がつくる磁場、電磁石
　・電流が磁場から受ける力
　・モーターの仕組み
第11回　電気と磁気(4)：
　・電磁誘導の法則、誘導起電力と発電
　・電磁誘導の利用：ICカード，変圧器
第12回　光とエネルギー(1)：
　・電磁波、様々な光（可視光，赤外線，X線等）、色と光
　・光の回折と干渉
　・偏光（簡単な実験）
第13回　光とエネルギー(2)：
　・電気を光に変える（発光ダイオード：LED）
　・光を使った情報伝送、光ファイバー
　・光を電気に変える（太陽光発電）
第14回　身近な機器に欠かせない半導体
　・半導体とは？伝導特性と制御
　・発光ダイオードはなぜ消費電力が少ないのか
　・太陽電池と発電機の違い
第15回　物理学と現代社会・生活を支える科学技術
　・半導体の量子力学による説明
　・半導体のPN接合
　・スマホの機能（タッチパネル、ディスプレイなど）、IH炊飯器とブレーキ
　・授業の振り返り
※講義の進度は受講者の理解の状況を見ながら変更する可能性がある。

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/m37rkix2hjy6qo4nc3x9fc1o9ygplwbr)



2023-S000009505-04物理の世界（スピンの世界）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/19　１時限　　

宮原　慎

◎－－－　概要　－－－◎

　物理科学は、自然現象を理解する上で重要な役割を担う学問
の一つであり、基礎的かつ包括的な学問である。急速に進展し
つつある情報および科学技術に基づく現代社会において、物理
学における考え方を身につけることは、重要となる。
　本講義では、量子力学固有のスピンについて学ぶ。スピンと
は何か学習することは、21世紀のキーテクノロジーの一つとも
いえる量子コンピュータの理解につながることが期待される。
非常に小さな原子や、原子を形成する電子などのふるまいは、
力学では説明することができず、量子力学という小さな世界を
記述するための法則によってのみ説明することができる。講義
では、できるだけ数式を使わずに、図やグラフや、記号による
表記を利用して考えることで、スピンとは何か？スピンの従う
法則についての理解を深める。スピンの学習でえられた量子力
学の考え方や理解を用いて、量子コンピュータ、量子テレポー
テンションなどについて考える。
　本授業は講義形式で行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 物理学を主とする自然科学の基本概念や諸法則、物事をとら
える視点や思考法を理解し、説明できる．(DP1-1)(知識・理解)

2. 日常生活で目にする諸現象に潜む量子力学の法則や、身のま
わりの機器や道具に応用されている量子力学の法則に関心を持
ち、自ら調べ、学ぶ姿勢をもつ．(DP1-2)(態度・志向性)

3. 量子力学に基づき、スピンに関連した法則などを理解し、身
のまわりの自然現象について、具体的な例を挙げて説明でき
る．(DP2-1)(知識・理解)

4. 量子力学の知識を基に、量子の世界、固有の現象について説
明できる．(DP2-1)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次の授業回の内容について、資料をよく読み、分からない用語
などについてあらかじめ調べておき、事前学習課題が与えられ
た場合はそれに取り組んでおく(60分)

授業後は、授業で理解できなかった点がないかよく確認し、そ
の回の内容を振り返って理解を深めていく．また、与えられた
課題に取り組み、期日までに提出する(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

●評価評価基準：物理学の基本概念や諸法則、物事をとらえる
視点や思考法を理解しているか（到達目標１）、身のまわりの
諸現象、機器や道具に関連する量子力学の法則について調べ、
説明できるか（到達目標２）、スピンに関する現象や諸法則に
ついて理解しているか（到達目標３）、 量子力学固有の現象に
ついて、自らの言葉で説明できるか（到達目標４）、につい
て、それぞれの到達度を評価の基準とする。
●評価方法：毎回の課題・レポートを合わせて40％（到達目標
1～4の到達度評価）、定期試験の解答内容を60％（到達目標
1,3,4の到達度評価）として、総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特にもうけない。必要に応じて資料を配布（配信）する。

◎－－－　参考書　－－－◎

ファインマン物理学 V 量子力学　ISBN 9784000077156
今度こそわかる量子コンピューター　ISBN
978-4-06-156605-7

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　講義に出席する事は重要です。遅刻・欠席をする事なく
講義に参加し，講義内容を理解するよう心掛けてくださ
い。。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第01回　スタートアップ授業（動画：授業の進め方、取り
組み等について、量子力学とは）
第02回　古典的な性質：2重スリットの実験、波の干渉
第03回　量子的な性質：2重スリットの実験、電子波の干
渉
第04回　量子的な性質：2重スリットの実験、電子の監視
第05回　波動的観点と粒子的観点：位置の観測、確率振幅
第06回　スピン(1):スピン角運動量
第07回　スピン(2):シュテルンゲルラッハの実験
第08回　スピン(3):シュテルンゲルラッハのフィルター
第09回　スピン(4):スピンの測定
第10回　並んだスピン：もつれた状態
第11回　並んだスピンの観測：部分的な測定、測定結果の
共有
第12回　回路図：量子ゲート、量子回路
第13回　量子テレポーテンション：アリスとボブ、量子情
報
第14回　量子コンピュータ:計算機、量子計算
第15回　まとめ
※講義の進度は受講者の理解の状況を見ながら変更する可
能性がある。

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/5mveh75gptc87qnsmon5dvn5chi0ir8a)



2023-S000009505-05物理の世界（物理の考え方を用いて状態変化を理解する）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・４時限　　試験時間割：2024/01/19　１時限　　

西尾　豊

◎－－－　概要　－－－◎

この講義は文系の学生を念頭に置いて進めて行きます。この講
義では日常接している熱的な現象を物理法則として解説しま
す。この講義において必要な基礎的な数学の復習を適宜補いま
す。この講義をとおして生活をしていくうえで接する物理現象
に対する基本的な考え方の習得を目指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

温度、エネルギー、エントロピーの基本的な考え方を理解する
(DP1-1)(知識・理解)

エネルギー保存則、エントロピー増大、安定条件について理解
する(DP2-1)(知識・理解)

学習した物理法則を他人に簡明な言葉で説明できることを目指
す(DP1-2)(態度・志向性)

身の回りの熱が関係する自然現象に関心を持ち、その原因を物
理法則に基づいて他人に説明できる(DP2-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

指定したテキストを中心として授業計画を参考に，次回の講義
内容についてテキストをよく読んでノートに要約をまとめてお
いて下さい(60分)

講義を受けた後はテキストとノートを見直して，復習をし、
課題に取り組んでください(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価は定期試験（期末テスト）の評価を30％，毎回講義時に課
す課題（ミニッツペーパー、レポートおよび教科書の要約）の
評価を70％を基準として総合的に評価します。定期試験では上
記の到達目標の達成度を検証する内容とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

「自然科学の基礎としての物理学」原康夫　学術図書出版

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義に出席する事は極めて重要です。遅刻・欠席をする事
なく講義に参加し，講義をしっかり聴いて理解して下さ
い。質問があるときは授業中でもその後でも気軽に質問し
て下さい。お待ちしておきます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１. 物理学とは：歴史、物理学的手法、物理学の構成（ス
タートアップ授業：動画配信）

２．物理量と物理法則、力とベクトル

３. 物体の位置と速度、加速度

４．仕事とエネルギー

５．運動エネルギーと位置エネルギー、力学的エネルギー
保存則

６．熱と温度

７．実験を通して物理に接する：低温実験の体験

８. 実験を通して物理に接する：低温実験の解説

９．中間まとめ

９．温度と温度計、熱の移動、

１０．熱量の単位、内部エネルギー

１１．相転移と転移熱

１２．熱力学第一法則、エネルギー変換と保存

１３．熱力学第二法則：エントロピーの増大

１４. 自由エネルギー、相の安定条件　

１５．まとめ

講義の進度は受講者の理解の状況を見ながら変更する可能
性がある。

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/7n1ru75l3xyhi0kzwafrbcf0eaiieg7h)



2023-S000009505-06物理の世界（文理型・身近な世界から宇宙まで）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/19　１時限　　

橋本　正章

◎－－－　概要　－－－◎

文系の学生を対象として講義を行う。現代社会はこれまでの発
展してきた科学技術の成果の上に成り立っている。そのため理
工系の学生に限らず、文系学生においてもその基礎的概念の知
識は必要であるし、それらの数量的関係まで含めて必要になる
場合がある。文系学生たちもこれらのことに抵抗感を少なく対
応していくことが必要であるし、身近な生活の中における自然
現象などについても理解し、判断、対処する力が求められる。
前期の「物理科学入門」では最も身近な現象である物体の運動
を中心として宇宙的現象の例も学んだ。
この講義では最初に身近な熱について、次に電磁気、光といっ
た内容で、やはり我々の身近な物理現象を取り扱う。これらの
学習を通じて現代の地球環境や情報化社会の基礎に触れる。最
後に現代物理学のミクロな世界やマクロな世界を記述する自然
観について学ぶ。文理共同参画の授業を目指す。

授業の進め方や学習の方法
本授業は講義とそれに伴う演習形式で進める。演習は講義内容
の理解を深めるために行う。
主に数値をもちいて身のまわりの出来事と関連付ける。

◎－－－　到達目標　－－－◎

基礎的知識：物理学に関する基礎的な知識を身に着け、それら
を説明できる。(DP1-1)(知識・理解)

基本概念：講義中に取り扱われた物理学の基本概念や法則につ
いて理解し、他者に説明できる。(DP1-2)(知識・理解)

応用課題：日常における様々な現象をもとに物事を多面的にと
らえられる。(DP2-1)(態度・志向性)

物理の知識、考えを基にエネルギーなど社会問題を考え自分の
言葉で説明できること。(DP2-1)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の授業授業の内容について資料を読み分からない用語
などあらかじめ調べておき事前学習が与えられた場合はそれに
取り込んでおく。(40分)

復習：授業後は理解できなかった点がないか確認し、その回の
内容を振り返って理解を深めていく。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各講義の終わりに行う小テスト、課題は各時間の熱現象や電磁
気現象などに関する基礎的な知識をどの程度理解できたかを調
べる目的で行うこともある。定期試験では後期の講義期間を通
じて熱現象や電磁気現象など現象に関する知識や考える基礎を
習得した事を確認する。成績評価は定期試験で行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは特に使わず、適宜、資料を用いる.

◎－－－　参考書　－－－◎

橋本正章・荒井賢三「電磁気学の基礎」(学術図書出版社)
　ISBN 978-4-87361-668-1
橋本正章・荒井賢三「相対論の世界」(裳華房)　ISBN
978-4-7853-2245-8
Masaaki Hashimoto et al.[Big-Bang Nucleosynthesis](Springer)
　ISBN 978-981-13-2934-0

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

高校で物理学や理科科目の予備的な知識を必要としない形
で講義を進めるが、学ぶことの積極性を期待する。毎回出
席を確認する。
分からない点や疑問点は積極的に質問すること。質問の内
容によっては授業の進行方法を変えることもある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１）イントロダクション(スタートアップ授業)
電磁気学の歴史的発展をエポックメイキングな出来事と関
連する人物(科学者)を中心に紹介し、今後の授業の意義を
明確にする。様々な動画や最先端の実験なども紹介してい
く。
２）熱と温度、熱の移動
３）理想気体の状態方程式
４）熱力学の第１法則、第2法則、熱機関
５）電荷と電荷保存則､クーロンの法則
6)　電場と電気力線、キャパシター
7）導体と絶縁体
８）電位と回路と起電力
９）仕事率
１０）磁石と磁場、電流と磁場
１１）運動する荷電粒子に働く力
１２）電磁誘導
１３）交流
１４）電磁波と光
１５）原子物理学（原子の構造、光の2重性、電子の2重
性）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
m3c3l5ehpxz57xrkuu6kvytgl5iiwjdq)



2023-S000009505-07物理の世界（文理型・身近な世界から宇宙まで）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・４時限　　試験時間割：2024/01/19　１時限　　

橋本　正章

◎－－－　概要　－－－◎

文系の学生を対象として講義を行う。現代社会はこれまでの発
展してきた科学技術の成果の上に成り立っている。そのため理
工系の学生に限らず、文系学生においてもその基礎的概念の知
識は必要であるし、それらの数量的関係まで含めて必要になる
場合がある。文系学生たちもこれらのことに抵抗感を少なく対
応していくことが必要であるし、身近な生活の中における自然
現象などについても理解し、判断していく力が求められる。
前期の「物理科学入門」では最も身近な現象である物体の運動
を中心として宇宙的現象の例も学んだ。
この講義では最初に身近な熱について、次に電磁気、光といっ
た内容で、やはり我々の身近な物理現象を取り扱う。これらの
学習を通じて現代の地球環境や情報化社会の基礎に触れる。最
後に現代物理学のミクロな世界やマクロな世界を記述する自然
観について学ぶ。文理共同参画の授業を目指す。

授業の進め方や学習の方法
本授業は講義とそれに伴う演習形式で進める。演習は講義内容
の理解を深めるために行う。
主に数値をもちいて身のまわりの出来事と関連付ける。

◎－－－　到達目標　－－－◎

基礎的知識：物理学に関する基礎的な知識を身に着け、それら
を説明できる。(DP1-1)(知識・理解)

基本概念：講義中に取り扱われた物理学の基本概念や法則につ
いて理解し、他者に説明できる。(DP1-2)(知識・理解)

応用課題：日常における様々な現象をもとに物事を多面的にと
らえられる。(DP2-1)(態度・志向性)

物理の知識、考えを基にエネルギーなど社会問題を考え自分の
言葉で説明できること。(DP2-2)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の授業授業の内容について資料を読み分からない用語
などあらかじめ調べておき事前学習が与えられた場合はそれに
取り込んでおく。(40分)

復習：授業後は理解できなかった点がないか確認し、その回の
内容を振り返って理解を深めていく。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各講義の終わりに行う小テスト、課題は各時間の熱現象や電磁
気現象などに関する基礎的な知識をどの程度理解できたかを調
べる目的で行い、定期試験では後期の講義期間を通じて熱現象
や電磁気現象など現象に関する知識や考える基礎を習得するこ
とをめざす。成績評価は定期試験で行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは特に使わず、適宜、資料を用いる.

◎－－－　参考書　－－－◎

橋本正章・荒井賢三「電磁気学の基礎」(学術図書出版社)　
ISBN 978-4-87361-668-1
橋本正章・荒井賢三「相対論の世界」(裳華房)　ISBN
978-4-7853-2245-8
Masaaki Hashimoto et al.[Big-Bang Nucleosynthesis](Springer)　
ISBN 978-981-13-2934-0

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

高校で物理学や理科科目の予備的な知識を必要としない形で
講義を進めるが、学ぶことの積極性を期待する。出席を確認
する。
分からない点や疑問点は積極的に質問すること。質問の内容
によっては授業の進行方法を変えることもある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１）イントロダクション(スタートアップ授業)
電磁気学の歴史的発展をエポックメイキングな出来事と関連
する人物(科学者)を中心に紹介し、今後の授業の意義を明確
にする。様々な動画や最先端の実験なども紹介していく。
２）熱と温度、熱の移動
３）理想気体の状態方程式
４）熱力学の第１法則、第2法則、熱機関
５）電荷と電荷保存則､クーロンの法則
6)　電場と電気力線、キャパシター
7）導体と絶縁体
８）電位と回路と起電力
９）仕事率
１０）磁石と磁場、電流と磁場
１１）運動する荷電粒子に働く力
１２）電磁誘導
１３）交流
１４）電磁波と光
１５）原子物理学（原子の構造、光の2重性、電子の2重性）
２）熱と温度、熱の移動
３）理想気体の状態方程式
４）熱力学の第１法則、第2法則、熱機関
５）電荷と電荷保存則､クーロンの法則
6)　電場と電気力線、キャパシター
7）導体と絶縁体
８）電位と回路と起電力
９）仕事率
１０）磁石と磁場、電流と磁場
１１）運動する荷電粒子に働く力
１２）電磁誘導
１３）交流
１４）電磁波と光
１５）原子物理学（原子の構造、光の2重性、電子の2重性）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
xv5tuuyayp9jichhab33pr4owdhkyeaf)



2023-S000009505-08物理の世界（大気科学）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/19　１時限　　

高島　久洋

◎－－－　概要　－－－◎

地球規模・地域規模の大気科学現象、気象現象、大気環境問題
(地球温暖化、オゾン層破壊、大気汚染などの人為的環境変動)
について、現在の地球大気を維持している基本的な物理過程
(力学、放射、熱力学) を軸に、最新の研究成果を交えて講述す
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地球（気圏、水圏）で起こる様々な現象とそのメカニズムにつ
いての基礎知識を持っている。(DP1-1)(知識・理解)

地球（気圏、水圏）で起こる様々な現象についての知識・理解
を適切に運用できる。(DP2-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

(予習) 配布資料について一通り目を通しておいてください 。
(30分)

(復習) 講義中に説明したポイントを中心に復習をしてくださ
い 。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価方法: 定期試験50％、レポート・小テスト50% の割合で評
価を行う。
評価基準: 到達目標の達成度等で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に定めない。講義の進行にあわせてプリントを配布す
る。

◎－－－　参考書　－－－◎

折りに触れて紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義内容をノートに取りまとめてください。なお講義の進
行にあわせてプリント (主に講義スライド) を配布します。

10回ほど小テストを実施する予定です (FUポータルにて。
選択式の簡単な問題です)。

講義中、他の学生の迷惑になる行為は禁止します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.イントロダクション：スタートアップ授業 (動画配信)
2. スケール・単位
3. 太陽系における地球
4. 地球大気の組成・鉛直構造、循環
5. 太陽放射、地球放射
6. 温室効果
7. 地球の大気圧と静力学平衡
8. 地球の自転とコリオリの力
9. 雲と降水過程
10. 身近な気象現象、天気予報
11. 地表付近の気象、大気境界層、福岡平野における大気
の循環
12. 成層圏の大気の循環、オゾン層破壊とオゾンホール
13. 大気汚染、PM2.5
14. リモートセンシング観測の基礎
15. まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
a53rit2ca48ky8ht8uwq0uyu3osbx280)



2023-S000009505-09物理の世界「P-a」（電磁気学と量子化学の基礎）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・２時限　　試験時間割：2024/01/19　１時限　　

政田　洋平

◎－－－　概要　－－－◎

　本授業は講義形式で行う。薬学を学ぶ上で必要な物理学の基
礎力を身につける。この科目では特に、「電荷と電流」、「電
場と磁場」、「量子化学入門」、「レーザー」の4つの項目を
取り上げ、物質および物体間の相互作用などに関する現代的な
基礎知識を習得する。
　「電荷と電流」では、電荷・電場・電位・コンデンサー、電
流と抵抗、直流回路およびパルス回路について学ぶ。 「電場と
磁場」では、電流と磁場、交流回路、電場と磁場の中での荷電
粒子の運動について学ぶ。 「量子化学入門」では、光の粒子
性、X線、粒子の波動性、原子の構造とエネルギー準位、量子
力学の基礎および原子核と放射線について学ぶ。 「レーザー」
では、レーザーの発振原理、レーザー光の性質、レーザーの種
類およびレーザーの応用について学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

電荷と電流, 電場と磁場の相互関係に関する基本的な事項を説
明できる。(DP1-1)(知識・理解)

量子化学の基礎的事項やレーザーの発振原理・性質について概
説できる。(DP1-1)(知識・理解)

講義で学んだ電磁気学および量子化学に関する知識・技能を、
薬学に活用できる。(DP2-1)(技能)

薬学や化学について､物理学の観点から考えることができる。
(DP2-2)(態度・志向性)

物理の基礎にもとづき、論理的に思考できるようになる。
(DP3-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：教科書および配布資料の該当箇所について熟読しておく
こと（60分～90分程度）(90分)

復習：web上の講義資料にアクセスし、講義中に解答し提出し
た演習問題について確認しておくこと（60分～90分程度）(90
分)

毎回の予復復習に加え、定期試験の準備には、ふりかえりに十
分な学習時間が必要となる。(360分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準： 電磁気学および量子化学に関する理解の程度を基準
として評価を行う
評価方法： 定期試験の成績を7割程度、毎回の講義で出題する
課題の提出状況と内容を3割程度として評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

大林康二、廣岡秀明、崔 東学、古川裕之、吉村玲子著：
薬学の基礎としての物理、学術図書出版社、￥1,900-、
ISBN978-4-7806-0072-8

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

高等学校での理科のカリキュラムによっては、物理を全く
履修していない人もいることが考えられるため、初学者向
けの講義とする。ただし、高校では扱わない比較的高度な
内容も含まれる。 復習の意味を兼ねて, 各回冒頭に前回講
義で扱った内容に関する演習を行う。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．スタートアップ授業
・授業に関する説明
・物理の世界で何を何のために学ぶのか
2．電荷と電流（1）
静電気、クーロンの法則および電場
3．電荷と電流（2）
電気力線、ガウスの法則および電位と電位差
4．電荷と電流（3）
コンデンサー
5．電荷と電流（4）
電流と抵抗、直流回路
6．電荷と電流（5）
キルヒホッフの法則、ジュール熱およびパルス回路
7．電場と磁場（1）
磁場、磁力線および磁束密度
8．電場と磁場（2）
アンペールの法則と電磁誘導
9．電場と磁場（3）
マックスウェルの方程式
10．電場と磁場（4）
交流回路の性質、電場と磁場の中での荷電粒子の運動
11．量子化学入門（1）
プランクの量子仮説
12．量子化学入門（2）
光の粒子性、光電効果とコンプトン効果
13．レーザー
レーザーの発振原理と応用
14．量子化学入門（3）
粒子の波動性、原子の構造とエネルギー準位および量子力
学の基礎と水素原子模型
15．量子化学入門（4）
原子核と放射線

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/6n95qrdimhtg42oyvmofqvv6c2kd3psa)



2023-S000009505-10物理の世界（人類と宇宙）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/19　１時限　　

端山　和大

◎－－－　概要　－－－◎

我々人類の歴史の中で最も古くて新しい学問の１つとして天文
学がある。古代日本にも天体を観測していた痕跡が、遺跡の中
に垣間見られる。例えば福岡県糸島市にある平原遺跡には鳥居
が複数あり、その中の一の鳥居は日向峠を向いており、二の鳥
居は高祖山を向いている。太陽が一の鳥居の向いている方角か
ら出れば苗代の季節、二の鳥居の向いている方角から出れば稲
刈りの季節として暦を作っていたものと考えられられている。
このように天文学は我々の生活と密接にかかわりながら発展し
てきており、今日では近くの太陽だけにとどまらず、130億光
年離れた銀河をも観測するまでに発展している。その発展を支
え、ともに発展していった学問が本講義の主役となる物理学で
ある。そして今では地球から宇宙を観測するだけでなく、より
積極的に人類が宇宙空間で活動するための総合的な研究が拡
がってきている。そこでは物理学を中心にして生命科学や人文
社会科学といった学問が密に交流・連携しながら新しい学問が
形成されつつある。
本講義は15回の講義形式で行われ、大きく以下の４つの内容
・人類が生きる場所としての宇宙
・人類は宇宙をどう見てきたか
・人類はなぜ宇宙へ行くのか
・宇宙にひろがる文明
について、それぞれいくつかトピックを取り上げ、物理学の果
たす役割と文理入り乱れての交流によって進められている学問
について考えていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

物理学で行われている先端研究の中でいくつかを理解し説明で
きる。(DP1-1)(知識・理解)

物理学を中心として、様々が学問がどのように連携して宇宙に
関する研究を進めているのかを理解する。(DP2-1)(態度・志向
性)

物理学に関する課題を通して、自分の意見や判断を他の人に説
明できる。(DP3-1)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

参考書や授業中に紹介した資料などを前もって予習しておくこ
と(60分)

参考書や資料を用いて授業で学修した内容を復習し、関連する
問題を演習しておくこと。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

- 評価基準
到達目標の達成度をはかる問題を解くことができる。
- 評価方法
基本的には定期試験の成績50%程度、授業中に出すレポート課
題50%程度の割合で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に定めない。必要に応じて授業中に資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業中の私語は慎むこと

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション（スタートアップ授業）
2. 日本の有人宇宙活動
3. 宇宙医学・生理学
4. 宇宙倫理
5. 科学的宇宙論の発展
6. 宇宙論
7. 宇宙の覗き方
8. 宇宙と人の心と宗教
9. 宇宙人文学
10. 生命の起源と宇宙
11. 宇宙災害
12. 人が宇宙へ行く意味
13. 系外惑星と宇宙生物学
14. 宇宙太陽光発電
15. 宇宙人との出会い

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
rklcbxdsrj8vzo4fojthwyio35af6y4k)



2023-S000009505-11物理の世界「P-b」（電磁気学と量子化学の基礎）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・１時限　　試験時間割：2024/01/19　１時限　　

政田　洋平

◎－－－　概要　－－－◎

本授業は講義形式で行う。薬学を学ぶ上で必要な物理学の基礎
力を身につける。この科目では特に、「電荷と電流」、「電場
と磁場」、「量子化学入門」、「レーザー」の4つの項目を取
り上げ、物質および物体間の相互作用などに関する現代的な基
礎知識を習得する。
　「電荷と電流」では、電荷・電場・電位・コンデンサー、電
流と抵抗、直流回路およびパルス回路について学ぶ。 「電場と
磁場」では、電流と磁場、交流回路、電場と磁場の中での荷電
粒子の運動について学ぶ。 「量子化学入門」では、光の粒子
性、X線、粒子の波動性、原子の構造とエネルギー準位、量子
力学の基礎および原子核と放射線について学ぶ。 「レーザー」
では、レーザーの発振原理、レーザー光の性質、レーザーの種
類およびレーザーの応用について学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

電荷と電流, 電場と磁場の相互関係に関する基本的な事項を説
明できる。(DP1-1)(知識・理解)

量子化学の基礎的事項やレーザーの発振原理・性質について概
説できる。(DP1-1)(知識・理解)

講義で学んだ電磁気学および量子化学に関する知識・技能を、
薬学に活用できる。(DP2-1)(知識・理解)

薬学や化学について､物理学の観点から考えることができる。
(DP2-2)(態度・志向性)

物理の基礎にもとづき、論理的に思考できるようになる。
(DP3-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：教科書および配布資料の該当箇所について熟読しておく
こと（60分～90分程度）(90分)

復習：web上の講義資料にアクセスし、講義中に解答し提出し
た演習問題について確認しておくこと（60分～90分程度）(90
分)

毎回の予復復習に加え、定期試験の準備には、ふりかえりに十
分な学習時間が必要となる。(360分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準： 電磁気学および量子化学に関する理解の程度を基準
として評価を行う
評価方法： 定期試験の成績を7割程度、毎回の講義で出題する
課題の提出状況と内容を3割程度として評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

大林康二、廣岡秀明、崔 東学、古川裕之、吉村玲子著：
薬学の基礎としての物理、学術図書出版社、￥1,900-、
ISBN978-4-7806-0072-8

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

高等学校での理科のカリキュラムによっては、物理を全く
履修していない人もいることが考えられるため、初学者向
けの講義とする。ただし、高校では扱わない比較的高度な
内容も含まれる。 復習の意味を兼ねて, 各回冒頭に前回講
義で扱った内容に関する演習を行う。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．スタートアップ授業
・授業に関する説明
・物理の世界で何を何のために学ぶのか
2．電荷と電流（1）
静電気、クーロンの法則および電場
3．電荷と電流（2）
電気力線、ガウスの法則および電位と電位差
4．電荷と電流（3）
コンデンサー
5．電荷と電流（4）
電流と抵抗、直流回路
6．電荷と電流（5）
キルヒホッフの法則、ジュール熱およびパルス回路
7．電場と磁場（1）
磁場、磁力線および磁束密度
8．電場と磁場（2）
アンペールの法則と電磁誘導
9．電場と磁場（3）
マックスウェルの方程式
10．電場と磁場（4）
交流回路の性質、電場と磁場の中での荷電粒子の運動
11．量子化学入門（1）
プランクの量子仮説
12．量子化学入門（2）
光の粒子性、光電効果とコンプトン効果
13．レーザー
レーザーの発振原理と応用
14．量子化学入門（3）
粒子の波動性、原子の構造とエネルギー準位および量子力
学の基礎と水素原子模型
15．量子化学入門（4）
原子核と放射線

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/jyil0iwi624ufarl2u515hkarnjf68x5)



2023-S000009505-91物理の世界「BB」（場の量とその変動）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・二部１時限　　試験時間割：2024/01/19　夜１限　　

赤星　信

◎－－－　概要　－－－◎

　本科目では、物質あるいは真空が広がっている空間領域に、
場所ごとの値をもつ物理量が想定できる場合を考える。この場
合、その空間領域にはその物理量の「場（ば）field」があると
いう。例えば、金属棒の両端が異なる温度の物体に接触してい
るとき、棒の中には温度分布があって、高温側から低音側への
熱の流れが生じる。この例では、温度の場と熱流の場があっ
て、それらがある関係で結びついている。
　本科目で取り組む主要な「場」は電磁気という「気」の場で
ある。「気」は何か得体の知れないものを表す場合に用いる語
であり、五感では捉え難い存在であるが、「気」の働きによっ
て現れる観測可能な物理量の変化から「気」の働きを認識する
ことになる。空気は見えないが、そよぐ草木によって空気の存
在を感じるのと同様である。電磁気の場合も、真空は見えない
が、静電気や磁石などで遊んだことを思い出せば、真空が物理
的な存在であることが実感できるだろう。
　授業は板書による講義形式で、毎回、小テストがある。具体
的な状況の解析では数値計算が必要となる。定期試験では関数
電卓の持ち込みが許可されるので、日頃から関数電卓を携帯
し、使い慣れておくことが望ましい。
　場の量の物理を学んだことで、場の量に関係した物理量の計
算をしてみる機会が少しでも増えれば幸いである。

◎－－－　到達目標　－－－◎

場の状況を表す物理量を適切な単位を用いて表すことができる
(DP1-1)(知識・理解)

場の量を表す関数の形から、場の量に生じる現象を定性的に説
明でき る(DP1-1)(知識・理解)

場の量を表す関数をもとに、関係する物理量の値を算出できる
(DP1-1)(技能)

電磁場に関わる物理概念やそれらを操る工学技術に関心をもつ
ことが できる(DP2-1)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

原則として毎回、授業資料は当日の授業課題も含めて前日まで
に FU_boxに載せられる。
予習：事前に授業資料を見て、できれば授業課題に取り組むこ
と。
高校で物理を履修していない人は、特に予習に励むこと。授業
時に 初耳では戸惑っている間に授業時間が終わってしまう。
(60分)

復習：事後に授業資料や各自のノートを見て、覚えるべきこと
を厳選 し、それをもとに授業内容が説明できることを確かめ
る。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　到達目標の達成度は、それらを測定すべく出題された定期試
験問題に対する答案の要所要所の正誤をもとに、正答率の数値
として算出される。毎回の小テストによって、その日の授業内
容についての一応の理解ができたかどうかが測られる。最終的
な成績（評点）は定期試験約60％、毎回行う小テスト約40％の
重みを目安として算出される。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　定められていない。適宜、プリントが配布される。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

定期試験では関数電卓の持ち込みが許可されるので、常に
関数電卓を携帯し使い慣れておくこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

＜はじめに＞
１　イントロダクション（スタートアップ授業）
授業の概要、指数関数、三角関数、ベクトル量と矢線
＜場の量の例＞
２　海洋・大気を伝わる波、波の式
３　温度分布と熱の伝わり方、加熱・放熱・断熱
４　気圧分布と風速分布、高気圧と低気圧
＜気の世界＞
５　空気と真空
６　静電場、摩擦電気、荷電粒子と電気力、雷
７　静磁場、地磁気と方位磁石、磁気力
８　種々の電池、電位差と電流、電気抵抗
９　電流の磁気作用、電磁石、加速器
10　電流や動く荷電粒子と磁場、オーロラ
11　電磁気と機械、電動機と発電機
12　電磁誘導、電磁場の概念、交流
13　変位電流と電磁波、無線通信、偏光
＜極微の世界＞
14　原子の構造、原子と光、原子核
15　電子波と光子の利用技術、半導体、レーザ、
　　本科目のまとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
dwzxk1zlokg5hqin0qs8ml61nh4hgot7)



2023-S000009506-01物理学実験「MM」（百聞は一「験」に如かず）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：実験　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・４時限～５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

大前　宣昭、田尻　恭之、平松　信康

◎－－－　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、このうち１回はスタートアップ授業である。
これら2回の授業では、シラバスや履修上の注意についての説明を受け、誤差
及び基礎事項について学び、課題を行う。他の回は１回に１テーマの実験を
行う。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受
講期間を通して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。(DP1-1)(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。(DP2-1)(技
能)

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。(DP2-1)
(技能)

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。(DP1-1)(技能)

実験方法や結果について考察するとともに、疑問に思ったことを文献やさら
なる実験で調べる。(DP1-1)(態度・志向性)

◎－－－　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。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。(60分)

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。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。(120分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　実験科目であるため、遅刻せずに出席して、自ら実験を行い、下記のノー
ト検査を受けて合格し、期日までに報告書を提出する、ことが成績評価の前
提である。
　講義受講後の課題 (一部Moodle を利用した小テスト) に対する答案(10%)
と、毎回の実験終了時のノート検査(口頭試問を含む)(30%)、および各実験の
報告書(60%)で評価される。
　課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。
　定期試験を実施しないため、再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　福岡大学理学部物理科学教室編「令和5年度版 物理学実験」1400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

◎－－－　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せよ 。授業時間内のスマート
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)は、
これらの掲示板と以下のURL及びそのリンク先へ掲示されるので、毎週の実験前後に
必ず確認すること。
　https://www.sp.fukuoka-u.ac.jp/kiso/index.html
　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 。
　実験中の万一の事故の備えとして「学研災付帯賠償責任保険」に事前に加入するこ
とを推奨します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　スタートアップ授業
　シラバスの説明。概要説明と誤差についての講義と課題。
第2回　履修上の注意と基礎事項
　物理学実験の履修上の注意。目盛りの読み方等の基礎事項について
の講義と課題。
第3回～第6回　各テーマの実験 (誤差計算不要)
第7回～第13回　各テーマの実験 (誤差計算要)
第14回～第15回　自由実験、補講実験
※第3回以降は、下記の中から1回に1テーマの実験が割り当てられる。
実験割当表は物理学実験専用の掲示板2箇所と以下のURLのリンク先へ掲示される。
https://www.sp.fukuoka-u.ac.jp/kiso/index.html

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
授業補助 (実験指導等): 椿原　晋介

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/pfmw5n34lafdnavy7fjau89fcjrvk3re)



2023-S000009087-01物理学Ａ「SM」（質点の力学）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

河辺　幸子

◎－－－　概要　－－－◎

 物理学は自然現象の、より基本的な法則を見つけようとする学問
で、数式を用いて自然現象の法則を表します。現象と数式を結びつけ
るという物理学の方法は、最初は理解が難しく感じることもあります
が、その筋道をいったん身につけると、多くのことは暗記せずに基本
法則から出発して様々な現象を解明できることが分かります。本講義
で扱う力学は物理学の方法が分かりやすく表れている分野です。
 物理学Aでは「質点の力学」を学びます。「質点」とは物体の持つ諸
性質のうちの質量だけを考え、物体を「質量を持った点」と抽象化
（あるいはモデル化）したものです。「質点の力学」では物体を質点
とみて、ボールの運動から惑星の運動まで扱うことができます。
 これらを学ぶことにより思考力を養い、理工系の分野を学ぶときに
必要な基礎的な知識、技能、態度・志向性を身につけることを目的と
します。
 授業は、テキストと教員が作成した講義資料を用いて講義形式で行
います。毎回、講義内容の確認・復習のための課題を課します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．自然現象の法則を、数式を用いて表すという物理学の方法を理解
する。(DP2-1)(態度・志向性)

２．質点の位置を位置ベクトルで表し、その時間変化の割合である速
度、さらにその時間変化の割合である加速度を理解し、それらにより
質点の運動を調べる方法を知る。(DP1-1)(知識・理解)

３．力学の基本法則であるニュートンの運動の法則は微分方程式で表
され、運動方程式とよばれる。運動方程式を用いて基礎的な物体の運
動（放物運動、単振動、万有引力を受ける物体の運動など）を調べる
ことができるようになる。(DP1-1)(知識・理解)

４．仕事、運動エネルギー、位置エネルギー、力学的エネルギー保存
の法則を理解する。(DP1-1)(知識・理解)

５．演習問題の解答において、以下のような要素を含んだ記述ができ
るようになる。〇解答に至る過程を筋道立てて説明する。〇解答に必
要な物理量の定義をする。〇解答を得るために必要な考え方、式の意
味を説明する。〇必要な式を記す。〇それらの式から解答が導かれる
過程を簡潔に示す。〇問題に問われている解答を示す。(DP2-1)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義の数日前までに講義資料を、FU_boxを通じて配布するので、目
を通しておく。(20分)

物理学は積み重ねの学問なので、復習を確実に行う。「物理量の定
義」、「法則の意味と使い方」を理解し覚える。自分で問題を解くこ
とで理解が定着するので、毎回の講義で課される課題に取り組み、期
限までに提出する。
ただし、学習目安時間は目安であり、習得には個人差があるので、自
分が納得できる学習を行う。
(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
定期試験では、質点の力学に関して物理学Aで学んだ事項に関しての
演習問題を出題する。定期試験の採点と課題の採点において、「到達
目標１から４までの個々の事項の理解」と「到達目標５の筋道立てて
解答に至る過程が記述できているか」の到達度を評価の基準とする。

評価方法
定期試験を50%、毎回の提出課題15回分を50%の割合で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

小出昭一郎著　物理学(三訂版)第1章　裳華房　1997年11月
10日発行　2200円
ISBN978-4-7853-2074-4

◎－－－　参考書　－－－◎

テキストの巻末に物理学の分野別に詳しく参考図書が紹介
されているので、興味のある方は参考にしてください。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

後期に開講される物理学Bは、この物理学Aと連続してい
るので、物理学Bを受講しようと思う場合は、物理学Aを
受講しておくと理解しやすいです。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．イントロダクション(スタートアップ授業)
２．基本単位と組立単位
３．質点・ベクトル
４．変位・速度
５．加速度
６．力と慣性
７．放物運動
８．単振動
９．束縛運動
１０．単振り子
１１．仕事と運動エネルギー
１２．保存力とポテンシャル
１３．位置のエネルギー
１４．平面運動の極座標表示
１５．万有引力と惑星の運動

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
jqlmmvggfrfeci049t3fpnrel067kflo)



2023-S000009087-02物理学Ａ「SC」（力学を中心とした物理学）

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

林　壮一

◎－－－　概要　－－－◎

本講義では，自然科学の基礎である物理学の基礎を学ぶ。特
に，この物理学Aでは，物理学の諸分野の基礎である「力学」
を中心に進めていく。
自然界で起こっているさまざまなことがらや現象は，たくさん
の要素が複雑に絡まりあいながら起こっている場合が多い。例
えば，紙1枚を落下させると，真下（これを鉛直方向という）に
落ちるのではなく，ひらひらと揺れながら，ときには，ぐるっ
と回転しながら落ちていく。この紙が落ちていく様子を運動と
いうが，紙を10回落下させても，同じ運動を繰り返すことはま
ずないだろう。その理由は，紙と空気がどのように接している
か，風が吹いているか，紙は湿っていないか，最初にどの部分
を持っていたか，紙は丸まっていないか，など，たくさんの条
件が複雑に絡み合っているなどである。
物理学的な考え方とは，このようなたくさんの要素の中から，
紙の運動に関わる重要な要素に注目して，そこで成り立つルー
ルを見つけだしていくことである。なお，このルールは，誰に
とっても理解できるものとして，数学のことばを用いることに
している。そのため，物理学では基礎的な数学の知識が必要と
されている。
本講義では，物体（質点）の運動をどのように表せるか，物体
（質点）にはたらく力をどのように表せば良いか，力と運動の
関係はどのようなものか，運動の激しさを表すにはどうすれば
良いか，物体に大きさがある場合にはどう考えればよいか，な
どを，高校までに学習してきた数学（微分・積分など）を用い
ながら進めていく。
これまでに物理を選択していなくても理解できるように基礎か
ら進めていくが，最終的には，高校生に教えられる程度までの
理解が目標である。

なお，本授業は講義形式で行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

自然科学を理解するために必要な，物理学，特に力学分野にお
ける基礎的な知識や考え方について，理解し，説明することが
できる。(DP1-1)(知識・理解)

自分の専門領域となる化学分野に対しても，物理学の力学分野
の考え方に基づいて思考することで，より深い理解と視野を広
げることができ，物事を多角的に見ることができる。(DP2-1)
(知識・理解)

物理学の中でも，特に力学分野の基礎的な手法や技能を理解し
活用することで，自分の専門領域となる化学分野に対しても理
解を深めることができる。(DP2-1)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の講義時に扱う内容の概略について調べる(30分)

与えられた課題や問題演習について，自分自身で取り組み，自
分の力で解決するよう努力する。(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

物理学の考え方や物理学の法則の理解を評価の基準とする。授
業時に提出するミニッツペーパー（Google forms）や課題，レ
ポートなど（40％）と定期試験（60％）の結果により、総合的
に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

よくわかる力学の基礎，川村康文（編著），安達照／林壮
一／眞砂卓史／山口克彦（著），講談社サイエンティフィ
ク，2,860円(税込)，ISBN 978-4-06-530967-4
第5版物理学基礎 Web動画付，原康夫，学術図書出版社，
2400円＋税，ISBN 978-4-7806-0950-9

◎－－－　参考書　－－－◎

物理学演習問題集　力学編，原康夫，右近修治，学術図書
出版社，300円，ISBN 978-4-7806-0170-1

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

遅刻や欠席をしないこと。
講義では，スマートフォン，タブレット端末，ノートPC等
を使って，ミニッツペーパー（Google forms）を実施するこ
とがある。なお、教室では大学の無線LAN（FU-WiFi）を
使ってインターネットに接続することができる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　スタートアップ授業
　　＜資料と音声：授業の進め方や取り組み＞　　　　　
　　　
２　第0章　序
　　＜物理学とは，物理量，単位，不確かさ＞
３　第1章　運動
　　＜速度，加速度，等速円運動＞
４　第2章　運動の法則と力の法則①
　　＜運動の法則＞
５　第2章　運動の法則と力の法則②
　　＜力の法則＞
６　第3章　力と運動
　　＜微分方程式，積分＞
７　＜まとめと演習問題＞
８　第4章　振動
　　＜単振動＞
９　第5章　仕事とエネルギー①
　　＜仕事と仕事率＞
１０　第5章　仕事とエネルギー②
　　　＜エネルギー保存則＞
１１　＜まとめと演習問題＞
１２　第7章　質点系の力学
　　　＜重心＞
１３　第8章　剛体の力学
　　　＜剛体のつりあい＞
１４　第9章　慣性力①
　　　＜非慣性系と慣性力＞
１５　第9章　慣性力②
　　　＜遠心力とコリオリの力＞
　　　＜まとめと演習問題＞

※授業の進度は，状況に応じて変更する可能性がある。

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
nvbod8uvyjcn2399d9bw05f5hsbie7m1)



2023-S000009088-01物理学Ｂ「SM」（質点系と剛体）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

河辺　幸子

◎－－－　概要　－－－◎

　物理学は自然現象の、より基本的な法則を見つけようとする学問で、数式を
用いて自然現象の法則を表します。現象と数式を結びつけるという物理学の方
法は、最初は理解が難しく感じることもありますが、その筋道をいったん身に
つけると、多くのことは暗記せずに基本法則から出発して様々な現象を解明で
きることが分かります。本講義で扱う力学は物理学の方法が分かりやすく表れ
ている分野です。
　物理学Bでは「質点系と剛体」の力学を学びます。質点系とは、2個以上の質
点の集まりです。一般の物質は多数の質点の集まり（質点系）と考えることが
できます。講義の前半では質点系を扱うのに必要な事項を学び、後半では固体
をモデル化して、まったく変形しない質点の集まり（剛体）として扱う方法を
学びます。
　これらを学ぶことにより思考力を養い、理工系の分野を学ぶときに必要な基
礎的な知識、技能、態度・志向性を身につけることを目的とします。
　授業は、テキストと教員が作成した講義資料を用いて講義形式で行います。
毎回、講義内容の確認・復習のための課題を課します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．自然現象の法則を、数式を用いて表すという物理学の方法を理解する。
(DP2-1)(態度・志向性)

２．物体の運動を記述するには座標系を用いる。ニュートンの運動方程式が成
り立つ座標系を慣性系という。この慣性系に対して加速度運動をする座標系の
上にいるときに現れる見かけの力(慣性力)について理解する。(DP1-1)(知識・理
解)

３．質点系(質点の集まり)の運動を扱うために、重心の運動と個々の質点の重
心に対する相対運動に分けて考える方法を理解する。(DP1-1)(知識・理解)

４．運動量保存則と角運動量保存則を理解する。(DP1-1)(知識・理解)

５．物体を点ではなく、大きさや形のあるものとして扱うとき、固体をモデル
化して全く変形しない質点の集まり(剛体とよぶ)として扱う。剛体の運動は並
進運動だけでなく回転運動も考えなくてはならない。これらの取り扱い方を理
解する。(DP1-1)(知識・理解)

６．剛体がつりあうときの条件を学び、基礎的な問題が解けるようになる。
(DP1-1)(知識・理解)

７．固定軸の周りの剛体の回転運動の扱い方を学ぶ。それにより扱える基礎的
な剛体の平面運動の問題が解けるようになる。(DP1-1)(知識・理解)

８．固定軸の周りの剛体の回転運動を扱う際に慣性モーメントという量が現れ
る。いくつかの例について慣性モーメントを計算できるようになる。(DP1-1)
(知識・理解)

９．演習問題の解答において、以下のような要素を含んだ記述ができるように
なる。〇解答に至る過程を筋道立てて説明する。〇解答に必要な物理量の定義
をする。〇解答を得るために必要な考え方、式の意味を説明する。〇必要な式
を記す。〇それらの式から解答が導かれる過程を簡潔に示す。〇問題に問われ
ている解答を示す。(DP2-1)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義の数日前までに講義資料を、FU_boxを通じて配布するので、目を通してお
く。(20分)

物理学は積み重ねの学問なので、復習を確実に行う。「物理量の定義」、「法
則の意味と使い方」を理解し覚える。自分で問題を解くことで理解が定着する
ので、毎回の講義で課される課題に取り組み、期限までに提出する。
ただし、学習目安時間は目安であり、習得には個人差があるので、自分が納得
できる学習を行う。
(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
定期試験では、質点系と剛体に関して物理学Bで学んだ事項に関しての演習問
題を出題する。定期試験の採点と課題の採点において、「到達目標１から８ま
での個々の事項の理解」と「到達目標９の筋道立てて解答に至る過程が記述で
きているか」の到達度を評価の基準とする。

評価方法
定期試験を50%、毎回の提出課題15回分を50%の割合で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

小出昭一郎著　物理学(三訂版)第２章　裳華房　1997年11
月10日発行　2200円
ISBN978-4-7853-2074-4

◎－－－　参考書　－－－◎

テキストの巻末に物理学の分野別に詳しく参考図書が紹介
されているので、興味のある方は参考にしてください。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

物理学Bは、前期に開講される物理学Aから連続している
ので、物理学Bを受講しようと思う場合は、物理学Aを受
講しておくと理解しやすいです。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．イントロダクション(スタートアップ授業)
２．ガリレイ変換と回転座標系(1)
３．ガリレイ変換と回転座標系(2)
４．二体問題
５．重心とその運動
６．運動量保存則と衝突
７．重心運動と相対運動
８．ベクトル積・力のモーメント・角運動量
９．質点系の角運動量
１０．剛体とそのつり合い
１１．固定軸の周りの剛体の運動
１２．慣性モーメントの計算(1)
１３．慣性モーメントの計算(2)
１４．剛体の平面運動(1)
１５．剛体の平面運動(2)

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/313jho87uwsubag87f3981n0pvs3vatt)



2023-S000009088-02物理学Ｂ「SC」（物理学の概論）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

林　壮一

◎－－－　概要　－－－◎

本講義では，自然科学の基礎である物理学の基礎を学ぶ。特
に，この物理学Bでは，物理学の力学以外の分野，「波動」，
「熱力学」，「電磁気学」，「原子」の分野の学びを進めてい
く。
これらの諸分野は，物理学A（力学）で培った考え方や手法を
利活用することで，分析的に考えていくことができる。本講座
では，詳しい内容まで深入りすることは（時間的にも，内容的
にも）できないが，物理学全般の分野における基礎的な理解を
目途としている。
「波動」の分野では，質点や剛体とは異なる波の性質を知り，
音波や光波で見られる現象を紹介し，その解析を行う。「熱力
学」の分野では，気体を多数の粒子（分子）の運動として捉え
たときに成立する考え方や熱力学の法則を考察する。「電磁気
学」の分野では，静電場，電流，磁場，電磁誘導，マクスウェ
ル方程式等に触れ，高校までの学習内容を概観する。さらに
「原子」の分野では，粒子性と波動性，不確定性原理などの量
子力学につながる基礎的な考え方について確認したい。
物理学Aと同様，これまでに物理を選択していなくても理解で
きるように基礎から進めていくが，最終的には，高校生に教え
られる程度までの理解が目標である。

なお，本授業は講義形式で行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

自然科学を理解するために必要な物理学における基礎的な知識
や考え方について，理解し，説明することができる。(DP1-1)
(知識・理解)

自分の専門領域となる化学分野に対しても，物理学の考え方に
基づいて思考することで，より深い理解と視野を広げることが
でき，物事を多角的に見ることができる。(DP2-1)(知識・理解)

物理学の基礎的な手法や技能を理解し活用することで，自分の
専門領域となる化学分野に対しても理解を深めることができ
る。(DP2-1)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の講義時に扱う内容の概略について調べる(30分)

与えられた課題や問題演習について，自分自身で取り組み，自
分の力で解決するよう努力する。(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

物理学の考え方や物理学の法則の理解を評価の基準とする。授
業時に提出するミニッツペーパー（Google forms）や課題，レ
ポートなど（40％）と定期試験（60％）の結果により、総合的
に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

第5版物理学基礎 Web動画付，原康夫，学術図書出版社，2400
円＋税，ISBN 978-4-7806-0950-9

◎－－－　参考書　－－－◎

しっかり学べる基礎物理学，川村康文，林壮一，山下芳樹，ほ
か，電気書院，2800円＋税，ISBN 978-4-485-30224-8

文部科学省検定教科書　物理　（高校の教科書が手に入れば，
出版社は問わない）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

遅刻や欠席をしないこと。
講義では，スマートフォン，タブレット端末，ノートPC等を
使って，ミニッツペーパー（Google forms）を実施することが
ある。なお、教室では大学の無線LAN（FU-WiFi）を使ってイ
ンターネットに接続することができる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　スタートアップ授業
　　＜資料と音声：授業の進め方や取り組み＞　　　　　　　
　
２　第12章　波
　　＜波の性質＞
３　第12章　波
　　＜音波，ドップラー効果＞
４　第13章　光
　　＜光の反射，屈折，回折，干渉＞
５　第14章　熱
　　＜熱と温度，気体分子運動論＞
６　第15章　熱力学
　　＜熱力学の法則＞
７　＜まとめと演習問題＞
８　第16章　真空中の静電場①
　　＜クーロンの法則，ガウスの法則＞
９　第16章　真空中の静電場②
　　＜電場，電位＞
１０　第17章　導体と静電場
　　　＜コンデンサー（キャパシター）＞
　　　第18章　誘電体と静電場
　　　＜誘電体と分極＞
１１　第19章　電流
　　　＜オームの法則，直流回路＞
１２　第20章　電流と磁場①
　　　＜電流のつくる磁場，ローレンツ力＞
１３　第20章　電流と磁場②
　　　＜電流に作用する力＞
１４　第21章　電磁誘導
　　　＜電磁誘導の法則＞
　　　第22章　マクスウェル方程式と電磁波
　　　＜マクスウェル方程式＞
１５　第24章　原子物理学
　　　＜光の二重性，電子の二重性，不確定性関係＞
　　　＜まとめと演習問題＞

※授業の進度は，状況に応じて変更する可能性がある。

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/v0s7anirs8xuolg7dsm21ec76gx9myi7)



2023-S000009504-01物理科学入門「MM」（質点の運動と力学）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/27　１時限　　

原　一広

◎－－－　概要　－－－◎

物理学の基本法則やその物理的な考え方は、自然科学の中にお
いて極めて普遍的なものであり、自然を理解するうえでの「九
九」に相当する。したがって、医学という専門分野に進学する
諸君にとっても、物理学的な考えは自然科学の基盤として重要
である。｢物理科学入門｣では、物理学の中でも最も基礎的な事
項である｢質点の運動と力学｣についての概要（物理的な考え方
を含む）を学ぶ。

本授業は講義形式で行う。
授業に関する連絡や情報交換については、電子メールやMoodle
で行う予定である。
また授業内容をMoodleを用いて復習ができるようにする準備す
る予定である。

Moodle登録については、Moodleが使用可能になったら連絡を行
うので登録する事。

◎－－－　到達目標　－－－◎

物理学の基盤となる力学の初歩を学ぶことを通じて、物事を広
い力学的視野から系統的に見ることができる。(DP2-1)(知識・
理解)

力学における基礎的な知識を身につける。(DP1-1)(知識・理解)

自らの専門とは異なる力学の分野における考え方が理解でき
る。(DP2-2)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業内容をMoodleを用いて復習ができるようにする準備する予
定であるのでMoodleを活用して復習を行う事。(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価は、学期末の試験の成績により行う。
物理量の取り扱い方、質点の意味、力が働かない場合と働く場
合の質点の運動の違い、エネルギーの意味、様々の種類の運動
の様式などの概要について具体的定量的に説明できるかを評価
基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

物理学の入門的教科書は非常にたくさんあるが、高校で物
理未履修の学生が多い可能性を考慮して、標準的な内容が
網羅されている次の本を教科書として用いる。「楽しみな
がら学ぶ物理入門」山﨑 耕造（共立出版）ISBN
978-4-320-03597-3

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

学生諸君は、以下の事項に留意してください。
・遅刻をしない。
・授業中の私語を厳に慎む。
・対処療法的な記憶だけに頼る試験対策はせず、
　自分で思考し講義内容を追って行くこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

教科書は、全部で１４章からなるが、この講義では、最も
基本的な「質点の力学」に関する以下の部分を講義する。

第1回目のスタートアップ授業「１．物理の考え方（イン
トロダクション）」は動画配信で、それ以降は、対面によ
る講義を予定している。

　１．物理の考え方（イントロダクション）：スタート
アップ授業
　２．物理量と物理法則
　３．国際単位系
　４．有効数字と数値表記
　５．運動と距離，変位
　６．速度・加速度
　７．直線運動と平面運動
　８．放物運動
　９．運動の法則
１０．作用・反作用の法則
１１．運動量と力積・運動量保存の法則と衝突
１２．仕事，仕事率
１３．運動エネルギーと位置エネルギー
１４．熱エネルギー保存の法則，熱の仕事当量
１５．円運動と単振動

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/9zieyvuvbbze38o0k0lgk9031sekuk3l)



2023-S000009504-02物理科学入門（身のまわりの物理学）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/27　１時限　　

香野　淳

◎－－－　概要　－－－◎

　物理学は自然界の諸現象やその奥に潜む謎の解明に挑み、簡潔かつ普遍的な
見方を見出す学問で、広大な宇宙から原子よりもはるかに小さな素粒子に至る
まで様々な研究が行われています。一方で、すでに知られている原理や法則等
を応用して新しい技術、便利な製品を次々と開発することによって、私たちの
生活は急速に変化してきました。しかし、その反面、自然環境の破壊などによ
り人類の存続にも関わる地球規模の問題が顕在化してきています。
　この授業の目的は、自らの人生をより豊かにするために、また社会や仕事に
おいて活躍するために、さらには現在起こっている地球規模の問題や社会課題
を自らの問題として考えていくために、身の回りの自然現象、生活に欠かせな
い道具や機器の仕組みやその基礎となっている原理を学び、物理学における物
事の見方・とらえ方、思考力などを身につけることです。毎回の授業では「な
ぜ」「どうして」の問い大切にし、問題意識を共有しながら、一緒に考え、物
事を物理学・自然科学を通して視る力・考える力の基礎を身に付け、卒業後も
自分で学び・考えられるようになることを目指します。
　「物理科学入門」では、身のまわりの力学的現象（物の運動やエネルギーな
ど）を題材として、物理学の視方、考え方などを学びます。数式（法則を表す
式等）を使う場合は、その数式が意味することやそこから分かることについ
て、例を示しながら説明していきます。また、数値計算などはスマートフォン
の電卓機能・アプリで実行できるように工夫し、各自で計算しながら理解を深
めていきます。それらを通して、沢山の現象に共通する原理、一貫した考え方
があることを学びます。　なお、高校の文系で学ぶ程度の数学を用いることは
ありますが、初歩的なことから説明して学んでいきます。
　授業は、教員が作成した講義資料（電子ファイルの閲覧あるいは配布）や実
験動画をもとに講義形式で行います。毎回の授業内容を確認するためにMoodle
を用いた小テストや論述課題に取り組んでいただきます。また、数回の授業で
は簡単な実験を行い、その内容、方法、結果について考え、質疑等を通して理
解を深めていきます（実験、質疑、ディスカッションの形式は受講人数によっ
て変わります）。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) 物理学を主とする自然科学における現象や物事の捉え方、思考法を理解
し、授業で取り上げた現象を参考として自らの言葉で説明できる．(DP1-1)(知
識・理解)

(2) 日常生活で目にする諸現象に潜む物理学の法則、身のまわりの機器・道具
に応用されている物理学の法則に関心を持ち、自ら調べ、学ぶ姿勢をもつ．
(DP1-2)(態度・志向性)

(3) 物理学に基づき、運動などの力学的現象に関連した法則を理解し、具体例
を挙げて説明できる．(DP2-1)(知識・理解)

(4) 力学現象に関連する諸量（位置、速度、加速度、仕事、力学的エネルギー
など）の関係を理解し、簡単な計算ができる．(DP2-1)(技能)

(5) 物理学の知識や思考法を基に、身の回りの科学技術や社会課題について考
え、自らの言葉で説明できる．(DP2-1)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業前：次の授業回の内容について、資料をよく読み、分からない用語などに
ついてあらかじめ調べておき、事前学習課題が与えられた場合はそれに取り組
んでおく．(60分)

授業後：授業で理解できなかった点がないかよく確認し、その回の内容を振り
返って理解を深めていく．また、与えられた課題に取り組み、期日までに提出
する．(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

●評価基準：物理学における基本概念や諸法則、物事をとらえる視点や思考法
を理解しているか（到達目標１）、自然現象や機器・道具の機能に係る物理学
について調べ、自らの言葉で説明できるか（到達目標２）、物体の運動などの
力学的現象に関連した法則を理解し、具体例を挙げて説明できるか（到達目標
３）、力学現象に関連する諸量を理解し、簡単な計算ができるか（到達目標
４）、物理学の知識や思考法を基に、身の回りの科学技術や社会課題について
考え、自らの言葉で説明できるか（到達目標５）について、それぞれの達成度
を評価の基準とする。
●評価方法：毎回の課題・小テスト・ミニッツペーパー・レポート・授業中の
質疑への取り組みを合わせて50％（到達目標１～５の達成度）、定期試験の解
答内容を50％（到達目標１、３～５の達成度）として、総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特にもうけない。必要に応じて、電子ファイルを閲覧できるようにする、
あるいは配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

日常の「なぜ」に答える物理学　ISBN 978-4627156111

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

(1) 質疑、ディスカッションには積極的に取り組むこと。
(2) 分からない点や疑問点は積極的に質問する姿勢が大切です。質問の内
容によっては、全体で共有して、学びを深めていきます。取り組みの姿
勢・態度も評価します。
(3) 授業時間外学習および講義時間中の取り組みに、情報基盤センターの
e-LearningシステムであるMoodleを利用します。
(4) 講義では、スマートフォン、タブレット端末またはノートPCを使っ
て、簡単な計算やクイズに解答してもらうことがありますので、いずれか
を持参してください。なお、教室では大学の無線LAN（FU_WiFi）を使っ
てインターネットに接続することができます。
(5) 講義を聴いているだけでは理解は進みません。自分の知らない用語を
インターネットで調べたり、授業中に行う簡単な実験や数値計算等には集
中して取り組んで、理解を深めてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第01回　スタートアップ授業
　・授業の進め方、取り組み等について
　・物理学とはどんな学問か．
　・持続可能な社会・SDGsと自然科学．
第02回　自然現象、身の回りの物理学
　・エネルギー問題とSDGs
　・道具立て（数学、言葉、グラフ、単位）
　・確率（現象）について考えてみよう
第03回　時間と運動、動く、曲がる、止まる：
　・時間と空間、物体の運動、速度と加速度
第04回　運動は法則にしたがって起こる(1)：
　・ニュートンの運動の法則、慣性の法則
第05回　運動は法則にしたがって起こる(2)：
　・運動方程式、方程式から分かること
第06回　力って何？（いろいろな力）：
　・万有引力、クーロン力、弾性力など
　・作用・反作用の法則
　・電流が磁場から受ける力（演示を含む）
第07回　エネルギーは形態を変える：
　・持続可能な社会・SDGsとエネルギー
　・エネルギー保存の法則、発電とモーター
　・太陽電池とLED、デモ実験
第08回　摩擦のおかげで動ける？：
　・摩擦力、空気抵抗
第09回　運動は勢いが大事：
　・運動量、運動量保存則、衝突
第10回　効率よく回す：
　・回転運動と力のモーメント、角運動量
第11回　振動運動は大事Ⅰ：
　・ばねの弾性力による単振動
　・振り子の運動
第12回　振動運動は大事Ⅱ：
　・単振動の表現（グラフと式で考えよう）
　・減衰振動、強制振動と共振
　・ミクロの世界：原子の振動
第13回　あなたと私では見え方が違う
　・相対性、見かけの力(慣性力、遠心力)
　・雲の渦巻き
第14回　物を変形させる：
　・応力・圧力、ひずみ、フックの法則
第15回　流体の運動、現代物理学へのいざない、まとめ：
　・回転するボールはなぜ曲がる？（流体、流線、渦）
　・相対論、量子力学などに関するトピックス紹介
　・全体の振り返り
※講義の進度は受講者の理解の状況を見ながら変更する可能性がある。

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/2h07j291116iociym36cioxdhoyk8cbo)



2023-S000009504-03物理科学入門（物体の運動）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・４時限　　試験時間割：2023/07/27　１時限　　

宮原　慎

◎－－－　概要　－－－◎

　物理科学は、自然現象を理解する上で重要な役割を担う学問
の一つであり、基礎的かつ包括的な学問である。急速に進展し
つつある情報および科学技術に基づく現代社会において、物理
学における考え方を身につけることは、重要となる。
　本講義では、身のまわりの力学的現象（物体の運動やエネル
ギーなど）などの力学分野を中心に、物理学の視方、考え方な
どを学ぶ。講義では、できるだけ数式を使わずに、図やグラフ
を利用して考えることで、力学の基本的な考え方および法則に
ついて学び，力学的現象についての理解を深める。
　wegb カメラや Excel を用いて、様々な物体の運動(物体の落
下やバネ振動など)について、動画像解析を実演し、実際の物
体の運動をグラフ化し、観察および解析することで、物体の運
動に潜む物理法則について考える。データ解析などは、Excel
などを用いて、各自で実行できるように工夫し、各自で解析を
行ないながら、理解を深める。Excel などの実行は、初学者で
も対応可能なように、初歩的なことから説明して学んでいく。
　本授業は講義形式で行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 物理学を主とする自然科学の基本概念や諸法則、物事をとら
える視点や思考法を理解し、説明できる．(DP1-1)(知識・理解)

2. 日常生活で目にする諸現象に潜む力学の法則や、身のまわり
の機器や道具に応用されている力学の法則に関心を持ち、自ら
調べ、学ぶ姿勢をもつ．(DP1-2)(態度・志向性)

3. 物理学に基づき、物体の運動に関連した法則などを理解し、
身のまわりの自然現象について、具体的な例を挙げて説明でき
る．(DP2-1)(知識・理解)

4. Excel などによるデータ解析を行ない、物体の運動を図示す
ることで、力学の法則について考え、自らの言葉で説明でき
る．(DP2-1)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次の授業回の内容について、資料をよく読み、分からない用語
などについてあらかじめ調べておき、事前学習課題が与えられ
た場合はそれに取り組んでおく(60分)

授業後は、授業で理解できなかった点がないかよく確認し、そ
の回の内容を振り返って理解を深めていく．また、与えられた
課題に取り組み、期日までに提出する(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

●評価評価基準：物理学の基本概念や諸法則、物事をとらえる
視点や思考法を理解しているか（到達目標１）、身のまわりの
諸現象、機器や道具に関連する力学の法則について調べ、説明
できるか（到達目標２）、物体の運動に関する現象や諸法則に
ついて理解しているか（到達目標３）、 Excel などによるデー
タ解析により、力学の法則について考え、自らの言葉で説明で
きるか（到達目標４）、について、それぞれの到達度を評価の
基準とする。
●評価方法：毎回の課題・レポートを合わせて40％（到達目標
1～4の到達度評価）、定期試験の解答内容を60％（到達目標
1,3の到達度評価）として、総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特にもうけない。必要に応じて資料を配布（配信）する。

◎－－－　参考書　－－－◎

ファインマン物理学 I 力学　ISBN 9784000077118

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　講義に出席する事は重要です。遅刻・欠席をする事なく
講義に参加し，講義内容を理解するよう心掛けてくださ
い。。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第01回　スタートアップ授業（動画：授業の進め方、取り
組み等について、物理学とは）
第02回　原子について：原子的現象
第03回　物理学の位置づけ：他の学問との関係
第04回　エネルギー(1)：エネルギーとは、SDGsとエネル
ギー
第05回　エネルギー(2)：重力の位置エネルギー
第06回　エネルギー(3)：運動のエネルギー
第07回　時間と距離(1)：運動、時間
第08回　時間と距離(2)：長い時間、短い時間、長い距離、
短い距離
第09回　確率(1)：確率、ゆらぎ
第10回　確率(2)：酔歩、不確定性原理
第11回　運動(1)：運動の記述、物体の落下運動
第12回　運動(2)：速さ、様々な物体の落下運動
第13回　運動(3)：距離、加速度、バネの振動
第14回　ニュートンの力学法則(1)：運動量と力、運動方程
式の数値解
第15回　ニュートンの力学法則(2)：運動量の保存
※講義の進度は受講者の理解の状況を見ながら変更する可
能性がある。

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
cr7gdoci3u7hbbih8t4tnpd3h0aomjnl)



2023-S000009504-04物理科学入門（日常の物理学）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・３時限　　試験時間割：2023/07/27　１時限　　

副島　雄児

◎－－－　概要　－－－◎

 理工学を専門としない文科系の学生を対象とした、無理なく物理
学の概観を理解できる講義です。私たちの日常生活に密着した素材
を取り上げながら、自然現象の奥に潜む法則を掘り起こしていきま
す。実体験に基づいた物理学の概観を学びながら、皆さんが物理学
の魅力と重要性に気づき、自然科学への興味が喚起されることを期
待しています。
 主として古典物理学（力学、熱力学、電磁気学、波動、光学な
ど）に素材を設定し、平易な説明に加え、簡単な実験や体験を通し
て理解を進めていきます。これらの体験によって、「物理学が見出
してきた自然界の摂理・法則」を具体的に再認識し、その重要性に
気づき、また、日常の身の回りの自然現象をあらためて物理的に理
解することに重点を置きます。ガリレイ、ニュートン、ファラ
ディー・・・など、古典物理学の形成に携わった天才的物理学者た
ちの名前に親しみを覚えるようになることでしょう。
 通常の講義形式を中心としますが、講義の途中に実験のビデオ視
聴などを盛り込むなど、体験的な理解が得られるように進めていき
ます。また、毎回の講義終了時にはテキストの章末問題に取り組
み、理解の確認・定着を行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

物理学を主とする自然科学の基本概念や法則をとらえる視点や思考
法を理解し、説明することができる。(DP1-1)(知識・理解)

日常生活で目にする身の回りの自然現象について、それらを科学的
な視点でとらえ理解する姿勢を持ち続けることができる。(DP1-2)
(態度・志向性)

物理学にかかる知識や法則の理解を活用し、社会的な課題（エネル
ギー問題・地球環境問題など）について科学的に説明することがで
きる。(DP2-1)(知識・理解)

物理学の知識や思考法を基に、社会的な課題（エネルギー問題・地
球環境問題など）について、その課題の解決へ向けた具体的な提案
を行うことができる。(DP2-1)(技能)

物理学の知識や思考法を基に、他の科学的分野と物理学の関係を理
解し、自然科学全般について総括的で統合的な視点を持つことがで
きる。(DP2-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回の授業前に、授業内容の概要を把握するために、テキストの最
初の部分（フィズ博士とクエストさんの会話）を読んでおいてくだ
さい。(15分)

毎回の授業後に、復習としてテキスト各章末のまとめ問題に取り組
んでください。 (30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価の基準：物理学の基本概念や諸法則をとらえる視点や思考法を
理解しているか（到達目標1）、日常生活で身にする身の回りの現
象を科学的な視点で理解できているか（到達目標2）、社会的な課
題に関する関心を持ちその解決に取り組む姿勢をもっているか（到
達目標3）、他の自然科学領域について物理学的な視点を応用でき
るか（到達目標4）について、それぞれの到達度を評価の基準とす
る。

評価方向：毎回の講義で取り上げるテキスト章末問題への取り組み
を30%、定期試験の解答内容を70%として、これらの合計を総合的
に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

日常と非日常の物理学‐(前編)日常の物理学‐
副島雄児著
学術図書出版社
ISBN 978-4-7806-1106-9

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

物理学や理科科目の予備的な知識、および数学の予備知識
を必要としない形で講義するので、この講義の受講に消極
的になる必要はありません。また、講義を聴講しながら物
理的な説明を自ら納得することに重点を置き、公式や法則
を覚えることが重要ではないこと自覚して受講してくださ
い。「知りたい！」と「分かった！」の積み重ねを実感し
ながら受講してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１ イントロダクション（スタートアップ授業）
２ 物理学の世界
３ 運動の法則
４ 落体の運動
５ 運動の特徴
６ 波の性質
７ 光の正体
８ 電気・磁気の正体
９ 電磁誘導
１０ 熱の物理学
１１ エントロピー
１２ 物質の対称性
１３ 物質の結合と性質
１４ まとめ（１）
１５ まとめ（２）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
l5f3mhvvus7oc71d52gzrkyrntoc3owm)



2023-S000009504-05物理科学入門（身近な現象で理解する力学）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・１時限　　試験時間割：2023/07/27　１時限　　

寺下　裕俊

◎－－－　概要　－－－◎

　　　物理学は自然科学の中で最も基礎的で重要な学問のひと
つである。高度に発達した情報および科学技術に基づく現代社
会において、物理学の基礎知識および物理学的なものの見方と
考え方を身につけることが必要不可欠である。
　　本講義では物理（自然）現象に対し「なぜ？」といった疑
問を持つことが大切で、物事を物理学・自然科学を通して見る
力と考える力の基礎を身に付け、卒業後も自ら考え問題解決が
できるようになっていもらいたい。

  本講義は高校で物理を学習しなかった文系の学生を対象と
し、講義形式で行います。したがって、高度な数式（数学）の
使用を最小限にとどめ、グラフや図などを用いることで物理学
を直感的に理解できるように講義を進めていく。

  スタートアップ授業（動画配信）1回と対面授業14回を行う。
  

◎－－－　到達目標　－－－◎

物理学の基礎概念や諸法則を理解し、それらを説明することが
できる。(DP1-1)(知識・理解)

物理学に基づき、物体の運動・熱・電気・光に関する法則など
を理解し、身のまわりの自然現象について、具体的な例を挙げ
て説明することができる。(DP2-1)(知識・理解)

日常生活で目にする自然現象や身のまわりの機器に応用されて
いる物理学に関心を持ち、自ら調べ学ぶ姿勢を持つ。(DP1-2)
(態度・志向性)

物理学の知識や思考法を基に、SDGs等の社会的課題について
考え、自らの言葉で説明できる。(DP2-1)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

復習　　講義中に理解できなかった点は、講義中配布するプリ
ントと教科書の例題をもう一度確認すること。
講義終了時に配布する演習問題をできる範囲で構わないので、
自ら問いてみる。ただし、テストではないので教科書やプリン
トを見ながらでも構わない。解答は一部次回講義中に説明し、
残りはファイルの形で配布する。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

物理学の基本法則の理解度と運用能力を評価する。
中間試験30％、定期試験30％、平常点（課題および小テスト、
授業態度 等）40％で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

物理学入門　原康夫　著　学術図書出版
2015年　￥2000
ISBN 978-4-7806-0500-6

◎－－－　参考書　－－－◎

確実に身につく基礎物理学（上）川村康文　著
SoftBank Creative  2010年　￥2400
ISBN　978-4-7973-5575-8

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　　高校物理の予備知識を必要としないが、基礎的数学力
（四則演算、連立方程式等）を必要とする。
　　テキストの購入は必須であるが、テキストを漠然と眺
め講義を何となく聞き流すのでなく、紙と鉛筆を持って実
際に学習を進めることが重要である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1）スタートアップ授業（動画配信）
（授業内容、学習方法、評価方法の説明）
２）物理量の表現と数学的的準備
　（単位、次元、三角関数、指数関数）
３）物体の位置、速度、加速度
４）力の合成と分解、力のつり合い
５）力のモーメント
６）まとめと演習１
７）中間試験
８）ニュートンの運動の3法則
９）いろいろな力
　（重力、万有引力、摩擦力、弾性力）
１０）加速度運動
　（自由落下運動、鉛直投げ上げ運動、水平投射運動、放
物運動）
１１）まとめと演習２
１２）運動量と力積
１３）仕事と運動エネルギー
１４）力学的エネルギー保存則
１５）まとめと演習３

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
l68nuihos5uy6rg0m66x8b8nxwqfww27)



2023-S000009504-06物理科学入門（物理の考え方を用いて身近な運動を理解する）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・４時限　　試験時間割：2023/07/27　１時限　　

西尾　豊

◎－－－　概要　－－－◎

この講義は文系の学生を念頭に置いて進めて行きます。講義で
は日常接している力学的な現象を物理法則を通して解説しま
す。必要応じて例えば微分・積分、複素数、ベクトルや三角関
数などの数学の基礎を時間をかけて補います。この講義をとお
して地球上で生活をしていく過程で体験する自然法則をニュー
トン力学を通して理解することを目指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

物体の位置の表し方，速度，加速度について理解する(DP1-1)
(知識・理解)

運動の法則について理解する(DP2-1)(知識・理解)

学習した物理法則を他人に簡明な言葉で説明できることを目指
す(DP1-2)(態度・志向性)

身の回りの物体の基礎的な運動に関心を持ちその原理の理解に
努め、他人に説明をすることができる(DP2-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

指定したテキストを中心として授業計画を参考に，次回の講義
内容についてテキストをよく読んでノートに要約をまとめてお
いて下さい(60分)

講義を受けた後はテキストとノートを見直して，復習をし、
課題に取り組んでください(40分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価は定期試験（期末テスト）の評価を30％，毎回講義時に課
す課題（ミニッツペーパー、レポートおよび教科書の要約）の
評価を70％を基準として総合的に評価します。定期試験では上
記の到達目標の達成度を検証する内容とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

「自然科学の基礎としての物理学」原康夫　学術図書出版

◎－－－　参考書　－－－◎

「楽しみながら学ぶ物理入門」山崎耕造　共立出版　
ISBN 978-4320035973

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義に出席する事は極めて重要です。遅刻・欠席をする事
なく講義に参加し，講義をしっかり聴いて理解して下さ
い。質問があるときは授業中でもその後でも気軽に質問し
て下さい。お待ちしております。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１. 物理学とは：歴史、物理学的手法、物理学の構成（ス
タートアップ授業：動画配信）

２．物理学における力学、空間と時間、物理量と物理法則

３．力の性質、（ベクトル：数学の準備）

４．万有引力と重力

５．さまざまな力（摩擦力、水圧,気圧、浮力）

６．実験を通して物理に接する：低温実験の体験

７．実験を通して物理に接する：低温実験の解説

８. 中間のまとめ

９．力と運動：物体の位置、速度、加速度（微分と積分：
数学の準備）

１０．等加速度運動と速度、加速度

１１．運動の第１と第２法則

１２．ニュートンの運動方程式　

１３．重力と放物運動

１４．仕事とエネルギー

１５．まとめ

講義の進度は受講者の理解の状況を見ながら変更する可能
性がある。

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
wt1cx19p7unhx7nxvhpvo438ls792l03)



2023-S000009504-08物理科学入門（文理型・宇宙物理的な観点から）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・１時限　　試験時間割：2023/07/27　１時限　　

橋本　正章

◎－－－　概要　－－－◎

文系の学生を対象として講義を行う。現代社会はこれまでの発
展してきた科学技術の成果の上に成り立っている。そのため理
工系の学生に限らず、文系学生においてもその基礎的概念の知
識は必要であるし、それらの数量的関係まで含めて必要になる
場合がある。文系学生たちもこれらのことに抵抗感を少なく対
応していくことが必要であるし、自然現象などについて理解
し、判断していく力が求められる。
この講義で取り扱う内容は我々が日常接する力学的現象のなか
でも具体的事例や宇宙物理的現象を例に考えていく。数式の取
り扱いは必要最低限にとどめるが、ベクトルの演算のように場
合によってはやや数式の続くこともある。従って、高校文系の
数学力はある程度前提とする。板書を基本に講義を進めてい
く。物理的現象の理解はどうしても数式が必要にはなるが、式
をだしても数値を代入して概算が可能な例をできるだけ使って
いく。基本的な例題の解法や具体的物理現象例、宇宙の現象を
板書で例示しつつ進めていく。 文理共同参画の授業を目指した
い。

授業の進め方や学習の方法
本授業は講義とそれに伴う演習形式で進める。演習は講義内容
の理解を深めるために行う。
主に数値をもちいて身のまわりの出来事と関連付ける。

◎－－－　到達目標　－－－◎

基礎的知識：物理学に関する基礎的な知識を身に着け、それら
を説明できる。(DP1-1)(知識・理解)

基本概念：講義中に取り扱われた物理学の基本概念や法則につ
いて理解し、他者に説明できる。(DP2-1)(知識・理解)

応用課題：日常における様々な現象をもとに物事を多面的にと
らえられる。(DP2-2)(態度・志向性)

物理の知識、考えを基にエネルギーなど社会問題を考え自分の
言葉で説明できること。(DP2-1)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の授業授業の内容について資料を読み分からない用語
などあらかじめ調べておき事前学習が与えられた場合はそれに
取り込んでおく。(40分)

復習：授業後は理解できなかった点がないか確認し、その回の
内容を振り返って理解を深めていく。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義の終わりに行う小テスト、授業のまとめの課題は各時間で
の物理現象に関する基礎的な知識をどの程度理解できたかを調
べる目的として行うこともある。定期試験では前期の講義時間
を通じて物理現象に関する基礎的な知識や問題能力を習得した
事を評価する。成績評価は定期試験で行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは特に使わず、適宜、資料を用いる.

◎－－－　参考書　－－－◎

橋本正章・荒井賢三「力学の基礎」(裳華房)　ISBN
4-7853-2068-0

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

高校で物理学や理科科目の予備的な知識を必要としない形
で講義を進めるが、学ぶにあたって積極性を期待する。出
席を確認する。
分からない点や疑問点は積極的に質問すること。質問の内
容によっては授業の進行方法を変えることもある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

 １）イントロダクション(スタートアップ授業)
物理学の歴史的発展をエポックメイキングな出来事と関連
する人物(科学者)を中心に紹介し、今後の授業の意義を明
確にする。
２）物理学と数学について
　（量の表し方、数学的準備など）
３）質点の運動（位置、速度）：惑星の運動
４）物体の加速度：ガリレイからニュートンへ
５）平面運動の速度と加速度：惑星の楕円軌道
６）力と運動の３法則：ニュートン力学
７）運動方程式
８）力の表現
９）運動方程式を解く：ケプラーの法則
１０）仕事とエネルギー（力と仕事、運動エネルギー・位
置エネルギー）
１１）重力のする仕事とポテンシャルエネルギー
１２）エネルギー保存則
１３）ばねの運動（単振動、単振り子）
１４）波動とは（基礎的性質）
１５）波動（干渉、回折）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
k30z9mm9w6beo0ard64j9nkkhnbozhjd)



2023-S000009504-09物理科学入門（文理型・宇宙物理的な観点から）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/27　１時限　　

橋本　正章

◎－－－　概要　－－－◎

文系の学生を対象として講義を行う。現代社会はこれまでの発
展してきた科学技術の成果の上に成り立っている。そのため理
工系の学生に限らず、文系学生においてもその基礎的概念の知
識は必要であるし、それらの数量的関係まで含めて必要になる
場合がある。文系学生たちもこれらのことに抵抗感を少なく対
応していくことが必要であるし、自然現象などについて理解
し、判断していく力が求められる。
この講義で取り扱う内容は我々が日常接する力学的現象のなか
でも宇宙物理的現象を例に考えていく。微分、積分は使わずに
数式の取り扱いは必要最低限にとどめるが、場合によってはや
や数式の続くこともある。特にベクトルの演算は用いる。従っ
て、高校文系の数学力はある程度前提とする。板書を基本に講
義を進めていく。物理的現象の理解はどうしても数式が必要に
はなるが、式をだしても数値を代入して概算が可能な例をでき
るだけ使っていく。基本的な例題の解法や具体的物理現象例、
宇宙の現象を板書で例示しつつ進めていく。 文理共同参画の授
業を目指す。

授業の進め方や学習の方法
本授業は講義とそれに伴う演習形式で進める。演習は講義内容
の理解を深めるために行う。
主に数値をもちいて身のまわりの出来事と関連付ける。

◎－－－　到達目標　－－－◎

基礎的知識：物理学に関する基礎的な知識を身に着け、それら
を説明できる。(DP1-1)(知識・理解)

基本概念：講義中に取り扱われた物理学の基本概念や法則につ
いて理解し、他者に説明できる。(DP2-1)(知識・理解)

応用課題：日常における様々な現象をもとに物事を多面的にと
らえられる。(DP2-2)(態度・志向性)

物理の知識、考えを基にエネルギーなど社会問題を考え自分の
言葉で説明できること。(DP2-1)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の授業授業の内容について資料を読み分からない用語
などあらかじめ調べておき事前学習が与えられた場合はそれに
取り込んでおく。(40分)

復習：授業後は理解できなかった点がないか確認し、その回の
内容を振り返って理解を深めていく。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義の終わりに行う小テスト、課題は各時間での物理現象に関
する基礎的な知識をどの程度理解できたかを調べる目的として
行こともある。定期試験では前期の講義時間を通じて物理現象
に関する基礎的な知識や問題能力を習得した事を評価する。成
績評価は定期試験で行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは特に使わず、適宜、資料を用いる.

◎－－－　参考書　－－－◎

橋本正章・荒井賢三「力学の基礎」(裳華房)　ISBN
4-7853-2068-0

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

高校で物理学や理科科目の予備的な知識を必要としない形
で講義を進めるが、学ぶにあたって積極性を期待する。出
席を確認する。
分からない点や疑問点は積極的に質問すること。質問の内
容によっては授業の進行方法を変えることもある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１）イントロダクション(スタートアップ授業)
物理学の歴史的発展をエポックメイキングな出来事と関連
する人物(科学者)
を中心に紹介し、今後の授業の意義を明確にする。
２）物理学と数学について
　（量の表し方、数学的準備など）
３）質点の運動（位置、速度）：惑星の運動
４）物体の加速度：ガリレイからニュートンへ
５）平面運動の速度と加速度：惑星の楕円軌道
６）力と運動の３法則：ニュートン力学
７）運動方程式
８）力の表現
９）運動方程式を解く：ケプラーの法則
１０）仕事とエネルギー（力と仕事、運動エネルギー・位
置エネルギー）
１１）重力のする仕事とポテンシャルエネルギー
１２）エネルギー保存則
１３）ばねの運動（単振動、単振り子）
１４）波動とは（基礎的性質）
１５）波動（干渉、回折）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
fko0arw3t37kpwt9xtkpqbg8fi6wg9kw)



2023-S000009504-91物理科学入門「BB」（ニュートン力学）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・二部１時限　　試験時間割：2023/07/28　夜１限　　

赤星　信

◎－－－　概要　－－－◎

　本科目では物理学の重要分野である力学、その中の「ニュートン力
学」を学ぶ。ニュートンの「運動の法則と万有引力の法則」は適用領
域が広大であり、力やエネルギーに関係する諸量は物理学だけでなく
自然科学全般に現れる有用なものである。現在では相対論や量子論の
出現で超高速世界や極微世界の現象では修正を受けるが、ニュートン
力学は我々の身の回りの現象や太陽系の惑星・衛星の運動に対して適
用可能であり、定量的な自然科学の模範として不動の地位を占めてい
る。
　古代の人々も世界の有様を把握しようと様々に思考を巡らしている
が、彼らの行動範囲は現代人と比べて狭く、不要な思い込みもあっ
て、彼らが生み出した知識体系は実用性に乏しかった。しかし古くは
アルキメデス、近世ではガリレイのような現実的な研究方法をとる
人々によって実学としての力学が発展し、地上から天空にいたる広い
範囲の現象に対して強力な実用性をもつニュートン力学に到達した。
本科目では自然観の発展の歴史をたどりながらニュートン力学の大枠
を学ぶ。
　授業は板書による講義形式で、毎回、小テストがある。具体的な状
況の解析では数値計算が必要となる。定期試験では関数電卓の持ち込
みが許可されるので、日頃から関数電卓を携帯して使い慣れておくこ
とが望ましい。
　力学を学んだことで、物体の運動に関係した物理量の計算をしてみ
る機会が少しでも増えれば幸いである。

◎－－－　到達目標　－－－◎

物体の運動量および運動エネルギーの定義を述べることができる
(DP1-1)(知識・理解)

物体に働く重力あるいは万有引力の性質を説明できる(DP1-1)(知識・
理解)

物体の運動量や運動エネルギーの変化量を物体に働く力をもとに算出
できる(DP1-1)(技能)

物体の運動の様子から重力以外の力の働きを推察することができる
(DP1-1)(知識・理解)

様々な力学現象について、力学法則を用いて定量的な考察を試みるこ
とができる(DP2-1)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

原則として毎回、授業資料は当日の授業課題も含めて前日までに
FU_boxに載せられる。
予習：事前に授業資料を見て、できれば授業課題に取り組むこと。
高校で物理を履修していない人は、特に予習に励むこと。授業時に
初耳では戸惑っている間に授業時間が終わってしまう。(60分)

復習：事後に授業資料や各自のノートを見て、覚えるべきことを厳選
し、それをもとに授業内容が説明できることを確かめる。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　到達目標の達成度は、それらを測定すべく出題された定期試験問題
に対する答案の要所要所の正誤をもとに、正答率の数値として算出さ
れる。毎回の小テストによって、その日の授業内容についての一応の
理解ができたかどうかが測られる。最終的な成績（評点）は定期試験
約60％、毎回行う小テスト約40％の重みを目安として算出される。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　定められていない。適宜、プリントが配布される。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

定期試験では関数電卓の持ち込みが許可されるので、常に
関数電卓を携帯し使い慣れておくこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

＜はじめに＞
１　イントロダクション（スタートアップ授業）
授業の概要、数の指数表現、弧度法、直角三角形、円、球
＜ニュートン以前＞
２　大地平面説と天動説
３　大地球体説と地動説、ケプラーの法則
４　慣性の概念とガリレイの相対性原理
＜ニュートン力学＞
５　物体の「重み」：質量、重さ、摩擦力
６　物体の慣性と運動量、力の働き、重力の性質
７　運動の法則、運動量の変化と力積、放物運動
８　等速円運動と向心力、単振動と復元力
９　物体の衝突、運動量保存則
10　運動エネルギーの変化と合力のする仕事
11　保存力と力学的エネルギー保存則、摩擦力
＜ニュートン力学の応用＞
12　剛体・弾性体・液体・気体の静力学
13　気体分子運動論、熱力学
＜ニュートン力学の適用限界＞
14　相対論：超高速世界、常識的時空概念の崩壊
15　量子論：極微世界、常識的因果決定論の崩壊、
　　本科目のまとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/7mabu9gt5uvh3abuyiavy8vw6z0mwat8)



2023-S000009504-A0物理科学入門「教養ゼミ」（ためして物理を理解する）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：演習　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

西　憲敬

◎－－－　概要　－－－◎

授業の内容
私たちは、地球をとりまく大気という空気の底で暮らしていま
す。空気の存在は普段意識することはありませんが、私たちの
頭の上には1平方メートル当たり約10トンもの空気が存在して
います。このような空気の存在やその濃淡は気圧計によっては
かることができます。気圧はヘクトパスカルという単位でしば
しば計られますが、その数値が水平方向にどのように分布して
いるか、鉛直方向にどのように変化しているか、などについて
実験や実習を通じて学んでみます。小型気圧計を用いた実測で
は、さまざまな場所での気圧を測定してその時間的・空間的変
化を考察します。また、気温や湿度などとの測定も行う予定で
す。気象庁の作る天気図や高層観測のデータと合わせることに
より、身近な気象現象に関心をもってみましょう。

授業の進め方や学習の方法
本授業は、複数のグループに分かれて実験を行う部分と、個人
で実験を行う部分、および講義形式の部分から構成されます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

気象学についての基礎的な理解ができる(DP1-1)(知識・理解)

理学としての気象学および工学としての機器操作を一体として
理解することができる(DP2-1)(知識・理解)

観測をグループメンバーと円滑に行うことができる(DP2-2)(態
度・志向性)

発表を通じて、結果に対して責任をもつことが習得される
(DP3-1)(態度・志向性)

自ら観測法を改良する方法論と自信をもつことができる
(DP3-2)(態度・志向性)

さまざまなスタイルの発表を経験することで、多様性のある説
明を行えるようになる(DP4-1)(知識・理解)

グループ内での観測計画の立案を通じて、異なる意見の存在す
る中で調整を行うことができるようになる(DP4-2)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業計画を参考に、キーワードについて下調べをしておく(60
分)

復習については、授業中の指示にしたがって、グラフの作成や
その解釈を行う(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価方法:定期試験および再試験は実施しません。授業中の態
度（5割）と表やグラフ、実験報告書などの提出物の内容（5
割）で評価します。

評価基準: 態度については授業に積極的に参加しているかどう
かを、提出物については、筋道立てて考えられているかを、主
に評価します。すべて到達目標について評価を行います。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストはありません。授業の進行に従って資料（プリン
ト）を配布します。配布した資料は毎回忘れずに持ってき
てください。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

履修上の留意点
１）加減乗除や平方根の計算ができる程度の電卓を持参し
てください。これらの機能をもったスマートフォンでも結
構です。
２）学外実習に際しては、学内の自動発行機で「通学中等
傷害危険担保特約」に事前に加入してください。
３）実験・実習中の万一の事故の備えとして「学研災付帯
賠償責任保険」に事前に加入することを推奨します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１. イントロダクション--気象のイロハ 【スタートアップ
授業】
２. 気圧計を用いた高度の測定(1) 原理の説明
３. 気圧計を用いた高度の測定(2) 実測
４. 気圧計を用いた高度の測定(3) 結果のまとめと考察
５. 天気図の読み取り(1) 地上天気図
６. 天気図の読み取り(2) 高層天気図
７. 天気図の読み取り(3) エマグラム
８. トリチェリーの実験(1) 実測1回目
９. トリチェリーの実験(2) 実測2回目
10. トリチェリーの実験(3) 結果のまとめと考察
11. 身近な気象学 気温と気圧の日変化
12. 温度と湿度の測定(1) 実測1回目
13. 温度と湿度の測定(2) 実測2回目
14. 温度と湿度の測定(3) 結果のまとめと考察
15. 全体のまとめ

授業補助 実験指導: 乙部直人

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
a9jgsyq0d39y7cgjocbwwxgu1mx4j7zs)



2023-S000009522-01生体の化学（医学生のための基礎化学）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/25　５時限　　

倉岡　功

◎－－－　概要　－－－◎

　医学部学生の化学に関する主な興味と要求は、生体における
化学の原理を理解し、生命科学の基礎的知識を深めることであ
ろう。生体はもちろんのこと、あらゆる自然界の物質を構成す
る原子、分子がどのような構造や性質をもち、どのような振る
舞いをするかを調べるのが化学という学問である。それらの知
識を基にして、新しい物質をつくったり、生命の神秘を解明す
ることが可能となる。人間の生理、病理の根底にも生体成分の
分子レベルでの挙動が折り込まれている。
　本授業は、講義形式で行う。まず、生命体を構成し、生命活
動を支える種々の物質の化学構造およびその機能を学ぶ。さら
に、より高学年での講義に対する素養を養うために、細胞内の
遺伝情報物質としての核酸（DNAおよびRNA）またタンパク
質の構造およびその機能，解析方法などを学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

生物が有するさまざまな生体分子における化学構造および性質
について説明できる。(DP1-1)(知識・理解)

細胞内で起こっている生体分子の化学的反応を理解し、細胞内
で起こっている事象を予測できる。(DP2-1)(技能)

生体内で起こっている病気などの事象を、生体分子と結びつけ
て日常的に考えるようになる。(DP4-2)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前にテキストおよび配布資料に目を通し、特にそれらに含ま
れる図表や化学構造式などについて理解を進めておくことを勧
める。受講後には、回答・採点後の小テストとテキストの該当
部分を照らし合わせ、重要事項を確認しておくこと。テキスト
の範囲を予習および授業の復習(各90分）。(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①授業中に課した課題および授業態度など30％
遅刻、欠席をすると課題を提出できないことがあり、減点対象
になりますので、注意してください。
②期末試験70%
到達目標をはかる問題を解くことができるかを評価の基準とす
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

ライフサイエンスのための化学
安藤祥司 他（化学同人）
ISBN978-4-7598-1827-7

◎－－－　参考書　－－－◎

　「生化学」、「生物化学」または「分子生物学」と名の
付いた易しい書物を読んでみるとよい。例えば、ホートン
「生化学」東京化学同人、ヴォート「生化学」東京化学同
人、ストライヤー「生化学」東京化学同人、エリオット
「生化学・分子生物学」東京化学同人など。ただし、
ヴォートとストライヤーは大部なので持ち運びは苦しい。
　将来的に、医化学との関連でお奨めは、Lippencott 「イ
ラストレイテッド生化学（第３版）」丸善株式会社。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

「生化学」、「生物化学」または「分子生物学」と名の付
いた易しい書物を読んでみるとよい。例えば、ホートン
「生化学」東京化学同人、ヴォート「生化学」東京化学同
人、ストライヤー「生化学」東京化学同人、エリオット
「生化学・分子生物学」東京化学同人など。ただし、
ヴォートとストライヤーは大部なので持ち運びは苦しい。
　将来的に、医化学との関連でお奨めは、Lippencott 「イ
ラストレイテッド生化学（第３版）」丸善株式会社。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.イントロダクション：スタートアップ授業（動画配信）
2.DNAの化学構造
3.DNAの化学的機能
4.DNAにおける化学反応
5.DNAの生化学的解析
6.RNAの化学構造 　
7.RNAの化学的機能
8.まとめ（中間テスト）　
9.RNAにおける化学反応　
10.RNAの生化学的解析
11.タンパク質の化学構造 　
12.タンパク質の化学的機能
13.タンパク質における化学反応 　
14.タンパク質の生化学的解析
15.まとめ　生体の化学

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/9vywaoa16s96amyja98aic8lx0izwflv)



2023-S000009508-01生活と環境の化学（くらしを支える化学）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・１時限　　試験時間割：2024/01/25　１時限　　

林田　修

◎－－－　概要　－－－◎

私たちの身の回りには、たくさんの物質があります。自然界に
ある物質、人工的につくられた物質、様々な物質に囲まれ、そ
れらを利用しながら私たちは生活しています。本講義では、こ
れらの物質の正体を調べるためにどのような見方をすればよい
のか、また物質がどのようなものからできているのかを探って
いきます。また、自然界に起こる様々な現象はすべて物質がか
かわっています。すべての物質を構成する粒子の考え方を使っ
て身近な現象を説明していきます。例えば、紙や木が燃えると
いう現象については、紙や木に含まれる炭素が空気中の酸素と
急激に化学反応を起こして、二酸化炭素や一酸化炭素という新
しい物質が生まれることを学びます。このように、化学反応と
は何か、化学反応を式で表す方法を含めて学ぶことにします。
また、地球上で起こる自然現象は、太陽からの光のエネルギー
によって影響を受けていることが多く、植物や人間を含めて動
物が生きていけるのも太陽のおかげです。そこで、光とは何か
を理解し、光をエネルギーの一つの形としてとらえることに
よって、光と物質の関係についても学んでいきます。授業はテ
キストと教員が作成した講義資料を用いて講義形式で行いま
す。毎回授業の最後には講義内容の理解を高めるためにクイズ
形式のレポートも実施します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

生活や環境に関わる物質を知り、構造や性質などを理解する
(DP1-1)(知識・理解)

講義内容に基づいて、生活や環境に関わる物質に対して化学的
な視点から気付くようになる(DP1-1)(技能)

生活や環境に関わる物質について興味を持ち、色々な角度から
化学的に理解できるようになる(DP2-1)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義内容をよく理解するために教科書の予習と復習を奨めま
す。次回の授業範囲を予習し、知らない用語の意味を理解して
おくこと(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

＜評価基準＞
身の回りにみられる現象や暮らしの中の物質に関して、化学の
基本的なしくみについて理解し、説明できるかを評価の基準と
する。
＜評価方法＞
毎回のレポートと定期試験の結果をもとに、到達目標に照らし
て評価する。
＜割合＞
レポート（30%）と定期試験（70%）を原則として評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

齋藤勝裕「あなたと化学」（裳華房）
ISBN-10  :  478533505X
ISBN-13  :  978-4785335052

◎－－－　参考書　－－－◎

岡野光俊「化学のちから」（裳華房）

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション（スタートアップ授業）（動画
配信）
2.  原子と分子

原子の種類を表す元素記号など
3.  気体の状態と性質

空気の組成など
4. 水の特性と物質の状態

水の構造や水素結合など
5. 化学反応とエネルギー変化

酸・塩基や反応エネルギーなど
6. 金属の多彩な性質

金属元素の種類など
7. 有機化学

有機化合物の性質など
8. 生体分子の化学

糖類や脂質、たんぱく質など
9. 分子膜のはたらき

セッケンや細胞膜など
10. 食料品の化学

食品添加物など
11. 医薬品の化学

薬分子と生体分子の相互作用など
12. 高分子の化学

プラスチックと合成繊維など
13. 発光と化学エネルギー

化学電池や有機ELなど
14. 原子力と放射線の化学

放射能など
15. まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
oz98g4gnmzi1zv137yrpfg0ao7ch5x5j)



2023-S000009508-02生活と環境の化学（化学の視点で健康について考える）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/25　１時限　　

弟子丸　正伸

◎－－－　概要　－－－◎

私たちヒトを含む生物も、私たちが生きるために食べる食物
も、身につける衣類も、化学的な分析により、どのような物質
で構成されているのかを明らかにすることができる。さらに、
各々のもつ性質や特徴が、構成する物質のどのような化学構造
に起因しているかを知ることができる。
本講義では主に、生体や食物を構成する3要素であるタンパク
質・糖質・脂質に着目し、それらの化学構造および性質の生体
における役割への関与について解説する。私たちが口にする食
物は一般的に生体に由来するものなので、講義内容を理解する
上では、小学校から高校までで学んだ理科（生物分野）と家庭
科（食物分野）の知識が役立つだろう。さらに、私たちが生き
るために食物から摂取しなければならないビタミンとミネラル
も含め、生体成分の異常や欠乏が原因となっておこるさまざま
な疾患についても触れる。
一方で、化学の発展により生じたさまざまな環境汚染・有害物
質を紹介し、それらが生じた原因、生体に害を及ぼす機構、有
効な対策について考える。 現代社会において問題となっている
さまざまな有害物質ついて、身近に存在する例をピックアップ
し、自分自身の住環境から実例を探し出してその実態について
紹介する。また、私たちが普段口にしている食品に含まれるさ
まざまな食品添加物や調理の過程で生じる物質について、各々
の効能や有害性を化学構造と結びつけて理解し、実生活におい
て役立つ知識として身につける。
以上のような内容で、今後の履修者自身の健康維持につながる
講義にしたい。
本授業は主にパワーポイントと事前配布する資料を用いた講義
形式で実施する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

生体や食品・日用品を構成する物質の種類や構造を知り、性質
などを理解する。(DP1-1)(知識・理解)

講義内容に基づいて、食品や日用品に含まれる物質の効果や問
題点に気づくことができるようになる。(DP2-1)(技能)

化学物質と健康や病気の関わりについて興味を持ち、自ら調査
した内容について理解できるようになる。(DP2-1)(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義前には、前回のノートおよび配布されたプリントの図表に
目を通して概要を把握し、疑問点を明確にしておくこと(15分)

講義後には、再度テキストを読んでノートの不足部分を補うと
ともに、課題が出題された場合には解答しておくこと(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・毎回の講義で課される課題（小テスト）への取り組み・解答
状況に対する評価（30%）
・8回目の講義時に課されるレポート課題への取り組み・内容
に対する評価（30%）
・定期試験またはその代替として課される課題の評点（40%）

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用せず、板書およびプリント配布や画像・動
画などにより講義を進める。

◎－－－　参考書　－－－◎

化学　入門編　～身近な現象・物質から学ぶ化学のしくみ
　ISBN 978-4-7598-1091-2
身のまわりの化学　ISBN 978-4-7598-1480-4
その他の推奨に値する参考書について、講義中に紹介する
場合がある。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業は板書を主体として進めるため、効率よいノートテ
イクを通して内容の理解に努めること。
・単元ごとに内容確認のために小テストを実施する。記憶
をたどりノートや資料を参照しながら自力で解答を導くス
キルを養うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション：スタートアップ授業（動画配信）
2. アミノ酸の構造と性質
3. タンパク質の構造と性質
4. 毛髪の化学（パーマとヘアカラー）
5. さまざまな単糖
6. オリゴ糖と多糖
7. 脂肪酸と単純脂質
8. リン脂質とステロイド
9. 遺伝子変異と病気
10. 発がん性物質とがんの発症機構
11. 調理の化学（メイラード反応）
12. サプリメントの効果
13. 食品添加物の化学（甘味料・着色料・保存料）
14. プラスチックが生体に及ぼす影響
15. その他の有害物質（内分泌攪乱物質・アスベストな
ど）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/5888e50s5aw3kujh4ekusl5fcpcv63iv)



2023-S000009508-03生活と環境の化学（人類の未来を考える）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/25　１時限　　

福田　将虎

◎－－－　概要　－－－◎

　現代の豊かな物質文明において、私たちは自然科学の恩恵を
受けていますが、ともすれば身の回りの物質に対しての理解を
欠いていたり、めざましい科学技術の進歩についていけないこ
とが多々あります。化学は、それらの物質の性質や変化を系統
立てて調べる学問であり、私たちの日常生活と密接に関連して
います。
　本授業は講義形式で行います。生物や身の回りにある物質な
ど、日常生活で使用している「衣食住」に関わるものを例にし
ながら、化学の基礎知識を学ぶと同時にその性質や特徴を化学
的な視点から学習します。さらに、人類の未来に深刻な影をお
とす環境問題とエネルギー問題や医療問題についても考えま
す。この講義を通して、身近にあるものを化学的な視点から考
える力を身につけます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

化学の基礎的な事項を正確に理解し、説明できる。(DP1-1)(知
識・理解)

身の回りにある単純な分子の化学構造を正しく表記できる
(DP1-1)(技能)

分子または物質の性質を化学的に説明することができる。
(DP2-1)(知識・理解)

エネルギー・環境問題を始めとする現代社会が抱える社会問題
に対して、化学的な視点から考えることができる。(DP4-2)(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の授業範囲を予習し、大まかな内容と専門用語の意味を理
解しておくこと。(30分)

受講後には、テキスト及びノート等で重要事項を
再度確認し、理解を深めるよう努めること。必要に応じて、高
校の教科書で該当部分を参照すること。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　身近にある様々な物質の基本的知識を理解し、その内容を正
確に説明できるかを評価の基準とする。また、現代社会と化学
技術の関わりを自分の言葉で説明できるかを評価の基準とす
る。
評価方法は、課題（15％）及び受講態度（15％）と、定期試験
の成績（70%）により評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用しません。配布するプリントもしくはパ
ワーポイントファイルを用いて講義を進めます。

◎－－－　参考書　－－－◎

身の回りの製品の化学に関する事項については、平易な内
容の一般向けの書物を図書館や書店で見つけて読んでくだ
さい。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

定期試験は講義中に解説した演習問題を中心に出題しま
す。したがって、講義にしっかり出席し、その場で理解す
るように心がけて下さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　化学と社会の関わり（スタートアップ授業）
２　食の化学(1)：油脂・炭水化物
３　食の化学(2)：アミノ酸とタンパク質
４　食の化学(3)：酵素のはたらき
５　食の化学(4)：ビタミンとホルモン
６　衣の化学(1)：天然繊維
７　衣の化学(2)：化学繊維
８　住の化学(1)：セメント・ガラス・セラミックス
９　住の化学(2)：プラスチック・ゴム
10　大気汚染(1)：地球温暖化・オゾンホール
11　大気汚染(2)：環境ホルモン
12　生活の中の化石資源
13　次世代エネルギー
14　環境問題とエネルギー問題
15　まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/7qu302xv4h9szggdapaymiuztxuxsy97)



2023-S000009508-04生活と環境の化学（私たちと放射線）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・３時限　　試験時間割：2024/01/25　１時限　　

中津　可道

◎－－－　概要　－－－◎

私たちの周りの生活環境には様々な放射線が存在しています。
本講義では、これらの放射線について簡単に解説し、放射線の
生体への作用（化学反応）とそれに対する生体応答について、
マクロ（個体レベル）からミクロ（分子レベル）までの影響に
ついて概説します。放射線の生物作用のメイン・ターゲットで
ある遺伝子DNAに対する傷害および、それらの損傷を修復する
各種DNA修復機構を解説します。また、DNA損傷と修復の化
学について理解を深めてもらうために、2015年ノーベル化学賞
－DNA損傷の修復メカニズムの解明－を紹介します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１，放射線について基礎的な知識を身につけ、それらを説明す
ることができる。
２，放射線の人体への影響について基礎的な知識を身につけ、
それらを説明することができる。
３，放射線による人体への悪影響を抑えることができる生化学
反応系を、わたしたちは持っていることを理解する。
(DP1-1)(知識・理解)

１，放射線のさまざまな分野での利用について基礎的な知識を
身につけ、それらを説明することができる。
２，放射線について基礎的な知識を身につけ、放射線の利便
性・危険性について理解する。(DP2-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Moodleを通じて配布された講義資料に目を通し、講義資料及び
ノートを用いて復習する。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①授業中に課した課題など30％
遅刻、欠席をすると課題を提出できないことがあり、減点対象
になりますので、注意してください。
②期末試験70%
定期試験の結果をもとに、到達目標に照らして評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用せず、講義資料を配布する。講義は画像映
写と板書などにより進める。

◎－－－　参考書　－－－◎

ISBN 978-4-86003-481-8
放射線医科学　―生体と放射線・電磁波・超音波―　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義は配布資料を元に進めるが、配布資料は完全な講義内
容を含んでいるわけではないので、適宜補足説明した内容
をノートすること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1  スタートアップ授業（動画配信）イントロダクション
2　放射線とは？
3　放射線の種類と性質
4　日常生活と放射線
5　放射線の利用
6　放射線の人体への影響
7　放射線の遺伝影響
8　人体を構成する細胞への放射線の作用
9　放射線作用の化学的過程
10　遺伝子DNAへの放射線の作用－直接作用と間接作用－
11　放射線とDNA損傷の種類
12　放射線高感受性を示すヒトの遺伝病
13　細胞周期の停止と DNA 修復の化学
14　2015年ノーベル化学賞－DNA損傷の修復メカニズムの
解明－
15　まとめ－放射線とうまく付き合う－

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/6bsfhnurl9771x4vxfw3165oqyfjx4dw)



2023-S000009508-05生活と環境の化学（私たちと放射線）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・４時限　　試験時間割：2024/01/25　１時限　　

中津　可道

◎－－－　概要　－－－◎

私たちの周りの生活環境には様々な放射線が存在しています。
本講義では、これらの放射線について簡単に解説し、放射線の
生体への作用（化学反応）とそれに対する生体応答について、
マクロ（個体レベル）からミクロ（分子レベル）までの影響に
ついて概説します。放射線の生物作用のメイン・ターゲットで
ある遺伝子DNAに対する傷害および、それらの損傷を修復する
各種DNA修復機構を解説します。また、DNA損傷と修復の化
学について理解を深めてもらうために、2015年ノーベル化学賞
－DNA損傷の修復メカニズムの解明－を紹介します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１，放射線について基礎的な知識を身につけ、それらを説明す
ることができる。
２，放射線の人体への影響について基礎的な知識を身につけ、
それらを説明することができる。
３，放射線による人体への悪影響を抑えることができる生化学
反応系を、わたしたちは持っていることを理解する。(DP1-1)
(知識・理解)

１，放射線のさまざまな分野での利用について基礎的な知識を
身につけ、それらを説明することができる。
２，放射線について基礎的な知識を身につけ、放射線の利便
性・危険性について理解する。(DP2-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Moodleを通じて配布された講義資料に目を通し、講義後に配布
資料及びノートを用いて復習する。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①授業中に課した課題および授業態度など30％
遅刻、欠席をすると課題を提出できないことがあり、減点対象
になりますので、注意してください。
②期末試験70%
定期試験の結果をもとに、到達目標に照らして評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用せず、講義資料を配布する。講義は画像映
写と板書などにより進める。

◎－－－　参考書　－－－◎

ISBN 978-4-86003-481-8
放射線医科学　―生体と放射線・電磁波・超音波―　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義は配布資料を元に進めるが、配布資料は完全な講義内
容を含んでいるわけではないので、適宜補足説明した内容
をノートすること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1  スタートアップ授業（動画配信）イントロダクション
2　放射線とは？
3　放射線の種類と性質
4　日常生活と放射線
5　放射線の利用
6　放射線の人体への影響
7　放射線の遺伝影響
8　人体を構成する細胞への放射線の作用
9　放射線作用の化学的過程
10　遺伝子DNAへの放射線の作用－直接作用と間接作用－
11　放射線とDNA損傷の種類
12　放射線高感受性を示すヒトの遺伝病
13　細胞周期の停止と DNA 修復の化学
14　2015年ノーベル化学賞－DNA損傷の修復メカニズムの
解明－
15　まとめ－放射線とうまく付き合う－

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
bca7wl3jh0l0c9dofob3jipcz5a9hrlu)



2023-S000009508-06生活と環境の化学（化学の視点で健康について考える）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・２時限　　試験時間割：2024/01/25　１時限　　

弟子丸　正伸

◎－－－　概要　－－－◎

私たちヒトを含む生物も、私たちが生きるために食べる食物
も、身につける衣類も、化学的な分析により、どのような物質
で構成されているのかを明らかにすることができる。さらに、
各々のもつ性質や特徴が、構成する物質のどのような化学構造
に起因しているかを知ることができる。
本講義では主に、生体や食物を構成する3要素であるタンパク
質・糖質・脂質に着目し、それらの化学構造および性質の生体
における役割への関与について解説する。私たちが口にする食
物は一般的に生体に由来するものなので、講義内容を理解する
上では、小学校から高校までで学んだ理科（生物分野）と家庭
科（食物分野）の知識が役立つだろう。さらに、私たちが生き
るために食物から摂取しなければならないビタミンとミネラル
も含め、生体成分の異常や欠乏が原因となっておこるさまざま
な疾患についても触れる。
一方で、化学の発展により生じたさまざまな環境汚染・有害物
質を紹介し、それらが生じた原因、生体に害を及ぼす機構、有
効な対策について考える。 現代社会において問題となっている
さまざまな有害物質ついて、身近に存在する例をピックアップ
し、自分自身の住環境から実例を探し出してその実態について
紹介する。また、私たちが普段口にしている食品に含まれるさ
まざまな食品添加物や調理の過程で生じる物質について、各々
の効能や有害性を化学構造と結びつけて理解し、実生活におい
て役立つ知識として身につける。
以上のような内容で、今後の履修者自身の健康維持につながる
講義にしたい。
本授業は主にパワーポイントと事前配布する資料を用いた講義
形式で実施する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

生体や食品・日用品を構成する物質の種類や構造を知り、性質
などを理解する。(DP1-1)(知識・理解)

講義内容に基づいて、食品や日用品に含まれる物質の効果や問
題点に気づくことができるようになる。(DP2-1)(技能)

化学物質と健康や病気の関わりについて興味を持ち、自ら調査
した内容について理解できるようになる。(DP2-1)(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義前には、前回のノートおよび配布されたプリントの図表に
目を通して概要を把握し、疑問点を明確にしておくこと(15分)

講義後には、再度テキストを読んでノートの不足部分を補うと
ともに、課題が出題された場合には解答しておくこと(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・毎回の講義で課される課題（小テスト）への取り組み・解答
状況に対する評価（30%）
・8回目の講義時に課されるレポート課題への取り組み・内容
に対する評価（30%）
・定期試験またはその代替として課される課題の評点（40%）

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用せず、板書およびプリント配布や画像・動
画などにより講義を進める。

◎－－－　参考書　－－－◎

化学　入門編　～身近な現象・物質から学ぶ化学のしくみ
　ISBN 978-4-7598-1091-2
身のまわりの化学　ISBN 978-4-7598-1480-4
その他の推奨に値する参考書について、講義中に紹介する
場合がある。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業は板書を主体として進めるため、効率よいノートテ
イクを通して内容の理解に努めること。
・単元ごとに内容確認のために小テストを実施する。記憶
をたどりノートや資料を参照しながら自力で解答を導くス
キルを養うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション：スタートアップ授業（動画配信）
2. アミノ酸の構造と性質
3. タンパク質の構造と性質
4. 毛髪の化学（パーマとヘアカラー）
5. さまざまな単糖
6. オリゴ糖と多糖
7. 脂肪酸と単純脂質
8. リン脂質とステロイド
9. 遺伝子変異と病気
10. 発がん性物質とがんの発症機構
11. 調理の化学（メイラード反応）
12. サプリメントの効果
13. 食品添加物の化学（甘味料・着色料・保存料）
14. プラスチックが生体に及ぼす影響
15. その他の有害物質（内分泌攪乱物質・アスベストな
ど）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
pzu02ie5fwb534g4w9c6amwizk04niu7)



2023-S000009508-91生活と環境の化学「BB」（化学の視点で社会を見る）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・二部２時限　　試験時間割：2024/01/22　夜２限　　

長洞　記嘉

◎－－－　概要　－－－◎

　現代の豊かな物質文明において、私たちは自然科学の恩恵を
得ていますが、身の回りの物質に対する理解が十分ではないこ
と、めざましい科学技術の進歩についていけないことが多々あ
ります。化学は、それらの物質の性質や変化を系統立てて調べ
る学問であり、私たちの日常生活と密接に関連しています。こ
の講義では、生物や身の回りにある物質・現象など、日常生活
で使用している「衣・食・住」に関わるものを例にしながら、
化学の基礎知識を学ぶと同時にその性質や特徴を化学的な視点
から学習します。さらに、これからの化学の役割についても考
えます。特に環境問題やエネルギー問題、医療や健康について
も学びます。この講義を通して、身近にある物質や現象を化学
的な視点から考える力を身につけます。
　授業は、教員が作成した資料を使用し講義形式で行います。
毎回の授業内容を確認するために小テストを行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

身近にある様々な物質の基礎的知識を理解し、説明することが
できる。(DP1-1)(知識・理解)

現代社会と化学の関わりを理解し、説明することができる。
(DP1-1)(知識・理解)

社会の諸問題を化学的な観点で理解し、それらを自らの言葉で
説明できる。(DP2-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

配布資料で次回の授業内容を予習し、わからない用語などを調
べておくこと。(60分)

授業後は講義の要点を復習し、内容の理解を深めること。(60
分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準：　身近にある様々な物質の基本的知識を理解
し、それら内容を説明できるか（到達目標１）、現代社会と化
学の関わりを自分の言葉で説明できるか（到達目標２）、社会
の諸問題を化学的な観点で理解し、それらを説明できるか（到
達目標３）を評価の基準とする。
成績評価方法：授業中に行う小テストを20％（到達目標１～３
の到達度評価）および定期試験を80%（到達目標１～３の到達
度評価）として、総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

配布資料を用いて授業を進めます。

◎－－－　参考書　－－－◎

身の回りの製品の化学に関する事項については、平易な内
容の一般向けの本を読むことを推奨します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１．授業で取り上げた内容を深く理解するために、用語や
化学的な事象をインターネットなどで調べてください。
２．授業では、スマートフォンやタブレット端末・ノート
パソコンなどを使用し、小テストを行います。いずれかを
持参してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回  スタートアップ授業（動画と資料：授業の進め方に
ついて、化学の基礎を学ぶ意義について）
第2回　社会と化学の関わり
第3回　食の化学(1)： 糖類
第4回　食の化学(2)：アミノ酸とタンパク質
第5回　食の化学(3)：油脂・炭水化物
第6回　食の化学(4)：ビタミンとホルモン
第7回　衣の化学(1)：天然繊維
第8回　衣の化学(2)：合成繊維
第9回　住の化学(1)：金属・セラミックス
第10回　住の化学(2)：プラスチック・ゴム
第11回　化石資源・染色・機能性高分子材料
第12回　環境問題(1)：公害・ごみ・リサイクル
第13回　環境問題(2)：エネルギー・発電
第14回　環境問題(3)：環境変動・医療・健康
第15回　授業全体の振り返り

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
iyp6d9owwxhay27f7otugvx672usqwbc)



2023-S000009508-A0生活と環境の化学「教養ゼミ」（衣食住の実験化学）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：演習　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

松原　公紀

◎－－－　概要　－－－◎

　このゼミでは、日常生活で必要とされる化学にまつわる教養を実験および
その後の調査や議論を通して身に付けていくことを目的としています。
身の回りにある「知っておくべき」化学的なことがらは専門的な難しい知識
をほとんど必要としていません。中学校まで、できれば高校1年生までの理科
の知識があれば十分理解できます。このような科学的な教養は日常生活の中
でとても役に立ちます。例えば、毎日使う化粧品一つとっても、肌に合わな
い時にはそこに含まれる化学物質を知っていれば、それを避けることができ
ます。その他私たちは加工食品の添加物、食品の保存容器、衣類、さらに車
や家電製品、住宅など、膨大な数の化学製品と直接接していますが、それら
について評価もせずに安易に使うことは、思わぬ危険を伴う場合がありま
す。すなわち、企業が利益を優先した結果、安価で安全性の低い商品を市場
に出すこともあるわけです。また一般市民が科学的知識を持っていないこと
を利用した「えせ科学」にだまされる場合も多いでしょう。これらは私たち
の健康的な生活に直結しています。また放射能汚染やSDGsで話題にされる二
酸化炭素の排出などの環境問題やゴミのリサイクルなどの化学的事柄につい
ての知識も社会常識となりつつあります。
　そこで、実験の結果だけではなく、それらに関する話を通して、これまで
何気なく見過ごしていた身の回りの物質、現象が化学的に理解できることを
学び、生活の中のどのような面で化学的な視点が必要になるのか、学んでい
きます。また化学的な知識が現代社会ではインターネットを通じて簡単に得
られることも学びます。
　初回のスタートアップ授業では、この講義の進め方についての説明と実験
を安全に行うための講習などを行います。2回目は、化学的な事柄とは何か、
化学を学ぶことの重要性について理解します。3回目から13回目まではさまざ
まな実験を行います。実験は各自あるいは班を作って行い、次の回までに実
験の観察結果や簡単な課題調査をしたレポートを提出します。
　同時に、実験に関わる化学的な知識について、わかりやすく説明します。
14回目から15回目では、各自が興味をもった内容の事柄や社会的問題、身の
回りの化学物質についての知識を１つ調査発表してもらいます。化学の関わ
る社会面、生活面での問題などを取り上げ、人文的な側面の中に埋没してい
る化学的側面を拾い上げてみましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

自らの生活や周りの環境と化学との関わりについて理解し、説明できる
(DP1-1)(知識・理解)

日常あつかう物に含まれる物質や化学に関わる諸問題についてインターネッ
ト等を通して学ぶ姿勢を身につけている(DP1-2)(態度・志向性)

化学とはどのような学問か、生活や環境のどこに化学的な知識が必要か理解
し、説明できる(DP2-1)(知識・理解)

生活や環境に含まれる化学について他者と意見交換しながら知識を深めるこ
とができる(DP2-2)(態度・志向性)

生活や環境に関する化学的な知見を含む知識を調査して発表することができ
る(DP3-1)(態度・志向性)

生活や環境に関わる化学的な諸問題について自ら課題を設定し、調査するこ
とができる(DP3-2)(態度・志向性)

生活や環境に含まれる事象を化学の知識と関連付けて理解し、自らの生活に
活かすことができる(DP4-1)(技能)

実験や調査発表を通して他者と互いに情報を共有し、成果を得るために貢献
することができる(DP4-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回の実験に関するレポートの課題調査およびレポート作成(60分)

研究調査発表のための準備(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　評価基準：化学的な視点から物事を捉え課題に取り組んだか、化学的な情
報を収集し、解釈できたか、ゼミの中での議論や実験に積極的に参加できた
か、を評価する。
　評価方法：出席を前提とし、試験は行わない。実験・議論への参加姿勢
25％、実験レポート課題への取り組み25％、話題提供のための研究発表への
取り組みと質疑応答への参加姿勢50％、で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特に定めない。

◎－－－　参考書　－－－◎

井上祥平著　はじめての化学（生活を支える基礎知識）　
（化学同人）
斎藤勝裕著　楽しくわかる化学（わかる化学シリーズ１）
（東京化学同人）
他、化学入門書

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　高校の化学の履修の有無に関係なく、まずは実験を楽し
んでください。このため、好奇心が旺盛であること、教員
や他の学生との会話に積極的であることなどが求められま
す。また、扱いに注意の必要な物質も使うため、事故など
を起こさないよう、実験にはきちんとした心構えが必要で
す。なお、実験によっては白衣、保護メガネを配布しま
す。指示に従い、必ず着用して実験に臨んでください。
　身近な事柄についての調査発表については、理解が難し
いと感じたときには、いつでも教員に尋ねてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　この講義の進め方　実験上の注意など（スタートアッ
プ授業）
2　化学的な知識とは何か　一般生活で必要な化学の知識
の必要性について
3　マスクの解剖
4　もち米とうるち米の違い
5　ゼラチンと寒天の違い
6　重曹とクエン酸
7　ほうじ茶をつくる
8　玉ねぎの皮で染める
9　洗うを極める
10　バターとマーガリン
11　こだわりの水の成分
12　穴があることの大切さ
13　炎の色
14　研究調査の方法と発表の仕方
15　研究調査発表とまとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
qr62we3md86xa1bvf73sj3xpvi066myo)



2023-S000009517-01生物学実験「MM」（個体から分子までの生物学基礎実験）

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：実験　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・４時限～５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

景浦　宏、伊東　綱男、古賀　正明、林　晋也

◎－－－　概要　－－－◎

　生物の特徴を正確に見ること、つまり観察は生物学の出発点
であり、またすべての領域の基本である。しかし何をみるべき
かをしっかりと理解し、適切な観察法を選択し観察機器を使い
こなさないと、見えているのに見えないという事態に陥る。ま
た、生物は無生物にはない特徴を持つ。それを理解するために
は適切な実験が必要である。実験者は、原理を正確に理解し、
正確な操作を行い、実験結果を解析する技能を必要とする。本
授業は実験を中心に行い、顕微鏡の操作法、生物試料の扱い
方、観察標本作成法、観察スケッチの要領などとともに、実験
を通して、原理の理解、操作、結果の解析を行う基本能力を身
につけることを目的とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

生物実験の原理を理解し、専門知識を身につける(DP1-1)(知
識・理解)

光学顕微鏡による観察を通じて、顕微鏡の操作法、生物試料の
取り扱い方、観察標本作成法、観察スケッチの要領などを身に
つける(DP1-1)(技能)

生物学に関する課題を自ら学修する態度を身につける(DP1-1)
(態度・志向性)

生物実験の原理を学ぶことを通じて広い視野を培い、物事を多
角的に見ることができる(DP2-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

実験をスムーズに進めるために、事前にテキストの該当箇所を
読み実験操作等を理解して実験に臨むこと(60分)

各回の実験について、操作や、レポートの記述が適切であった
かをテキストやその他の資料と照らし合わせて確認をすること
(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
　生物学の専門知識を身につけ、そこで観察される現象を正し
く理解できているか、生物学の知識･理解を適切に運用し、理
論的かつ明快な記述ができるか、また、生物学に関する課題を
自ら学修する態度をもっているかを評価の基準とする。

方法
　成績は各回のレポートの評点を合計して評価し、60点以上を
合格とする。欠席した場合には、欠席連絡の有無と理由によっ
て補講の実施を考慮する場合がある。

　このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よっ
て再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

福岡大学理学部地球圏科学科生物学分野編「生物学実習テキスト　第8版」
新幸印刷

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　対面授業の第一回に受講者を確認し座席の指定を行なうので、必ず出席
すること。
　各回の最初に実験の詳細な説明を行なうので、遅刻しないこと。

【各自準備するもの】
テキスト（提出用のレポート用紙を含んでいる）。定規。染色液などを使
用するので、白衣または汚れてもよい服装。スケッチ用にHの鉛筆。

【実習教室】
18号館3階　生物第1実習室(318)
実験や実習等に際しては，実験・実習中の万一の事故の備えとして「学研
災付帯賠償責任保険」に事前に加入することを推奨する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

スタートアップ授業
全体説明、スケッチ法の習熟練習

以降は毎週対面授業を行う。下記の中から、原則として1回に1テーマの実
験を行う。ただし、テーマによっては複数回にわたって行うことがある。
実験予定表は対面授業の第一回目に生物第1実習室の掲示板に掲示する。

・ 顕微鏡の使い方：光学顕微鏡の操作法、観察法の習熟練習

・ 実体顕微鏡の使い方：実体顕微鏡の操作法、観察法の習熟練習

・ 微生物の観察と分類：微生物の形態的特徴の観察および種の同定

・ 原形質分離の観察と浸透圧測定：植物細胞での原形質分離の観察に
よる細胞の浸透圧調節の解析

・ 植物組織の観察：植物の茎の徒手切片によ
　る維管束の光学顕微鏡観察

・ 動物の解剖：魚の解剖を通しての脊椎動物の内臓器官の観察

・ 動物組織の観察：動物の組織標本（小腸、腎臓、血液）を用いた組
織・器官の構成の光学顕微鏡観察

・ 動物の発生：カエルの胚発生の時の卵割と形態形成の過程を観察

・ 動物の行動：ダンゴムシの交替性転向反応を観察し、そのメカニズ
ムの考察

・ 体細胞分裂の観察：植物根端細胞での核分裂過程の光学顕微鏡観察

・ 減数分裂の観察：ショウリョウバッタ精巣での生殖細胞形成過程の
光学顕微鏡観察

・ ショウジョウバエの観察と飼育：ショウジョウバエの野生型と突然
変異個体の形態観察および次回実験のための準備飼育

・ 唾腺染色体の観察：ショウジョウバエ幼虫の唾腺染色体の光学顕微
鏡観察

・ 口腔粘膜上皮細胞の観察とDNAの抽出：口腔粘膜細胞からのDNA
の抽出

・ 大腸菌の形質転換：抗生物質耐性遺伝子とオワンクラゲ由来緑色蛍
光タンパク質遺伝子の大腸菌への導入

・ ショウジョウバエの遺伝学実験：ショウジョウバエの交配実験を通
しての古典的遺伝学の基本法則の理解

・ まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/phhqj3gp4ao2htdpwnbxn9i65ds6e2qq)



2023-S000009517-02生物学実験「P-b」（個体から分子までの生物学基礎実験）

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：実験　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・４時限～５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

景浦　宏、中川　裕之

◎－－－　概要　－－－◎

　生物の特徴を正確に見ること、つまり観察は生物学の出発点
であり、またすべての領域の基本である。しかし何をみるべき
かをしっかりと理解し、適切な観察法を選択し観察機器を使い
こなさないと、見えているのに見えないという事態に陥る。ま
た、生物は無生物にはない特徴を持つ。それを理解するために
は適切な実験が必要である。実験者は、原理を正確に理解し、
正確な操作を行い、実験結果を解析する技能を必要とする。本
授業は実験を中心に行い、顕微鏡の操作法、生物試料の扱い
方、観察標本作成法、観察スケッチの要領などとともに、実験
を通して、原理の理解、操作、結果の解析を行う基本能力を身
につけることを目的とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

生物実験の原理を理解し、専門知識を身につける(DP1-1)(知
識・理解)

光学顕微鏡による観察を通じて、顕微鏡の操作法、生物試料の
取り扱い方、観察標本作成法、観察スケッチの要領などを身に
つける(DP1-1)(技能)

生物学に関する課題を自ら学修する態度を身につける(DP1-1)
(態度・志向性)

生物実験の原理を学ぶことを通じて広い視野を培い、物事を多
角的に見ることができる(DP2-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

実験をスムーズに進めるために、事前にテキストの該当箇所を
読み実験操作等を理解して実験に臨むこと(60分)

各回の実験について、操作や、レポートの記述が適切であった
かをテキストやその他の資料と照らし合わせて確認をすること
(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
　生物学の専門知識を身につけ、そこで観察される現象を正し
く理解できているか、生物学の知識･理解を適切に運用し、理
論的かつ明快な記述ができるか、また、生物学に関する課題を
自ら学修する態度をもっているかを評価の基準とする。

方法
　成績は各回のレポートの評点を合計して評価し、60点以上を
合格とする。欠席した場合には、欠席連絡の有無と理由によっ
て補講の実施を考慮する場合がある。

　このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よっ
て再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

福岡大学理学部地球圏科学科生物学分野編「生物学実習テキスト　第8版」
新幸印刷

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　対面授業の第一回に受講者を確認し座席の指定を行なうので、必ず出席
すること。
　各回の最初に実験の詳細な説明を行なうので、遅刻しないこと。

【各自準備するもの】
テキスト（提出用のレポート用紙を含んでいる）。定規。染色液などを使
用するので、白衣または汚れてもよい服装。スケッチ用にHの鉛筆。

【実習教室】
18号館3階　生物第1実習室(318)
実験や実習等に際しては，実験・実習中の万一の事故の備えとして「学研
災付帯賠償責任保険」に事前に加入することを推奨する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

スタートアップ授業
全体説明、スケッチ法の習熟練習

以降は毎週対面授業を行う。下記の中から、原則として1回に1テーマの実
験を行う。ただし、テーマによっては複数回にわたって行うことがある。
実験予定表は対面授業の第一回目に生物第1実習室の掲示板に掲示する。

・ 顕微鏡の使い方：光学顕微鏡の操作法、観察法の習熟練習

・ 実体顕微鏡の使い方：実体顕微鏡の操作法、観察法の習熟練習

・ 微生物の観察と分類：微生物の形態的特徴の観察および種の同定

・ 原形質分離の観察と浸透圧測定：植物細胞での原形質分離の観察に
よる細胞の浸透圧調節の解析

・ 植物組織の観察：植物の茎の徒手切片によ
　る維管束の光学顕微鏡観察

・ 動物の解剖：魚の解剖を通しての脊椎動物の内臓器官の観察

・ 動物組織の観察：動物の組織標本（小腸、腎臓、血液）を用いた組
織・器官の構成の光学顕微鏡観察

・ 動物の発生：カエルの胚発生の時の卵割と形態形成の過程を観察

・ 動物の行動：ダンゴムシの交替性転向反応を観察し、そのメカニズ
ムの考察

・ 体細胞分裂の観察：植物根端細胞での核分裂過程の光学顕微鏡観察

・ 減数分裂の観察：ショウリョウバッタ精巣での生殖細胞形成過程の
光学顕微鏡観察

・ ショウジョウバエの観察と飼育：ショウジョウバエの野生型と突然
変異個体の形態観察および次回実験のための準備飼育

・ 唾腺染色体の観察：ショウジョウバエ幼虫の唾腺染色体の光学顕微
鏡観察

・ 口腔粘膜上皮細胞の観察とDNAの抽出：口腔粘膜細胞からのDNA
の抽出

・ 大腸菌の形質転換：抗生物質耐性遺伝子とオワンクラゲ由来緑色蛍
光タンパク質遺伝子の大腸菌への導入

・ ショウジョウバエの遺伝学実験：ショウジョウバエの交配実験を通
しての古典的遺伝学の基本法則の理解

・ まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/tllteporvam7vs6ld14mz2v6z4zq7mzc)



2023-S000009517-03生物学実験「P-a」（個体から分子までの生物学基礎実験）

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：実験　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・４時限～５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

藍　浩之、末次　翔太

◎－－－　概要　－－－◎

　生物の特徴を正確に見ること、つまり観察は生物学の出発点
であり、またすべての領域の基本である。しかし何をみるべき
かをしっかりと理解し、適切な観察法を選択し観察機器を使い
こなさないと、見えているのに見えないという事態に陥る。ま
た、生物は無生物にはない特徴を持つ。それを理解するために
は適切な実験が必要である。実験者は、原理を正確に理解し、
正確な操作を行い、実験結果を解析する技能を必要とする。本
授業は実験を中心に行い、顕微鏡の操作法、生物試料の扱い
方、観察標本作成法、観察スケッチの要領などとともに、実験
を通して、原理の理解、操作、結果の解析を行う基本能力を身
につけることを目的とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

生物実験の原理を理解し、専門知識を身につける(DP1-1)(知
識・理解)

光学顕微鏡による観察を通じて、顕微鏡の操作法、生物試料の
取り扱い方、観察標本作成法、観察スケッチの要領などを身に
つける(DP1-1)(技能)

生物学に関する課題を自ら学修する態度を身につける(DP1-1)
(態度・志向性)

生物実験の原理を学ぶことを通じて広い視野を培い、物事を多
角的に見ることができる(DP2-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

実験をスムーズに進めるために、事前にテキストの該当箇所を
読み実験操作等を理解して実験に臨むこと(60分)

各回の実験について、操作や、レポートの記述が適切であった
かをテキストやその他の資料と照らし合わせて確認をすること
(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
　生物学の専門知識を身につけ、そこで観察される現象を正し
く理解できているか、生物学の知識･理解を適切に運用し、理
論的かつ明快な記述ができるか、また、生物学に関する課題を
自ら学修する態度をもっているかを評価の基準とする。

方法
　成績は各回のレポートの評点を合計して評価し、60点以上を
合格とする。欠席した場合には、欠席連絡の有無と理由によっ
て補講の実施を考慮する場合がある。

　このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よっ
て再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

福岡大学理学部地球圏科学科生物学分野編「生物学実習テキスト　第8版」
新幸印刷

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　対面授業の第一回に受講者を確認し座席の指定を行なうので、必ず出席
すること。
　各回の最初に実験の詳細な説明を行なうので、遅刻しないこと。

【各自準備するもの】
テキスト（提出用のレポート用紙を含んでいる）。定規。染色液などを使
用するので、白衣または汚れてもよい服装。スケッチ用にHの鉛筆。

【実習教室】
18号館3階　生物第1実習室(318)
実験や実習等に際しては，実験・実習中の万一の事故の備えとして「学研
災付帯賠償責任保険」に事前に加入することを推奨する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

スタートアップ授業
全体説明、スケッチ法の習熟練習

以降は毎週対面授業を行う。下記の中から、原則として1回に1テーマの実
験を行う。ただし、テーマによっては複数回にわたって行うことがある。
実験予定表は対面授業の第一回目に生物第1実習室の掲示板に掲示する。

・ 顕微鏡の使い方：光学顕微鏡の操作法、観察法の習熟練習

・ 実体顕微鏡の使い方：実体顕微鏡の操作法、観察法の習熟練習

・ 微生物の観察と分類：微生物の形態的特徴の観察および種の同定

・ 原形質分離の観察と浸透圧測定：植物細胞での原形質分離の観察に
よる細胞の浸透圧調節の解析

・ 植物組織の観察：植物の茎の徒手切片によ
　る維管束の光学顕微鏡観察

・ 動物の解剖：魚の解剖を通しての脊椎動物の内臓器官の観察

・ 動物組織の観察：動物の組織標本（小腸、腎臓、血液）を用いた組
織・器官の構成の光学顕微鏡観察

・ 動物の発生：カエルの胚発生の時の卵割と形態形成の過程を観察

・ 動物の行動：ダンゴムシの交替性転向反応を観察し、そのメカニズ
ムの考察

・ 体細胞分裂の観察：植物根端細胞での核分裂過程の光学顕微鏡観察

・ 減数分裂の観察：ショウリョウバッタ精巣での生殖細胞形成過程の
光学顕微鏡観察

・ ショウジョウバエの観察と飼育：ショウジョウバエの野生型と突然
変異個体の形態観察および次回実験のための準備飼育

・ 唾腺染色体の観察：ショウジョウバエ幼虫の唾腺染色体の光学顕微
鏡観察

・ 口腔粘膜上皮細胞の観察とDNAの抽出：口腔粘膜細胞からのDNA
の抽出

・ 大腸菌の形質転換：抗生物質耐性遺伝子とオワンクラゲ由来緑色蛍
光タンパク質遺伝子の大腸菌への導入

・ ショウジョウバエの遺伝学実験：ショウジョウバエの交配実験を通
しての古典的遺伝学の基本法則の理解

・ まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/xbdqli5zw8ewgop5wcpxv6muzf4ezkuf)



2023-S000009515-01生物学Ａ（生物の進化と細胞）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・４時限　　試験時間割：2023/08/01　１時限　　

景浦　宏

◎－－－　概要　－－－◎

生物学の基本である“進化生物学”、“細胞学”と“発生生物学”に
ついて学ぶ。進化生物学では、①生命の起源と進化について、細胞学
では、①細胞の構造と機能，発生生物学では①有性生殖と細胞の寿命
と②発生現象について解説する。本授業は講義形式で行い、毎時間1
つの話題について、パワーポイントでスライドを用いて説明する。以
下に内容を示す。
（１）進化生物学
　　①生物の起源と進化
・地球上の全ての生物が共通の祖先から生まれたこと。
・生物が地球環境の劇的変動による大絶滅を繰り返しながらも、現
在、約１億種にまで多様化していること。
・生物がまず、３つのドメインに分けられ，さらに、そのうちの真核
生物ドメインは４つの界に分けられること。
・多様化の要因としてエネルギー生産系の進化が重要であったこと。
（２）細胞学
　　①細胞の構造と機能
・生物が生命の最小単位である細胞からできていること。
・細胞には真核細胞と原核細胞があること。
・真核細胞には、様々な細胞小器官があること。
・それぞれの細胞小器官には独自の構造と機能があること。
・真核細胞の細胞小器官には異なる２つの起源があること。
（３）発生生物学
　　①有性生殖と細胞の寿命
・ほぼ全ての生物に性があること。
・多細胞生物では、体細胞に遺伝的な寿命が設定されたこと。
・有性生殖の意義を達成するために体細胞に寿命が設定されたこと。
・生殖細胞の精子や卵子の形成過程で寿命のリセットが起こること。
・iPS細胞では寿命のリセットと細胞分化のリセットが起こること。
　　②発生現象。。
・発生生物学の歴史は決定子説で始まったこと。
・減数分裂で個体間の遺伝子の交換が起こること。
・精子形成と卵形成によって世代がリセットされること。
以上の内容について説明する。
 また、授業時間内に、4回の4択で10問の簡単なミニテストをする予
定である。授業で用いたスライドは授業後にFU-boxに入れておくの
で、復習のために使ってほしい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

生命の起原と進化、細胞の構造と機能、有性生殖と細胞の寿命、発生
に関する知識を身につけ、正しく理解し、説明できる。(DP1-1)(知
識・理解)

進化生物学、細胞生物学、発生生物学の各分野を学び、広い視野を培
い、生物現象を多角的に見ることができる。(DP2-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習として、参考書として挙げた本などを事前に読み、授業の該当項
目についておおよその内容を知り、疑問点を明らかにしておく。(60
分)

復習として、授業後に、スライドやノートを参考にして、もう一度授
業内容をまとめ、分からない所を参考書やインターネットで調べ、内
容を理解し、説明できるようにする。(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
　生命の起源と進化、細胞の構造と機能、有性生殖と細胞の寿命、発
生に関する知識を身につけ、正しく理解し、説明できるかを評価の基
準とする。
方法
　授業中に実施するミニテスト4割、定期試験6割で評価し、60点以上
を合格とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

教科書は指定しない。授業後に、授業スライドをFU-boxに
置く。

◎－－－　参考書　－－－◎

ウイルソン生物の多様性Ⅰ　ISBN 4000055682
細胞の分子生物学　ISBN 4315513318

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業に出席し、授業をよく聞くこと。“細胞”について
は参考書やスライドを参考にして理解を深めること。重要
なキーワードについては、参考書やインターネットなどで
詳しく調べること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　イントロダクション：スタートアップ授業（生命の起
原）動画配信　
２　生物の進化と多様性（多様性の現状と保存）
３　生物の多様性の変遷（進化と大絶滅）
４　生物の系統と分類（５界説と３ドメイン説）
５　細胞の小区画化（細胞小器官の成立）
６　細胞小器官（役割分担）
７　ミトコンドリア（呼吸）
８　葉緑体（光合成）
９　エネルギー生産経路の進化（同化と異化）
10　有性生殖（遺伝子の組換え）
11　細胞の寿命（分裂回数の設定）
12　発生生物学の歴史（決定子説とその後）
13　減数分裂と精子形成（遺伝子の多様化）
14　卵形成（初期発生の準備）
15　受精（新ゲノムセットの形成）　　

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
tez0rxtge2fsgnbtwz4sqq5655m2v46b)



2023-S000009516-01生物学Ｂ（生物の進化と生き残り戦略）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・４時限　　試験時間割：2024/01/25　１時限　　

藍　浩之

◎－－－　概要　－－－◎

　約40億年前に海で誕生した生物は、長い時間をかけて複雑化
し、多様な種を生み出した。この過程で、生物は様々な地球環
境に適応するために、自身の形態を変化させ、機能を新たに作
り出し、進化を遂げてきた。その中で最も機能が複雑化した種
の一つが、我々ヒトHomo sapiensである。霊長類の一種から生
まれたヒトは、生活圏を広げるために二足歩行をするようにな
り、脳を巨大化する一方で、仲間と共同し、分業することで高
度な文明社会をつくり上げた。このヒトが生まれる過程は、
様々な生物が地球環境へ適応する過程で生じる現象を知る上で
良いモデルとなる。
　「生物学B」では、マクロな生命現象である進化、そして新
生代に哺乳動物が獲得した体内環境を最適に維持するしくみを
学ぶ。本講義は講義形式で実施し、前半では生命の進化の歴史
とそのしくみの概略を理解し、さらにヒトがどのように大型類
人猿から種分化し、ヒト特有の機能を持つようになったのかを
理解する。後半ではヒトを含む高等哺乳動物が地球上で生き残
りのために獲得した高度なシステム（内分泌系、自律神経系、
生体防御系）を理解する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地球の環境変化と生命の進化のしくみの関係を説明できる。
(DP1-1)(知識・理解)

ヒトがどのように類人猿から種分化し、ヒト特有の機能を持つ
ようになったか説明できる。(DP2-1)(知識・理解)

内分泌系、自律神経系、生体防御系のしくみを説明できる。
(DP2-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義資料を用いて復習し、わからないことは自分で調べること
（60分）。一連の講義はすべて関連しているので、復習をする
ことで次回の予習となる。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義内容をそれぞれ正確に理解し、説明できるかを、レポート
（1回：30％）および定期試験（70％）で評価する。なお、レ
ポートはパラグラフライティングで作成いただく。

◎－－－　テキスト　－－－◎

資料は、講義数日前までにFUboxで提供する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　FUboxで提供した資料を持参すること。講義では、この
資料に書かれていることだけでなく、様々な関連する内容
も講義するので、必ず出席してほしい。各自ノートを作成
すると良い。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.　「生物学B」で学んでほしいこと
（スタートアップ授業）
2.　生命の起源
3.　真核生物から多細胞生物への進化
4.　脊椎動物の進化　
5.　進化とは
6.　進化の解析法
7.　生殖的隔離
8.　レポートの書き方：パラグラフライティングとは？
9.　霊長類の進化
10.　類人猿からヒトへの進化
11.　内分泌系
12.　自律神経系
13.　生体防御～自然免疫～
14.　生体防御～獲得免疫～
15. 「生物学B」のまとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
cez6gr6nygwjtvyvfn32tqglcuu2zpus)



2023-S000009097-03統計「SE」（基礎的な概念とデータ処理）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

白石　修二

◎－－－　概要　－－－◎

本講義では、ノートPC等の持込み端末を活用します。　

何か現象を解き明かそうとするとき、問題にしている対象を
じっくりと観察することが重要です。

その観測や実験等によりデータを得たとき、データを整理し、
その特徴を明確にする必要があります。その１つの方法とし
て、図やグラフで表したりすることで、データ＝数字だけでは
分からなかったことが、視覚化で見えてきます。ここでExcel
を活用します。

この講義では、確率や統計についての基礎事項を学びます。ま
た、その知識を用いることで、推定や検定に応用できるように
なります。推定とは、例えば、大き鍋のスープの味（母集団）
を、小さなスプーンの味見（サンプル）で決定するようなもの
です。そのときに大きな鍋はよくかき混ぜます（ランダム）。

テキストに則して講義します。テキストの演習問題を解く事に
より、理解を深めることができます。授業の形式は、毎回前半
は講義、後半はExcel での演習を行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

統計の基礎的な知識を理解し、説明できる(DP1-1)(知識・理解)

身の回りの種々のデータをExcelで統計処理できる(DP2-1)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回のテキストの内容を予習しておくこと。(60分)

学習した内容を復習し、レポート問題を解くこと。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

レポート（5割）、定期試験（5割）で評価する。
試験に関しては、統計に出てくる言葉の意味を理解して、計算
できること。また、レポートに関しては、Excelでの統計デー
タ処理ができること。

◎－－－　テキスト　－－－◎

Excel統計入門第2版、白石修二著、森北出版
ISBN-10 : 462784302X
ISBN-13 : 978-4627843028

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

ノートPC等の持込み端末については、学科で推奨されたス
ペックのものが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　データの整理（スタートアップ授業）
２　データの特性値（代表値と散布度）
３　２変量データの分析
４　乱数
５　確率の概念と分析
６　確率変数と確率モデル
７　期待値と分散
８　復習
９　応用上重要な分布の例
10　離散型分布と連続型分布の例
11　２項分布
12　ポアソン分布
13　正規分布
14　推定、仮説検定の考え方　
15　まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/06rqhbyhxz06b1y06kfuvwfe51q9qjzy)



2023-S000009503-01統計入門（検定と推定）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/19　１時限　　

一木　輝久

◎－－－　概要　－－－◎

　データを整理しその特徴に基づいた説明を行うことは、他人
を説得する際に有効な手段となる。また意思決定をするために
は、下そうとしている判断がどれほど過去のデータと整合して
いるか、どれほど正しそうかを測る必要がある。本講義ではま
ず、データを整理、可視化してその特徴を捉えることに焦点を
おく記述統計を学ぶ。次に与えられたデータ（部分）と与えら
れうるデータ（全体）の関係性について議論する推測統計学の
基本事項について学ぶ。最後に、データの背景にある集団の性
質を調べるための手法である仮説検定と推定について学ぶ。具
体的には主に以下の内容を学ぶ。

・与えられたデータを整理し、その特徴を明らかにする方法を
学ぶ。特に、1次元および2次元のデータを表現するさまざまな
方法を学び、その特徴を理解する。
・母集団（全体）の性質がどのように標本（部分）に反映して
いるか、確率論を利用して調べる。
・仮説検定や推定といった母集団の性質を調べるための方法に
ついて基本事項を学ぶ。

授業の進め方や学習の方法
本授業は教員がレクチャー形式で行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

データを整理するための基礎的な知識を身につけ、それらを説
明できる。(DP1-1)(知識・理解)

グラフや表などを使ってデータを表現する基本的な技能を身に
つける。(DP1-1)(技能)

仮説検定や推定の基本的概念を理解し、説明することができ
る。(DP1-1)(知識・理解)

自らの関心と関連させて統計学を学び、多角的に物事を捉えよ
うとする姿勢をもつ。(DP2-1)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：教科書に目を通して次回の授業範囲を予習しておくこ
と。(30分)

復習：前回の講義ノートをよく読み、出てきた事柄の考え方を
身につけるように努めること。(30分)

復習：教科書内の前回の講義内容に対応する部分の演習問題を
自分の手で解いてみること。(45分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
データを整理する技能がどれほど習得できたか、基礎的知識が
どの程度身についたかなど、到達目標の達成状況を総合的に判
断して評価基準とする。また、学習内容を自らの関心と結びつ
けて考えているかを評価するため１回レポート課題を課す。

評価方法
レポート(30%)、定期試験(70%)により評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

統計学リテラシー，培風館，2021年，2200円，ISBN
978-4-563-01029-4, 田中勝, 藤木淳, 青山崇洋, 天羽隆史

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

統計の手法を自分で使えるようにするため、復習の時間に
必ず自分で演習問題を解いてみること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. スタートアップ授業(動画配信): 統計学の考え方
2. 1次元のデータとペナルティ
3. 1次元のデータの代表値
4. 1次元データの整理術
5. 1次元データの情報の分解と分散
6. 2次元データと散布図
7. 2次元データからのペナルティと回帰直線
8. 母集団という考え方
9. 確率と離散型確率変数
10. 大数の法則と母集団分布の出現
11. 連続型確率変数
12. 中心極限定理と正規母集団
13. 仮説検定
14. 推定
15. まとめと演習

※聴講者の理解状況を判断して進度を変更する場合があり
ます。

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
na1vjxndpburnf5zg8izs31u5p84p8nc)



2023-S000009503-02統計入門（もう一度、平均について考える。）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/27　１時限　　

杉万　郁夫

◎－－－　概要　－－－◎

　近年、統計分析を用いた記事・ニュースをテレビ・新聞・雑誌等で
目にする機会が増えている。また、統計分析の対象となる分野も自然
科学から、より日常生活との関連の深い人文・社会科学へと拡大し、
これからの社会人にとって、統計学の基礎知識を持つことは適切な社
会認識を形成する為に欠かせない要素になっている。一方、コン
ピュータの発達と普及により、殆どのコンピュータに用意されている
一般的なソフトウェアだけで基本的なデータ処理が可能になり、この
意味でも統計の考え方・手法を必要とする機会が多くなっている。
　この講義では、大別して、次の２つのテーマについて学ぶ。
(1)　まず、最も身近な代表値である平均値について再考し、次に、平
均値と併せて用いられる分散・標準偏差等のデータのばらつきを表す
統計値について学ぶ。ここでは、データのもつ情報の内容と量（内容
の価値の大きさ）という統計分析の基礎的観点からこれらの値を理解
することが目的となる。また、中央値や箱ひげ図についてもこれらと
対比して学び、様々な統計量の適切な使い分け方を身に付ける。
(2)　新聞の世論調査で、ある意見を支持する人の比率は調査した人の
52％であった。これを見て読者の多くは、世の中の52％の人が支持し
ていると考える。このように一部の調査結果から全体について類推す
るとき、52％という数値がどの位信頼できる値であるのか、支持が
50％より少ない可能性はどれだけあるのかといった問題を分析する方
法を学ぶ。
　特に、(2)で述べた推測統計の基礎となる確率や確率変数の理論は難
解である。この講義では、これらの問題について学ぶ際や、基本的な
統計学のアイデアを理解する場合にも、難しい数式による証明をでき
るだけ避けて、数値実験やデータ処理の実習を通じたより実用的な理
解を目指す。

授業の進め方
　授業は講義形式で行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

平均や中央値の基本的な意味を理解し、説明できる。(DP2-1)(知識・
理解)

データから読み取りたいことに応じて適切な分析を利用できる。
(DP2-1)(技能)

知りたいことのために、データを取ってみたいと思っている。
(DP1-1)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

復習：概要の(2)で述べた推測統計の理解には、概要の(1)で述べた統
計値の理解が前提となります、このように理解を積み重ねていきま
す。毎回、前回の授業内容を復習してください。(60分)

数回、課題を出しますので、そのときはレポート等を作成する。(30
分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準：到達目標の達成度です。
評価方法：定期試験の結果（70％）と、FUポータルから提出する
「サイコロを用いた中心極限定理の数値実験に関する課題レポート」
等の課題（30％）で評価する。定期試験では、講義内容に関する理解
度を問う設問だけでなく、この講義の一つの目的である統計に対する
問題意識に関する設問もある。統計学で用いられている数理や統計処
理の方法論よりも、用いるべき手法の選択とその結果として得られた
数値の持つ意味に対する解釈に重点がおかれることはいうまでもな
い。
　また、課題等の提出や資料の配付はFUポータルを用いるので、確
認する習慣をつけておくことが望ましい。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは使用しない。大学１・２年次生向けに書かれ
ているものであれば、どれでもよいと思う。
　また、各回の講義で用いる参考資料等は、基本的にFU
ポータルから配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

　講義の先を学ぶ為の参考書は数多いので、講義の中で紹
介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　統計を理解する最良の方法は、生のデータに関心を持つ
ことである。自分にとって興味あるデータを意識しながら
受講してほしい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　イントロダクション（スタートアップ授業）
　（統計の歴史と統計教育の現状）　
２　データの分布
　（現代におけるデータ記述の目的とは？）
３　中心を表す代表値
　（平均と中央値）
４　散布度を表す値
　（分散・標準偏差と分位範囲・平均偏差）
５　二つの統計学
　（分析の目的に応じた使い分け）
６　分析の進め方
　（情報を効率的に取り出す）
７　分布の形の分析
　（更なる分析の例と箱ひげ図）
８　データ平均の分布
　（サイコロによる数値実験）
９　中心極限定理
　（推測統計の基本定理）
10　正規分布
　（もっと役立つ結果を出せる設定）
11　仮説検定
　（仮説は否定するために立てる）
12　仮説検定
　（推測できることの限界を知る）
13　点推定
　（経験や直感は正しい）
14　区間推定
　（データを取る前に考える）
15　比率データの推測統計
　（比率と平均の類似点と相違）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/5mklaqtrvgsk0mibds8b3lpz1tplacrt)



2023-S000009503-03統計入門（検定と推定）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/27　１時限　　

藤木　淳

◎－－－　概要　－－－◎

はじめに、与えられたデータを処理するための記述統計学を学
ぶ。もう少し具体的には、1次元データに対して度数分布表・
ヒストグラム・箱ひげ図がどのように対応するかを学び、2次
元データに対しては共分散と散布図の関係、回帰直線の求め方
を学ぶ。次に、その記述統計学に確率論の知識を援用すること
で、未知の母集団に対して、その特性をよく表す量(母数と呼
ばれる)の推定、母数に関して述べられた仮説を検定する手法
を学ぶ。

講義形式

◎－－－　到達目標　－－－◎

1次元データの度数分布表・ヒストグラム・箱ひげ図、それら
の関係を理解している。(DP1-1)(知識・理解)

与えられた1次元データの度数分布表・ヒストグラム・箱ひげ
図が描ける。(DP1-1)(技能)

2次元データの共分散とその散布図の関係を理解している。
(DP2-1)(知識・理解)

与えられた2次元データの回帰直線の式を求めることができ
る。(DP2-1)(知識・理解)

確率変数と実現値の関係を理解している。(DP2-1)(知識・理解)

確率論と記述統計学の基本的な事実・概念を用いて、様々な母
数の推定が出来る。(DP1-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

課題を出すので、講義ノート・内容を良く復習して課題に取り
組むこと。(90分)

教科書、もしくは配られた講義資料に目を通して予習しておく
こと。(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験による評価 70% (到達目標に記した(1-6)の到達度を評
価の基準とする)

レポート課題を含めた平常点による評価 30% (到達目標に記し
た(1-6)の到達度を評価の基準とする)

◎－－－　テキスト　－－－◎

統計学リテラシー，培風館，ISBN 978-4-563-01029-4
C3033, 田中勝, 藤木淳, 青山崇洋, 天羽隆史

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

教科書で足りない部分に関しては、資料などを配布して補
う。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. スタートアップ授業(動画配信): 統計学の考え方
2. 1次元のデータとペナルティ
3. 1次元のデータの代表値
4. 1次元データの整理術
5. 1次元データの情報の分解と分散
6. 2次元データと散布図
7. 2次元データからのペナルティと回帰直線
8. 母集団という考え方
9. 確率と離散型確率変数
10. 大数の法則と母集団分布の出現
11. 連続型確率変数
12. 中心極限定理と正規母集団
13. 仮説検定
14. 推定
15. まとめと演習

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
cuq81z5hpg1rbh2sxxt8chxpoo1z6p7l)



2023-S000009503-04統計入門（推定と検定）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・３時限　　試験時間割：2023/07/27　１時限　　

日比野　雄嗣

◎－－－　概要　－－－◎

統計学は確率論よりもずっと早くに生まれましたが, 確率の出
現に伴い，標本論や予想または予測におけるデータ解析の基礎
についての尤もな結論を引き出すのに用いられるようになりま
した.
本授業では, こうした「数理統計学」の入門として，標本理
論・区間推定・仮説検定・カイ自乗検定について演習を交えな
がら講義形式で解説します.
講義は教科書を指定せずプリントに沿って進めますが，各自で
参考書などを使用して理解を深めることは大切なことです. 内
容的には，高校の数学Bの統計部分とかなり重複しますので，
高校の数学Bの教科書も参考になるでしょう.
確率論の内容を知っている方がこの講義を理解しやすいですが,
予備知識を何も仮定せずに基礎から講義します. ただし，数学
I・A程度の計算力は必要です.

◎－－－　到達目標　－－－◎

平均・分散の意味を理解する(DP1-1)(知識・理解)

区間推定ができるようになる(DP2-1)(技能)

仮説検定ができるようになる(DP2-1)(技能)

カイ自乗検定ができるようになる(DP2-1)(技能)

公式の適用条件を理解し使い分けることができる(DP2-1)(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回の授業内容を復習し、次回の受講に支障がないように専門
用語の意味を理解しておくこと(120分)

予習をする必要はありません(1分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標に沿って出題される定期試験の点数(100%)に基づいて
評価します。

試験は「持ち込み可」で行いますが，授業中に配布する「数
表」と「電卓」がないと解けません。これらは必ず持ち込む必
要があります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用しません。
プリントを配布し，それに沿って授業を進めます。

◎－－－　参考書　－－－◎

確率統計　ISBN 9784627055612
マグロウヒル大学演習シリーズ統計　　ISBN
9784895013376
看護学系の統計入門　ISBN 9784563008475

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

電卓(√のボタンがあるもの)が必要です. （携帯電話の電卓
アプリではいけません）
統計機能のある「関数電卓」だとより良いですが，関数電
卓の使用方法は自分で修得しておく必要があります.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.イントロダクション（スタートアップ授業）確率変数
2.平均・分散・標準偏差
3.度数分布表
4.標準正規分布
5.正規分布
6.母集団と標本
7.標本平均の分布
8.平均の区間推定(大標本理論)
9.平均の区間推定(小標本理論)
10.標準偏差・分散の区間推定
11.比率の区間推定
12.仮説検定
13.仮説検定(続き)
14.適合度検定
15.独立性検定

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
gk9brwjmlkco83cdfus0kwzpyr7ndntd)



2023-S000009503-05統計入門（推定と検定）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・４時限　　試験時間割：2024/01/19　１時限　　

日比野　雄嗣

◎－－－　概要　－－－◎

統計学は確率論よりもずっと早くに生まれましたが, 確率の出
現に伴い，標本論や予想または予測におけるデータ解析の基礎
についての尤もな結論を引き出すのに用いられるようになりま
した.
本授業では, こうした「数理統計学」の入門として，標本理
論・区間推定・仮説検定・カイ自乗検定について演習を交えな
がら講義形式で解説します.
講義は教科書を指定せずプリントに沿って進めますが，各自で
参考書などを使用して理解を深めることは大切なことです. 内
容的には，高校の数学Bの統計部分とかなり重複しますので，
高校の数学Bの教科書も参考になるでしょう.
確率論の内容を知っている方がこの講義を理解しやすいですが,
予備知識を何も仮定せずに基礎から講義します. ただし，数学
I・A程度の計算力は必要です.

◎－－－　到達目標　－－－◎

平均・分散の意味を理解する(DP1-1)(知識・理解)

区間推定ができるようになる(DP2-1)(技能)

仮説検定ができるようになる(DP2-1)(技能)

カイ自乗検定ができるようになる(DP2-1)(技能)

公式の適用条件を理解し使い分けることができる(DP2-1)(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回の授業内容を復習し、次回の受講に支障がないように専門
用語の意味を理解しておくこと(120分)

予習をする必要はありません(1分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標に沿って出題される定期試験の点数(100%)に基づいて
評価します。

試験は「持ち込み可」で行いますが，授業中に配布する「数
表」と「電卓」がないと解けません。これらは必ず持ち込む必
要があります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用しません。
プリントを配布し，それに沿って授業を進めます。

◎－－－　参考書　－－－◎

確率統計　ISBN 9784627055612
マグロウヒル大学演習シリーズ統計　　ISBN
9784895013376
看護学系の統計入門　ISBN 9784563008475

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

電卓(√のボタンがあるもの)が必要です. （携帯電話の電卓
アプリではいけません）
統計機能のある「関数電卓」だとより良いですが，関数電
卓の使用方法は自分で修得しておく必要があります.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.イントロダクション（スタートアップ授業）確率変数
2.平均・分散・標準偏差
3.度数分布表
4.標準正規分布
5.正規分布
6.母集団と標本
7.標本平均の分布
8.平均の区間推定(大標本理論)
9.平均の区間推定(小標本理論)
10.標準偏差・分散の区間推定
11.比率の区間推定
12.仮説検定
13.仮説検定(続き)
14.適合度検定
15.独立性検定

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
hq390efhdz4hn0sq3hyely7ue3fiwmv4)



2023-S000009503-06統計入門「MM」（検定と推定）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・３時限　　試験時間割：2024/01/17　１時限　　

一木　輝久

◎－－－　概要　－－－◎

　データを整理しその特徴に基づいた説明を行うことは、他人を説
得する際に有効な手段となる。また意思決定をするためには、下そ
うとしている判断がどれほど過去のデータと整合しているか、どれ
ほど正しそうかを測る必要がある。本講義ではまず、データを整
理、可視化してその特徴を捉えることに焦点をおく記述統計を学
ぶ。次に与えられたデータ（部分）と与えられうるデータ（全体）
の関係性について議論する推測統計学の基本事項について学ぶ。最
後に、データの背景にある集団の性質を調べるための手法である仮
説検定と推定について学ぶ。具体的には主に以下の内容を学ぶ。

・与えられたデータを整理し、その特徴を明らかにする方法を学
ぶ。特に、1次元および2次元のデータを表現するさまざまな方法を
学び、その特徴を理解する。
・母集団（全体）の性質がどのように標本（部分）に反映している
か、確率論を利用して調べる。特に、大数の法則や中心極限定理を
用いて母集団と標本の関係を理解する。
・仮説検定や推定といった母集団の性質を調べるための方法につい
て基本事項を学ぶ。

授業の進め方や学習の方法
本授業は教員がレクチャー形式で行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

データを整理するための基礎的な知識を身につけ、それらを説明で
きる。(DP1-1)(知識・理解)

グラフや表などを使ってデータを表現する基本的な技能を身につけ
る。(DP1-1)(技能)

確率論の視点から母集団と標本の関係について理解している。
(DP2-1)(知識・理解)

仮説検定や推定の基本的概念を理解し、説明することができる。
(DP1-1)(知識・理解)

自らの関心と関連させて統計学を学び、多角的に物事を捉えようと
する姿勢をもつ。(DP2-1)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：教科書に目を通して次回の授業範囲を予習しておくこと。
(30分)

復習：前回の講義ノートをよく読み、出てきた事柄の考え方を身に
つけるように努めること。(30分)

復習：教科書内の前回の講義内容に対応する部分の演習問題を自分
の手で解いてみること。(45分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
データを整理する技能がどれほど習得できたか、基礎的知識がどの
程度身についたかなど、到達目標の達成状況を総合的に判断して評
価基準とする。また、学習内容を自らの関心と結びつけて考えてい
るかを評価するため１回レポート課題を課す。

評価方法
レポート(30%)、定期試験(70%)により評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

統計学リテラシー，培風館，2021年，2200円，ISBN
978-4-563-01029-4, 田中勝, 藤木淳, 青山崇洋, 天羽隆史

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

統計の手法を自分で使えるようにするため、復習の時間に
必ず自分で演習問題を解いてみること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. スタートアップ授業(動画配信): 統計学の考え方
2. 1次元のデータとペナルティ
3. 1次元のデータの代表値
4. 1次元データの整理術
5. 1次元データの情報の分解と分散
6. 2次元データと散布図
7. 2次元データからのペナルティと回帰直線
8. 母集団という考え方
9. 確率と離散型確率変数
10. 大数の法則と母集団分布の出現
11. 連続型確率変数
12. 中心極限定理と正規母集団
13. 仮説検定
14. 推定
15. まとめと演習

※聴講者の理解状況を判断して進度を変更する場合があり
ます。

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
vjcqsvscsdgps1149oy0xo0hsjyavdfy)



2023-S000009503-07統計入門（検定と推定）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・３時限　　試験時間割：2023/07/27　１時限　　

藤木　淳

◎－－－　概要　－－－◎

はじめに、与えられたデータを処理するための記述統計学を学
ぶ。もう少し具体的には、1次元データに対して度数分布表・
ヒストグラム・箱ひげ図がどのように対応するかを学び、2次
元データに対しては共分散と散布図の関係、回帰直線の求め方
を学ぶ。次に、その記述統計学に確率論の知識を援用すること
で、未知の母集団に対して、その特性をよく表す量(母数と呼
ばれる)の推定、母数に関して述べられた仮説を検定する手法
を学ぶ。

講義形式

◎－－－　到達目標　－－－◎

1次元データの度数分布表・ヒストグラム・箱ひげ図、それら
の関係を理解している。(DP1-1)(知識・理解)

与えられた1次元データの度数分布表・ヒストグラム・箱ひげ
図が描ける。(DP1-1)(技能)

2次元データの共分散とその散布図の関係を理解している。
(DP2-1)(知識・理解)

与えられた2次元データの回帰直線の式を求めることができ
る。(DP2-1)(知識・理解)

確率変数と実現値の関係を理解している。(DP2-1)(知識・理解)

確率論と記述統計学の基本的な事実・概念を用いて、様々な母
数の推定が出来る。(DP1-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

課題を出すので、講義ノート・内容を良く復習して課題に取り
組むこと。(90分)

教科書、もしくは配られた講義資料に目を通して予習しておく
こと。(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験による評価 70% (到達目標に記した(1-6)の到達度を評
価の基準とする)

レポート課題を含めた平常点による評価 30% (到達目標に記し
た(1-6)の到達度を評価の基準とする)

◎－－－　テキスト　－－－◎

統計学リテラシー，培風館，ISBN 978-4-563-01029-4
C3033, 田中勝, 藤木淳, 青山崇洋, 天羽隆史

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

教科書で足りない部分に関しては、資料などを配布して補
う。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. スタートアップ授業(動画配信): 統計学の考え方
2. 1次元のデータとペナルティ
3. 1次元のデータの代表値
4. 1次元データの整理術
5. 1次元データの情報の分解と分散
6. 2次元データと散布図
7. 2次元データからのペナルティと回帰直線
8. 母集団という考え方
9. 確率と離散型確率変数
10. 大数の法則と母集団分布の出現
11. 連続型確率変数
12. 中心極限定理と正規母集団
13. 仮説検定
14. 推定
15. まとめと演習

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/40g4ddp7vb8aus5ql9hjts3eyfaber2l)



2023-S000009503-08統計入門「P-a」（検定と推定）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/17　１時限　　

藤木　淳

◎－－－　概要　－－－◎

はじめに、与えられたデータを処理するための記述統計学を学
ぶ。もう少し具体的には、1次元データに対して度数分布表・
ヒストグラム・箱ひげ図がどのように対応するかを学び、2次
元データに対しては共分散と散布図の関係、回帰直線の求め方
を学ぶ。次にデータ分析の手法のうち重回帰分析・主成分分析
の手法を学ぶ。最後に記述統計学に確率論の知識を援用するこ
とで、未知の母集団に対してその特性をよく表す量(母数と呼
ばれる)の推定、母数に関して述べられた仮説を検定する手法
を学ぶ。

講義形式

◎－－－　到達目標　－－－◎

1次元データの度数分布表・ヒストグラム・箱ひげ図、それら
の関係を理解している。(DP1-1)(知識・理解)

与えられた1次元データの度数分布表・ヒストグラム・箱ひげ
図が描ける。(DP2-2)(技能)

2次元データの共分散とその散布図の関係を理解している。
(DP2-1)(知識・理解)

与えられたデータに対して回帰分析、主成分分析を適用でき
る。(DP2-1)(技能)

重回帰分析や主成分分析をデータ分析の諸問題の解決に活かそ
うとする姿勢をもっている。(DP1-2)(態度・志向性)

確率変数と実現値の関係を理解している。(DP1-1)(知識・理解)

確率論と記述統計学の基本的な事実・概念を用いて、様々な母
数の推定が出来る。(DP1-2)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義ノート・内容を良く復習して課題に取り組むこと。(90分)

教科書、もしくは配られた講義資料に目を通して予習しておく
こと。(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験による評価 60% (到達目標に記した7つの到達度を評価
の基準とする)
レポート課題を含めた平常点による評価 40% (到達目標に記し
た7つの到達度を評価の基準とする)

◎－－－　テキスト　－－－◎

田中勝・藤木淳・青山崇洋・天羽隆史 共著『統計学と
データ解析の基礎』(学術図書出版社)
ISBN978-4-7806-1075-8

◎－－－　参考書　－－－◎

統計学リテラシー　ISBN 978-4-563-01029-4
田中勝・藤木淳・青山崇洋・天羽隆史 共著『統計学リテ
ラシー』(培風
館) ISBN 978-4-563-01029-4

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

教科書で足りない部分に関しては、資料などを配布して補
う。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. スタートアップ授業(統計学の考え方)
2. 母集団
3. 1次元のデータの損失と代表値
4. 1次元データの整理術
5. 2次元データの損失と回帰直線
6. 重回帰分析の手法
7. 重回帰分析の実習
8. 主成分分析の手法
9. 主成分分析の実習
10. 大数の法則と母集団分布の出現
11. 中心極限定理と正規母集団
12. 分布表の見方
13. 仮説検定
14. 推定
15. まとめと演習

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
txc41u3llvrn1qbq7as1eb925rmvanai)



2023-S000009503-09統計入門（検定と推定）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/27　１時限　　

一木　輝久

◎－－－　概要　－－－◎

　データを整理しその特徴に基づいた説明を行うことは、他人
を説得する際に有効な手段となる。また意思決定をするために
は、下そうとしている判断がどれほど過去のデータと整合して
いるか、どれほど正しそうかを測る必要がある。本講義ではま
ず、データを整理、可視化してその特徴を捉えることに焦点を
おく記述統計を学ぶ。次に与えられたデータ（部分）と与えら
れうるデータ（全体）の関係性について議論する推測統計学の
基本事項について学ぶ。最後に、データの背景にある集団の性
質を調べるための手法である仮説検定と推定について学ぶ。具
体的には主に以下の内容を学ぶ。

・与えられたデータを整理し、その特徴を明らかにする方法を
学ぶ。特に、1次元および2次元のデータを表現するさまざまな
方法を学び、その特徴を理解する。
・母集団（全体）の性質がどのように標本（部分）に反映して
いるか、確率論を利用して調べる。
・仮説検定や推定といった母集団の性質を調べるための方法に
ついて基本事項を学ぶ。

授業の進め方や学習の方法
本授業は教員がレクチャー形式で行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

データを整理するための基礎的な知識を身につけ、それらを説
明できる。(DP1-1)(知識・理解)

グラフや表などを使ってデータを表現する基本的な技能を身に
つける。(DP1-1)(技能)

仮説検定や推定の基本的概念を理解し、説明することができ
る。(DP1-1)(知識・理解)

自らの関心と関連させて統計学を学び、多角的に物事を捉えよ
うとする姿勢をもつ。(DP2-1)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：教科書に目を通して次回の授業範囲を予習しておくこ
と。(30分)

復習：前回の講義ノートをよく読み、出てきた事柄の考え方を
身につけるように努めること。(30分)

復習：教科書内の前回の講義内容に対応する部分の演習問題を
自分の手で解いてみること。(45分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
データを整理する技能がどれほど習得できたか、基礎的知識が
どの程度身についたかなど、到達目標の達成状況を総合的に判
断して評価基準とする。また、学習内容を自らの関心と結びつ
けて考えているかを評価するため１回レポート課題を課す。

評価方法
レポート(30%)、定期試験(70%)により評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

統計学リテラシー，培風館，2021年，2200円，ISBN
978-4-563-01029-4, 田中勝, 藤木淳, 青山崇洋, 天羽隆史

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

統計の手法を自分で使えるようにするため、復習の時間に
必ず自分で演習問題を解いてみること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. スタートアップ授業(動画配信): 統計学の考え方
2. 1次元のデータとペナルティ
3. 1次元のデータの代表値
4. 1次元データの整理術
5. 1次元データの情報の分解と分散
6. 2次元データと散布図
7. 2次元データからのペナルティと回帰直線
8. 母集団という考え方
9. 確率と離散型確率変数
10. 大数の法則と母集団分布の出現
11. 連続型確率変数
12. 中心極限定理と正規母集団
13. 仮説検定
14. 推定
15. まとめと演習

※聴講者の理解状況を判断して進度を変更する場合があり
ます。

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
lt3m90qfb9dgjr0qc11sjvexgbloh2i3)



2023-S000009503-10統計入門「P-b」（検定と推定）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/17　１時限　　

藤木　淳

◎－－－　概要　－－－◎

はじめに、与えられたデータを処理するための記述統計学を学
ぶ。もう少し具体的には、1次元データに対して度数分布表・
ヒストグラム・箱ひげ図がどのように対応するかを学び、2次
元データに対しては共分散と散布図の関係、回帰直線の求め方
を学ぶ。次にデータ分析の手法のうち重回帰分析・主成分分析
の手法を学ぶ。最後に記述統計学に確率論の知識を援用するこ
とで、未知の母集団に対してその特性をよく表す量(母数と呼
ばれる)の推定、母数に関して述べられた仮説を検定する手法
を学ぶ。

講義形式

◎－－－　到達目標　－－－◎

1次元データの度数分布表・ヒストグラム・箱ひげ図、それら
の関係を理解している。(DP1-1)(知識・理解)

与えられた1次元データの度数分布表・ヒストグラム・箱ひげ
図が描ける。(DP2-1)(技能)

2次元データの共分散とその散布図の関係を理解している。
(DP2-1)(知識・理解)

与えられたデータに対して回帰分析、主成分分析を適用でき
る。(DP2-1)(技能)

重回帰分析や主成分分析をデータ分析の諸問題の解決に活かそ
うとする姿勢をもっている。(DP1-2)(態度・志向性)

確率変数と実現値の関係を理解している。(DP1-1)(知識・理解)

確率論と記述統計学の基本的な事実・概念を用いて、様々な母
数の推定が出来る。(DP1-2)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義ノート・内容を良く復習して課題に取り組むこと。(90分)

教科書、もしくは配られた講義資料に目を通して予習しておく
こと。(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験による評価 60% (到達目標に記した7つの到達度を評価
の基準とする)
レポート課題を含めた平常点による評価 40% (到達目標に記し
た7つの到達度を評価の基準とする)

◎－－－　テキスト　－－－◎

田中勝・藤木淳・青山崇洋・天羽隆史 共著『統計学と
データ解析の基礎』(学術図書出版社)
ISBN978-4-7806-1075-8

◎－－－　参考書　－－－◎

統計学リテラシー　ISBN 978-4-563-01029-4
田中勝・藤木淳・青山崇洋・天羽隆史 共著『統計学リテ
ラシー』(培風
館) ISBN 978-4-563-01029-4

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

教科書で足りない部分に関しては、資料などを配布して補
う。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. スタートアップ授業(統計学の考え方)
2. 母集団
3. 1次元のデータの損失と代表値
4. 1次元データの整理術
5. 2次元データの損失と回帰直線
6. 重回帰分析の手法
7. 重回帰分析の実習
8. 主成分分析の手法
9. 主成分分析の実習
10. 大数の法則と母集団分布の出現
11. 中心極限定理と正規母集団
12. 分布表の見方
13. 仮説検定
14. 推定
15. まとめと演習

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
q8h0mi84fdajwtrmnd2dxvm2galoifqv)



2023-S000009507-01自然界と物質の化学（身近な現象から学ぶ化学）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/08/01　１時限　　

林田　修

◎－－－　概要　－－－◎

「身の回りの物質や現象」を題材にして、物質の化学という観
点からの講義を行います。はじめに、すべての物質の化学的性
質は，その物質の構成単位である微視的な粒子（原子・分子）
の性質によって決まるということを学びます。例えば、アサガ
オの花の色が部分的に変色する現象などは土壌が酸性か塩基性
かの化学的性質に関係していることを理解します。また、洗剤
やドライクリーニング溶剤を使った洗濯で汚れが落ちる理由を
化学の観点から理解し、環境にやさしい洗濯を実施するための
ヒントなどを学びます。その他にも、木の机、金属の鍋、陶器
やガラスの器、プラスチックの容器、紙のノート、天然繊維や
合成繊維の服など、多種類の材料がさまざまな用途に使われて
います。これら材料はすべて「原子・分子」から構成される物
質であり、材料の特徴を理解するためには、そのような原子や
分子がどのように結びついてできているかを化学の視点で考え
ることが大切です。化学の立場から身近な現象や身の回りの物
質を取り上げて、それらの本質に迫ることにより、疑問や不思
議を解き明かしていきます。授業はテキストと教員が作成した
講義資料を用いて講義形式で行います。毎回授業の最後には講
義内容の理解を高めるためにクイズ形式のレポートも実施しま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

自然界を構成する物質を知り、構造や性質などを理解する
(DP1-1)(知識・理解)

講義内容に基づいて、自然界の物質に対して化学的な視点から
気付くようになる(DP1-1)(技能)

自然界を構成する物質について興味を持ち、色々な角度から化
学的に理解できるようになる(DP2-1)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義内容をよく理解するために教科書の予習と復習を奨めま
す。次回の授業範囲を予習し、知らない用語の意味を理解して
おくこと(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

＜評価基準＞
身の回りにみられる現象や暮らしの中の物質に関して、化学の
基本的なしくみについて理解し、説明できるかを評価の基準と
する。
＜評価方法＞
毎回のレポートと定期試験の結果をもとに、到達目標に照らし
て評価する。
＜割合＞
レポート（20%）と定期試験（80%）を原則として評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

日本化学会編「化学、身近な現象・物質から学ぶ化学のし
くみ」（化学同人）
ISBN-10  :  4759810919
ISBN-13  :  978-4759810912

◎－－－　参考書　－－－◎

日本化学会編「化学ってそういうこと！」（化学同人）

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション（スタートアップ授業）（動画配
信）
2. 物質を粒子として見る
物質を構成する粒子など
3. 身の回りの物質を見てみる
原子・分子など
4. 物質を特徴づける性質を調べる
密度、融点、沸点など
5. 物質の状態を決める要因
微粒子の運動を直接観察するなど
6. すべての物質は原子からできている
周期表の読み方など
7. 物質中の原子はどう結びついているか
身の回りの化合物など
8. 分子は原子の結合によってできている
共有結合によるいろいろな分子など
9. 身近な現象から溶液の性質を学ぶ
溶液のおもしろい現象など
10. 化学反応とはどのような変化か
身の回りの化学反応など
11. 化学反応式を使って化学反応を表す
化学反応式のなりたちなど
12. 身の回りの酸と塩基を考える
酸性、塩基性の考え方など
13. 酸化と還元のしくみを考える
電子の動きから酸化と還元を考えるなど
14. 光を化学エネルギーに変える
身の回りの花の色など
15. まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/53271gukzx85ze19k3oy0w5uaobdhzy5)



2023-S000009507-02自然界と物質の化学（分子構造から俯瞰した機能性物質と我々との関わり）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・３時限　　試験時間割：2023/08/01　１時限　　

柘植　顕彦

◎－－－　概要　－－－◎

近年の科学技術の進展は著しく、その進歩は数学・物理学・化
学・生物学などの多様な分野の密接な関わりによって初めて可能
になると言っても過言ではありません。　その中でも、物質の性
質を明らかにする学問である「化学」は各分野の橋渡し的存在で
あるため、非常に重要な学問領域です。　特に、「化学」を介し
て物質を構成している分子を理解することは、理学・工学はもと
より医学・薬学、農学など実に広い分野にわたり必要な基礎的事
項です。　たとえば、エレクトロニクス、新素材や高機能性物質
などの現代科学技術の先端領域のいずれにおいても、新規物質な
どの設計・創製は、分子レベルや分子集合体レベルで行われてい
ます。　この授業では、分子の成り立ちを理解し、それらが現代
文明を支える様々な機能性物質として働くメカニズムを理解する
とともに、このような人間が創製した物質と自然界との関わりに
ついて学ぶことを目的としています。　具体的には、分子、特に
有機分子の成り立ちを電子の特性から理解し、それらと関連付け
ながら、身の回りの多様な物質の性質を理解します。　さらに、
自然界に及ぼす影響についても、物質の特性の観点からの理解を
深めます。　授業は市販の教科書は使用せず、教員が作成した講
義資料に基づいて行います。　また、理解を深める目的で、授業
後半に簡単な小テストを数回実施します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

分子の構造、特性等を原子の電子構造に基づいて理解できる基礎
的な知識を習得する。(DP1-1)(知識・理解)

化学の視点から分子、及び機能性物質の成り立ちについて自ら学
ぶための技能を身につける。(DP1-2)(技能)

現在の文明社会を支えている多様な機能性物質の特性等を、多角
的な分野（視点）から理解できる。(DP2-1)(知識・理解)

人類が創製した多種多様な物質と自然界との関わりについて、十
分な知識を獲得し、地球環境全般に対して多様な価値観から判断
できる技能を習得する。(DP2-2)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業内容のキーワードを取り上げ、その周辺事項を調べる。(45
分)

授業内容で特に関心を持ったことを取り上げ、さらに深く調べ
る。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験の成績と小テストの成績によって評価します。　なお、
定期試験の成績を９０％、小テストの成績を１０％の割合で評価
します。
評価基準は、以下の４点です。
１）分子の構造、特性等を原子の電子構造に基づいて理解してい
るか。　
２）化学の視点から分子、及び機能性物質の成り立ちに関する基
礎的な事項を理解しているか。　
３）現在の文明社会を支えている多様な機能性物質の特性を基本
的な分子の構造、及び性質から説明できるか。　
４）人類が創製した多種多様な物質と自然界との関わりについ
て、十分な知識を獲得しているか。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に使用しません。

◎－－－　参考書　－－－◎

基礎化学　化学教科書研究会　編　ISBN
978-4-7598-0803-2
有機工業化学　川瀬毅著　三共出版　ISBN
978-4-7827-0732-6

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

基本的に講義形式で行いますが、質問や疑問点はメールで
も受け付けます。　講義中に、知らない語句や理解できな
い項目があれば、すぐに確認しておいてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：イントロダクション（スタートアップ授業）
第２回：序論と原子の成り立ち
第３回：化学結合と分子
第４回：分子の特性　Ⅰ
第５回：分子の特性　Ⅱ
第６回：石油化学
第７回：高分子材料
第８回：油脂、界面活性剤
第９回：染料、色素
第１０回：液晶、液晶ディスプレイ材料
第１１回：地球環境問題　Ⅰ
第１２回：地球環境問題　Ⅱ
第１３回：エネルギーと環境問題
第１４回：まとめと復習（第２回～第７回分）
第１５回：まとめと復習（第８回～第１３回分）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
v92i6dk3rj2k5n7qf1ffsyu64xvcyp1d)



2023-S000009507-03自然界と物質の化学（ヒトを理解するためのバイオロジー）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・１時限　　試験時間割：2023/08/01　１時限　　

小柴　琢己

◎－－－　概要　－－－◎

ヒトの体は約60兆個の細胞の集まりにより構成されており、非
常に複雑かつ巧妙に制御されている。本講義では、ヒトはどの
ような生き物かを理解するために、その構成物質である核酸、
タンパク質、リン脂質などの生体高分子の役割を知り、その先
の細胞・組織・器官・個体への繋がりについて見ていく。第一
部（２～５）では、遺伝子を中心としたセントラルドグマにつ
いて学び、第二部（７～１１）では、細胞内のオルガネラ、特
にミトコンドリアの機能について解説する。第三部（1３～１
５）では、高次生命機能としての免疫について学ぶ。本講義
は、講義形式ではなくアクティブラーニング形式の講義を行う
ために、必ず受講者が毎回発言（コメントや質疑）することが
求められる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ヒトにまつわる生命現象の基礎的な知識(DP1-1)(知識・理解)

さまざまな分野の諸学問への理解(DP2-1)(知識・理解)

他者・異文化・異文脈との接点を通じて培う態度・志向性
(DP2-2)(態度・志向性)

責任ある発言・行動の基礎となる知識(DP3-1)(知識・理解)

さまざまな人々の関係構築に貢献する技能(DP4-2)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

該当するテキストの範囲を事前に把握しその内容に関して予習
をしておくこと（疑問点等を整理しておく）。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①　評価方法
定期試験、及び講義内の質疑応答（参加者全員が必ず一回は発
言すること）
②　評価基準
定期試験では、講義内で扱った生命現象の理解度を確認する。
また、各講義内では出席者全員に対してその都度、アクティブ
ラーニング形式の対話を行い、その応答も成績として評価とす
る。
③　割合
原則として、定期試験を5割、講義内における質疑応答を５割
とした総合評価で行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

ヒトを理解するための生物学（裳華房）
ISBN 978-4-7853-5242-4

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

必ず授業に出席し、質疑応答を積極的に行い、定期試験は
必ず受験すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 本講義を学ぶ上での基本事項の解説（スタートアップ授
業）
2. 遺伝子について
3. セントラルドグマの仕組み
4. 遺伝子の複製
5. 遺伝子の転写・翻訳
6. 2～5のまとめ
7. 細胞の仕組み
8. オルガネラの種類
9. ミトコンドリアの機能　①
10. ミトコンドリアの機能　②
11. ミトコンドリアの機能と病気
12. ７～11のまとめ
13. ウイルスとは
14. 免疫機能　①
15. 免疫機能　②

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
cnf7atck3a0dx1z40n9ubshnt8r7jyw8)



2023-S000009507-04自然界と物質の化学（化学の視点で身の回りを眺めてみよう）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/08/01　１時限　　

弟子丸　正伸

◎－－－　概要　－－－◎

この世界・地球・宇宙を構成するすべてのものは、さまざまな
物質でかたち作られている。しかし、それらの物質がどのよう
な原子がどのように組み合わさってできているのかを、私たち
の目で見ることはできない。その目に見えない世界を明らかに
し、どのような構造の分子がどのような性質や特徴を示すのか
を追究するのが、化学という学問である。
本講義では、まず物質を構成する最も小さな単位である原子の
構造について、さらに原子が結びついて分子を形成するしくみ
について解説する。それらの具体的な例としては、地球そのも
の、すわなち岩石・土壌・化石燃料を構成する物質および水に
注目する。特に、私たちにもっとも身近で不可欠な水の特徴的
な性質について、その分子構造と関連づけて学ぶ。さらに、化
石燃料を構成する炭化水素を例に挙げながら、炭素原子が多様
な化学結合によりさまざまな化合物を形成するしくみについて
学ぶ。
また、天然資源を原料として化学構造の改変により開発された
新素材についても紹介する予定である。これらの中には、元来
の特性を活かしつつ、あるいはまったく新しい性質の獲得を目
指して開発されたものがあるが、いずれも化学構造から各々の
素材がもつ特性を理解することができる。
主要な元素が化合物を形成するしくみについて理解した上で、
化合物名の命名の規則や、化学構造を簡略化して表記する方法
についても解説する。それらを通して化学という学問に触れる
ことで、新しい言語で話すような、パズルを解くような面白さ
も知ることができるだろう。
本授業は主にパワーポイントと事前配布する資料を用いた講義
形式で実施する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

自然界や環境を構成する物質の種類や構造を知り、性質などを
理解する。(DP1-1)(知識・理解)

講義で学んだことを思い起こしながら、身の回りの化学物質に
気付くようになる。(DP2-1)(技能)

日常的に身の回りの化学物質について興味を持ち、検索したり
調べたりして理解できるようになる。(DP2-1)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義前には、前回のノートおよび配布された 資料の図表に目を
通して概要を把握し、疑問点を明確にしておくこと(15分)

講義後には、再度テキストを読んでノートの不足部分を補うと
ともに、課題が出題された場合には解答しておくこと(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・毎回の講義で課される課題（小テスト）への取り組み・解答
状況に対する評価（30%）
・8回目の講義時に課されるレポート課題への取り組み・内容
に対する評価（30%）
・定期試験の評点（40%）

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用せず、板書およびプリント配布や画像・動
画などにより講義を進める。

◎－－－　参考書　－－－◎

化学　入門編　～身近な現象・物質から学ぶ化学のしくみ
　ISBN 978-4-7598-1091-2
身のまわりの化学　ISBN 978-4-7598-1480-4
その他の推奨に値する参考書について、講義中に紹介する
場合がある。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業は板書を主体として進めるため、効率よいノートテ
イクを通して内容の理解に努めること。
・単元ごとに内容確認のために小テストを実施する。記憶
をたどりノートや資料を参照しながら自力で解答を導くス
キルを養うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション：スタートアップ授業（動画配信）
2. 原子・分子とは何か？
3. 原子の構造(1) 原子核と電子
4. 原子の構造(2) 原子を構成する電子
5. 周期表のしくみ
6. 化学結合 -原子どうしの結び付き-
7. さまざまな化学結合(1) 共有結合
8. さまざまな化学結合(2) 水素結合など
9. 分子ができるときのルール
10. 物質の構造の書き表し方(1)
11. 物質の構造の書き表し方(2)
12. 化合物の名前の付け方(1)
13. 化合物の名前の付け方(2)
14. 異性体
15. 総括と質問対応

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
cslpecx3x4x23lbgqzifn9ga5ueil4po)



2023-S000009507-05自然界と物質の化学（化学の視点で身の回りを眺めてみよう）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・２時限　　試験時間割：2023/08/01　１時限　　

弟子丸　正伸

◎－－－　概要　－－－◎

この世界・地球・宇宙を構成するすべてのものは、さまざまな
物質でかたち作られている。しかし、それらの物質がどのよう
な原子がどのように組み合わさってできているのかを、私たち
の目で見ることはできない。その目に見えない世界を明らかに
し、どのような構造の分子がどのような性質や特徴を示すのか
を追究するのが、化学という学問である。
本講義では、まず物質を構成する最も小さな単位である原子の
構造について、さらに原子が結びついて分子を形成するしくみ
について解説する。それらの具体的な例としては、地球そのも
の、すわなち岩石・土壌・化石燃料を構成する物質および水に
注目する。特に、私たちにもっとも身近で不可欠な水の特徴的
な性質について、その分子構造と関連づけて学ぶ。さらに、化
石燃料を構成する炭化水素を例に挙げながら、炭素原子が多様
な化学結合によりさまざまな化合物を形成するしくみについて
学ぶ。
また、天然資源を原料として化学構造の改変により開発された
新素材についても紹介する予定である。これらの中には、元来
の特性を活かしつつ、あるいはまったく新しい性質の獲得を目
指して開発されたものがあるが、いずれも化学構造から各々の
素材がもつ特性を理解することができる。
主要な元素が化合物を形成するしくみについて理解した上で、
化合物名の命名の規則や、化学構造を簡略化して表記する方法
についても解説する。それらを通して化学という学問に触れる
ことで、新しい言語で話すような、パズルを解くような面白さ
も知ることができるだろう。
本授業は主にパワーポイントと事前配布する資料を用いた講義
形式で実施する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

自然界や環境を構成する物質の種類や構造を知り、性質などを
理解する。(DP1-1)(知識・理解)

講義で学んだことを思い起こしながら、身の回りの化学物質に
気付くようになる。(DP2-1)(技能)

日常的に身の回りの化学物質について興味を持ち、検索したり
調べたりして理解できるようになる。(DP2-1)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義前には、前回のノートおよび配布された 資料の図表に目を
通して概要を把握し、疑問点を明確にしておくこと(15分)

講義後には、再度テキストを読んでノートの不足部分を補うと
ともに、課題が出題された場合には解答しておくこと(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・毎回の講義で課される課題（小テスト）への取り組み・解答
状況に対する評価（30%）
・8回目の講義時に課されるレポート課題への取り組み・内容
に対する評価（30%）
・定期試験の評点（40%）

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用せず、板書およびプリント配布や画像・動
画などにより講義を進める。

◎－－－　参考書　－－－◎

化学　入門編　～身近な現象・物質から学ぶ化学のしくみ
　ISBN 978-4-7598-1091-2
身のまわりの化学　ISBN 978-4-7598-1480-4
その他の推奨に値する参考書について、講義中に紹介する
場合がある。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業は板書を主体として進めるため、効率よいノートテ
イクを通して内容の理解に努めること。
・単元ごとに内容確認のために小テストを実施する。記憶
をたどりノートや資料を参照しながら自力で解答を導くス
キルを養うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション：スタートアップ授業（動画配信）
2. 原子・分子とは何か？
3. 原子の構造(1) 原子核と電子
4. 原子の構造(2) 原子を構成する電子
5. 周期表のしくみ
6. 化学結合 -原子どうしの結び付き-
7. さまざまな化学結合(1) 共有結合
8. さまざまな化学結合(2) 水素結合など
9. 分子ができるときのルール
10. 物質の構造の書き表し方(1)
11. 物質の構造の書き表し方(2)
12. 化合物の名前の付け方(1)
13. 化合物の名前の付け方(2)
14. 異性体
15. 総括と質問対応

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
wqcv7scuzzzsva8gw1pnt74mxb87z06n)



2023-S000009507-06自然界と物質の化学（分子構造から俯瞰した機能性物質と我々との関わり）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/08/01　１時限　　

柘植　顕彦

◎－－－　概要　－－－◎

近年の科学技術の進展は著しく、その進歩は数学・物理学・化
学・生物学などの多様な分野の密接な関わりによって初めて可能
になると言っても過言ではありません。　その中でも、物質の性
質を明らかにする学問である「化学」は各分野の橋渡し的存在で
あるため、非常に重要な学問領域です。　特に、「化学」を介し
て物質を構成している分子を理解することは、理学・工学はもと
より医学・薬学、農学など実に広い分野にわたり必要な基礎的事
項です。　たとえば、エレクトロニクス、新素材や高機能性物質
などの現代科学技術の先端領域のいずれにおいても、新規物質な
どの設計・創製は、分子レベルや分子集合体レベルで行われてい
ます。　この授業では、分子の成り立ちを理解し、それらが現代
文明を支える様々な機能性物質として働くメカニズムを理解する
とともに、このような人間が創製した物質と自然界との関わりに
ついて学ぶことを目的としています。　具体的には、分子、特に
有機分子の成り立ちを電子の特性から理解し、それらと関連付け
ながら、身の回りの多様な物質の性質を理解します。　さらに、
自然界に及ぼす影響についても、物質の特性の観点からの理解を
深めます。　授業は市販の教科書は使用せず、教員が作成した講
義資料に基づいて行います。　また、理解を深める目的で、授業
後半に簡単な小テストを数回実施します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

分子の構造、特性等を原子の電子構造に基づいて理解できる基礎
的な知識を習得する。(DP1-1)(知識・理解)

化学の視点から分子、及び機能性物質の成り立ちについて自ら学
ぶための技能を身につける。(DP1-2)(技能)

現在の文明社会を支えている多様な機能性物質の特性等を、多角
的な分野（視点）から理解できる。(DP2-1)(知識・理解)

人類が創製した多種多様な物質と自然界との関わりについて、十
分な知識を獲得し、地球環境全般に対して多様な価値観から判断
できる技能を習得する。(DP2-2)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業内容のキーワードを取り上げ、その周辺事項を調べる。(45
分)

授業内容で特に関心を持ったことを取り上げ、さらに深く調べ
る。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験の成績と小テストの成績によって評価します。　なお、
定期試験の成績を９０％、小テストの成績を１０％の割合で評価
します。
評価基準は、以下の４点です。
１）分子の構造、特性等を原子の電子構造に基づいて理解してい
るか。　
２）化学の視点から分子、及び機能性物質の成り立ちに関する基
礎的な事項を理解しているか。　
３）現在の文明社会を支えている多様な機能性物質の特性を基本
的な分子の構造、及び性質から説明できるか。　
４）人類が創製した多種多様な物質と自然界との関わりについ
て、十分な知識を獲得しているか。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に使用しません。

◎－－－　参考書　－－－◎

基礎化学　化学教科書研究会　編　ISBN
978-4-7598-0803-2
有機工業化学　川瀬毅著　三共出版　ISBN
978-4-7827-0732-6

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

基本的に講義形式で行いますが、質問や疑問点はメールで
も受け付けます。　講義中に、知らない語句や理解できな
い項目があれば、すぐに確認しておいてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：イントロダクション（スタートアップ授業）
第２回：序論と原子の成り立ち
第３回：化学結合と分子
第４回：分子の特性　Ⅰ
第５回：分子の特性　Ⅱ
第６回：石油化学
第７回：高分子材料
第８回：油脂、界面活性剤
第９回：染料、色素
第１０回：液晶、液晶ディスプレイ材料
第１１回：地球環境問題　Ⅰ
第１２回：地球環境問題　Ⅱ
第１２回：エネルギー問題
第１３回：エネルギーと環境問題
第１４回：まとめと復習（第２回～第７回分）
第１５回：まとめと復習（第８回～第１３回分）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
pj5oqkp30etzdk3mnf4mg9uzv9mrj2zi)



2023-S000009507-08自然界と物質の化学（生命を支えるタンパク質について理解する）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・２時限　　試験時間割：2023/08/01　１時限　　

佐藤　貴弘

◎－－－　概要　－－－◎

　「タンパク質」と聞くと，肉や卵に含まれる栄養素としての姿
をイメージすることが多いと思います．しかし，タンパク質は単
なる栄養素ではなく，皮膚や髪の毛，筋肉などを作って成長を促
したり，脳の発達に影響を及ぼすなど，自身の身体をつくるため
に必要なものです．また，ホルモンのように代謝を調節する物質
や，病原体の排除に働く物質の材料にもなることから，タンパク
質が健康を維持するためにも不可欠な存在であることがわかりま
す．ヒトの体内にはおよそ１０万種類ものタンパク質が存在して
おり，このように多彩な機能を示すことで生命を支えているので
す．
　一方で，私たちはタンパク質を利用して豊かな生活を実現して
います．その利用範囲は，絹糸や洗剤，がんの治療薬に至るまで
多岐にわたることから，タンパク質の利用なくして現代の生活は
成り立たないといっても過言ではありません．
　これらのことから，自分自身を知るとともに，より利便性の高
い生活を営むために，生命を支えるタンパク質について理解する
ことが大切です．

　「自然界と物質の化学」では，まず，タンパク質を構成する元
素を知り，細胞，組織，個体の成り立ちを理解します．そして，
食欲や肥満を調節するしくみなどを例として，身体の中でタンパ
ク質がどのように働くのかについて学びます．また，パーマがか
かるしくみなどを例として，生活の中でタンパク質がどのように
利用されているのかについても学んでいきます．講義の後半で
は，タンパク質の機能を改変する技術や，それに伴う責任・倫理
までを紹介し，タンパク質が私たちの未来をどう拓いていくのか
についても学んでいきます．

◎－－－　到達目標　－－－◎

タンパク質の構成成分を知り，生命活動に必要なタンパク質には
どのような種類や特徴があるのかを理解する．(DP1-1)(知識・理
解)

生命活動や日々の生活において，タンパク質がどのような役割を
担っているのかを説明できるようになる．(DP1-1)(技能)

ニュースで取り上げられた自然科学に関する記事に興味を持ち，
自ら調べることによって理解を深めることができる．(DP2-1)(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

【予習】 講義は連続性が高いので，前回までの講義で学んだ用語
や内容について説明できるようにして下さい．(30分)

【復習】 当日の講義内容を自らの言葉で簡潔に説明できるように
して下さい ．(15分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

【評価基準】
自然界，特に生体内で働くタンパク質の成り立ちや機能，社会と
の関わりを理解し，説明できるかを評価の基準とする．
 
【評価方法と割合】
随時行う小テスト（40％）と，定期試験（60％）の結果を基に評
価する．

◎－－－　テキスト　－－－◎

北口哲也，塚原伸治，坪井貴司，前川文彦 著「みんなの
生命科学（2015年発行）」，化学同人，¥3,080（税込），
ISBN：978-4-7598-1811-6

※ 講義はテキストを用いて基礎的な内容を学びつつ，配
布資料によって発展的な内容の理解を深めていきます．

◎－－－　参考書　－－－◎

「どうして心臓は動き続けるの?：生命をささえるタンパ
ク質のなぞにせまる」　ISBN 978-4-7598-1981-6
※ 参考書の購入は必須ではありません．

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業に関する連絡事項は「福大大学 ＦＵポータル」にて
行います．講義の前に閲覧し，配布資料などがある場合に
は各自ダウンロード・印刷しておいて下さい．

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. スタートアップ授業「多彩なタンパク質の姿を知る」
（動画配信）
2. 生物の起源と物質
3. 生物の基本単位「細胞」の構造と機能
4. 細胞を構成する生体分子「核酸・タンパク質・糖質・脂
質」
5. タンパク質を構成する分子「アミノ酸」
6. タンパク質の形と機能
7. 細胞の中のタンパク質
8. 前半の総括
9. 暮らしの中のタンパク質
10. 食欲の調節とタンパク質
11. 肥満の調節とタンパク質
12. 病気から身を守るタンパク質
13. タンパク質と創薬
14. タンパク質が拓く未来
15. 後半の総括
※ 理解度によって授業計画を若干変更する場合がありま
す．

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
by1s07lh6rmf90v2ibgnon6u41iu9fys)



2023-S000009507-91自然界と物質の化学「BB」（化学を通して自然を考える）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・二部１時限　　試験時間割：2023/07/27　夜１限　　

長洞　記嘉

◎－－－　概要　－－－◎

　化学とは物質を基本とした学問であり、物質の組成や性質・
構造、反応の理解を基軸にしています。この授業では、様々な
物質を取り上げ、現代社会と物質の関わりを考えます。さら
に、現代の生活での化学の役割を学びます。特に、日常生活で
使用している「衣・食・住」に関わるものを例にしながら、化
学の基礎知識を学ぶと同時にその性質や特徴を化学的な視点か
ら学習します。これからの化学の役割についても考え、環境問
題やエネルギー問題、医療や健康についても学びます。この講
義を通して、身近にある物質や現象を化学的な視点から考える
力を身につけます。
　授業は、教員が作成した資料を使用し講義形式で行います。
毎回の授業内容を確認するために小テストを行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

身近にある様々な物質の基礎的知識を理解し、説明することが
できる。(DP1-1)(知識・理解)

自然界と化学の関わりを理解し、説明することができる。
(DP1-1)(知識・理解)

社会の諸問題を化学的な観点で理解し、それらを自らの言葉で
説明できる。(DP2-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

配布資料で次回の授業内容を予習し、わからない用語などを調
べておくこと。(60分)

授業後は講義の要点を復習し、内容の理解を深めること。(60
分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準：身近にある様々な物質の基本的知識を理解し、
それら内容を説明できるか（到達目標１）、自然界と化学の関
わりを自分の言葉で説明できるか（到達目標２）、社会の諸問
題を化学的な観点で理解し、それらを説明できるか（到達目標
３）を評価の基準とする。
成績評価方法：授業中に行う小テストを20％（到達目標１～３
の到達度評価）および定期試験を80%（到達目標１～３の到達
度評価）として、総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

配布資料を用いて講義を進めます。

◎－－－　参考書　－－－◎

身の回りの製品の化学に関する事項については、平易な内
容の一般向けの本を読むことを推奨します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１．授業で取り上げた内容を深く理解するために、用語や
化学的な事象をインターネットなどで調べてください。
２．授業では、スマートフォンやタブレット端末・ノート
パソコンなどを使用し、小テストを行います。いずれかを
持参してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回  スタートアップ授業（動画と資料：授業の進め方に
ついて、化学の基礎を学ぶ意義について）
第2回　社会と化学の関わり
第3回　食の化学(1)：糖類
第4回　食の化学(2)：アミノ酸とタンパク質
第5回　食の化学(3)：油脂・炭水化物
第6回　食の化学(4)：ビタミンとホルモン
第7回　衣の化学(1)：天然繊維
第8回　衣の化学(2)：合成繊維
第9回　住の化学(1)：金属・セラミックス
第10回　住の化学(2)：プラスチック・ゴム
第11回　化石資源・染色・機能性高分子材料
第12回　環境問題(1)：公害・ごみ・リサイクル
第13回　環境問題(2)：エネルギー・発電
第14回　環境問題(3)：環境変動・医療・健康
第15回　授業全体のふりかえり

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/6odxvs84kjdwdzvd48o7rw6tgx54ipgi)



2023-S000009519-01自然科学と人間（地球環境の成り立ちと変遷）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・１時限　　試験時間割：2024/01/23　３時限　　

桑原　義博

◎－－－　概要　－－－◎

　地球は、人類を含む生命が生存することができる特異で唯一
の惑星である。この授業では、その地球の環境をつくっている
固体地球・気圏・水圏の構造、組成、活動に関する基礎知識を
学ぶとともに、地球がたどってきた気候・環境の変遷について
も学習する。前半は、現在の地球環境システムを形成する固体
地球、気圏、水圏の各々の構造、組成、活動にスポットを当て
る。後半は、地球上で生活する我々人類（人間）に密接に関係
する現在の地球の気候システムを理解するとともに、異なる時
間スケールの観点から、過去に起きた気候・環境変動の現象と
原因について学ぶ。
　この授業は、事前に配布した講義資料に沿って、教員がパ
ワーポイントのスライド資料を用いながら説明を加えていくよ
うな講義形式で行う。この講義を通じて、私たちが住んでいる
地球の外観を知り、地球環境の過去・現在・未来について考え
る機会になることを望んでいる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

人類（人間）が生存可能な惑星地球についての基礎知識を習得
する。(DP1-1)(知識・理解)

科学的な視点で図表を読み取り、データを整理しまとめる力を
身につける。(DP1-1)(技能)

過去、現在、未来、且つ、異なる時間スケールの観点から、地
球の気候・環境変動の原因や問題について考え、理解する力を
身につける。(DP2-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：事前に参考書などを用いて学習内容を調べるなどして予
習しておくこと。(30分)

復習：講義後は、ノート、プリントを整理して復習すること。
講義中に興味・関心を持った事象について、参考書などを用い
て更なる学習を行うこと。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準：惑星「地球」の各システムについての基礎知識
を習得したか、様々な時間スケールでの地球の気候・環境変動
の実態と原因について理解できたか、科学的な視点で図表を読
み取る力を身につけたかなど、到達目標に対してどの程度でき
ているかを基準とする。
評価方法：定期試験（80％）と授業内で行う小テスト（20％）
の結果から評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

適宜、プリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

「新しい地球惑星科学」西山忠男・吉田茂生共編著、培風
館、2019年出版、ISBN978-4-563-02522-9
「地球科学入門」酒井治孝著、東海大学出版会、2016年出
版、ISBN978-4-486-02099-8

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　本講義を受講するにあったては高校理科程度の予備知識
を持っていることが望ましいが、必須条件ではない。講義
は、パワーポイントスライドを用いて進行する。各自、ス
ライドを見るだけでなく、ノート等で内容を書き留めるよ
うに努めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　スタートアップ授業：授業の概要・計画
２　太陽系と地球(1) 恒星と太陽
３　太陽系と地球(2) 太陽系の惑星と地球
４　プレートテクトニクスと地殻変動
５　地球大気の姿(1) 成分と鉛直構造、温室効果
６　地球大気の姿(2)大気循環
７　地球の海洋の姿　
８　地球（惑星）の表面温度を決める因子
９　ロングターム・スケール気候変動
１０　テクトニック・スケール気候変動(1)
１１　テクトニック・スケール気候変動(2)
１２　地球の現在の軌道要素と過去の変動
１３　軌道要素スケール気候変動
１４　ミレニアル・スケール気候変動(1)
１５　ミレニアル・スケール気候変動(2)

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/wwdrhipplfdlig6q0fjiv1vf058lecbr)



2023-S000009519-02自然科学と人間（地球環境と人間）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/23　３時限　　

柴田　智郎

◎－－－　概要　－－－◎

この講義では、地球誕生から現在までの地球環境の変遷につい
ての基礎知識を学ぶ。具体的には、地球の構成と物質循環、大
気と海洋の特徴、環境問題、生物の絶滅、エネルギー資源、温
泉を取り上げ、地球のつくりと地球環境、そして地球表層で生
じる自然科学的諸現象と人間との関わりについて解説する。近
年表面化した放射性物質や地球温暖化などの問題は、人類生存
の基盤をゆるがしかねない問題である。地球環境の変遷は、こ
うした問題解決に貴重な手がかりを与え、これからの人間活動
を考えるうえで重要な情報となる。
この講義は講義形式で行い、論理的な思考や行動を養うことを
目的としている。講義の後にノートや配布物の内容を十分整理
することは内容の理解を深め、論理的思考を養う上で大切であ
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地球ついての基礎知識を身につける。(DP1-1)(知識・理解)

社会において自然科学の関わりを理解する。(DP2-1)(知識・理
解)

多角的な視点から事象を読み取る技能を身につける。(DP2-2)
(技能)

データを読み取り、自身で判断し、結論を導く態度や志向性を
養う。(DP3-1)(態度・志向性)

身につけた知識を地域や社会に貢献する態度や志向性を養う。
(DP4-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前に参考書などを用いて学習内容を調べ、予習しておくこ
と。(30分)

講義後はノートやプリントを整理して、次の講義に臨むこと。
また、参考書などをしらべ理解を深めること。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

地球に関する基礎知識を身につけ、地球環境やエネルギー資源
について理解を深めたかどうかを評価基準とする。成績評価の
方法は、定期試験の結果（８割）と各講義での提出物（２割）
で行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用しない。必要に応じて講義時にプリントを
配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

新装版　地球学入門　酒井治孝　ISBN 978-4-924523-18-0
宇宙・地球化学　野津憲治　ISBN 978-4-254-14636-3
地球進化概論　小嶋稔・是永淳・チン－ズウ・イン　
ISBN 978-4-00-006249-7

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本講義を受講するにあたり、地球科学と地球環境に関心を
持っていることが肝要である。毎回の講義の最後にミニッ
ツペーパー等に学習内容の要点をまとめて提出させる予定
である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１ スタートアップ授業：講義の概要
２ イントロダクション：地球環境と人間地球を構成する
もの
３ 地球を構成するもの
４ 地球の物質循環（１）
５ 地球の物質循環（２）
６ 大気と海洋
７ 二酸化炭素と地球温暖化
８ 酸性雨
９ 地球環境の変動と生物
10 エネルギー資源（１）
11 エネルギー資源（２）
12 温泉の恵みと災害
13 自然科学のトピックス（１）
14 自然科学のトピックス（２）
15 後期のまとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/fraqqtyexbhzvpb9p4jexsdltlne17ki)



2023-S000009519-03自然科学と人間（地球環境の成り立ちと変遷）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・２時限　　試験時間割：2024/01/23　３時限　　

桑原　義博

◎－－－　概要　－－－◎

　地球は、人類を含む生命が生存することができる特異で唯一
の惑星である。この授業では、その地球の環境をつくっている
固体地球・気圏・水圏の構造、組成、活動に関する基礎知識を
学ぶとともに、地球がたどってきた気候・環境の変遷について
も学習する。前半は、現在の地球環境システムを形成する固体
地球、気圏、水圏の各々の構造、組成、活動にスポットを当て
る。後半は、地球上で生活する我々人類（人間）に密接に関係
する現在の地球の気候システムを理解するとともに、異なる時
間スケールの観点から、過去に起きた気候・環境変動の現象と
原因について学ぶ。
　この授業は、事前に配布した講義資料に沿って、教員がパ
ワーポイントのスライド資料を用いながら説明を加えていくよ
うな講義形式で行う。この講義を通じて、私たちが住んでいる
地球の外観を知り、地球環境の過去・現在・未来について考え
る機会になることを望んでいる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

人類（人間）が生存可能な惑星地球についての基礎知識を習得
する。(DP1-1)(知識・理解)

科学的な視点で図表を読み取り、データを整理しまとめる力を
身につける。(DP1-1)(技能)

過去、現在、未来、且つ、異なる時間スケールの観点から、地
球の気候・環境変動の原因や問題について考え、理解する力を
身につける。(DP2-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：事前に参考書などを用いて学習内容を調べるなどして予
習しておくこと。(30分)

復習：講義後は、ノート、プリントを整理して復習すること。
講義中に興味・関心を持った事象について、参考書などを用い
て更なる学習を行うこと。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準：惑星「地球」の各システムについての基礎知識
を習得したか、様々な時間スケールでの地球の気候・環境変動
の実態と原因について理解できたか、科学的な視点で図表を読
み取る力を身につけたかなど、到達目標に対してどの程度でき
ているかを基準とする。
評価方法：定期試験（80％）と授業内で行う小テスト（20％）
の結果から評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

適宜、プリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

「新しい地球惑星科学」西山忠男・吉田茂生共編著、培風
館、2019年出版、ISBN978-4-563-02522-9
「地球科学入門」酒井治孝著、東海大学出版会、2016年出
版、ISBN978-4-486-02099-8

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　本講義を受講するにあったては高校理科程度の予備知識
を持っていることが望ましいが、必須条件ではない。講義
は、パワーポイントスライドを用いて進行する。各自、ス
ライドを見るだけでなく、ノート等で内容を書き留めるよ
うに努めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　スタートアップ授業：授業の概要・計画
２　太陽系と地球(1) 恒星と太陽
３　太陽系と地球(2) 太陽系の惑星と地球
４　プレートテクトニクスと地殻変動
５　地球大気の姿(1) 成分と鉛直構造、温室効果
６　地球大気の姿(2)大気循環
７　地球の海洋の姿　
８　地球（惑星）の表面温度を決める因子
９　ロングターム・スケール気候変動
１０　テクトニック・スケール気候変動(1)
１１　テクトニック・スケール気候変動(2)
１２　地球の現在の軌道要素と過去の変動
１３　軌道要素スケール気候変動
１４　ミレニアル・スケール気候変動(1)
１５　ミレニアル・スケール気候変動(2)

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/8kv6cr7lq9od53ha2dd5nx9ahjkvzbjq)



2023-S000009519-04自然科学と人間（地球環境変遷史と災害・人間）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　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：水・３時限　　試験時間割：2024/01/23　３時限　　

西園　幸久

◎－－－　概要　－－－◎

　現在世界規模で地球温暖化の取組みが加速しつつある．しかし，40
億年を超える地球の歴史の中では，現在からみると極端ともいえる環
境の変化が，多様な原因で繰り返されてきた．
　本講義では，人類が生存している現在の地球環境がいかに限定的で
貴重であるかを”地球環境変遷史”の中で認識することを第1の目的
とする．次に人類が直面している様々な自然災害の現実の姿（実相）
と人との関りについて系統的に解説する．特に自然災害の中には，数
百年から数千年に1回という低頻度だが，私たちの想像をはるかに超
えた規模で発生するものがあることを理解して，これにどう向きあう
かを共に考えたい．
　私は40年にわたり，地質技術者として社会インフラストラクチャー
の構築や維持に携わってきた．特にここ10年は，東北太平洋沖地震と
これに伴う巨大津波への対策，あるいは”破局的噴火”の発生可能性
について検討してきた．本講義では，このような実務経験に基づいた
具体的説明を行うこととしている．また，現代社会においては自然災
害によって引き起こされた”被害”の責任が問われることも多く，こ
の点も実例をもとに解説し，自然災害の”被害責任”がどこまで成立
するかを受講生の皆さんと共に考察したいと考えている．
　第1部では地球環境の変遷を学び，現在進行中の温暖化について考
察する．第2部では，自然災害の実相と対策の概要を学ぶ．第3部で
は，自然災害被害と人の責任ついて考察する．併せて社会インフラス
トラクチャーの地球科学的設計思想について理解する．
　本講義内容をより明確に理解するために，前期に開講する「自然科
学入門－地球を眺る観るそして考える－」を聴講することを勧めた
い．
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

　地球史を振返れば極端な環境変化が，多様な原因で発生してきたこ
とを知り，人類の生存環境の希少性について理解できることを第1の
目的とする．次に，自然災害の実相について理解するとともに，”災
害被害の責任”について，実例をもとに考察できることを第2の目的
とする．(DP2-1)(知識・理解)

　第1部では，地球の大気組成や表層温度の変遷が，現在とは比較に
ならないほど極端であったことをその原因や生物に与えたインパクト
と共に理解する．さらに，現在進行中の温暖化が「いつか来た道」な
のかについて考える．(DP1-1)(知識・理解)

　第2部では，近年多発する各種自然災害（土砂災害，火山災害，地
震や津波災害）の科学的実相を理解した上で，現在の防災・減災の考
え方や技術の概要を学ぶ．(DP1-1)(知識・理解)

　第3部では，社会インフラストラクチャーの設計思想を知り，自然
災害に向きあう上での人類の武器である科学と技術についてその違い
と融合点についても理解を深める．また，自然災害の甚大化と共に問
われる”人の責任”について，実例を中心に考察する．(DP2-1)(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　地球環境や自然災害に関する参考書や初心者向けの図書，あるいは
各種ニュースや新聞記事を読んでおくこと．特に地球環境や自然災害
被害に関係した訴訟報道は重要である(30分)

　講義中にとったノートにより復習し，講義の最後にほぼ毎回実施す
るクイズ（小問）について解答を考えること．クイズ解答は，次回講
義で解説する．(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　特段の事情がない限り講義に出席していることを前提に，定期試験
を行い，到達目標に掲げた項目をどれだけ理解し，知識を得たかを基
準に評価する．

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは特別には使用せず，パワーポイントで解説し
ながら講義を進める予定である．重要な点や複雑な事象
は，板書により解説を加える．

◎－－－　参考書　－－－◎

　日本地質学会編：はじめての地質学　
ISBN978-4860645229
　巽　好幸：地震と噴火は必ず起こる
ISBN978-4106037153
　水谷武司：自然災害の予測と対策
ISBN978-4254160611

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　本講義を受講するに際しては，地球科学と地球環境に関
心・興味を持っていることを期待する．さらに，高等学校
理科程度の予備知識持っていることを希望する．

◎－－－　授業計画　－－－◎

　自然科学と人間
   （地球環境変遷史と災害・人間）

１　　イントロダクション
　　　（スタートアップ授業）：講義の概要
第1部
２　　地球の大気組成・温度変化の変遷　
　　　　　その１
３　　地球の大気組成・温度変化の変遷　
　　　　　その２
４　　地球の大気組成・温度変化の変遷　
　　　　　その３
５　　破局的事象による地球環境の激変
６　　さまよう大陸と地球環境の変遷　その１
７　　さまよう大陸と地球環境の変遷　その２
第2部
８　　自然災害とは何か－土砂災害
９　　自然災害とは何か－火山災害　その１
１０　自然災害とは何か－火山災害　その２
１１　自然災害とは何か－地震災害　その１
１２　自然災害とは何か－地震災害　その２
第3部
１３　自然災害の”制御”と社会インフラストラ
　　　クチャーの地球科学的設計思想　その１
１４　自然災害の”制御”と社会インフラストラ
　　　クチャーの地球科学的設計思想　その２
１５　自然災害と”人の責任”を考える
      －科学と技術の分離と融合の視点から，まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
gnp3bulo7k98b5jq32u6doezccxvyk1m)



2023-S000009519-05自然科学と人間（生命科学の歴史と社会）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/23　３時限　　

中川　緑

◎－－－　概要　－－－◎

人間は古代から自然現象に対して強い興味を抱いてきました。そ
の興味の範囲は宇宙、物理学、化学、地球や生命など、様々な分
野に及んでいます。それらの中でも生命のしくみや人体の構造、
病気などに対する興味は、すべての文化圏で人々の関心を惹き、
研究の対象となってきました。人の体に関する研究は、現代では
進化学、発生学、遺伝学、医学、免疫学などと細分化されその知
識は日々世界中で蓄積されています。

現代科学の元となるヨーロッパ自然科学は、古代ギリシャに始ま
ります。当時の自然科学は自然現象や科学的真理を思索によって
理解を試みる哲学の一分野でした。哲学者たちは自然現象を観察
し、そこに一定の規則性を見出そうとしていましたが、現代の科
学研究に見られるような仮説に基づいた実験や検証はありません
でした。現在では、研究者は観察から仮説を立て、それを実験に
よって実証し、さらに客観的な検証によって理論を形成していま
す。もし誤りがある場合には検証によって修正され、よりよい理
論へと変化を続けています。近代以降からは技術革新によって新
しい機器が開発され、その結果より詳細で正確な研究データを得
ることができるようになりました。そしてそれらの膨大な研究
データはデータベースに集約され、世界中のどこからでも誰でも
閲覧できるように一般に公開されています。このように現代の生
物学の知識は先人たちの努力の積み重ねから成り立っています。
生物の体は非常に複雑ですが、長年の研究により様々な機能が解
明されてきました。また病気を克服するための研究も時代ととも
に変遷しています。

この講義では、生物学や生命科学の研究の歴史とその研究に対す
る態度や方法の変遷を学ぶことによって、現代社会で生きる上で
の生命技術に対する姿勢や考え方を学びます。社会は科学ととも
に発展してきましたが、科学がもとで社会に問題が起きる場合も
多くみられます。生活に根差した科学との付き合い方を考え、生
命科学と社会の関係を考えます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

生命科学に対する基礎的な知識を身に着ける(DP1-1)(知識・理解)

科学と社会のかかわり方について理解できる(DP2-1)(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

テキストの該当箇所を読み、内容を理解する(30分)

復習としてノート整理をし、小テスト期限内に提出する(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
毎回実施する小テストは平常点として評価の対象となる。
小テストでは、毎回の授業の内容に対する理解度を評価の対象と
する。
定期テストでは、テキストに挙げられている生物学の進歩や研究
者の業績に対する理解、科学と社会との関係の理解を評価の対象
とする。

評価方法
定期テスト約6割、平常点約4割（１回3点×14回）で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

生物学の歴史 (講談社学術文庫)　
アイザック・アシモフ(著), 太田 次郎(翻訳)　
ISBN-13: 978-4062922487
他に必要な資料を配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

生命科学史　ISBN 978-4785352110
社会の中の科学　ISBN 978-4595308130

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

テキストを読み、その内容について解説・説明をするの
で、テキストを持参すること。
毎回小テストを行う。提出内容と提出状況は平常点として
評価の対象となる。
他人の文章を丸写しする、いわゆるコピペは減点の対象と
なる。
授業中の私語、イヤホンなどは厳に慎み、授業を受けるに
ふさわしい態度で臨むこと。
学友会活動、就職活動、長期療養などでやむを得ず欠席し
た場合は、早めに申し出ること（平常点に影響するた
め）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 授業の概要と受講方法、古代の生物学（スタートアップ
授業）
2. 古代から中世までの生物学
3. 現代生物学の始まり
4. 分類学
5. 生気論の衰退と生化学の起こり
6. 進化論
7. 遺伝学の始まり
8. 医学の発達と細菌学
9. 神経系
10. 血液
11. 物質代謝
12. 分子生物学
13. 生体防御
14. 現代の生命科学
15. まとめ

順番が入れ替わる場合がある

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
djcvcjk0ua7rh4h75g069xu0rzbepwnu)



2023-S000009519-06自然科学と人間（地球環境と人間）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・４時限　　試験時間割：2024/01/23　３時限　　

柴田　智郎

◎－－－　概要　－－－◎

この講義では、地球誕生から現在までの地球環境の変遷につい
ての基礎知識を学ぶ。具体的には、地球の構成と物質循環、大
気と海洋の特徴、環境問題、生物の絶滅、エネルギー資源、温
泉を取り上げ、地球のつくりと地球環境、そして地球表層で生
じる自然科学的諸現象と人間との関わりについて解説する。近
年表面化した放射性物質や地球温暖化などの問題は、人類生存
の基盤をゆるがしかねない問題である。地球環境の変遷は、こ
うした問題解決に貴重な手がかりを与え、これからの人間活動
を考えるうえで重要な情報となる。
この講義は講義形式で行い、論理的な思考や行動を養うことを
目的としている。講義の後にノートや配布物の内容を十分整理
することは内容の理解を深め、論理的思考を養う上で大切であ
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地球ついての基礎知識を身につける。(DP1-1)(知識・理解)

社会において自然科学の関わりを理解する。(DP2-1)(知識・理
解)

多角的な視点から事象を読み取る技能を身につける。(DP2-2)
(技能)

データを読み取り、自身で判断し、結論を導く態度や志向性を
養う。(DP3-1)(態度・志向性)

身につけた知識を地域や社会に貢献する態度や志向性を養う。
(DP4-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前に参考書などを用いて学習内容を調べ、予習しておくこ
と。(30分)

講義後はノートやプリントを整理して、次の講義に臨むこと。
また、参考書などをしらべ理解を深めること。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

地球に関する基礎知識を身につけ、地球環境やエネルギー資源
について理解を深めたかどうかを評価基準とする。成績評価の
方法は、定期試験の結果（８割）と各講義での提出物（２割）
で行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用しない。必要に応じて講義時にプリントを
配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

新装版　地球学入門　酒井治孝　ISBN 978-4-924523-18-0
宇宙・地球化学　野津憲治　ISBN 978-4-254-14636-3
地球進化概論　小嶋稔・是永淳・チン－ズウ・イン　
ISBN 978-4-00-006249-7

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本講義を受講するにあたり、地球科学と地球環境に関心を
持っていることが肝要である。毎回の講義の最後にミニッ
ツペーパー等に学習内容の要点をまとめて提出させる予定
である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１ スタートアップ授業：講義の概要
２ イントロダクション：地球環境と人間地球を構成する
もの
３ 地球を構成するもの
４ 地球の物質循環（１）
５ 地球の物質循環（２）
６ 大気と海洋
７ 二酸化炭素と地球温暖化
８ 酸性雨
９ 地球環境の変動と生物
10 エネルギー資源（１）
11 エネルギー資源（２）
12 温泉の恵みと災害
13 自然科学のトピックス（１）
14 自然科学のトピックス（２）
15 後期のまとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
c2pkkxi7pvunz2zjfs4c4koahupv7fz0)



2023-S000009519-91自然科学と人間「BB」（基礎放射線生物学）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・二部１時限　　試験時間割：2024/01/24　夜１限　　

中津　可道

◎－－－　概要　－－－◎

私たちの周りの生活環境には様々な放射線が存在しています。
本講義では、これらの放射線について簡単に解説し、放射線の
生体への作用（化学反応）とそれに対する生体応答について、
マクロ（個体レベル）からミクロ（分子レベル）までの影響に
ついて概説します。放射線の生物作用のメイン・ターゲットで
ある遺伝子DNAに対する傷害および、それらの損傷を修復する
各種DNA修復機構を解説します。また、DNA損傷と修復の化
学について理解を深めてもらうために、2015年ノーベル化学賞
－DNA損傷の修復メカニズムの解明－を紹介します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１，放射線について基礎的な知識を身につけ、それらを説明す
ることができる。
２，放射線の人体への影響について基礎的な知識を身につけ、
それらを説明することができる。
３，放射線による人体への悪影響を抑えることができる生化学
反応系を、わたしたちは持っていることを理解する。
(DP1-1)(知識・理解)

１，放射線のさまざまな分野での利用について基礎的な知識を
身につけ、それらを説明することができる。
２，放射線について基礎的な知識を身につけ、放射線の利便
性・危険性について理解する。(DP2-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Moodleを通じて配布された講義資料に目を通し、講義資料及び
ノートを用いて復習する。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①授業中に課した課題など30％
遅刻、欠席をすると課題を提出できないことがあり、減点対象
になりますので、注意してください。
②期末試験70%
定期試験の結果をもとに、到達目標に照らして評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用せず、講義資料を配布する。講義は画像映
写と板書などにより進める。

◎－－－　参考書　－－－◎

ISBN 978-4-86003-481-8
放射線医科学　―生体と放射線・電磁波・超音波―　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義は配布資料を元に進めるが、配布資料は完全な講義内
容を含んでいるわけではないので、適宜補足説明した内容
をノートすること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1  スタートアップ授業（動画配信）イントロダクション
2　放射線とは？
3　放射線の種類と性質
4　日常生活と放射線
5　放射線の利用
6　放射線の人体への影響
7　放射線の遺伝影響
8　人体を構成する細胞への放射線の作用
9　放射線作用の化学的過程
10　遺伝子DNAへの放射線の作用－直接作用と間接作用－
11　放射線とDNA損傷の種類
12　放射線高感受性を示すヒトの遺伝病
13　細胞周期の停止と DNA 修復の化学
14　2015年ノーベル化学賞－DNA損傷の修復メカニズムの
解明－
15　まとめ－放射線とうまく付き合う－

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
ac0o3zzh27bw2892dekp0xtskz7rz6e8)



2023-S000009518-01自然科学入門（地球と生命の進化）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・１時限　　試験時間割：2023/07/29　３時限　　

林　辰弥

◎－－－　概要　－－－◎

この講義では、宇宙と地球が誕生してから現在に至るまで、そ
の中でも特に地球環境と生命の進化の歴史について、教員によ
る講義形式で学習を行う。地球・生命史を学ぶためには、例え
ば地球以外の巨大な天体や、それとは逆に微小な細胞レベルの
話など、様々な自然科学の知識が必要とされるので、本講義で
は地球科学に広く関係する多様かつ最新の話題をできる限り多
く紹介する予定である。ただし、本講義は地球に関するあらゆ
る現象を網羅的に学ぶ一般的な地球科学（あるいは地学）の講
義ではない。その代わりに、宇宙の誕生から現在の地球に至る
までの歴史の中でも特筆すべき事件や興味深い現象を時系列に
沿って学び、受講者の1人1人が地球と生命の歴史の面白さに開
眼することを目的とする。また、本講義の最後には、地球史か
ら学ぶことのできる長期的な気候変動の仕組みを理解し、過去
から現在の延長に未来の地球環境を考える力を養うことを目指
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

宇宙と地球の歴史についての基礎的な知識を身につけ、それら
を説明することができる。(DP1-1)(知識・理解)

地球環境と生命の共進化についての基礎的な知識を身につけ、
それらを説明することができる。(DP1-1)(知識・理解)

地球史から学ぶことのできる長期的な気候変動を理解し、それ
らを説明することができる。(DP2-1)(知識・理解)

現在の地球環境を過去に基づき評価することができる。
(DP2-1)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前に配布された資料（pdfファイル）に一通り目を通して予
習しておくこと。その際に興味のある事象があれば、各自で調
べて予習することが望ましい。(15分)

ノートや配付資料の情報を整理し、復習すること。その際に、
興味を持った事象に関して参考書籍等を通して理解を深めるこ
とが望ましい。(45分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標に挙げた項目（特に、地球と生命の進化史や長期的な
気候変動に関する知識）について、定期試験によって評価を行
う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは特に指定しない。必要に応じて講義資料（pdf
ファイル）を配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

以下は本講義の予習・復習のために1冊持っておいても損
の無い良書である。他の参考書籍等については講義中に紹
介する。
---地球･生命史の入門書---
田近英一（2019）46億年の地球史．三笠書房 900円＋税
田近英一（2017）地球・生命の大進化．新星出版社 1,500
円＋税
---地学全般の入門書---
宮嶋敏 他（2006）カラー版徹底図解 地球のしくみ．新星
出版社 1,400円＋税
---気候変動に興味のある方---
大河内直彦（2015）チェンジング・ブルー：気候変動の謎
に迫る．岩波現代文庫 1,240円＋税
---古生物が特に好きな方---
マイケル・J・ベントン（訳：小畠郁生）（2020）生物の
進化大図鑑（コンパクト版）．河出書房新社 3,900円＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本講義を受講するにあたっては高校の理科程度の知識を有
することが望ましいが、必須ではない。地球と生命の歴史
や、地球史の中で生じた環境や気候の長期的な変化に興味
を持つ学生を歓迎する。
講義資料は事前にpdfファイルとして配布するのでPCやタ
ブレット等で読める環境にし、予習と復習に使うこと。各
自でプリントした講義資料を授業に持ち込んでもよい（必
須ではない）。授業中にスクリーンに映し出された講義内
容の写真撮影は厳しく禁ずる。必ず各自でノートを取るこ
と。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 イントロダクション（スタートアップ授業）
2 宇宙の始まりから地球の誕生まで
3 地球史の理解に必要な基礎知識
4 創成期から冥王代の地球
5 太古代(始生代)の地球
6 原生代①：史上最大のピンチ
7 原生代②：生命の大躍進
8 顕生代(古生代①)：多様化
9 顕生代(古生代②)：新天地へ
10 顕生代(古生代③)：天変地異
11 顕生代(中生代①)：恐竜の楽園
12 顕生代(中生代②)：楽園の終末
13 顕生代(新生代①)：哺乳類の躍進
14 顕生代(新生代②)：長期的な気候変動
15 顕生代(新生代③)：急激な気候変動

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
irwfw0m6ndpnwph9l2h9oqf3g8zk3v6a)



2023-S000009518-02自然科学入門（地球進化入門）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/29　３時限　　

吉村　由多加

◎－－－　概要　－－－◎

地磁気は目に見えないが、実は地球生命や人間の文明に欠かせ
ないものである。宇宙空間まで伸びた地磁気は、太陽からやっ
てくる有害な放射線、太陽風に対するバリアの働きをしてい
て、地球生命を守ってくれている。身近な話では、そもそも地
磁気の北と地理的な北がずれているという性質があり、方角が
生命線の登山者にとってはそのずれは非常に大切である。ま
た、生物たち（鳥、サメ、昆虫、細菌）も地磁気を利用してい
ることが知られている。地球生命の進化にも大きな役割を果た
した可能性が最近の研究で指摘されている。その地磁気はどの
ように発生し、地球誕生以来どのように変化してきたのだろう
か？この講義では、過去の地磁気の研究を中心として、内部構
造、マントル循環とプレート、超巨大火山、初期生命の進化、
地球磁場の基礎を学んでいく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地磁気の起源、タ イナミックな地殻変動、そしてそれらと地球
環境についての関連について基礎知識を身につける。(DP1-1)
(知識・理解)

地球か 地殻変動を続けるために最も重要な要素て ある「熱」
について理解する。(DP1-1)(知識・理解)

地球の発熱か もたらした地球内部の構造と循環の仕組みを学
ふ 。(DP1-1)(知識・理解)

地球内部の物質の循環か 地磁気や地球環境に与える影響につい
ての知識を身につける。(DP2-1)(知識・理解)

地球て 最初に誕生した生命と、それらを有害な放射線や太陽風
から守る地球磁場というシールト の仕組みを概観し、地球環境
と生物の関係についての理解を深める。(DP2-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業はテキストを中心に進めるのて 、各授業の範囲のテキスト
を読んて おくこと(20分)

また、授業中にとったノートとテキストを使って各授業後に復
習すること(20分)

講義中に紹介する初心者向けの本や最近の地学現象(地震 や火
山噴火)についてのニュースについて適宜自習すること(10分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験では、到達目標に挙げた項目をどの程度理解し知識が
得られたかを基準に評価する（60%）。また、2回のミニレ
ポートを課し、同様に評価する（20%×２）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『地磁気逆転と「チバニアン」』菅沼悠介著, 講談社, 2020
年出版, ISBN978-4065192436

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本講義を受講するに当たっては、高校の理科程度の予備知
識を持っていると理解しやすいが、持っていなくても良
い。地球科学や地球環境に関心を持っていることが必須条
件である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.スタートアップ授業：講義の概要、地磁気の特徴と意義
2.磁石と地磁気の発見
3.地磁気逆転の発見
4.地磁気の起源1
5.地磁気の起源2
6.地球のマントルとコア
7.変動する地磁気1
8.変動する地磁気2
9.地球生命の誕生・進化と地磁気シールド
10.人類の進化と地磁気
11.プレートテクトニクス～地磁気の応用
12.日本列島の成り立ち～地磁気の応用
13.マントルプルームの活動と大量絶滅
14.エチオピア洪水玄武岩研究最前線
15.全体のまとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
et1zbz7s06wc48xt83it18bah84elym6)



2023-S000009518-03自然科学入門（地球と生命の進化）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・２時限　　試験時間割：2023/07/29　３時限　　

林　辰弥

◎－－－　概要　－－－◎

この講義では、宇宙と地球が誕生してから現在に至るまで、そ
の中でも特に地球環境と生命の進化の歴史について、教員によ
る講義形式で学習を行う。地球・生命史を学ぶためには、例え
ば地球以外の巨大な天体や、それとは逆に微小な細胞レベルの
話など、様々な自然科学の知識が必要とされるので、本講義で
は地球科学に広く関係する多様かつ最新の話題をできる限り多
く紹介する予定である。ただし、本講義は地球に関するあらゆ
る現象を網羅的に学ぶ一般的な地球科学（あるいは地学）の講
義ではない。その代わりに、宇宙の誕生から現在の地球に至る
までの歴史の中でも特筆すべき事件や興味深い現象を時系列に
沿って学び、受講者の1人1人が地球と生命の歴史の面白さに開
眼することを目的とする。また、本講義の最後には、地球史か
ら学ぶことのできる長期的な気候変動の仕組みを理解し、過去
から現在の延長に未来の地球環境を考える力を養うことを目指
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

宇宙と地球の歴史についての基礎的な知識を身につけ、それら
を説明することができる。(DP1-1)(知識・理解)

地球環境と生命の共進化についての基礎的な知識を身につけ、
それらを説明することができる。(DP1-1)(知識・理解)

地球史から学ぶことのできる長期的な気候変動を理解し、それ
らを説明することができる。(DP2-1)(知識・理解)

現在の地球環境を過去に基づき評価することができる。
(DP2-1)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前に配布された資料（pdfファイル）に一通り目を通して予
習しておくこと。その際に興味のある事象があれば、各自で調
べて予習することが望ましい。(15分)

ノートや配付資料の情報を整理し、復習すること。その際に、
興味を持った事象に関して参考書籍等を通して理解を深めるこ
とが望ましい。(45分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標に挙げた項目（特に、地球と生命の進化史や長期的な
気候変動に関する知識）について、定期試験によって評価を行
う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは特に指定しない。必要に応じて講義資料（pdf
ファイル）を配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

以下は本講義の予習・復習のために1冊持っておいても損
の無い良書である。他の参考書籍等については講義中に紹
介する。
---地球･生命史の入門書---
田近英一（2019）46億年の地球史．三笠書房 900円＋税
田近英一（2017）地球・生命の大進化．新星出版社 1,500
円＋税
---地学全般の入門書---
宮嶋敏 他（2006）カラー版徹底図解 地球のしくみ．新星
出版社 1,400円＋税
---気候変動に興味のある方---
大河内直彦（2015）チェンジング・ブルー：気候変動の謎
に迫る．岩波現代文庫 1,240円＋税
---古生物が特に好きな方---
マイケル・J・ベントン（訳：小畠郁生）（2020）生物の
進化大図鑑（コンパクト版）．河出書房新社 3,900円＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本講義を受講するにあたっては高校の理科程度の知識を有
することが望ましいが、必須ではない。地球と生命の歴史
や、地球史の中で生じた環境や気候の長期的な変化に興味
を持つ学生を歓迎する。
講義資料は事前にpdfファイルとして配布するのでPCやタ
ブレット等で読める環境にし、予習と復習に使うこと。各
自でプリントした講義資料を授業に持ち込んでもよい（必
須ではない）。授業中にスクリーンに映し出された講義内
容の写真撮影は厳しく禁ずる。必ず各自でノートを取るこ
と。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 イントロダクション（スタートアップ授業）
2 宇宙の始まりから地球の誕生まで
3 地球史の理解に必要な基礎知識
4 創成期から冥王代の地球
5 太古代(始生代)の地球
6 原生代①：史上最大のピンチ
7 原生代②：生命の大躍進
8 顕生代(古生代①)：多様化
9 顕生代(古生代②)：新天地へ
10 顕生代(古生代③)：天変地異
11 顕生代(中生代①)：恐竜の楽園
12 顕生代(中生代②)：楽園の終末
13 顕生代(新生代①)：哺乳類の躍進
14 顕生代(新生代②)：長期的な気候変動
15 顕生代(新生代③)：急激な気候変動

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
tp2hlg1s6gmxs1zlf6090oykxapgsxjt)



2023-S000009518-04自然科学入門（地球を眺る観るそして考える）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　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・４時限　　試験時間割：2023/07/29　３時限　　

西園　幸久

◎－－－　概要　－－－◎

　20世紀の科学技術は，”地球圏”をいかに人にとって効率的で快適な
ものに作り変えていくかに主眼が置かれていたように思える．その結果
汚染を生み出し，人が創造した科学技術の成果物によって人が苦しむと
いう矛盾に満ちた事態となった．今や人間の活動によって排出された物
質によって地球が温暖化し，生物分布や降雨のありようが激変しつつあ
る．21世紀は「地球環境激変と向きあう世紀」となっている．
　だが私たちは，地球のことをどこまで知っているであろうか？様々な
媒体により，事象ごとに断片的な説明は頻繁に眼にし，耳にする．それ
にもかかわらず「地球ってそもそもどうなっているの？」というテーマ
を系統的に学ぶ機会は極めて限られ，高等学校に至ってはほぼ皆無と
言ってよいであろう．火山噴火や土砂災害あるいは地震・津波の発生に
関しては気象庁や各種機関から様々な説明がなされる．しかし報道を見
ていると，これらの災害からから大急ぎで避難している人々のうち，果
たしてどれだけの方がこの説明の意味を理解したかは疑問に思える．
人々は災害とこれを引き起した自然現象との関係をよく理解できないま
ま，いわば”やみくも”に逃げているようにさえ見える．
　本講義では，私達が生きている固体地球を理解するための基礎的な知
識を学ぶことを主な目的としたい．第1部では，固体地球を理解するた
めの基礎的な知識を学ぶことを目的とする．第2部では，地球がたどっ
てきた歴史を，”地質時計”の仕組みを踏まえて知ることとする．第3
部では，現在私達が目にすることができる様々な”地球上の景観”から
固体地球の活動的な姿を読み解く．第4部では，それまで学んだ知識や
理解をもとに地球がいかにダイナミックに変遷してきたかを学び，日本
列島の成立について理解する．講義に際しては私が40年間地質技術者と
して携わってきた社会インフラストラクチャ―の構築と維持の過程で，
学び経験したことを可能な限り盛り込みたいと考えている．
　本講義での学びを基に，後期に開講する「自然科学と人間（地球環境
変遷史と災害・人間）」で地球と人との関りについて理解を深めること
を勧めたい．

◎－－－　到達目標　－－－◎

　固体地球の構成と地球史に関する基礎知識を身につけ，現在進行中の
地球環境の変化や地殻変動についての初歩的理解を得ることを目的とす
る．(DP2-1)(知識・理解)

　第1部では，固体地球の内部構造や岩石の成因について知り，太陽系
惑星の中での地球の普遍性と特殊性について理解する(DP1-1)(知識・理
解)

　第2部では，地球の歴史を知るうえでまず必要な地質的時間の見積
り・計測の手法について学ぶ．次にこれらの”地質時計”を使って判明
したダイナミックな地球史についての知識を得る．(DP1-1)(知識・理解)

　第3部では，地球上で進行中のマグマ活動や地殻の動きを，海洋底を
含む地球景観を材料に理解する．(DP1-1)(知識・理解)

　第4部では，それまでの知識や理解を基に，私達が暮らす地球の歴史
や日本列島の成立ちを学び，自然災害や環境変化を考える上での基礎知
識とする．(DP2-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　初心者向けの参考書や図書，あるいは固体地球や地球の環境変化に関
する各種ニュースや新聞記事を読んでおくこと．(30分)

　講義中にとったノートにより復習し，講義の最後にほぼ毎回実施する
クイズ（小問）について解答を考えること．クイズの解答は次回講義で
解説する．(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　特段の事情がない限り講義に出席していることを前提に，定期試験を
行い，到達目標に掲げた項目をどの程度理解し，知識を得たかを基準に
評価する．

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは特別には使用せず，パワーポイントで解説し
ながら講義を進める予定である．重要な点や複雑な事象
は，板書により説明する．

◎－－－　参考書　－－－◎

　平　朝彦・海洋研究開発機構：地球科学入門
ISBN978-4165216903
　日本地質学会：はじめての地質学
ISBN978-4860645229
　酒井治孝：地球学入門第2版
ISBN978-4486020998

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　本講義を受講するに際しては，地球科学と地球環境に関
心・興味を持っていることを期待する．さらに，高等学校
理科程度の予備知識を持っていることを希望する．

◎－－－　授業計画　－－－◎

　自然科学入門
　（地球を眺る観るそして考える）

１　　イントロダクション
　　　（スタートアップ授業）：講義の概要
第1部
２　　地球の内部構造と構成物質
　　　　－太陽系惑星間の比較
３　　さまよえる大陸と海洋
　　　　－プレートテクトニクスとは
４　　地球を構成する物質とその特徴－堆積岩
５　　地球を構成する物質とその特徴－火成岩
６　　地球を構成する物質とその特徴－変成岩
第2部
７　　地球45億年のダイナミズム
　　　　－地球時間の測り方その１
８　　地球45億年のダイナミズム
　　　　－地球時間の測り方その２
第3部
９　　地球を眺る観る－マグマ活動その１
１０　地球を眺る観る－マグマ活動その２
１１　地球を眺る観る－活構造と地震・津波
第4部
１２　地球史を概観する　その１
１３　地球史を概観する　その２
１４　日本列島の形成と未来
１５　まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
isik34pt456u43wwvyacgixptf0lfs0t)



2023-S000009518-05自然科学入門（遺伝子とは何か）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・３時限　　試験時間割：2023/07/29　３時限　　

中川　緑

◎－－－　概要　－－－◎

遺伝とは、親から子へ見た目や性質が伝えられる現象です。そ
のような現象があることは古代から知られていましたが、その
基本となる遺伝子の研究が急速に進歩したのは20世紀に入って
からです。現在では、その遺伝子の構造や機能から遺伝現象を
分子レベルで研究する分子遺伝学が盛んになりました。また遺
伝子の研究は分子生物学や医学の発展にも寄与し、遺伝子組み
換え作物の作成や分子レベルでの病気の治療方法などが広く開
発されるようになりました。遺伝子の研究は、いまでは生命科
学研究の中の大きな一つの柱となっています。

遺伝子が生物の体を作る情報であるということを知っている人
は多いでしょう。しかし、そもそも遺伝子とはどのようなもの
なのか、本当に理解するのは難しいことです。遺伝子は基本的
にはどのようなたんぱく質を作るかという情報を伝えています
が、それだけではありません。遺伝子からたんぱく質を作るた
めの様々な情報や道具も含まれています。遺伝子の情報はＲＮ
Ａという分子に写し取られ、そこに様々なたんぱく質が関与す
ることで、たんぱく質が正しく作られます。また、遺伝子は不
変のものではなく、世代間で変化したり、個体内でも細胞の状
態によって変化したりする場合もあります。

本講義では、テキストを読み進めながら、遺伝子研究の歴史を
学び、そこから生命現象の源である遺伝子とは何かを考えま
す。まず遺伝学の基礎を築いたメンデルの研究と法則について
学びます。遺伝の仕組みと遺伝子の本体DNAの構造と機能を学
ぶことで、遺伝現象に対する理解を深めます。遺伝子からたん
ぱく質が作られる過程には多数の因子が関与しますが、その中
にはRNAも含まれます。そして個体の中で染色体に起こる変化
であるエピジェネティクスによる遺伝子発現の調節を学び、遺
伝子とは何か、生命とは何かを考えてみましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

遺伝子研究の歴史についての基礎的な知識を身に着けている。
(DP1-1)(知識・理解)

遺伝子とは何か、また遺伝子発現の過程とさまざまな調節を理
解している。(DP2-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

テキストの該当箇所を確認し、疑問点を挙げておく。(30分)

授業ノートの整理と確認を行い、小テストを期限内に提出す
る。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

毎回提出する小テストは平常点として評価の対象となる。
授業内容に沿って課題を捉えられているかを評価する。
定期テストでは、遺伝子研究の歴史的経緯や現在までの遺伝子
にかかわる科学的知識を理解しているかを評価する。
定期テスト約6割、平常点約4割（１回3点×１４回）で評価す
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

遺伝子とは何か？　現代生命科学の新たな謎
中屋敷均著　講談社（ブルーバックス）
ISBN-10:4065277663

◎－－－　参考書　－－－◎

物語　遺伝学の歴史　ISBN 4121027313
基礎分子遺伝学・ゲノム科学　ISBN 4785352370

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

テキストを読みその都度解説を行うので、授業にはテキス
トを携帯すること。
毎回小テストを200字程度にまとめ提出する。提出物は平
常点として評価の対象となる。
他人の文章を丸写しする、いわゆるコピペは減点の対象と
なる。
授業中の私語などは慎み、授業を受けるにふさわしい態度
で臨むこと。
学友会活動、就職活動、長期療養などでやむを得ず欠席し
た場合は、早めに申し出ること（平常点に影響するた
め）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回. 授業の概要と受講方法、遺伝子とは何か（スタート
アップ授業）
第2回. 序章：遺伝学前史
第3回. 第1章：メンデルの遺伝学
第4回. 第2章1：染色体と減数分裂
第5回. 第2章2：モーガンの染色体研究
第6回. 第3章1：酵素と遺伝子
第7回. 第3章2： 遺伝子本体の探求
第8回. 第4章：DNAの構造
第9回. 第5章1：遺伝情報の仕組み
第10回. 第5章2：遺伝子の構造
第11回. 第6章1：DNAとRNA
第12回. 第6章2:遺伝子発現の仕組み
第13回. 第7章：エピジェネティック制御
第14回. 第8章：遺伝子とは何か
第15回. まとめ

順番が前後する場合がある

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
fwmicqom7ouso6td1a4m7oedsfpcwccq)



2023-S000009518-06自然科学入門

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/29　３時限　　

柴田　智郎

◎－－－　概要　－－－◎

この講義では、地球の進化、環境、活動についての基礎知識を
学ぶ。具体的には、水圏・気圏の構造と水循環、プレート運動
にともなう火山噴火や地震発生機構、地球と生物の進化を取り
上げ、地球のつくりや地球表層で生じる自然科学的諸現象につ
いて解説する。我々の日常生活には、気象衛星やアメダスなど
の気象情報、地震や火山などの災害情報、活断層分布や土砂災
害分布などの危険情報など自然科学に関する情報があふれてい
る。こうした情報を的確に判断することは、日常生活にとって
も、企業活動においても重要であり、現代人のリテラシーとし
て必要性が増している。大気、海洋、地質、岩石、宇宙など多
岐にわたるそれぞれの分野を理解するとともに、それらを地球
規模から俯瞰的に捉え、論理的な思考や行動を養うことを目的
としている。
この講義は講義形式で行い、この講義の後にノートと配布物の
内容を十分整理することは内容の理解を深め、論理的思考を養
う上で大切である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地球ついての基礎知識を身につける。(DP1-1)(知識・理解)

社会において自然科学の関わりを理解する。(DP2-1)(知識・理
解)

多角的な視点から事象を読み取る技能を身につける。(DP2-2)
(技能)

データを読み取り、自身で判断し、結論を導く態度や志向性を
養う。(DP3-1)(態度・志向性)

身につけた知識を地域や社会に貢献する態度や志向性を養う。
(DP4-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

テキストを中心に講義を進めるので事前に調べ、予習しておく
こと。(30分)

講義後はノートやプリントを整理して、次の講義に臨むこと。
また、参考書などをしらべ理解を深めること。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

地球に関する基礎知識を身につけ、理解を深めたかどうかを評
価基準とする。成績評価の方法は、定期試験の結果（８割）と
各講義での提出物（２割）で行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

酒井治孝著「新装版　地球学入門」　ISBN
978-4-924523-18-0

◎－－－　参考書　－－－◎

宇宙・地球化学　野津憲治　ISBN 978-4-254-14636-3
地球進化概論　小嶋稔・是永淳・チン－ズウ・イン　
ISBN 978-4-00-006249-7

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本講義を受講するにあたり、地球科学と地球環境に関心を
持っていることが肝要である。毎回の講義の最後にミニッ
ツペーパー等に学習内容の要点をまとめて提出させる予定
である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１ スタートアップ授業：講義の概要
２ イントロダクション：地球の環境
３ 地球表層の温度
４ 水と二酸化炭素の循環
５ 地球表層の構成と組成
６ プレートテクトニクス
７ 火山と噴火
８ 地震と断層
９ 地球の熱収支と大気循環
10 海洋の構造と循環
11 エルニーニョとモンスーン
12 気候変動
13 酸素の起源と生物進化
14 自然科学のトピックス
15 後期のまとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
sviacjjld3cd49x3upc6ns3x65u1petm)



2023-S000009518-91自然科学入門「BB」（遺伝情報の維持）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・二部１時限　　試験時間割：2023/07/26　夜１限　　

中津　可道

◎－－－　概要　－－－◎

自己複製は生物の特性です。この複製過程では、生物の設計図
であるDNAに書き込まれている遺伝情報を正確にコピーし、安
定に維持する必要があります。そのために、生物は細菌からヒ
トまで、DNAを正確に複製・維持するための、極めて精緻な分
子システムを備えています。本講義では、これらのシステムに
ついて解説するとともに、ヒトでこれらのシステムに破綻が生
じた場合、どのような疾患が発症するかについても解説しま
す。とりわけ、「がん」発症に遺伝情報維持機構がどのように
関わっているのかについて解説します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１，DNAについて基礎的な知識を身につけ、それらを説明する
ことができる。
２，DNAの複製について基礎的な知識を身につけ、それらを説
明することができる。
３，DNAの修復について基礎的な知識を身につけ、それらを説
明することができる。(DP1-1)(知識・理解)

１，ヒトで遺伝情報を維持する機構に破綻が生じると、「が
ん」が発症することを理解する。(DP2-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Moodleを通じて配布された講義資料に目を通し、講義資料及び
ノートを用いて復習する。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①授業中に課した課題など30％
遅刻、欠席をすると課題を提出できないことがあり、減点対象
になりますので、注意してください。
②期末試験70%
定期試験の結果をもとに、到達目標に照らして評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用せず、講義資料を配布する。講義は画像映
写と板書などにより進める。

◎－－－　参考書　－－－◎

ヒトの分子遺伝学　ISBN 978-4-8157-3032-1

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義は配布資料を元に進めるが、配布資料は完全な講義内
容を含んでいるわけではないので、適宜補足説明した内容
をノートすること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1  スタートアップ授業（動画配信）イントロダクション
2　遺伝情報
3　DNA：遺伝情報の担い手
4　DNAの複製
5　DNA複製の正確性を保証する分子機構（１）
6　DNA複製の正確性を保証する分子機構（２）
7　染色体の分配
8　DNA損傷
9　DNA損傷応答
10　DNA修復
11　DNA複製正確性の破綻（１）
12　DNA複製正確性の破綻（２）
13　遺伝情報維持の破綻
14　遺伝情報維持破綻の分子遺伝学
15　まとめ－DNA損傷・細胞死・変異・発がん－

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
gwjfs17f8fmh63i80c73pehe64bqax1w)



2023-S000009220-01図形情報Ⅰ「SE」（図形・形状処理）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

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，図示するという伝達手
法は，理解を容易にする，概念を示す，行動へといざなうといった働きを
もちます．視聴覚教材をもとに，それらがどのように文化と科学を育んだ
のか考えられるようにもできたらと思います．

また，設計開発における工程において様々なドキュメントが必要になりま
す．民間企業において設計開発に従事した実務経験を活かして，ものづく
りの中で何のために誰のためにそのドキュメントが必要になるのかを理解
できるように，そして，その中で図表やデータがなす役割・意味・価値に
ついて学べるようにもしていきたいと思っています．

授業の進め方・学習の方法
1．講義科目なので，基本的にPowerPointと書画カメラを使って授業をしま
す．視聴覚教材を利用します．テーマによって実習・演習・宿題も取り入
れます．作図をするので三角定規・定規・コンパスを用意して下さい．
2．講義毎に資料を配付します．PowerPointの補足や板書の内容を書き込
み，適切にまとめる工夫をして下さい．
3．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．

◎－－－　到達目標　－－－◎

1．道具を用いて図形・形状を図示する基礎的な知識および原則と手法につ
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．(DP1-1)(知識・理解)

2．図形・形状をディスプレイに表示する基礎的な知識および原理と手順に
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．(DP1-1)(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，図形・
形状処理分野における技能的な観点から，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．(DP2-1)(技能)

4．自ら主体的に，道具を用いて図形・形状を図示する実習・演習課題に粘
り強く取り組むことができる．(DP3-2)(態度・志向性)

◎－－－　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，予習しておくこと．(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．(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．(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標1～4の達成度を定期試験と平常点（実習・演習・宿題への取り組
みの確認，小テスト・レポートによる理解度の確認等）をもとに総合的に
評価します．定期試験（到達目標1～3）と平常点（到達目標1～4）の配分
割合は同程度（それぞれ50%）を目安とします．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．

◎－－－　授業計画　－－－◎

（講義内容が前後する場合があります．）
【第1回　イントロダクション　スタートアップ授業】
【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．

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/5bs4rjrzjunz9sjh5lfg7za28oqgl900)



2023-S000009222-01図形情報Ⅱ「SE」（コンピュータグラフィックス・ヒューマンインタフェース）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

酒井　幸仁

◎－－－　概要　－－－◎

コンピュータグラフィックスは，機械によって人間の創造的な活動を支援する
技術といえます．例えば，図形・形状を扱う設計では，人間と機械による作業
が調和することで，人間の創造的な能力を高めるための働き合いが生み出され
ることが期待できます．
「図形情報Ⅰ」で，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，更に，図形・形状をディスプレイやスクリーンに表示する
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りました．
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，コンピュータグラフィックス，ヒューマンインタ
フェースを中心に，計算機による形の提示，計算機との対話的な通信等，図
形・形状を記録・表現・伝達するための記述・演算・表示・操作について学
び，人と計算機との関係理解に結びつくように学習していきます．グラフィッ
クスをプログラミングするばかりでなく，インタラクティブな環境の中で人と
機械・情報・電気系システムが相補的に作用することについて学べたらと考え
ています．

また，設計開発における工程において様々なドキュメントが必要になります．
民間企業において設計開発に従事した実務経験を活かして，ものづくりの中で
何のために誰のためにそのドキュメントが必要になるのかを理解できるよう
に，そして，ドキュメントやファイルを適切に整理・分類する習慣，課題や問
題の進捗管理を行う習慣が身に付くようにもしていきたいと思っています．

授業の進め方・学習の方法
1．基本的にPCと書画カメラを使って授業をします．プログラミングによる実
習・演習を行います．
2．講義については，必要に応じて資料を配付します．資料の補足や板書の内
容を書き込み，適切にまとめる工夫をして下さい．実習・演習については，実
習演習資料の他，参考書籍を貸し出します．
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．

Windows PC
プログラミングによるコンピュータグラフィックスの実習・演習を行なうた
め，各自Windows PCが必要になります．教室に自分のWindows PCを持参して
下さい．

◎－－－　到達目標　－－－◎

1．実際の図形・形状と同じ理解を得るため必要な，計算機による3次元図形表
示の基礎を理解し，それを計算機によって実践することで，3次元図形表示に
関するプロセスを説明できるようになる．(DP1-1)(知識・理解)

2．経験による直感的な理解が人間を行動へといざなうという観点から，図
形・形状の計算機による入出力について検討でき，図形・形状処理分野におけ
る理解を通して，人間と機械との境界の設計指針に身体性を考慮できるように
なる．(DP2-1)(知識・理解)

3．自ら主体的に，図形・形状をディスプレイに表示する実習・演習課題に粘
り強く取り組むことができる．(DP3-2)(態度・志向性)

4．他者と協力しながら，図形・形状をディスプレイに表示する実習・演習課
題に取り組むことができる．(DP2-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義と実習・演習が相互に関連し，各回の授業は前回の成果を基礎にした内容
になっています．配付資料による予習，実習・演習後による復習から，知識・
方法・技術が定着するように努めて下さい．(30分)

また，各回の授業に関する内容を事前に調査しておくと，講義の理解を深めら
れます．(30分)

実習・演習前後には，それを応用して開発してみたいアプリケーションを考え
てみて下さい．(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標1～4の達成度を定期試験と平常点（実習・演習・宿題への取り組みの
確認，小テスト・レポートによる理解度の確認等）をもとに総合的に評価しま
す．定期試験（到達目標1，2）と平常点（到達目標1～4）の配分割合は同程度
（それぞれ50%）を目安とします．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．必要に応じて資料を配付します．実習・演
習の際には，参考書籍を貸し出します．

◎－－－　参考書　－－－◎

適宜，授業中に紹介します．

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

1．『図形情報Ⅰ』の単位を修得済みで，プログラミング
に関連する基礎的な知識・技能を有していることが望まし
いです．
2．プログラミングによる実習・演習を行なうため，各自
Windows PCが必要になります．教室に自分のWindows PC
を持参して下さい．

◎－－－　授業計画　－－－◎

（講義内容が前後する場合があります．）
【第1回　イントロダクション　スタートアップ授業】
【第2－3回　計算機】
プログラム（講義）／実習・演習環境の設定（実習）
【第4回　計算機およびプログラミング】
実習・演習環境の設定（実習）／サンプルプログラムの実
行，表示（実習・演習）
【第5－8回　プログラミング】
サンプルプログラムの実行，表示（実習・演習）／計算，
繰り返し，配列，条件（1）（実習・演習）／計算，繰り
返し，配列，条件（2）（実習・演習）／その他（実習・
演習）
【第9－12回　計算機による形の提示】
3次元図形とその表示（講義）／幾何操作，視点操作（講
義・実習・演習）／その他（実習・演習）／照光処理（講
義・実習・演習）
【第13－14回　計算機との対話的な通信】
入力装置とその処理（1）（実習・演習）／入力装置とそ
の処理（2）（講義・実習・演習）
【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．
各自のWindows PCにプログラミング環境を設定し，コン
ピュータグラフィックスの実習・演習を行っていくことに
なります．教室に自分のWindows PCを持参して下さい．

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
zsf9byrz27mavhhx1okumsyftoqzh2dc)



2023-S000009096-01数学Ｂ「SP（物理科学コース）」（複素関数論）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

坂田　繁洋

◎－－－　概要　－－－◎

　本授業は講義形式で行う。
　高等学校・数学IIIの微分積分では、実数に実数を対応させる
関数について学習した。微分積分の基礎を習得した理工系の学
生諸君がさらに進んで高度な微分積分を学ぼうとするとき、複
素数を複素数に対応させる関数の性質が重要となる。
　最初に、複素数を定義して、複素数の四則演算、複素数と複
素平面の関係を学習する。
　次に、複素関数の微分を定義し、実数の組に実数を対応させ
る関数(実2変数関数)の微分(偏微分)を学び、「コーシー・リー
マンの関係式」を用いた複素微分と実2変数関数の偏微分との
関係を学習する。また、微分可能な複素関数の性質を学習す
る。
　最後に、複素関数の積分について学習し、複素関数の重要な
性質である「コーシーの積分定理」を学習する。この定理を
使って、正則関数の様々な性質を学習する。 また、複素関数の
積分の計算方法も学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

複素関数と正則関数に関する基礎的な知識が身についている。
(DP1-1)(知識・理解)

複素関数に対して具体的な微分・積分の計算をできるようにな
り、物理科学の実際の問題へ応用できる基礎学力が身について
いる。(DP2-1)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習　各回の授業内で次回授業のための計算練習を提示するの
で、それに取り組む。次回の授業内容に対応する教科書の範囲
を読む。(30分)

復習　授業で学んだ定義と定理を確認する。学んだ計算例をも
う一度計算し、計算方法を習得する。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
・複素微分の定義、基本的な性質、コーシー・リーマンの関係
式を用いて具体的な複素関数の正則性を判定できる。
・複素積分の定義、基本的な性質、複素積分に関する定理や公
式を用いて具体的な複素関数の積分を計算できる。

評価方法
定期試験の成績を100％で評価する。
定期試験の内容は到達目標に対応し、評価基準に従い評価す
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

林一道著「初等関数論(改訂版)」(裳華房)、1992年改訂
版、ISBN: 978-4-7853-1074-5

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

高等学校・数学IIIで学ぶ微分積分を十分に理解しているこ
と。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 準備事項(スタートアップ授業)
2. 複素数と複素平面
3. 複素関数
4. 初等関数
5. 複素関数の微分
6. コーシー・リーマンの関係式
7. 基本的な初等関数の正則性
8. 複素積分
9. コーシーの積分定理
10. コーシーの積分公式
11. コーシーの積分公式(高階導関数)
12. ローラン級数展開
13. 留数定理
14. 演習
15. まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/7ptj5l28qpl836sku7xt0fy982vwxij0)



2023-S000009097-01統計「SM」（検定と推定）

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

天羽　隆史

◎－－－　概要　－－－◎

はじめに、与えられたデータを処理するための記述統計学を学
ぶ。もう少し具体的には、1次元データに対して度数分布表・
ヒストグラム・箱ひげ図がどのように対応するかを学び、2次
元データに対しては共分散と散布図の関係、回帰直線の求め方
を学ぶ。次に、その記述統計学に確率論の知識を援用すること
で、未知の母集団に対して、その特性をよく表す量(母数と呼
ばれる)の推定、母数に関して述べられた仮説を検定する手法
を学ぶ。

本授業は講義形式により行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1次元データの度数分布表・ヒストグラム・箱ひげ図、それら
の関係を理解している。(DP1-1)(知識・理解)

与えられた1次元データの度数分布表・ヒストグラム・箱ひげ
図が描ける。(DP1-1)(技能)

2次元データの共分散とその散布図の関係を理解している。
(DP2-1)(知識・理解)

与えられた2次元データの回帰直線の式を求めることができ
る。(DP2-2)(技能)

確率変数と実現値の関係を理解している。(DP3-1)(知識・理解)

確率論と記述統計学の基本的な事実・概念を用いて、様々な母
数の推定が出来る。(DP4-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

レポート課題を出すので、講義ノート・内容を良く復習して課
題に取り組むこと。(復習)(90分)

教科書、もしくは配られた講義資料に目を通して予習しておく
こと。(予習)(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験による評価 70% (到達目標に記した(1--6)の到達度を評
価の基準とする)
レポート課題を含めた平常点による評価 30% (到達目標に記し
た(1--6)の到達度を評価の基準とする)

◎－－－　テキスト　－－－◎

田中勝・藤木淳・青山崇洋・天羽隆史 共著『統計学リテ
ラシー』(培風館) ISBN 978-4-563-01029-4

◎－－－　参考書　－－－◎

田中勝・藤木淳・青山崇洋・天羽隆史 共著
『統計学とデータ解析の基礎』（学術図書出版社）
ISBN978-4-7806-1000-0

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

教科書で足りない部分に関しては、資料などを配布して補
う。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. スタートアップ授業(動画配信): 統計学の考え方
2. 1次元のデータとペナルティ
3. 1次元のデータの代表値
4. 1次元データの整理術
5. 1次元データの情報の分解と分散
6. 2次元データと散布図
7. 2次元データからのペナルティと回帰直線
8. 母集団という考え方
9. 確率と離散型確率変数
10. 大数の法則と母集団分布の出現
11. 中心極限定理と正規母集団
12. Galton Board--中心極限定理の実証--
13. 仮説検定
14. 推定
15. まとめと演習

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
vokcblteyxou1nufo4fln83y6pa2gnyg)



2023-S000009097-02統計「SP，SC」（検定と推定）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

天羽　隆史

◎－－－　概要　－－－◎

はじめに、与えられたデータを処理するための記述統計学を学
ぶ。もう少し具体的には、1次元データに対して度数分布表・
ヒストグラム・箱ひげ図がどのように対応するかを学び、2次
元データに対しては共分散と散布図の関係、回帰直線の求め方
を学ぶ。次にデータ分析の手法のうち重回帰分析・主成分分析
の手法を学ぶ。本授業は主に講義形式により行うが、パソコン
を用いての実習も行う。最後に記述統計学に確率論の知識を援
用することで、未知の母集団に対してその特性をよく表す量
(母数と呼ばれる)の推定、母数に関して述べられた仮説を検定
する手法を学ぶ。

パソコンでの使用環境は Google Colaboratory であり、Google の
アカウント登録が必要となる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1次元データの度数分布表・ヒストグラム・箱ひげ図、それら
の関係を理解している。(DP1-1)(知識・理解)

与えられた1次元データの度数分布表・ヒストグラム・箱ひげ
図が描ける。(DP2-1)(技能)

2次元データの共分散とその散布図の関係を理解している。
(DP2-2)(知識・理解)

与えられた2次元データの回帰直線の式を求めることができ
る。(DP2-2)(技能)

与えられたデータに対して重回帰分析を適用できる。(DP3-1)
(知識・理解)

与えられたデータに対して主成分分析を適用できる。(DP4-2)
(技能)

重回帰分析や主成分分析を通して、社会の動向や諸問題の解決
に活かそうとする姿勢をもっている。(DP4-2)(態度・志向性)

確率変数と実現値の関係を理解している。(DP2-2)(知識・理解)

確率論と記述統計学の基本的な事実・概念を用いて、様々な母
数の推定が出来る。(DP3-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

レポート課題を出すので、講義ノート・内容を良く復習して課
題に取り組むこと。(復習)(90分)

教科書、もしくは配られた講義資料に目を通して予習しておく
こと。(予習)(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験による評価 50% (到達目標に記した(1--9)の到達度を評
価の基準とする)
レポート課題を含めた平常点による評価 50% (到達目標に記し
た(1--9)の到達度を評価の基準とする)

◎－－－　テキスト　－－－◎

田中勝・藤木淳・青山崇洋・天羽隆史 共著『統計学と
データ解析の基礎』(学術図書出版社)
ISBN978-4-7806-1075-8

◎－－－　参考書　－－－◎

田中勝・藤木淳・青山崇洋・天羽隆史 共著『統計学リテ
ラシー』(培風館) ISBN 978-4-563-01029-4

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

教科書で足りない部分に関しては、資料などを配布して補
う。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. スタートアップ授業(統計学の考え方)
2. 母集団
3. 1次元のデータの損失と代表値
4. 1次元データの整理術
5. 2次元データの損失と回帰直線
6. 重回帰分析の手法
7. 重回帰分析の実習
8. 主成分分析の手法
9. 主成分分析の実習
10. 大数の法則と母集団分布の出現
11. 中心極限定理と正規母集団
12. 分布表の見方
13. 仮説検定
14. 推定
15. まとめと演習

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
so46qvbz38i41gt1fouj2c6wrhyzxx5k)



2023-S000009523-01自然地理学（気候区形成の仕組み）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/23　３時限　　

林　政彦

◎－－－　概要　－－－◎

　我々は，地球上で生活している。生活には，個人的な活動，社
会的な活動を伴う。それらの活動は，周囲の人々，社会，そして
我々を取り巻く自然との相互作用の中で行われ，個々人の内面の
形成にも影響を及ぼしている。この講義では，はじめに，このよ
うな人間の個性や体の形成，社会活動と自然科学的な条件との相
互作用について，地勢学，地形学，気候学等の自然地理学の位置
づけとともに概観する。その後，自然地理学の主要な構成領域の
一つである気候学について，以下のように，気候区形成論の立場
から論ずる。
　地球上には、常に高温で雨量の多い熱帯、砂漠などの乾燥地
帯、寒冷な極地域など異なった特徴を持った気候条件を有してい
る地域がある。これらは類似した特徴をもった地域ごとに気候帯
として区分されている。このような気候帯の形成は、基本的には
大気の運動と降水などによっている。しかし、大気の運動がな
ぜ、現在の大気の運動パターンをなしているのかなどをきちんと
理解することは容易ではない。大気の運動、降水形成の原動力
は、太陽放射にある。太陽放射による熱エネルギーを駆動力とし
て大気の運動がおき、海洋や大陸・島などの陸地との熱交換や水
蒸気交換といった相互作用をおこないつつ、熱や水・水蒸気の輸
送がおこなわれる。その結果、地域ごとに特徴をもった気候が形
成される。本講義では、地球上における気候形成のしくみをこの
ような素過程から説き起こして、現在の気候帯分布を理解してい
くこととする。なお，理解のカギとなる素過程は，物理過程であ
るが，数式は使わず，身近な生活体験から素過程を理解するよう
にする。　
 　 折りにふれ、①南極、北極の気候の類似性と違いに及ぼす地
形と大気・海洋による熱輸送の役割、②海洋大陸と呼ばれるイン
ドネシアの乾季雨季の特徴と陸地（島）の役割、そして、③中国
乾燥地域と砂漠形成のしくみなど、担当者が実際に観測で訪れて
いるいくつかの特徴的な地域の気候についても解説を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

気候区が植生を中心に区分され、それが、地球の自然科学的なシ
ステムとしての気温、降水量の変動によって、支配されているこ
とを理解している。、(DP1-1)(知識・理解)

日常的に空を見上げるなど、身の回りの自然現象に目を向ける。
(DP1-1)(態度・志向性)

気象、気候が物理現象であること、日常の出来事と共通の原理に
基づいていることを理解している(DP2-1)(知識・理解)

文化の多様性が気候区の多様性と結びついていることを理解して
いる(DP2-2)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

配布するプリントを中心に予習すること
。(30分)

レポートの課題に取り組むことを中心に復習すること。(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の成績（100点満点）を基本とする。ただし、定期試
験の成績が100点に満たない場合、レポート、ミニッツペーパー
による評点が最大40点となるように、定期試験と提出物による評
価を按分して加算し、成績とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しない。
最初の対面授業の際に配布するプリント集をテキストとす
る。

◎－－－　参考書　－－－◎

仁科淳司著　やさしい気候学（第4版）　古今書院　ISBN
978-4772285117
住明正著　地球の気候はどう決まるか？「地球を丸ごと考
える」第４巻　岩波書店　ISBN 978-4000079044
吉野正敏著　気候学 「自然地理学講座」 第２巻　大明堂
西村嘉助ら著　人文地理ゼミナール「自然的基礎」大明堂
福井英一郎編　新地理学講座第４巻「自然地理Ⅱ」朝倉書
店
など

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　“知って、覚える”のではなく、自然科学的に“理解す
る”ことを目標とする。しかし、数学的にやっかいな扱い
はしない。理解の基本となる物理法則を日常の経験から説
き起こし、できる限り感覚的にとらえられるよう解説をし
てゆく。鋭い感覚と確かな思考力で理解してほしい。ただ
し、本来は、感覚的にとらえることの方が難しいというこ
とを心にとめておいてほしい。自然科学的なセンス、自然
を見る目が必要である。そのような感覚を養うコツは、よ
く自然・周囲をみることに他ならない。
　レポートは、講義のまとめであるとともに、定期試験の
準備でもある。真剣に取り組むことを強く勧める。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　自然地理学と気候学（スタートアップ授業）
２　春夏秋冬？なんだそれ？:世界の気候帯、気候要素と
気候因子
３　地球は丸かった!:エネルギー源としての太陽放射
４　バランスを求めて:エネルギー収支と気温
５　かげろうの秘密:地球表面と大気のエネルギー交換
６　地球規模エアーコンディショナ:大気と海洋による南
北熱交換
７　穏やかな海、メリハリの利いた陸地:海陸分布と気温
分布
８　
９　木枯らしピープー吹いている:海陸風と季節風
10　黒潮の故郷:風と陸と地球の自転がつくる海流
11　水のメリーゴーランド:相対湿度と雲・降水
12　気団の喧嘩と涙:熱帯の雨、中・高緯度の雨
13　仮想地球の気候区分布:気候区形成の仕組み
14　水がなければ生きられない：低・中緯度の気候区
15　暖かみに頼って生きる：中・高緯度の気候区

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
gtko7n75f8ug45vsn4ewgg3zuu4tjvy2)



2023-S000009523-91自然地理学「BB」（世界の気候とその形成機構）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・二部２時限　　試験時間割：2024/01/22　夜２限　　

西　憲敬

◎－－－　概要　－－－◎

授業の内容　
私たちの暮らしと密接に関係のある自然環境について，地勢
学・地形学・気候学等の自然地理学の各方面から概観する。そ
の後，自然地理学の主要な構成領域の一つである気候学につい
て考えていく。地球上には、熱帯、温帯、寒帯、乾燥帯など異
なった特徴を持った気候条件を有している地域がある。まず、
これらの気候が私たちの住んでいる福岡とどのように異なって
いるのかを確かめる。次に、このようなさまざまな気候が形成
される理由を考える。太陽放射の量が緯度や季節によって異な
ることから考察をはじめる。太陽放射による熱エネルギーを駆
動力として大気の運動がおき、海洋や大陸との熱・水蒸気交換
をおこないつつ、熱や水・水蒸気の輸送がおこなわれる。その
結果、地域ごとに特徴をもった気候が形成される。本講義で
は、地球上における気候形成のしくみをこのような素過程から
説き起こして、現在の気候を理解していくこととする。その中
で、世界各国の食事や生活を紹介するので、それが気候とどの
ように関係しているのかも考える。ところで、気温や降水量
は、年ごとに少なからず変化する。それがふだんの年と大きく
異なるときは、異常気象として認識される。このような年々の
差も気候の重要な側面だと考えられる。また、気候は、歴史的
に大きく変化してきた。さらに、地球温暖化によってこの気候
が大きく変化することも懸念されている。このような気候の変
化についても、その実体と機構についてふれる。

授業の進め方や学習方法
講義形式で行うが、白地図やグラフなどを使った作業を多く取
り入れて進める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

気候というものをどのようにとらえたらよいか理解できる
(DP1-1)(知識・理解)

人間生活や社会のあり方と、気候という自然現象のつながりを
ふだんから意識できるようになる(DP2-1)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業中の指示にしたがって、必要な予習を行う(60分)

授業中に配布するプリントを中心として、必要な復習を行う
(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準: 講義内容の理解度を評価する。

評価方法: 定期試験の成績によって評価を行う。(ただし、評価
最大を10としたとき、試験の成績が4以上6未満であれば、通常
の提出物による評価を最大2となるように加算して、それが6に
達している場合、評価を6とする。)

◎－－－　テキスト　－－－◎

新詳高等地図 帝国書院編集部編 帝国書院
ISBN978-4-8071-6528-5

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

"よく考えること"を大切にしてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　自然地理学と気候学（スタートアップ授業）
２　福岡の気候・日本の気候
３　太陽放射
４　大循環
５　気温分布
６　海流と海水温の分布
７　気圧分布
８　風の分布
９　降水のしくみ
10　降水分布
10　世界の気候(1) 乾燥帯・熱帯
11　世界の気候(2) 温帯・冷帯・寒帯
12　異常気象
13　気候変動
14　地球温暖化と都市気候
15　まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/78fljx2civ9zmoph3nbk524udd1kopi5)


